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●病児保育を始めました……………Ｐ２
●府中市職員を募集…………………Ｐ３
●後期高齢者医療制度の保険料決定…Ｐ４

public relations FUCHU

「高齢者向けの給付金」
４月18日
（月）
から申請を受け付け
問い合わせ先

地域福祉課（☎４３-７１４８）

一億総活躍社会の実現に向け、賃金引き上げの影響が及びにくい高齢者を支
援するため、給付金を支給します。

カクニンジャ

対象  次の条件を全て満たす人

※土・日曜日、祝日は除く。支給対象者と思われ
る人には、案内を通知をします。

申請先 市役所、上下支所

▽

▽


申請期間 ４月18日（月）～７月19日（火）

平成27年１月１日時点に府中市に住民登録を
している人
平成29年３月31日時点で65歳以上の人（生年
月日が昭和27年４月１日以前の人）
平成27年度分の住民税が課税されていない人
※平成27年度分の住民税が課税されている人
の扶養親族等になっている場合や生活保護の受
給者である場合などは、支給対象となりません。

▽


支給額 一人につき３万円

振り込め詐欺や個人情報の
詐取にご注意！

「高齢者向けの給付金」
に関して、次のことに注意
してください。
▽府中市や厚生労働省など
が、ＡＴＭの操作をお願
いすることは、絶対にあ
りません。
▽ＡＴＭを自分で操作して、
他人からお金を振り込ん
でもらうことは絶対にで
きません。
▽府中市や厚生労働省など
が、給付金支給のために、
手数料などの振り込みを
求めることは絶対にあり
ません。
▽厚生労働省が、住民の皆
さまの世帯構成や銀行口
座の番号などの個人情報
を照会することは、絶対
にありません。
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入所・入園前の子どもと保護者へのさまざまな支援があります

子育て支援センターをご利用ください
４月から、和光園地域子育て支援センターが和光園保育所から府中天
満屋に移動し、「キッズランドＭＯＭＯ」としてスタートしました。
府中市子育て支援センター・上下地域子育て支援センター・国府地域
子育て支援センターとともに、子育てを応援していきます。

貸し出し場所は和光園保育所
です。受け付けはＭＯＭＯ、和
光園保育所で行います。
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子育て相談
一時預かり
親子ひろば
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遊びにきてね！

満載！
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ベビー用品貸し出し

子育て情報

※７月・ 月・２月にも行
親子教室の会員を募集
います。
■ 府中市子育て支援センター
申し込み方法 直接または
とき 第２水曜日 時～
電話で申し込んでください。
■ 上下地域子育て支援センター
時 分
とき ５月 日
（土） 時～
定員 先着 組
時 分
■上下地域子育て支援セン
※８月・ 月・２月にも行
ター
い ま す。 上 下 地 域 子 育 て 支
とき 第２火曜日 時～
援 セ ン タ ー は、 申 し 込 み は
時 分
不要です。
定員 先着 組
申し込み・問い合わせ先
申し込み方法 直接または
電話で申し込んでください。 ▽府中市子育て支援センタ
ー（☎４７ １
-１８８）
男性の子育て参加を応援
▽上下地域子育て支援セン
パートナー支援参加者募集
ター（☎６２ ４
-４３７）
▽国府地域子育て支援セン
ター（☎４５ ５
-５５８）
▽キッズランドＭＯＭＯ（
府中天満屋内・☎４５ ８１８１）
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開館時間 10時～16時30分
※休館日はお問い合わせください。
ところ 府中天満屋２階ソシア
（「いくたす」跡）

各種行事

対象 入所・入園前の子ど
もと男性の保護者
■ 府中市子育て支援センター
とき ５月 日（土） 時～
時 分

キッズランドＭＯＭＯ

府中市民病院内で病児保育を始めました

府中市子育て

▽

申し込み・問い合わせ先
市役所女性こども課（☎４３-７２６５）
府中市民病院病児保育室（☎４５-３３０６）
▽

支援サイト

料金 2,000円（生活保護世帯は無料）
次の全てにも当てはまる場合
市内在住の生後６か月～小学校６年 利用方法 利用には事前登録が必要で
生の子どもで、市内の認可保育所（園）
、 す。利用の前日までに、府中市民病
院病児保育室または市役所女性こど
幼稚園、小学校に通っている
も課で登録してください。
医師の診断により当面の病状の急変
が認められないが、病気の状態（回 ※登録用紙などは市内保育所（園）、
復期も含む）にあり、集団保育が困 市役所女性こども課、上下支所、府中
市民病院病児保育室または市のホーム
難である
保護者が就労などにより保育できない ページにあります。
ＱＲコードから
広谷保育所での病後児保育は終了し
ご利用ください。 保育時間 月～金曜日８時30分～17時
※土・日曜日、祝日、年末年始は休み。 ました。
▽

