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特 集 家族と！友人と！

さぁ、みんなでお出かけしよう！

i-coreFUCHUや道の駅などの拠点施設が集中する府中駅南エリアでは、賑わいづくりに向けた新
たな取り組みで、人のつながりや賑わいが拡がりつつあります。今後も、i-coreFUCHUへカフェ
などの整備や、PicLikeを通じた公共空間づくりなど、日常を楽しめる場へと生まれ変わるための
取り組みを進めていきます。
また、府中市こどもの国ポムポムには新たに大型遊具が誕生します。より賑やかになる府中市で、
家族・友人と楽しい時間を過ごしてください。

＆

府中天満屋 合同イベントを開催！

府中天満屋周辺エリアの各会場で楽しみなイベントが盛りだくさん

府中ふれあいマーケット

詳細はこちらから

芝生広場に設置された特設コースを自慢のマシ
ンで駆け抜けろ！レースやミニ四駆車載カメラ
の映像体験など、楽しみがいっぱい。会場でマ
シンの購入ができ、スタッフが組立をサポート
するので、初めての人でも安心して楽しめます。
とき ５月29日
（日）
10時～16時
※午前と午後の２部構成。
ところ i-coreFUCHU芝生広場・多目的室
問い合わせ先 DDD.Labo
（☎５４- ２０９１）
参加料
500円

屋台・北海道物産展
とき ５月28日（土）・29日（日）
ところ 府中天満屋平面駐車場東側および
セントラルコート
問い合わせ先 府中天満屋（☎４５－３３７７）

DDD.Labo
ホームページ

ミュージック４
野外コンサート

４ページにもi-core
FUCHUのイベント
を掲載しています。

とき ５月28日（土）13時～15時
ところ・問い合わせ先
道の駅びんご府中（☎５４−２３００）

i-coreFUCHUの
イベント情報
などはこちらから▶

ＨＡＰＰＹ ＳＵＮＤＡＹ ＭＡＲＫＥＴ
採れたての産直市・フード＆ドリンク・雑
貨・ワークショップ・音楽など！
とき ５月15日（日）
10時～15時
ところ 道の駅びんご府中
問い合わせ先 府中商工会
議所青年部事務局
（☎４５－８２００）

新型コロナウイルス感染症の状況により、内容を変更・中止することがあります。

ワークショップ、ハンドメイド雑貨の販売
など、さまざまなジャンルのお店が勢揃い！
とき ５月28日
（土）
・29日
（日）
10時～17時
ところ i-coreFUCHU芝生広場

第３回ミニ四駆組立＆大走行会

ＰｉｃＬｉｋｅ
昨年10月～12月に実施した府中駅周辺での賑わいづ
くりに向けた社会実験PicLikeを、今年度もＨＡＰ
ＰＹ ＳＵＮＤＡＹ ＭＡＲＫＥＴと同時開始♪開催に
向けて、
ドッグランや英会話サッカーなどを企画中！
また、平日の活用のための社会実験も行っていき
ますので、一緒に素敵な空間をつくっていきませ
んか。お待ちしています！
PicLikeの
問い合わせ 都市デザイン課
これまでの
（☎４３－７１５９）
活動を公開中！
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リアが
府中駅南エ
っています
生まれ変わ

家族と！友人と！
さぁ、みんなでお出かけしよう！
初めまして、進化した道の駅レストラン

カフェレストラン
ランチタイム

いっぽ

一歩

OPEN!
女性に
メ♪
オスス

数量限定！
ワンプレートランチ
1,000円

モーニング

昔懐かしの府中のホットドック など
５月12日（木）から開始

ディナータイム

New! カフェタイム

予約制

懇親会、同窓会など団体での利用をお待
ちしています。大型モニターも完備。
５月末ごろから予約開始予定

映えるフレンチ
トーストセット 850円

始めました新しいこと
●デザートが楽しめるカフェタイム登場
●女性や子どもも満足の充実メニュー
●府中味噌を日替わりで味わえる味噌汁
●出 来立ての料理を席まで運んでもら
えて、おいしさ全開
●新しい風を巻き起こす料理人

カフェレストラン一歩
営業時間
▷モーニング……９時～11時
▷ランチ…………11時～14時
▷カフェ…………14時～17時
▷ディナー………17時～21時
定休日 水曜日
問い合わせ先 ☎４５－７１１７
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皿海智敬さん

４月29日
（金）
、
ダイニング永遠オーナー
の皿海智敬さんが運営する、道の駅び
んご府中のレストランがオープンしま
した。地域食材を活かしたメニューが
揃った、府中を感じられるお店です。
ぜひ、お越しください。
地元商店の朝びき鶏と
秘伝の濃厚ケチャップを使った逸品！

オムライスランチ

950円

その他のランチメニュー
イタスパランチ
900円
お子様ランチ
650円
サーロインステーキジンジャーソースランチ1,350円
日替わり一歩弁当
1,000円

など
※ランチは全てドリンク付き。

皆さんに育ててもらえる、一緒に夢を見るお店
にしたいです。店名は、「一歩」を踏み出し、一
歩一歩皆さんと歩んでいける場所でありたいと
願いを込めて、名付けました。
地元の食材を使ったメニュー、いろんな料理が
楽しめて、見た目もおしゃれなワンプレートラ
ンチやお子様ランチなど、老若男女問わず、満
足していただけるラインナップにしています。

道の駅びんご府中
公式ホーム
ページができ
ました！
インスタグラム
・Facebookも
更新中

産直市場・特産品売り場には、生産者の思い
が詰まった自慢の商品が並んでいます。レ
ストランではこれらの商品を楽し
めるメニューを用意されます。ス
タッフ一同、皆さんのお越しをお
待ちしています。

喜多村駅長

利用される皆さんへ
ポムポム周辺の事故防止のため、車両通行不可とします

遊具の予約に合わせて
１日のおでかけをプランニング!

期間 ５月３日
（火）～８日（日）８時30分～17時

i-coreFUCHUイベント情報

ところ 堤外交差点～ポムポム入口

！

春物・夏物こども服販売

車でお越しの人は

ベビーから小学校高学年くらい
までの子ども服が並びます。
とき ５月５日
（木）
まで・各日
10時～17時
※最終日は16時まで。
ところ 芝生広場
問い合わせ先 ディスカウント
ショップフジ
（☎５２－７１４６）

府中天満屋・市役所駐車場を利用してください

当面の間、土・日曜、祝日は、一部身障者用を除きポムポ
ム駐車場を閉鎖します。府中天満屋および市役所駐車場を
利用してください。
※５月６日（金）もポムポム駐車場を閉鎖します。また、府
中天満屋および市役所駐車場の利用は20時までです。
◎土・日曜、祝日は無料シャトルバスを運行します
運行区間

道の駅びんご府中
～府中市こどもの国ポムポムを往復

運行時間

５月３日（火）～８日（日） 8時45分～17時30分
５月14日（土）以降の
土・日曜、祝日

広島県立府中東高等学校
吹奏楽部不定期演奏会
i-coreFUCHUでの演奏は初！
フレッシュで美しいハーモニー
をお楽しみください。
とき ５月４日
（水）
14時～14時30分
ところ 芝生広場
問い合わせ先 広島県立府中東
高等学校（☎４１－３３００）

10時～17時

◎楽しい仕掛けのある「ポムこみち」も、
子どもたちと一緒に歩いてみてください

15分程度

親子で楽しむわくわくわーくショップ
ハギレでワークショップ
かすり

デニムや絣の小物を製作します。
とき ５月５日
（木）
10時～14時
ところ 芝生広場
も開催！
和菓子教室
参加料 １人500円
※事前申し込み不要。
問い合わせ先 虎屋本舗 府中
天満屋店（☎４５－３４５４）

