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■主な内容
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●市文化財で防火訓練を実施………Ｐ２
●市長と議長を囲んでの研修会……Ｐ３
●洗濯表示が新しくなりました……Ｐ４

public relations FUCHU

糖尿病についての 参加無料
市民公開講座・相談会
問い合わせ先
府中市民病院地域医療連携室（☎４５-３３００）

とき １月26日（木）
ところ 府中市民病院

講演
演題
講師

13時～13時30分

糖尿病をよりよく理解するために
広島大学
ゆ

食事に
ついて

岸田祐美さん

25

17
15

長寿支援課（リ・フレ内）
の窓口開庁時間を延長

19

問い合わせ先 長寿支援課
（☎４０ ０-２２２）

介護保険料の納付および
納付相談のため、次のとお
り窓口開庁時間を延長しま
すので、ご利用ください。
とき １月 日
（水） 時
分～ 時

エイズ相談・ＨＩＶ
抗体検査ができます

1

血糖測定

運動療法

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）

相談・抗体検査とも匿名
で、当日に検査結果が分か
る検査も行っています。
とき ２月６日
（月）
９時～
時 分
※２月２日
（木）
までに予約
が必要です。
ところ 広島県福山庁舎
相談・検査料 無料
30

フットケア

非常勤医師

み

15

13時30分～15時

専門的な知識を持った職員が、さまざ
まな相談に応じます。

内分泌・糖尿病内科、

府中市民病院糖尿病外来
きし だ

相談会

日は文化財防火デー

問い合わせ先 教育委員会総務課（☎４３ ７-１８０）

私にもできますか？
という声におこたえします！

対象 読み語りに興味・関心のある人、保育所
・学校・公民館などで絵本の読み語りをして
みたいと思う人
定員 先着20人
受講料 無料
持参するもの 筆記用具
申し込み方法 電話で申し込んでください。
申し込み・問い合わせ先 府中市立図書館本館
（☎４３-４３４３）、府中市立図書館上下分
室（☎６２-８８０５）、生涯学習課（☎４３７１８１）
ところ

26

じ

日（土）９時～

うぐいす

１月

ぜん しょう

１月
28

善昌寺座禅堂と鴬張り廊下は、市の重要文化財です。
しょうちゅうねんかん
座禅堂は、正中年間（1324～1325年）の建立と伝えられ、県内でも数
少ない現存する中世の禅堂の一つです。
ないえん
鴬張り廊下は、永禄４年（1561年）に再建された本堂の内縁を、独特
の技法で板張りとしたもので、廊下を歩くとキュッキュッと音が出ます。

と き

善昌寺（上下町）で
防火訓練を行います

とき

※悪天候の場合は中止。

善昌寺（上下町上下）

消防署と消防団との連携

ところ

内容

26

訓練、地域住民の初期消火訓

26

練、消防車の放水訓練など

昭和 年１月 日 、 現 存 す る 世 界 最 古
の木造建築である奈 良 県 の 法 隆 寺 金 堂 で
火災が発生し、貴重 な 壁 画 な ど が 焼 損 し
ました。
この火災を教訓と し て 、 １ 月 日 が 文
化財防火デーと定め ら れ 、 毎 年 こ の 日 を
中心に、全国で文化 財 の 防 火 運 動 が 行 わ
れています。
24

内

容

講

師

第１回

２月２日
（木）
13時～15時

図書館本館

絵本の魅力・読み方

図書館職員

第２回

２月15日
（水）
13時～15時

図書館上下分室

昔話の魅力・読み方

図書館職員

第３回

３月２日
（木）
13時～15時

図書館本館

お楽しみ（第１・２回のまとめ）

絵本専門士

広報ふちゅう
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府中市町内会連合会と市長・
市議会議長との研修会を開催しました
問い合わせ先 総務課（☎４３-７１１５）