▽

対象

▽

「ちゅ
ちゅ」

広報ふちゅう

平成28年４月15日
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給水車を導入しました

４月29日(金)～５月５日(木)

ゴールデンウィーク期間中のごみ収集業務
問い合わせ先

環境整備課（☎４３-７１４４）

祝日もごみの収集を行っています

４月29日
（金）
・５月３日
（火）
～５日
（木）
は、通常どおりごみの
収集を行います。ごみは収集日の８時までに、ごみステーション
へ出してください。

台所ごみ（生ごみ）は水切りを十分に
災害・漏水などで水道水の断
水が発生した場合に応急給水を
行うため、新しく給水車を導入
しました。
容量2,000ℓのステンレス製
タンクを積載し、車両後方部の
４か所の給水口からポリタンク
などに給水できます。また、離
れた所や高い所に水を送るため
の加圧ポンプも備え付けられて
います。
給水車の導入により、非常時
などの給水活動の充実を図ります。

台所のごみは、よく水を切ってから出してください。そうする
ことで、ごみの減量化・処理費用削減につながります。
可燃ごみ・粗大ごみの持ち込み受け付け
施設名

持ち込みできるごみ

受付日時

府中市クリーンセンター
可燃ごみ・粗大ごみ
（本山工業団地内）
毎月第３日曜日
９時～12時、13時～16時
府中市北部クリーンステ
粗大ごみ
ーション（上下町水永）
※手数料は10kgにつき155円。上記施設への埋立ごみの持ち込みはできま
せん。府中市埋立センター（諸毛町）は、土・日曜日、祝日は休みです。

アンガールズ
ふるさと大使継続！

府中市職員を募集
募集職種・人数

問い合わせ先 上水下水道課

▽ ▽

薬剤師…１人
看護師…若干名
受験資格
薬剤師…昭和46年４月２日
以降に生まれた人で、薬剤師
免許証を取得している人
看護師…昭和46年４月２日
以降に生まれた人で、看護師
免許証を取得している人
勤務場所 府中市立湯が丘病院
申し込み期限 ４月28日（木）
試験日 ５月26日（木）
※募集人員に満たない場合は、
申し込み期間終了後も受け付け
ます。
申し込み・問い合わせ先
▽

（☎４１-４５３８）

▽

動いて脳トレ！脳活教室
脳を活性化させる運動や、有
酸素運動などを行います。
とき ４月27日（水）10時～12時
ところ リ・フレ
対象 65歳以上で医師から運動
制限を受けていない人
参加料 無料
持参するもの 飲み物、タオル
※動きやすい服装でお越しくだ
さい。
問い合わせ先 長寿支援課
（リ・フレ内・☎４０-０２２３）
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昨年度、お笑いコンビのアン
ガールズのお２人にふるさと大
使を委嘱し、備後国府まつりや
天領上下ひなまつりへの出演な
ど、府中市のＰＲ・賑わい創出
に貢献していただきました。
今年度も引き続きふるさと大
使として活動していただくこと
となりましたので、今後の活動
にご期待ください。
問い合わせ先 企画財政課
（☎４３-７１１８）