！

予約は簡単

1

STEP

STEP

2

3

予約したい日にち、

利用する児童の

名前、メールアドレス、

時間を選ぶ

人数を入力

電話番号を入力

予約完了！

STEP

予約完了メールが届きます。
当日は、入口の係員にこのメール
画面を見せてください。
広報ふちゅう
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新型コロナウイルス感染症の状況により、内容を変更・中止することがあります。

！

特 集 家族と！友人と！さあ、みんなでお出かけしよう！

みんなが

安心して

おもいっきり

楽しめる！

府中市こどもの国ポムポムに大型遊具が誕生

5月3日（火）OPEN！

「みんな集まる ふちゅうの木
～やる木 げん木 ゆう木～」

府中市こどもの国ポムポムに、巨大な木をイメージした大
型複合遊具が誕生します。家族みんな幅広い世代の人が集
い・遊び・学び・安心して過ごすことができる空間です。
問い合わせ先 女性こども課（☎４３−７１３９）

利用
無料

ダイナミックに滑り降りる
ジェットローラースライダー

小さな子どもも
楽しめるエリア

めちゃくちゃ
大きなトランポリン
中四国エリア初！
左右回転のスライダー

！

コロナ禍でも安心して、ゆったり楽しんでもらうために

土・日曜、祝日は

時間制・予約制 です

当面の間、土・日曜、祝日のみ時間制・予約制と
します。９時から18時まで、入れ替え時間10分を
含む１時間ずつの時間制です。
利用時間

①
②
③
④
⑤

９時～９時50分
10時～10時50分
11時～11時50分
12時～12時50分
13時～13時50分

⑥
⑦
⑧
⑨

14時～14時50分
15時～15時50分
16時～16時50分
17時～17時50分

※各クール、児童の定員は100人です。
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予約方法

府中市こどもの国ポムポムのホームページから
予約ができます。
※ホームページでの予約が難しい場合は、当日
現地での受け付け枠で入場もできます。
ただし、各時間若干名のため、希望の時間の利
用が難しいことがあります。
予約はこちらから▶

５月23日に供用開始！
１階

３階

総合相談窓口・ふれあいゾーン

地域交流・健康づくり・介護予防ゾーン

■総合相談窓口

■健康ルーム

■プレイルーム
授乳室、親子トイレ、
床暖房を完備してい
ます。相談中も、子
どもたちの遊び場に
利用できます。

■スタディルーム

■ふれあいルーム

■フレンドルーム

上下保健センター、地域包括支援センターサ
ブセンター上下、上下地域子育て支援センター、
障害者生活支援センター（サテライト）が集
約します。保健・福祉・介護・子育てなど複
雑な問題もワンストップで相談できます。

運動健康器具を設置
し、壁の１面を鏡張
りにしています。日
々の健康管理や、体
操などに利用できます。

学生などが自習に利
用できる部屋です。
最大10人が、同時に
電源を使うことがで
きます。

イートインも可能な
日当たりのいい部屋
にはテーブルセット
と畳敷きの小上がり
を併設しています。

ロッカーを配置した
多目的スペースです。
サークル活動などさ
まざまな要望に対応
します。

屋上

■地域交流スペース
様々なニーズに対応
するため、調理室、
談話室、多目的室を
用意しています。

人工芝
上下の街並みが一望
できる屋上は、子ど
もの遊び場、ヨガ・
体操の場などに活用
してください。

２階
事業者ゾーン
訪問サービスを展開する介護サービス事業所
や、生活支援・就労支援を行う障害福祉サー
ビス事業所が入居します。
問い合わせ先

５月23日
（月）
の供用開始までは、
上下保健センターの電話に繋がります。

上下地域共生推進課（☎６２－２２３１）
広報ふちゅう
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上下地域共生交流センター
地域医療を支えてきた「旧三玉医院」が「上下地域共生交流センター」として生まれ変わります。
子育てや介護・障害など日常生活の不安や困りごとを抱える人を早期に発見し、市と地域、企業な
どのさまざまな団体や人がつながり、我が家として支え合う地域共生社会の実現を目指すとともに
地域の賑わいづくりを支援し、気軽に立ち寄れる拠点施設となるよう取り組みます。
センターの一部は５月23日（月）から供用を開始します。今回の供用開始部分は、子育て支援、高齢
者介護、障害者や地域福祉などに関する総合相談窓口・ふれあいゾーン、地域交流・健康づくり・
介護予防ゾーンに加え、上下の街並みが一望できる屋上広場です。
全ての施設などが利用できるグランドオープンは、夏頃を予定しています。

平成29年11月頃撮影

令和４年４月４日撮影

内覧会を
行います！
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施設内を職員が案内する、地域の皆さん向けの内覧会を行います。
事前予約は必要ありませんので、気軽にお越しください。
とき 5月11日（水）
15時〜19時30分
ところ 上下地域共生交流センター
（上下町上下1013番地４）
※建物敷地内の駐車場が利用できます。満車の場合は徒歩５分の
白壁観光駐車場（上下町上下1020番地）を利用してください。

処理の流れ
受入・貯留設備
バキューム車で収集され
たし尿・浄化槽汚泥は、
受け入れ、砂石などを選
別後、混入物を細かく破
砕・切断しながら貯留槽
へ移されます。

資源化設備
受入・貯留設備からやって
きたし尿と浄化槽汚泥は、
汚泥濃縮機や汚泥脱水機に
より、多くの水分を含んだ
状態から、水分と固形物へ
と分離する処理が行われます。

受入室

旧施設は、市職員が運転管理を行ってきま
したが、新施設では将来的な人員確保など
のため、市内の業者を含む民間業者へ委託
し、運転管理を行っています。また、市は
これまで通り、市民の皆さんの意見などを
伺いながら、安全・安心な施設運営に向け
て指導監督を行っていきます。

受けていますか？浄化槽法定検査
浄化槽には、定期的な保守点検・清掃はもち
ろん、法定検査を受けることが法律で義務付
けられています。浄化槽を設置・管理してい
る人は、必ず法定検査を受検しましょう。
使用開始後の検査
浄化槽を新設・変更したときは、設置工事が
正しく行われているかなどの検査を受ける必
要があります。使用開始後３か月が経過した
日から５か月以内に、県知事指定検査機関の
検査を受けてください。
毎年１回の定期検査
浄化槽の浄化機能が十分に発揮されているか
確認するため、毎年１回、県知事指定検査機
関の検査を必ず受けてください。

水分
資源化設備で分離された
水分は、下水道への放流
基準を満たした水質に処
理された後、下水道へ放
流されます。
固形物（助燃剤）
資源化設備で分離された
固形物は、焼却処分施設
へ移送し、助燃剤として
焼却処分を行います。

汚泥脱水機

ター
境セン
環
市
府中
から
新しい
こちら
は
細
の詳

助燃剤

～生活排水をきれいな水に～

小型浄化槽設置に補助金があります
浄化槽設置費補助金
補助対象

建売住宅を除く専用住宅
公共下水道の事業計画区域、大型
補助対象地域 合併処理浄化槽の処理区域を除く
市内全域
▷５人槽…33万2,000円
補助限度額 ▷７人槽…41万4,000円
▷10人槽…54万8,000円