また、開設した避難所に
業も行っていますので、地
１ 南北道路建設の進捗状況 職員
をできるだけ配置し、
域ぐるみでイノシシの侵入
について
避難者の確認を行います。
を防止する取り組みをお願
回答 （Ａ工区）用地買収
避難者情報を町内会と共有
いします。
進捗状況は、面積ベースで
するためにも、引き続き町
蜂の被害につきましては、
約 ％の用地を取得してい
内会と連携を図りたいと考
専門の業者に駆除していた
ます。今年度、扇橋の橋脚
えておりますので、ご協力
だくしか手立てがないと考
２基の工事に着手します。
をお願いします。
えております。ご理解をお
（Ｂ工区）昨年度より用地
３ イノシシ、蜂などの 願いします。
取得を進めています。
４ 野犬対策について
被害対策について
（Ｄ工区）昨年度は北側の
回答 本来、野犬の保護は
一部区間で供用開始を行い、 回答 イノシシの被害は、
農作物のみでなく道路の路
県の有資格者（獣医師）が
今年度中の全線供用開始に
あぜ
肩や畔、土手などの掘り起
行う業務ですが、県の担当
向けて、事業に取り組んで
こしの被害も深刻なものが
部署である動物愛護センタ
います。
あります。
ーが三原市に所在するため、
 （平成 年 月現在）
被害の発生しにくい地域
即時対応できない地理的要
２ 避難準備情報発令時の
にするには、餌になるよう
因と、住民サービスの観点
避難場所の再検討と避
なものを放置しない、隠れ
から、本来は保護資格のな
難の確認について
家になるような茂みなどは
い市が一時的対応を行って
草刈りを行うなど、地域全
います。
体で環境整備を整えていく
野犬の苦情に対しては、
ことが必要と考えています。 大小の保護器の貸し出しに
個体数の減少へ向けて、
よる地域ぐるみでの保護と、
猟友会による年間を通した
愛護センターへの搬送を進
駆除の実施や、個人への侵
めるとともに、市の要請で
入防止柵の補助事業を行っ
月一回程度、愛護センター
ています。本年度、貸し出
に野犬の保護活動に来ても
し用の箱わなを、 基新規
らっています。
に購入しています。
しかし、野犬については、
また、駆除対策として狩
餌を与えたり、飼い犬を捨
猟免許取得のための助成事
てたりするなどの問題があ
町内会からの要望などについて懇談するため、昨年11月22日
に、市長と議長を囲んでの研修会を開催しました。
町内会連合会からの要望への回答の一部を紹介します。

11

回答 平成 年６月の避難
準備情報発令は市内全域を
対象とし、要配慮者の避難
を促すものでした。あわせ
て要配慮者以外の自主避難
も想定しましたので、より
多くの人を受け入れられる
ように、体育館を中心に避
難所を開設しました。今後、
避難準備情報発令時の避難
所につきましては、公民館
なども考慮します。

新たに指定給水装置工事事業者を指定

水を引いたり、水道設備の修理・改造を行ったりできる指定給水装置工事事業
者として、新たに次の業者を指定しました。
指定工事店名 株式会社アクアライン（☎０８２-５０２-６６３９）
おお こ うちたけし
代表 大垣内剛
所在地 広島市中区上八丁堀８番８号第１ウエノヤビル６階

るため、地域での協力が必
要な部分もあります。愛護
センターの協力を得ながら、
啓発活動にも継続して取り
組みます。

3

上水下水道課（☎４３-７１６８）

問い合わせ先

28

28

70

10

平成28年12月から
洗濯表示が
新しくなりました！

記号の種類が22種類から41種類に増え、
より細かな表示に変わりました。
店頭などで、新しい洗濯表示の製品と変
更前の洗濯表示の製品が混在することがあ
ります。詳しくは、消費者庁ホームページ
をご覧ください。