府中市立湯が丘病院
（〒729-3423府中市上下町矢
野100・☎６２-２２３８）

平成28・29年度分の

後期高齢者医療制度の保険料が決定しました
広島県後期高齢者医療広域連合業務課（☎０８２-５０２-３０６０）
市役所税務課（☎４３-７１２１）

▽ ▽

問い合わせ先

均等割額

44,032円

763円アップ

44,795円

所得割率

8.43％

0.54％アップ

8.97％

※限度額57万円の変更はありません。

均等割額
44,795円

所得割額

年間保険料額

×所得割率8.97％

（限度額57万円）

＋（総所得金額等－基礎控除33万円）＝ ４月～翌年３月で計算

加入者の収入 軽減措置後の年間保険料
（年金収入） 〔H27年度の年間保険料額〕

27

軽減措置

168万円

13,446円〔12,926円〕
※520円増加。

均等割8.5割軽減
所得割５割軽減

妻

80万円

6,719円〔6,604円〕
※115円増加。

均等割８.５割軽減

例２

世帯主

加入者の収入 軽減措置後の年間保険料
（年金収入） 〔H27年度の年間保険料額〕
80万円

4,479円〔4,403円〕
※76円増加。

軽減措置
均等割９割軽減

※軽減判定は、世帯主および世帯内の被保険者の所得の合計を基に行います。
広報ふちゅう

額決定通知書の発送は７月
中旬の予定です。
保険料の納付方法は、原
則、年金からの天引きです。
ただし、新たに後期高齢者
医療制度の加入者となった
場合、一定期間は保険料を
納付書などで納付していた
だくことになります。

夫（世帯主）

なりました。加入者の皆さ
んには、ご負担をお掛けし
ますが、ご理解とご協力を
お願いします。

例１

保険料額決定通知書は
７月に送付します

所得が少ない人や後期高齢者医療制度加入直前に健康保険組合など
の被扶養者だった人は、保険料を軽減しています。詳しくはお問い合
わせください。

保険料は、平成 年所得
を基に計算します。保険料

所得が少ない人などの保険料を軽減しています

加入者
１人世帯

65

28

※「総所得金額等」とは、「年金収入－公的年金控除」、「給与収入－給
与所得控除」、「事業収入－必要経費」などで、社会保険料控除などの各
種所得控除前の金額です。また、「総所得金額等」には、土地・建物や株
式の譲渡所得などで、特別控除後の額も含まれます。

加入者
２人世帯

75

間保険料は、安定的な財政
運営を図るため、２年ごと
に見直しが行われます。平
成 年度は見直しの年に当
たっており、左表のとおり
変更しました。
加入者の増加や今後の医
療費の増加を見込んだ結果、
保険料を値上げすることに

保険料の計算方法

後期高齢者医療制度は、
歳以上の人と、 歳以上
で一定の障害があると認め
られた人を対象とした医療
制度です。

H28・29年度

２年ごとに保険料を
見直します

H26・27年度

後期高齢者医療制度の年

４月からの保険料

平成28年４月15日
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第４回新県美展 作品募集

問い合わせ先

まちづくり課（☎４３-７１５９）

府中市では、府中市児童会館の建て替えに伴い、都市計画
公園であるこどもの国公園の区域の一部変更を検討しています。
■住民説明会
住民説明会を基に変更案をまとめ、縦覧や都市計画審議会
の審議などを経て、最終的な計画を決定します。
とき ４月19日
（火）
19時～
ところ 府中市役所
変更後公園区域
削除区域
児童会館建て替え箇所
ＰＯＭ府中市こどもの国

ポムサーキット

末
広

橋

入賞作品は県内各地を巡る巡回
展で公開されます。
府中市での巡回展は８月24日
（水）
～28日（日）に府中市生涯学習セン
ターで行われます。
応募資格 県内に在住または通勤
・通学している人
種目 絵画、デザイン、彫塑、工
芸、書、写真、映像
■作品の受け付け
とき ６月８日（水）13時～18時
ところ 府中市生涯学習センター
出品料 １作品3,000円
共同搬入料 １作品2,000円
※詳しくは、府中市生涯学習セン
ター、市役所、府中市教育センタ
ー、公民館・クルトピア、府中市
文化センターにある開催要項をご
覧ください。
問い合わせ先 教育委員会生涯学
習課（☎４３-７１８１）

都市計画公園の変更案について
住民説明会を開催します

なんば医院

高齢者を対象とした通所事業

元気ふれあいデイサービス
利用者を募集
とき ４月～９月
※週１回開催します。開催日は会
場によって異なります。詳しくは
お問い合わせください。
ところ

募集人数

リ・フレ

若干名

箱田苑

５人程度

ほのぼの苑

２人程度

対象 要支援・要介護認定で非該
当、もしくは認定を受けていな
い、65歳以上のみの世帯の人
利用料 １回1,000円
※昼食代などを含みます。
申し込み・問い合わせ先
長寿支援課（リ・フレ内・☎４
０-０２２２）
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ウオーキングで健康づくり