※新築への補助は、令和４年度末で終了予定です。

特例補助金

府中市汚水処理施設整備構想（令
和２年３月策定）で公共下水道の
補助対象
整備区域から浄化槽の整備区域に
変更になった区域は、浄化槽設置
費補助金に加算されます。
▷５人槽…38万3,000円
補助限度額 ▷７人槽…45万9,000円
▷10人槽…58万4,000円
※令和８年度末で終了予定です。

法定検査の詳細はこちら

浄化槽法定検査・浄化槽設置費補助金に関する問い合わせ先

補助金の詳細はこちら

環境整備課（☎４３－９２２２）
広報ふちゅう
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府中市環境センターが生まれ変わりました

市内のし尿・浄化槽汚泥の処理を行っていた旧府中市環境セン
ターは、建設されてから約40年が経過しました。そして今回、
施設の老朽化と運転方式の見直しを行うため、隣接地へ建て替
え、４月１日から新たな環境センターへと生まれ変わりました。
問い合わせ先 環境整備課（☎４１－０８７０）

486

398

高木駅

府中市立国府小
芦

48

田

川

福

塩

線

府中市環境センター
中須グラウンド

ゆめマート
㈱太陽都市クリーナー
中須大橋

新しい府中市環境センターの特徴
■安全と機能の確保
大地震後も大きな補修をすること
なく建物を使用できる耐震強度を
採用し、人命の安全確保に加えて
施設の安定稼働ができるよう建設
されています。また、想定最大浸
水高さを3.0m以上とすることで災
害時の浸水を防ぎます。

？

よくある疑問・質問

■周辺環境への配慮
施設で発生する臭気を吸引し、外
部はもちろん場内にも拡散しない
ようにしています。吸引された臭
気は効率的に基準値以下まで脱臭
を行い、大気に放出されます。
■緊急対応が可能に
ＩＴ技術で遠隔監視が可能になり、
緊急時に迅速な対応ができるよう
になりました。

脱臭設備

中央監視室

Ｑ．府中市環境センターって何をするところ？
Ｑ．助燃剤ってどんなもの？
市内のし尿や浄化槽汚泥をバキューム車で回収し、 し尿・浄化槽汚泥を脱水することで、焼却施
処理を行う施設です。
設での燃料として再利用されます。また、焼
却施設で可燃ごみと混焼することで、補助燃
料を必要としないため、CO2の削減が可能
Ｑ．浄化槽汚泥って何？
汚れが分解できず水槽に貯まった泥状の物質です。 となります。
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鵜飼町（市民病院西側）

川や海を守るために
３年以内に接続を！

広谷町（広谷児童公園南西側）

下水道は、日常生活や工
場などから出る汚水を処理
場に集め、科学的・衛生的
に処理してきれいになった
水を川や海に戻すための施
設です。
下水道が使える区域にな
ると、３年以内にトイレを
水洗化して、下水道に接続
することが義務付けられて
います。下水道が使用でき
る区域にお住まいで、生活
排水を道路の側溝や水路に
流している場合は、下水道
への早期接続をお願いします。

排水設備工事は指定工事店で

排水設備工事や浄化槽の
撤去、くみ取り式トイレの
水洗化の改造工事は、市が
指定する排水設備指定工事
店に依頼してください。

工事費の融資あっせん制度
のご利用を

金融機関から 万円を限
度に融資をあっせんし、そ
の利子を市が負担する制度
があります。ただし、この
制度の利用は、法人・官公
庁を除く、下水道が使える
区域になってから３年以内
に工事を行う人が対象です。

接続したら正しく
使いましょう

最近、異物の流入が原因
となる下水道施設の故障が
増えて困っています。トイ
レで流せるのはトイレット
ペーパーだけです。ティッ

シュペーパーやウェットティッ

シュ、紙おむつ、タオルな
ども絶対流さないでくださ
い。なお、トイレに流せる
と表示されたものも、下水
管が詰まる原因となります。

第1284号 10

令和4年5月1日

広報ふちゅう

鵜飼町、元町、広谷町、中須町の一部で
下水道が新たに使えるようになりました。

問い合わせ先 上水下水道課（☎４３ ７–１６２）

上水下水道課（☎４３－７１６９）

問い合わせ先

100

電話番号

所在地

上下地区当番業者

電話番号

所在地

府中地区当番業者

とき

水 道 工 事 当 番 業 者

５月３日（火）～５日（木）の

元町（栄明寺北側）
中須町（中須グラウンド周辺～国道486号）

下水道への早期接続を
お願いします

新たに使用可能な区域９.23ha

上下町深江 ☎６２－２３５５

上下町上下 ☎６２－２００５

３日（火） 栗万水道㈱

府川町

☎４５－４０４５ ㈱有伸

４日（水） 丸田設備㈲

本山町

☎４１－６８２２ ㈲赤木プロパン商会 上下町上下 ☎６２－２２４０

５月（木） 志和住設㈱

中須町

☎４６－３５６８ 重森鉄工㈲

特に窓口が混み合う
休み明けの利用が
おすすめ！

住民税非課税世帯等への
臨時特別給付金
マイナンバーカードで
住民税均等割非課税世帯や新型コロナウイルス感
染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する給
付金を支給します。受け取れる給付金はどちらか
１つです。

支給額
申請先

１世帯あたり10万円
福祉課、上下支所市民生活係

▷住民税非課税世帯…基準日の令和３年12月10日
に世帯全員の令和３年度の住民税均等割が非課
税である世帯
※支給対象と思われる世帯には確認書を送付して
います。申請案内書をお持ちで、まだ申請してい
ない人は早めに申請してください。
申請期限 ５月31日（火）
▷家計急変世帯…令和３年１月以降に新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
世帯全体が住民税非課税相当であると認められ
る世帯
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれ
の年収見込額が市町村民税均等割非課税水準以下
であること。
申請期限 ９月30日（金）
※申請が必要なため、該当すると思われる人は相
談してください。
問い合わせ先 福祉課（☎４３－７１４８）

コンビニ交付サービスの利用を
◎いつでも・どこでも・安心して証明書が取得可能
▷市役所窓口が開いていない早朝や夜間、土・日
曜、祝日でも、証明書の取得ができます。
▷市役所まで行かなくても、近くのコンビニなど
で取得できます。居住している市区町村でなく
ても、全国のコンビニで取得できます。
▷店舗内のマルチコピー機で自分で操作するので
個人情報が他人の目に触れることがありません。
証明書取得後のデータは残りません。
利用時間 ６時30分～23時
※12月29日～１月３日およびメンテナンス時を除く。
利用できる店舗 キオスク端末またはマルチコピー
機を設置している全国のコンビニなど
取得できる証明書 ▷住民票の写し ▷住民票記
載事項証明書 ▷印鑑登録証明書 ▷所得証明
書 ▷所得課税（非課税）証明書
利用方法 ①マルチコピー機のメインメニューか
ら「行政サービス」を選択する。 ②マイナン
バーカードを読み込ませ、利用者証明用電子証
明書の数字４桁の暗証番号を入力する。 ③証
明書の種別・枚数を選択し、印刷する。
問い合わせ先 ▷住民票など…市民課
（☎４３－７
１２７）
、上下支所市民生活係（☎６２－２１１
４） ▷所得証明書など…税務課（☎４３－７１
２１）