問い合わせ先
総務課（☎４３-７１１５）または府中市
消費生活センター（☎４３‐７１０６）

基本記号に付加記号や数字を組み合わせ、構成されます
■５つの基本記号

家庭洗濯

漂白

■付加記号と数字

乾燥

アイロン

クリーニング

温度…基本記号の中に付加

強さ…基本記号の下に付加

【例】

禁止

【例】

【例】

【例】
低
線は洗濯機での洗い方の
強さを表し、線がないもの
が通常の強さで、増えるほ
ど弱い洗い方をしましょう。

高

タンブル乾燥やアイ
ロンの温度は点で表し
ます。適した温度を使
いましょう。

その他の主な変更点
■家庭での乾燥の記号に、タンブル乾燥の記号
が新たに加わります。
【例】

タンブル乾燥機とは、機械の中で洗濯物を回
転させながら温風で乾燥する衣類乾燥機で、日
本の家庭では、洗乾一体型洗濯機や回転式衣類
乾燥機などがこれに相当します。
■洗濯ネット使用、中性洗剤使用、あて布使用
など、記号だけでは伝えられない情報は、簡
単な言葉で記号の近くに記載されます。

数字は家庭洗濯での
洗濯液の上限温度です。
数字の温度か、それよ
り低い範囲内で洗濯し
ましょう。

×を基本記
号と組み合わ
せて、禁止を
表します。

■商業クリーニングの記号に、ウエットクリー
ニングの記号が新たに加わります。
【例】

ウエットクリーニングとは、クリーニング店
が特殊な技術で行うプロの水洗いと仕上げによ
る洗濯です。
■家庭での漂白の記号に、酸素系漂白剤の記号
が追加されます。
酸素系漂白剤の記号

酸素系漂白剤は、色柄物にも使える漂白剤で
す。パッケージには、「酸素系漂白剤」や「色
柄物にも」などと書かれています。

消費生活に関する相談場所

府中市消費生活センター
（☎４３-７１０６）

消費者啓発カレンダーを配布しています

※市役所南棟にあります。
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。

配布場所・問い合わせ先 総務課（☎４３-７１１５）
平成29年版の消費者啓発のためのカレンダーを作成し、配布していま
す。数に限りがありますので、お早めにお越しください。
広報ふちゅう
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Information

暮らしの情報

募
集

県営住宅指定管理者 堀
田・誠和共同企業体 住
宅管理センター（☎０８
４ ９
-４３ ６-６２２）

年度まちなか

29

県営住宅入居者募集

平成

▽ ▽ ▽

広島県特定（産業別）最低賃金額が改定されました
問い合わせ先 広島県労働局賃金室（☎０８２-２２１-９２４
４）または福山労働基準監督署（☎０８４-９２３-０００５）
特定（産業別）最低賃金が適用
される業種

最低賃金額
（時間額）

製鉄業など

901円

金属製品製造業

863円

はん用機械器具などの製造業

870円

電子部品などの造業

831円

自動車・同附属品製造業

850円

船舶などの製造業

893円

各種商品小売業

821円

自動車小売業

848円

改定されたのは製鉄業など８種類の
特定最低賃金です。適用される業種の
詳細などはお問い合わせください。

5

チャレンジ事業
（前期）
募集

まちを元気にするための
事業やイベントなどに、助
成をします。
対象事業 認定後～９月
日までに、府中市中心市
街地活性化基本計画の区
域内で実施されるイベン
ト・勉強会など
対象団体 府中商工会議所
の会員を含む地域住民団
体または府中商工会議所
の会員を含むまちおこし
団体
助成額 １団体につき最大
万円
※事業に要する経費を限度
とします。
申し込み方法 所定の応募
用紙に必要事項を記入し、
府中商工会議所へ持参ま
たは郵送してください。
申し込み期限 ３月 日（金）
問い合わせ先 府中商工会
議所
（☎４５ ８-２００）
30

なくそう特殊詐欺被害！ 府中警察署

年２月定期募集）

17

31

市内に住む50代男性が競馬予想サイ
トに登録したところ、「着順が分かる
レースがある。」と犯人から電話があ
り、競馬中継をパソコンで見ると、ゴ
ール直前で犯人が着順を言い当てまし
た。男性は信じて情報料として約80万
円を振り込みましたが、その後着順は
当たらず、騙されたことに気付きまし
た。競馬のパソコン中継
は実際のレースと若干時
差があるため、犯人はこ
れを利用して騙したもの
と思われます。
ギャンブルや宝くじで、
絶対に当たるものはあり
ません。