みんなで歩こう会

参加無料

問い合わせ先
健康医療課元気づくり係（リ・フレ内・☎４７-１３１０）
または健康づくり係（上下保健センター内・☎６２-２２３１）
ウオーキングの楽しさを感じながら、ウオーキングマス
ターと一緒に歩きませんか。運動のしやすい服装と靴でお越
しください。申し込みは不要です。
持参するもの タオル、飲み物、帽子
※会場がクルトピア栗生・クルトピア岩谷・協和公民館の場
合は体育館シューズをお持ちください。
と

き

ところ

５月12日（木）９時30分～11時30分

府中市生涯学習センター

５月20日（金）13時30分～15時30分

リ・フレ

５月24日（火）９時30分～11時30分

クルトピア栗生

５月31日（火）13時30分～15時30分

クルトピア岩谷

６月12日（日）９時30分～11時30分

協和公民館

７月14日（木）９時30分～11時30分

上下町民会館

集団健診として実施します

消費生活情報

※電話または申し込み用紙で申し込んで
ください。

会社に、原状回復の理由や
金額の説明を求め、話が折
り合わない場合は、簡易裁
判所の民事調停・少額訴訟

を利用することとなりました。
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中学生と保護者の親子健康診査

６月25日(土) 上下町民会館 ５月13日(金)

～賃貸住宅の退去に伴うトラブル～

相談日
４月27日（水）13時～16時
※前日の16時までに、消費
生活センターに電話で予約
してください。

９月30日(金)
11月５日(土)
リ・フレ
・13日(日)

契約から退去までの留意点

上下町民会館で
消費生活出張相談

▽契約内容が原状回復の原
則通りか否か確認し、納
得の上で契約する。
▽元々あった汚れや損傷は、
家主側との立ち会い確認
や写真撮影を行っておく。
▽入居中は規則を守り、修
繕などが必要となった場
合は、放置せず連絡する。
▽退去時には、家主立ち会
いの下で、室内の現状を
相互に確認する。
▽原状回復費用の請求があ
る場合は、内容や金額の
根拠など説明を求める。

相談日
毎週月・火・木・金曜日
10時～12時、13時～16時
※祝日・年末年始は除く。

なっています。
国土交通省が公表してい
る「原状回復をめぐるトラ
ブルとガイドライン」によ
ると、原状回復とは、借り
た当時のままの状態に戻す
意味ではありません。経年
変化や通常の使用による傷
・汚れなどは月々の家賃に
含まれており、家主負担と
なります。
また、借主が不注意で室
内の一部を破損した場合で
も、全面補修の必要はなく、
部分補修が基本となります。
今回は家主や不動産管理
※市役所南棟にあります。

府中市消費生活センター
（☎４３-７１０６）

き

ところ

申し込み期限

申し込み・問 い 合 わ せ 先 健 康 医 療 課 元 気 づ く り 係
（リ・フレ 内 ・ ☎ ４ ７ １
- ３１０）

参加者を募集

相談内容

歳代・女性）

消費生活に関する相談場所

先日、賃貸アパートを退
去した。室内で特に破損・
汚損させたものはなく、清
掃も普通に行っていた。
ところが、原状回復費用
として、クリーニング、ク
ロス張替え、フローリング
代などで多額の費用が掛か
り、入居時に預けた敷金は
返還できないと言われた。
契約書では、自分の不注
意や管理義務違反で破損・
汚損した場合に、修繕費用
の負担が必要としか記載さ
れていない。納得できない
（

ので、対応方法を相談したい。



一般に、借主が退去時に
原状回復を行う必要がある
場合、預けた敷金は、家賃
未払い額や原状回復費用を
差し引いて精算することと

アドバイス

50

40

離乳食教室

と

とき ５月16日（月）９時30分～12時
ところ リ・フレ
対象 満１歳までの子どもとその保護者
定員 先着15組
参加料 無料
持参するもの エプロン、バンダナま
たは三角巾、手拭きタオルなど
申し込み方法 ５月11日（水）までに電
話で申し込んでください。
申し込み・問い合わせ先
健康医療課元気づくり係
（リ・フレ内・☎４７-１３１０）