市役所・上下支所でのマイナンバーカードの申請と受け取り
平日だけでなく、毎月第２日曜日とその前日の土曜日も申請と受け取りができます。
市民課
上下支所
平日
８時30分～17時
木曜日
８時30分～18時45分
要予約
８時30分 要予約
申請
平日
※２日前まで。
～17時
※２日前まで。
５月７日（土）
９時～13時
・８日（日）
平日
８時30分～17時
予約不要
木曜日
８時30分～18時45分
予約不要
８時30分
受け取り
平日
予約不要
～17時
５月７日（土）
要予約
９時～13時
・８日（日）
※５月６日
（金）まで。
持参するもの 本人確認書類、通知カードまたは個人番号通知書、お持ちの人は住民基本台帳カード
申し込み・
上下支所市民生活係
市民課（☎４３－７１２７）
問い合わせ先
（☎６２－２１１４）

※My府中からも申し込みができます！
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補助の条件がそれぞれ異なります。詳細は、
問い合わせてください。
問い合わせ先 都市デザイン課
申請書は、都市デザイン課の窓口か、市のホームページからもダ
（☎４３－７１５６）
ウンロードできます。
■補助対象者
▷補助対象建築物の所有者など
▷補助対象建築物の所有者でない場合、改修工事
を行うことに同意を得ている人
■補助対象事業
▷滞在体験施設 ▷体験学習施設 ▷交流施設
▷創作活動施設 ▷文化施設
▷その他地域の活性化にふさわしい用途

住宅、建築物のがけ、土砂への対策
▶がけ地に近接する危険住宅の補助

■補助率・補助金額、補助件数
▷改修工事費の３分の２で、250万円を限度
▷１件程度
■その他の条件
▷改修した補助対象建築物を10年以上活用、
管理および運営できること
▷事例として、紹介することに同意する
こと

住宅の所有者が行う危険住宅の除却や移転の工事
補助があります。

対象
補助金額
▷除却などによる経費で、97万5,000円を限度。
次の全てに該当するもの。
▷移転による建設または購入をする資金の借入
▷対象の区域にある住宅であること。
金利（年利率8.5％を限度）相当額で、
▷対 象の区域に指定されるよりも前に着工された住宅で
建物319万円／戸、土地96万円を限度。
あること。
▷このがけ地近接の補助事業による補助を受けていない
募集件数
こと。
１件程度

▶土砂災害対策工事の補助

土砂災害対策工事の補助があります。

対象
補助金額
次の全てに該当するもの。
工事費の対象は330万円を上限とし、
▷対象の区域にある住宅、建築物であること。
▷対 象の区域に指定されるよりも前に着工された住宅、 その対象の23％で、75万9,000円を限度。
建築物であること。
募集件数
▷改修前の建築物が構造基準に適合していないこと。
▷改修後の建築物が構造基準に適合していること。
１件程度
▷この土砂災害対策の補助事業による補助を受けていないこと。

ブロック塀への対策
▶ブロック塀等安全確保事業の補助

ブロック塀の所有者が行う除却・建て替え工事の
補助があります。

対象
次の全てに該当する危険ブロック塀の除却または建て替え
であること。
▷避難に利用する道路に面するもの。
▷耐震診断等で安全性の確認ができないもの。
▷路面からの高さが80cm以上のもの。
▷建築基準法の規定に違反していないもの。
▷このブロック塀等安全確保事業による補助を受けていないこと。

補助金額
次の①または②のどちらか低い額の３分の２で、
除却のみは15万円、建て替えは30万円を限度。
①危険ブロック塀の延長（ｍ）×８万円
②除却費＋建替費の総事業費
募集件数
10件程度

空き家への対策
▶老朽危険空き家の解体の補助

老朽危険空き家の解体工事の補助があります。

対象
補助金額
次の全てに該当する空き家。
解体工事費の
▷市内にある空き家で、不良度判定基準を満たしたもの。
３分の１で、
▷木造であるもの。
上限30万円。
▷半分以上が住宅部分であるもの。

対象工事

募集件数

補助対象空き家の
全てを解体する工事

30件程度

広報ふちゅう

令和4年5月1日

第1284号 12

住宅・建築物・ブロック塀・空き家などへの補助があります
▶空き家リバイバルプロジェクト補助

空き家リバイバルプロジェクト、本年度も継続！
～地域の再生が府中の暮らしをつなぐ～

空き家の利活用により、地域の活性化に寄与
するような事業に対し、改修工事費用の一部
を補助します。
昨年度はこの制度が活用され、空き家が認知
カフェ・介護相談所に生まれ変わりました。
あなたも空き家を改修して地域を元気にして
みませんか。

住宅の耐震対策
▶木造住宅の耐震診断費の補助

住宅の所有者が行う耐震診断に補助があります。

対象
次の全てに該当するもの。
▷市内にある昭和56年５月31日以前に着工された木造住宅であること。
※併用住宅の場合、半分以上が住宅部分であること。
▷構造が木造在来軸組構法または伝統的構法であること。
※ツーバイフォー工法、プレハブ工法などは除く。
▷地階を除く階数が２以下であること。
▷市に登録された木造住宅耐震診断資格者に依頼して行う耐震診断であること。
▷この耐震診断費の補助事業による補助を受けていないこと。

▶耐震改修工事の補助
補助対象費用

区域要件

市街化区域

居住誘導
区域外

市街化区域外

▶現地建て替え工事の補助
補助対象費用
建て替え工事に
要する費用

区域要件

居住誘導区域

▶非現地建て替え工事の補助
補助対象費用
除却工事に
要する費用

▶除却工事の補助
補助対象費用
除却工事に
要する費用
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区域要件
新築する住宅が
居住誘導区域

区域要件
なし

耐震診断経費の
３分の２で、
４万円を限度。
募集件数
７件程度

住宅の耐震リフォームをする工事の補助があります。

居住誘導区域
耐震改修工事に
要する費用

補助金額

補助金額
耐震改修工事費の５分の４で、
１住戸あたり100万円を限度。
耐震改修工事費の５分の４で、
１住戸あたり70万円を限度。
耐震改修工事費の５分の４で、
１住戸あたり50万円を限度。

募集件数

２件程度

住宅を壊して、現地に建築する工事の補助があります。
補助金額
建て替え工事費の５分の４で、
１住戸あたり100万円を限度。

募集件数

５件程度

住宅を壊して、新しい場所に建築する工事の補助があります。
補助金額
除却工事費の23％で、
１住戸あたり83万8,000円を限度。

住宅の解体をする工事の補助があります。
補助金額
除却工事費の23％で、
１住戸あたり83万8,000円を限度。

募集件数

２件程度

募集件数
５件程度

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
ワクチン接種の進捗状況
◎65歳以上

対象：14,245人
２回目完了 93.
３回目完了

１％
87. ０％

（４月20日現在の接種率、令和４年１月１日現在の人口で算出）

◎12歳以上65歳未満
対象：20,256人
２回目完了 82.
３回目完了

◎12歳未満を含む人口合計

５％
50. ５％

人口：37,235人
２回目完了 81.
３回目完了

１％
60. ８％

高校生・大学生など若い世代の皆さんへ
新型コロナワクチンの３回目接種を検討してください

オミクロン株は従来株よりも重症化率は低いものの、感染力は強く、感染拡大による重症
例の増加が懸念されています。若い人であっても新型コロナに感染後、重症化する場合や後
遺症とみられる症状が生じる場合があります。
３回目接種では、若い世代で接種率が低い状況です。新型コロナワクチンの２回目の接種
から６か月を経過した12歳以上の人は、３回目のワクチン接種を受けることができます。３
回目接種を検討していただき、接種を希望する人は、早めに予約を済ませてください。
■使用するワクチン
12歳～17歳の人は、ファイザー社製ワクチンを使用します。18歳以上の人は、武田モデル
ナ社製ワクチンまたはファイザー社製ワクチンを使用します。
■新型コロナワクチンの効果
２回目接種後、ワクチンの効果は時間の経過とともに低下していきますが、３回目の接種
を行うことで、オミクロン株に対する感染予防効果や発症予防効果、入院予防効果が回復
するとされています。
■新型コロナワクチンの安全性
▷12歳～17歳の人…米国では３回目の接種後７日以内の副反応は、２回目接種後と同様の症
状が同程度か、やや高い頻度で現れると報告されています。
12歳～17歳の接種後７日間に現れた症状（ファイザー社製ワクチン使用）