29

30

10

競馬必勝法情報提供名目の詐欺
被害が発生

（平成

25

お知らせ

19

募集住宅、申し込み方法
および申し込み資格など詳
細については、申込みのし
おりをご覧ください。
申込みのしおり配布期間
１月 日（水）～２月３日
（金）
配布場所 市役所整備保全課
受付期間 ２月１日（水）～
３日（金）８時 分～ 時
受け付け・問い合わせ先

地震災害に強いまちづくりを目指し、府中市
耐震改修促進計画（第２期計画）の素案を取り
まとめましたので、市民の皆さまの意見を募集
します。
閲覧場所 まちづくり課、上下支所、市ホーム
ページ
提出方法 住所・名前・意見を記入して、郵便、
ファクス、電子メールまたは持参にて提出し
てください。
募集期間 １月16日（月）～２月16日（木）

26

府中市立地適正化計画の
計 画 案 に つ い て
住民説明会を開催します

意見の提出・問い合わせ先 まちづくり課
☎４３-７１５９
４６-１５３５
pubcom@city.fuchu.hiroshima.jp

人口減少・少子高 齢 化 社
会に対応したまちづ く り を
推進するため、持続 可 能 な
都市経営を目指し、 立 地 適
正化計画の策定に取 り 組 ん
でいます。
とき １月 日（木） 時～
ところ 府中市役所
問い合わせ先 まち づ く り
課（☎４３ ７-１５９）

府中市耐震改修促進計画（第２期計画）
素案のパブリックコメントを行います

府中天満屋のとなり!

道の駅びんご府中レポート
問い合わせ先
電気自動車急速充電器の利用を開始

イベント情報

１月５日か
ら利用を開始
しました。道
の駅南側駐車
場に設置して
あります。

▽

利用時間 24時間、365日利用可能
料金
合同会社日本充電サービス（ＮＣＳ）
会員…会員カードの種類により料金が異なり
ます
ＮＣＳ会員以外…１分間につき20円
※料金決済にはクレジットカードが必要です。
▽

道の駅びんご府中（☎５４-２３００）

■１月
15日
（日） コーヒーファクトリーハイジ
の焙煎コーヒー販売
21日
（土）
・22日
（日）
すくすく木育バッグのプリン
ト作業公開イベント
29日
（日） コーヒーファクトリーハイジ
の焙煎コーヒー販売
鶏肉専門店中林商店のチュー
リップのから揚げ・焼き鳥・
串カツの販売

『渡辺内科医院』連絡先（☎４５-８６３７）
くにたけ

渡辺内科医院（府川町）渡辺圀武先生からヒトコト
診療日
府中駅
当院は、私が勤務先であった北川病院から独立
月～金曜日
府中市
渡辺
文化
9：00～13：00、
し、昭和54年に現地で新規開業し、今春で創立38
内科医院
センター
15：00～18：00
周年を迎えます。
土曜日
当院の診療方針
砂川
府中文化
9：00～13：00
センター入口
私は内科の認定医ですので、広く内科全般にわ
486
※土曜日午後、日曜
たって、外来診療しております。糖尿病に関しま 日、祝日は休診です。
しては専門医ですので、管理栄養士、糖尿病療養
指導士と共にスタッフ全員で、
糖尿病の治療ならびに合併症予
防の啓蒙に努めております。
飲みくい胃カメラについては
経鼻とし、患者さまの苦痛を和
らげています。

府中市の人口（ １月１日現在）
人 口 40,756人（－66）
男性 19,553人（－43）
女性 21,203人（－23）
（－30）

世帯数 17,498世帯
※（ ）は前月比。

出生
死亡
転入
転出

16人
46人
51人
87人

アプリで
広報ふちゅうが見れます！
アプリで読むには
AppStoreまたはGooglePlayから
「マチイロ」を検索し、ダウンロード

お住まいの地域ほか、
簡単な設定をします。

※設定後は、自動で最新の広報ふちゅうが配信されます。

問い合わせ先 人事秘書課（☎４３-７１９４）
広報ふちゅう

平成29年１月15日

QRコードからも
ダウンロードで
きます
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