子どもの生活習慣 病 や 、
やせ志向による栄養 不 足 な
ど、見た目では分か ら な い
健康状態を知って、 家 族 で
健康づくりをしませ ん か 。
対象 中学生とその 保 護 者
※保護者は 歳未満 で 、 職
場などで健康診断の 機 会 が
ない人。
内容 問診・計測・ 血 液 検
査・検尿・診察（ 生 活 習
慣病健診）
料金 無料

子どもの月齢に応じた離乳食作り

お知らせ
長寿支援課（リ・フレ内）
の窓口開庁時間を延長

振興課内・☎４３ ７１３１）

園運営委員会（市役所産業

スルホテル
所在地 門田池児童公園北側
契約期間 契約日から平成
対象 来年３月に卒業予定
年３月末まで
の大学院・大学・短大・
高専・専修学校生と既卒者
※ 年４月以降も契約更新
内容 ▽合同企業説明会
できます。
▽就職相談コーナー
契約料 １区画年間 円
※中途契約は月割り 円。
問い合わせ先 福山地方雇
用対策協議会（☎０８４
申し込み・問い合わせ先
９２１ ８-５７２）
府中市コミュニティー農

集

談

し

相談・検査料 無料
申し込み・問い合わせ先
広島県東部保健所福山支
所保健課（☎０８４ ９-２
１ １
-３１１）

催

ドリーム鯉のぼり
プ ロ ジ ェ ク ト

内容 市内小学校の５ｍ鯉
のぼり掲揚、ステージイ
ベント、飲食屋台など
参加料 無料
問い合わせ先 （一社）府
中青年会議所（☎４５ ２６４８）

天 領 じ ょ う げ
端午の節句まつり

町並みに鯉のぼりを飾り、
各商店に五月人形を展示し
て訪れる人をお迎えします。
とき ４月 日
（土）
～５月
８日
（日）
ところ 白壁の町並み周辺
◎じょうげ端午のみの市
翁座の公開も行います。
・４日
（水）
とき ５月３日（火）
問い合わせ先 実行委員長
小川（☎６２ ３
-１３７）

23

募

40

相

23

本山コミュニティー農園の
入園者を募集します

エイズ相談・ＨＩＶ抗体検査

子どもたちが作った鯉の
ぼりが、大型クレーン車で
大空に飛び立ちます。
先着 人に、ミニ鯉のぼ
りをプレゼントします。
とき ４月 日
（土） 時～
時
（金）
※ 雨天の場合は４月 日
に延期します。
ところ ウッドアリーナ
100

介護保険料の納付 ・ 納 付
相談のため、次のと お り 窓
口開庁時間を延長し ま す 。
とき ４月 日（水） 時
分～ 時
問い合わせ先 長寿 支 援 課
（☎４０ ０
- ２２ ２ ）

就職ガイダンスを開催

29

29 29

とき ５月２日
（月）
９時～
時 分
※４月 日
（木）
までに予約
が必要です。
ところ 広島県福山庁舎

10

29

15
平成 年度の本山コミュ
ニティー農園の入園者を募
集します。家庭菜園を始め
てみませんか。
募集区画
区画
※１区画 ㎡～ ㎡。

15

労働災害をゼロにすることを
目指し、安全衛生の意識を高め
ませんか。
とき ４月21日（木）13時45分～
16時30分
ところ 府中市文化センター
内容 労働安全衛生への優良な
取り組みがあった事業所を表
彰します。
■特別講演
けんこう
演題 体を動かして「健幸」ラ
イフを！
講師 株式会社オフィスプロス
タジオ 健康運動実践指導者
かり べ み ち よ
苅部美千代さん
参加料 無料
問い合わせ先 （公社）広島県
労働基準協会府中支部（☎４
５-５０１２）