報告割合
接種後の症状(2回目→3回目接種後の症状）
50%以上 疼痛（76.0→80.0%）
、疲労（58.7→58.5%）
、頭痛（56.0→55.9%）
筋肉痛（40.9→46.2%）
、発熱（38.3→35.5%）
、悪寒（27.8→32.6%）
、関節痛（16.9→19.7%）
、
10-50%
悪心（18.8→18.9%）
、腫脹（14.1→18.8%）
、発赤（8.4→10.2%）
1-10% 腹痛（9.3→8.5%）
、
そう痒（7.3→7.4%）
、
下痢（4.5→3.5%）
、
嘔吐（2.7→2.3%）
、
発疹（1.5→1.2%）

▷18歳以上の人…ファイザー社製および武田モデルナ社製ワクチンで、おおむね２回目まで
の接種後と同様の症状がみられています。
■ワクチン接種に関する情報
▷集団接種は５月中に終了する見込みです
各会場の予約枠に空きが出るようになりました。３回目接
種を希望する人は、早めに予約してください。
▷広島県が設置している大規模接種会場でも接種が可能です
５月28日（土）まで、福山市のビッグ・ローズに開設します。
▷５歳～11歳の１回目接種も予約を受け付けています
府中市文化センターで火曜日午後に実施しています。

府中市ワクチン接種コールセンター
☎０８４７- ５４- ２５７１

接種日程など接種に関す
る最新の情報は、市のホー
ムページやメール配信サー
ビス、公式ＬＩＮＥなど
で随時お知らせします。

市のホームページ

市の公式LINE

（9：00～17：00、日曜日、祝日は除く）

FAX ０８４７- ５４- ２５７３【聴覚障害者専用】
広報ふちゅう
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外来診療案内

府中市民病院では４月１日から水曜・金曜に加えて、月曜・火曜・
木曜にも泌尿器科の診療を開始しました。

府中市民病院（府中市鵜飼町）

問い合わせ先

診療科

（代表・☎４５－３３００）

受け付け時間

月

火

水

木

金

○

○

８：30～11：00
※午後の一般内科外来は休診。

○

○

○

外科

８：30～11：00
14：00～16：00

○

○

○

８：30～11：00、15：00～16：00
※月・木曜日は午後休診。

○

○

○

○

○

※予約制。予約時間は、13：00～16：00。
新患８：30～11：00
再来８：30～11：30、14：00～16：00
※木曜日の午後はドック・カウンセリング。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

整形外科
婦人科

耳鼻咽喉科 ８：30〜11：00、14：00～16：00
小児科
眼科
泌尿器科
精神科

８：30～11：30、14：00～16：30
※予防接種は16：00まで受け付け。
９：00～11：30

○

○

８：30～11：00、14：00～16：00
※水・金曜日は午後休診。

○

８：30～11：30
※予約制。

○

○

○

府中北市民病院（府中市上下町）
問い合わせ先

診療科

受け付け時間
８：30～11：00、13：30～15：30

外科

火・金曜日８：30～11：00
※午後は休診。
木曜日８：30～
※午後も診察しています。

整形外科

月・火・木・金曜日８：30～11：00
水曜日８：30～10：30

婦人科・小児科 ８：30～11：00
耳鼻咽喉科
眼科

14：00～16：30

泌尿器科

８：30～11：00、13：00～15：30

皮膚科

８：30～11：00、13：00～15：30

問い合わせ先
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８：30～11：00、13：00～15：30
※木曜日は14：00まで。

月

火

水

木

金

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○
○

○
○
○
○

地方独立行政法人府中市病院機構事務局（☎４５－３３００）

もう一年以上も新型コロナウイルスに翻
弄されていますが、法人の両病院は発熱患
者さんへの対応やワクチン接種体制への協
力、府中市民病院では早い段階から県の要
請を受けて帰国者・接触者外来の開始、発
病患者の病床確保に取り組みました。

内科

（代表・☎６２－２２１１）

令和４年度を迎えても新型コロナウイ
ルスの感染拡大は収束せず、引き続き公
的病院として地域の医療提供体制を維持
するため、府中市民病院および府中北市
民病院の全職員が感染対策を図り、日常
業務の継続に努めています。

内科

病院機構だより

令和４年度

介護職員実務者研修
講座の受講者を募集
とき

▷通信課程５月８日（日）～９月20日
（火）
▷スクーリング９月25日（日）～11月13日
（日）
・毎週日曜日９時～17時50分（全８回）
ところ 介護老人福祉施設あいあい桜が丘
定員 20人
受講料
▷無資格者10万円
▷ヘルパー２級（初任者研修）修了者７万5,000円
▷ヘルパー１級修了者６万円
▷介護職員基礎研修修了者３万円
※テキスト代も含みます。
申し込み方法 電話で申し込んでください。
申し込み期限 ５月２日（月）

福祉の仕事を目指す高校生・
大学生をはじめ、介護に興味
のある人なら、誰でも受講で
きます。就職、再就職、家族
介 護、 地 域 で の 高 齢 者 の サ
ポートなどに役立ちます。

申し込み・問い合わせ先 社会福祉法人 桜風会 介護老人福祉施設あいあい（☎４１－５０００）

介護で働く職員の皆さん！

介護職員研修
受講費補助金
を利用できます

これから介護事業所で働くため、
現在介護事業所で働く中でスキル
アップするために、資格取得のた
めの研修を受講した場合、受講費
用の一部を補助します。

対象となる研修
▷介護職員初任者研修
▷介護職員実務者研修

要件 次の全てに該当する人
▷研修修了後または研修修了時点で、市内の介護事
業所に３か月以上就労する人
▷市内の介護事業所に直接雇用されている人
▷本人および同一世帯員が延滞金を含む市税を滞納
していない人
補助金額 受講料、実習費などを含む研修受講費用
の２分の１の額を補助します。
▷介護職員初任者研修…５万円を上限
▷介護職員実務者研修…３万円を上限
※訪問介護員として就労した場合は加算があります。
他の補助金の交付を受けている場合は、その額を控
除した金額から計算します。
申請方法 補助の要件に該当することを確認後、次
の書類を提出してください。
▷申請書
※介護保険課の窓口、市のホームページにあります。
▷就労証明書
※勤務先の様式で構いません。
▷研修修了証明書の写し
▷受講費用の領収書
申請・問い合わせ先 介護保険課（☎４０－０２２２）

広報ふちゅう

令和4年5月1日

第1284号 16

府 中 市

成人式

を行います

とき ５月４日
（水）13時30分～
※受け付けは12時30分～。
ところ

府中市文化センター

対象 平成13年４月２日から平成14年４月１日までに生ま
れた人
※４月１日現在で府中市に住民登録している人には、４月
初旬に案内状を送付しています。この他、学生など市外へ
住民票を異動している人も参加できます。
内容 新成人代表「誓いのことば」、ゲストステージなど
開催方法 府中市文化センターで集まる集合型とＹｏｕＴ
ｕｂｅでライブ配信するオンライン型の両方で開催します。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、オンラ
イン開催のみとなる場合がありますので、あらかじめ了承
ください。
問い合わせ先 教育政策課（府中市教育センター内・☎４
３－７１７６）
詳しくは、市のホームページを
確認してください。
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軽自動車税
（種別割）
の

納税通知書を

発送しました

自動車検査証の初度検査年月で
適用される税率が異なります。
初度検査年月から13年以上が経
過した車両には、経過車重課とし
て、通常の税額に加え、標準税率
の20％程度の重課税率が適用され
ます。
納期限 ５月31日
（火）
注意事項 ＰａｙＰａｙ・Ｐａｙ
Ｂアプリで納付した場合、領収
書と継続検査用納税証明書は発
行されません。継続検査用納税
証明書が必要な場合は税務課・
上下支所で無料で発行できます
ので、本人確認書類を持参し、
申請してください。
問い合わせ先 税務課
（☎４３－７１２１）
◎５月に自動車税種別割の納税通
知書を送付します。
納期限 ５月31日
（火）
問い合わせ先 東部県税事務所課
税第二課（☎０８４－９２１－１
３１０）

上下歴史文化資料館の展示
入場料
休館日

無料
５月２日
（月）
を除く月曜日

企画展

◎端午の節句展

よろい かぶと

上下に残る鎧や兜、武者人形や天神人形
のほか、こいのぼりなどを展示します。
とき ５月31日（火）まで・10時～18時

エントランス展示

◎エバレット・ブラウン写真展
湿板写真家として著名で、上下の魅力発信にも関わり
がある、エバレット・ケネディ・ブラウンさんの作品
を展示します。
とき ５月31日
（火）
まで・10時～18時
※最終日は午前中まで。
問い合わせ先

上下歴史文化資料館（☎６２－３９９９）

協力：ソフトバンク株式会社

スマホ生活、はじめませんか。
スマホ教室5月参加者募集中！
スマートフォンを触ったことがない人向けに、実際の使い方を体験できる教室を開催します。当日
は、体験用のデモ機を１人１台お貸しします。誰でも、気軽に参加してください。
日にち

ところ

時間

内容

12日（木）

府中市生涯学習センター

14時～15時15分

スマホ初心者向け体験教室

申し込み・問い合わせ先

教育政策課（府中市教育センター内・☎４３－７１７６）
広報ふちゅう

令和4年5月1日

第1284号 18

備後国府まつり
７月23日
（土）
に開催

安楽寺さつき祭り

別名「さつき寺」と呼ばれる安楽寺。約3,000
株の色とりどりのさつきが咲き乱れ、訪れる人
の心を和ませてくれます。
とき ５月３日（火）・４日（水）
※３日（火）のみ13年に一度の御開帳。

ところ・問い合わせ先
安楽寺（☎４１－４４４９）

今年は、太鼓と盆踊りを行い、地域の皆さ
んと一緒につくりあげるまつりを目指します。
さと
ね
今年のまつりのテーマは、
「郷 ノ音 」です。
太鼓や盆踊りの音色は、ふるさとの音です。
うっせき
コロナ禍の鬱積した想いを晴らすように、皆
さんの心に「響く」まつりにしたいという想
いが込められています。
主な内容 太鼓演技、盆踊り、手筒花火、打
ち上げ花火、踊り・パレード、音楽・ダン
スなどのステージイベント、飲食・物販
ブース、展示イベントなど
※雨天などで延期の場合は、８月20日
（土）
に
開催します。新型コロナウイルスの感染状況
によって、オンライン開催になる場合があり
ます。
問い合わせ先 備後国府まつり実行委員会事
務局（☎４５－０６７８）

天領じょうげ
端午の節句まつり
第16回

白壁の町並みでおもてなしの心と出会いを大切
にする気持ちを込めて、五月人形を飾り、皆さ
んを迎えます。また期間中は、府中市の公式ア
プリMy府中を使ったスタンプラリーも実施し
ます。
とき ５月８日
（日）
まで
ところ 白壁の町並み周辺
◎天領上下の市
とき ５月３日
（火）
10時～
16時
問い合わせ先 天領じょう
げ端午の節句まつり実行
委員会（☎６２－３９９９）

首無地蔵春の大祭
とき ５月18日
（水）
９時～
内容 護摩供養、45周年記念品配布
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開催内容の変更・
中止の場合もありますので、府中市観光協会ホームページなどを確
認してください。
ところ・問い合わせ先 首無地蔵（☎４３－５７３２）
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人生会議をしませんか？

ること自体に眉をひそめる
人もいます。とはいえ、死
も我々にとって避けること
ができないライフイベント
の一つです。就職や結婚の
際には、後悔しないよう自
分にあった選択をすべく、
色々情報を集め比較や吟味
を入念に行うものです。納
得いく人生の最期に向けた

準備もやはり必要だと思います。

苦しみを長引かせるのも
辛いけど、自然に任せるの
も見捨てるようでやはり辛
いと見守る家族の皆さんも
悩まれます。本人の望み通
りに見送ってあげられたと
いう思いは慰めにつながり
ます。
人の気持ちは状況によっ
て揺れ動きます。現時点の
素直な思いで大丈夫です。
その都度考え表明しておく
ことが重要です。コロナが
収束したら、お盆にはまた
普段は離れて暮らす家族も
集まるでしょう。故人を偲
びつつ、自分のときにはこ
んな最期をと笑顔で話し合
ういい機会かもしれません。
小児科 精神科 全般
文責 ふれあい診療所
夜間・救急医療機関
山崎弘貴

医療機関名など
電話番号
福山夜間小児診療所（福山市三吉町南） ☎084-922-4999
こどもの救急電話相談
♯8000
小泉病院（三原市小泉町）
☎0848-66-3355
精神科救急情報センター（広島市安芸区） ☎082-892-3600
福山夜間成人診療所(福山市三吉町南) ☎084-982-9946

音声ガイダンスに
よる休日夜間など
の当番医情報提供

広島県救急医療情報
ネットワーク

県全域

コロナ禍で入院に対する
考え方に変化を感じます。
面会もできないなら、入院
せずに家や施設で可能な範
囲の治療を、と望む人が増
えました。中には「それで
治らないなら寿命です」と
キッパリ言う人もいます。

ＡＣＰをご存じですか

愛称が人生会議と決まっ
たＡＣＰという言葉をご存
じですか。分かりやすく言
えば、最期のときをどこで
どのように過ごしたいか元
気なうちから話し合ってお
くことです。私は実家に帰
ると両 親に「口から食べら
れなくなったら？」
「がんで
治療が難しくなったら？」
「認知症で判断ができなく
なったら？」とよく問いか
けます。意識がなくなった
り、認知症で判断能力がな
くなったりしてからでは本
人の思いを確認しようがな
いからです。

死はライフイベントの一つ

死について考えるなんて
縁起でもないという人がい
ます。医師が死を話題にす

内 容
夜間医療
救急医療電話相談
救急医療
救急医療相談
夜間医療

診療・受付時間
毎日19:00～22:30（受け付けは22:15まで）
毎日19：00〜翌8：00
毎日24時間
毎日24時間
毎日19：30～23：00(外科の場合は要事前連絡)