28

30

300 3,000

府中地区産業安全衛生大会

17

13

‐

第36回

28 30

20

▽

▽

▽

▽

▽

▽

同じ職場の３～５人のグルー
プで、３か月間ウオーキングに
取り組みませんか。
チャレンジに成功したグルー
プは、抽選で賞品がもらえます。
対象 市内で働く人
内容
90日間6,000歩コース
90日間9,000歩コース
取り組み期間
第１回…５月
～７月
第２回…９月～11月
申し込み期間
第１回…４月
25日（月）まで
第２回…
８月１日（月）～25日（木）
申し込み方法 申し込み用紙を
健康医療課へ提出してください。
※申し込み用紙は健康医療課ま
たは市のホームページにあります。
申し込み・問い合わせ先 健康
医療課元気づくり係（リ・フ
レ内・☎４７-１３１０）

17

てくてくウオーキング
チャレンジ事業

15

19

参加企業は、福山 地 方 雇
用対策協議会のホー ム ペ ー
ジで公開します。
とき ５月６日（金） 時～
時
ところ 福山ニュー キ ャ ッ

7

暮らしの情報

Information

（仮称）道の駅びんご府中レポート
問い合わせ先

産業振興課（☎４３-７１９１）

（仮称）道の駅びん
ご府中は、「道の
駅」の登録をめざし
ている施設です。

駅舎イメージ図

（仮称）
道の駅びんご
府中の施設をご紹介

に
府中天満屋の隣
10月オープン

バス利用者やドライ
バーなどの休憩場所、
市内外の各地域を繋ぐ
公共交通の拠点、地域
振興の拠点とするため、
次の施設を整備します。
▽バスロータリー
▽公衆トイレ
▽地産地消レストラン
▽特産品売場
▽産直市
▽情報提供スペース
▽交流スペース
▽短期の貸店舗
▽屋外出店スペース

道の駅
名称が決定
平成５年にドライバーの休憩施設として生ま
公募し、市長や高校生などによる２度の審査
れ、今では、ご当地の特産品や観光資源を生か
を経て、「びんご府中」に決まりました。
管理運営者が決定
した取り組みで、まちにひとを呼び、地域に仕
事を生み出す地域創生のツールになっています。
公募により㈱天満屋ストアに決まりました。

『佐々木内科』連絡先（☎５２-６５５５）

内科・アレルギー科・心療内科

さ

さ

き のぶ や

佐々木内科（中須町）の佐々木伸彌先生からヒトコト 診療日
小野耳鼻咽喉科医院
月・火・水・金曜日
私の生まれた中須町で開業して、35年たちました。
  9：00～13：00、
新市郵便局
35年間はストレスの多い毎日でしたが、近年はスト
15：00～19：00
26
レス解消に専らドライブをしています。山道をゆっく
土曜日
9：00～13：00、
りドライブすると、風や木々の四季の移ろいが感じら
佐々木内科
14：30～17：00
れ、気持ちが安らぐように思えます。
日曜日
当院の診療方針
9：00～12：00
当院は内科ですので、胃がんや肺がんなど、が
※木曜日、祝日は休診です。 新市駅
んの早期発見に努め、生活習慣病（高血圧、糖尿
き かん し ぜんそく
病、高脂血症）のコントロール、気管支喘息のコ
ントロールなど、内科全般に対応します。また、
他科の病気の相談にも応じて、必要があれば専門
への紹介も行います。
そして、内臓の病気だけでなく、精神的ストレ
スによる種々の症状にも耳を傾け、身体と心の両
方に対応するよう、心掛けています。

府中市の人口（ ４月１日現在）
人 口 41,102人（－152）
男性 19,720人（－82）
女性 21,382人（－70）
（ 5）
世帯数 17,548世帯
※（ ）は前月比。

出生
死亡
転入
転出

20人
51人
187人
308人

身に覚えのないサイト利用料金は払う必要ありません！
「アダルトサイトの利用料金が未払いです。支払わなければ裁判
で訴えます。」などとメールが送られてきて、お金をだまし取られ
る詐欺が多発しています。
他人に知られたくない、という羞恥心から周りに相談でき
ない人も多いため、高齢者だけでなく、若年層や女性も多く
被害に遭っています。身に覚えのない請求は無視しましょう。

なくそう特殊詐欺被害・アンダー１作戦推進中
年間被害額目標1000万円以下！
府中警察署
広報ふちゅう

平成28年４月15日
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