☎0120-169901 毎日24時間

※救急＆予防サイト《こどもの救急》http://kodomo-qq.jp

５月

１日㊐
３日㊋
４日㊌
５日㊍

外
有地医院
（府中町）
府中市民病院
（鵜飼町）
寺岡記念病院
（新市町）
石川クリニック
（新市町）

８日㊐ 楢崎外科医院
（元町）
15日㊐ 府中みのりクリニック
（元町）
えきや外科クリニック
22日㊐ （駅家町）
29日㊐ なんば医院
（土生町）

府中・新市・駅家地区の休日当番医
内
科
内
佐野内科医院
瀬尾医院
☎41-3670 （鵜飼町） ☎45-5310 （新市町）
谷医院
小畠病院
☎45-3300 （府川町）
☎45-1188 （駅家町）
さとうファミリークリニック
☎52-3140 佐々木内科
（中須町） ☎52-6555 （駅家町）
唐川医院
☎51-8650 （中須町）
☎45-4030 南坊井上内科循環器科医院
（駅家町）
科

☎45-2311 ほそや内科クリニック
（中須町）

科

上下町の
休日当番医

☎51-2169

☎084-976府中北市民病院
1351
（上下町）
☎084-999- ☎62-2211
3103
☎084-9760013
黒木整形外科リハビリ
☎084-976- テーションクリニック
☎40-0780 佐野内科胃腸科医院
（駅家町）
1121
（上下町）
☎62-8200
☎44-6001 寺岡記念病院
（新市町） ☎52-3140
☎084-972- 府中北市民病院
☎46-0810 さくらの丘クリニック
（上下町）
（駅家町）
2400
☎62-2211
☎084-976☎45-3300 井上小児科内科医院
（駅家町）
4820

☎45-4572 川﨑内科医院
（高木町）
☎084-976- なかはまハートクリニック
2222
（高木町）
府中市民病院
☎43-6336 （鵜飼町）
※変更されることがありますので、事前に医療機関へ問い合わせてください。診療時間は９：00～17：00。
広報ふちゅう
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な業者が突然訪問し、高額
な値段で消火器などを販売
・点検する事案が発生して
いるので注意してください。
◎被害に遭わないための注
意点
▽消火器の販売や点検依頼
があっても、不審な場合
はその場ではっきり断る
ようにしましょう。
▽契約書のような書類にサ
インや押印を求められて
も、すぐに署名押印せず、
書類の内容を十分確認し
ましょう。
▽不審な点があるときや納
得できないときは、絶対
に押印やサインをしない
でください。
▽消防職員や消防団員、市
役所職員が消火器や住宅
用火災警報器などを訪問
販売することはありません。

（水） 時 分～ 時 分
ところ リ・フレ
対象 身体障害者手帳１～
３級、療育手帳Ⓐ・Ａ・
Ⓑ・Ｂ、精神障害者保健
福祉手帳１～３級のいず
れかを持ち、現在歯科医
院で治療・定期健診を受
けていない人
定員
人
※先着１日 人。身体など
の状態によっては、受診が
困難な場合があります。
申し込み期限 ６月 日（金）
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
健康推進課元気づくり係
（リ・フレ内・☎４７ １–
３１０）
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府中市特殊詐欺等被害防止
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一回限り
出品料 １作品につき 円
※映像系は 円。
※申請は機器購入後６か月
共同搬
以内に限ります。申請件数
 入料 １作品につき
円
が 件に達した時点で、今
年度の受け付けを終了します。 ※詳しくは、公民館・クル
トピアなどにある開催要項
を確認してください。
◎府中市での巡回展
～７日
（日）
とき ８月３日（水）
ところ
府中市生涯学習セ

ンター
問い合わせ先 地域振興課
（☎４３ ７–１１８）

募

集
回新県 美展

作品 募 集

対象機
 器 固定電話機また
は固定電話機に接続して
用いる機器で、迷惑電話
防止機能を有するもの
持参す
 るもの 機器の領収
書、機器の説明書、振込
先口座が分かるもの
※機器は、地域家電販売店
やネット通販などで購入可能。
申請・
 問い合わせ先 介護
保険課
（☎４０ ０–２２３）

第

1,000

国府こども太鼓参加者募集

3,000

17

30

20

対策機器購入費補助金

30

お知らせ

入賞作品は県内各地を巡
る巡回展で公開されます。
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

作品受け付け・搬入日、場所

15

2,000

和太鼓をたたいてみたい
子。ばちの持ち方からゆっ
くり分かりやすく教えます。
仲間と一緒に力強い太鼓を
たたいてみませんか。随時
見学・体験もできます。
とき 毎週土曜日 時～ 時
ところ
府中市生涯学習セ

ンター
対象 小・中学生、義務教
育学校生
参加料 無料
※道具は用意しています。
問い合わせ先 塩川（☎０

、
９０ ６–８３３ １–０２７）
教育政策課（☎４３ ７–１
７６）

15

80

５月
日
（火） 時 分～

時 分、府中市生涯学
習センター
30 17

消火器などの不適正な訪問

5,000

10

18

30

65

13

40

問い合わせ先 福山地区消
高齢者に対する特殊詐欺
防組合消防局予防課（☎
や悪質な勧誘電話などを未
０８４ ９２８ １１９２） 然に防止するため、通話録
–
–
音装置などの機器の購入費
障 害 者 歯 科 健 診
の一部を補助します。
口は全身の健康の入口！
対象 市内に住所がある
口の中の点検をして、健
歳以上の人
康づくりに役立てましょう。 内容 機器購入費のうち、
円を限度として一世帯
とき ７月 日（火）・ 日

21

販 売 や 点 検 に ご 注 意 を！

家庭や事業所など に 悪 質

13

■固定資産税・都市計画税…全期分
５月の納税など
※納期限は５月２日
（月）
です。
■介護保険料………………１期分
■軽自動車税…………………全期分
※納期限は５月２日
（月）
です。
※納期限は５月31日
（火）
です。
問い合わせ先 介護保険課
税務課納付相談窓口延長日
毎週木曜日・19時まで（祝日を除く） （☎４０－０２２２）
問い合わせ先 税務課
（☎４３－７１２２）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止や定員の変更などをすることがあります。事前に問い合わせ先に確認してください。

12

暮らしの情報

Information

談

髙（☎４３ ６
–３２０）

こころの健康相談

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）

15

15

になり次第締め切ります。
ところ リ・フレ
申し込み・問い合わせ先
府中市社会福祉協議会
（☎４７ １–２９４）

予約優先年金無料相談窓口

とき ５月 日
（土）
９時
分～ 時
ところ・問い合わせ先
備後府中年金事務所
（☎４１ ７–４２１）

長期療養児療育相談 無料

とき ５月 日
（水） 時～
時
※事前に予約が必要です。
ところ 広島県福山庁舎
問い合
 わせ先 広島県東部
保健所福山支所保健課（☎
０８４ ９–２１ １–４１７）

第1284号 22

令和4年5月1日
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相談無料

FAX

16 18

５月の生活相談

◎一般相談
（水）
・ 日
とき ５月 日

（水）
・ 日
（水） 時～ 時
※受け付けは 時～ 時。
電話、ファクス（ ４７ １–
０５５）でも相談できます。
◎司法書士相談
（水） 時～
とき ５月 日
時
※受け付けは 時～ 時。
◎弁護士相談
（水） 時～
とき ５月 日
時
※当日９時～ 時に電話ま
たは直接予約。
定員
（７人）

毎週月曜日 18時55分～

府中市についての放送日

放送日
内容
５月２日（月） 気軽に来てね！子育てステーションちゅちゅ
５月９日（月） 手ぶらでキャンプin矢野温泉公園四季の里

11人
54人
166人
236人

出生
死亡
転入
転出

口 36,967人 （－113）
男性 17,856人 （－ 40）
女性 19,111人 （－ 73）
世帯数 17,002世帯 （ 13）
※（ ）は前月比。

30

スヤマミヅホ

13

13

13

13

相

13

30

大切な人を亡くした悲し
ＨＩＶ・梅毒検査・相談
みなど、抱え込んでいませ
迅速検査を無料実 施 し ま
んか。医師や臨床心理士が
す。相談・検査は匿名でも可。 無料で相談に応じます。
とき ５月 日（火）９時～
◎府中市こころの相談
時 分
とき ５月 日（木） 時
分～ 時 分
※前日までに予約が 必 要 。
※前日の 時までに要予約。
ところ 広島県福山 庁 舎
ところ リ・フレ
問い合わせ先 広島 県 東 部

保健所福山支所保健課
（☎ 申し込み・問い合わせ先
０８４ ９–２１ １–４１３）
健康推進課（リ・フレ内
・☎４７ １
–３１０）
身体障害者福祉相談 無料
◎ひきこもり・うつ等専門
相談
とき ５月 日（火） 時～

時
※５月 日
（金）
までに要予約。
ところ 広島県福山庁舎

13

職人魂、憧れます。
自分にはこれ！って
もの見つけたい。

広島テレビで放送中

府中市の人口（４月１日現在）

14

11

つぶやき

30

とき ５月９日（月） 時～

時
ところ リ・フレ
問い合わせ先 府中市身体
障害者相談員協議 会 ・ 橘

15

30 12

17

11

25

11

13

15

12

13

16

イラストレーター スヤマミヅホ の

16

16

13

15

13

10

Vol.37

18

13

15

16

応援！

府中市、庄原市、世羅町、
神石高原町の魅力を、ひろ～くご紹介！

人
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し

講習・講座

10

10

20

26

11

16

10

25

14

18

23

3,700

13

4,700

13 17

26

4,600 6,600

19

20

催

内容 消防法第 条の の
聴覚や発語に障害のある人
ボランティアの養成講座を
規定に基づく、危険物の
に情報を伝えたり、コミュ
無料で開講します。
（土）
～ 月
取扱作業の保安に関する
ニケーション支援を行う奉
とき ６月 日

日
（土）
毎月第２・４土
講習
仕員およびボランティアの
動いて脳トレ脳活教室
曜日 時～ 時
（全 回）
料金 受講手数料 円
養成講座です。
認知症予防と健康 増 進 を
（水）
～１年間
申し込み方法 ５月６日（金）
ところ リ・フレ
とき ６月１日

歳以上で講座修了
～ 日
（木）
に消防局予防
兼ねた無料の運動教 室 で す 。 ※ 主 に 第 １ ・ ３ 水 曜 日 時
対象

～ 時。
後、ボランティアとして
課、各消防署、分署、各
脳を活性化させる運 動 や 、
ところ リ・フレ
登録し、府中市で活動で
出 張 所、
（一社）広島県
有酸素運動などをし ま す 。
対象 中学生・義務教育学
きる人
危険物安全協会連合会の
とき ５月 日（水） 時～


時 分
校７年生以上の手話未経
講師 点訳グループ「とも
いずれかに申し込んでく
しび」会員
ところ リ・フレ
験者で、手話奉仕員また
ださい。
歳以上の人 で 、 医
定員 先着 人
対象
はボランティアとして登
問い合

 わせ先 福山地区消
師から運動制限を 受 け て
防組合消防局予防課（☎
申し込み方法 電話で申し
録し、府中市で活動でき
込んでください。
いない人
０８４ ９２８ １–１９２）
る人
–
（全種類）
申し込み期限 ５月 日（金） ◎危険物取扱者試験
定員 先着 人
内容 入門・基礎講座
申し込み・問い合わせ先
とき ６月 日
（日）
申し込み方法 前日 ま で に
講師 府中ろうあ協会会員


電話で申し込んでください。
府中市社会福祉協議会（☎
広島県立福山工業
・ 手 話 サ ー ク ル「 ト ロ ッ
ところ


持参するもの 飲み 物 、 タ
４７ １２９４）または同
高等学校
コ」会員

–
オル
上下支所（☎６２ ２５６
※試験会場は変更される場
定員 先着 人
–
６）
※動きやすい服装、 マ ス ク
合がありますので、受験票
受講料 無料
の着用をお願いしま す 。
でよく確認してください。
※テキスト代 円が必要。
福山地区消防組合消防局
申し込み期限 ５月 日（金）
申し込み・問い合わ せ 先
料金 甲種 円、乙種一種
予 防 課 の 講 習・ 試 験
申し込み・問い合わせ先
類につき 円、丙種 円
介護保険課
府中市社会福祉協議会（☎
◎危険物取扱者保安講習
（前期）
申し込み方法 電子申請…
（☎４０ ０２２ ３ ）
–


４７ １２９４）、同上下
とき ▽８月 日
（木）
午前
５月 日
（火）
～ 日
（火）
、
–

支所（☎６２ ２５６６）
…その他、午後…コンビ
書面申請…５月 日
（金）
–
ナート ▽８月 日
（金）
、
～ 日
（金）
点訳ボランティア養成講座
午前…給油取扱所、午後
申し込み・問い合わせ先
手話ボランティア養成講座
（一
…その他
 財）消防試験研究セ
ンター広島県支部（☎０
ところ 福山市生涯学習プ
ラザ
８２ ２
–２３ ７
–４７４）
21

広報ふちゅうなどを点字
に打ち替えて、視覚に障害
のある人に情報提供をする

いよいよ、府中市こ
どもの国ポムポムに巨
大な木をイメージした
大型遊具がオープンし
ます。みんなが安心し
て、思いっきり楽しめ
る２つのエリアを設置
しています。府中市ら
しさをちりばめた楽し
い仕掛けもあるので、
冒険しながら探してみ
てください。

さまざまな価値観。
今年も、職場の恒例の
バレンタイン、ホワイ
トデーが過ぎた。毎年
そのお金をもっと有意
義に使いたいと思うの
は私だけ？そんなに祝
いたければ、毎月誰かの
誕生日会しよ。その方
が理にかなってる気が。
チョコに 円払っても
救済募金には 円？ま
さに、お金の価値観も
合
人それぞれか…。 ○

23

20

3,300

18

30

30

65

10

手や体を使って言 葉 を 表
現する手話の技術を 学 び 、

100

11

22

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止や定員の変更などをすることがあります。事前に問い合わせ先に確認してください。

1,000

19

10

20
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図書館
だより
金
6
13
20
27

■府中市立図書館
府中市府中町43

【開館時間

土
7
14
21
28

５月の休館日

木
5
12
19
26

■図書館 本館
あかちゃんのおはなし会
12日（木）
11：00～11：20
○印がお休みです

日 月 火 水
1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31

５月の図書館「おはなし会」

本館

☎43-4343

9：30 ～ 19：00】

■府中市立図書館 上下分室

府中市上下町上下861-3
（上下町民会館内）☎62-8805
【開館時間 10：00 ～ 18：30】
http://www-lib.city.fuchu.hiroshima.jp/toshow/

５月13日
（金）
は、図書館の30回目
の誕生日。おはなしボランティア
「みどりのかぜ」の皆さんとスペ
シャルなおはなし会をするよ！み
んなも一緒にお祝いしよう！

開館30周年を迎えられるこ
とに感謝して、本に触れる
とき ５月11日
（水）
～６月６日
（月） 喜びや物語の魅力を伝えら
れるような展示をします。
ところ 図書館本館

けいこくしゃ

山と溪谷社

・い じめ 心の中がのぞけ
たら １～４
もとやま

本山

り

とき ５月14日
（土）
14：00～
ところ 図書館本館
対象 幼児から
参加料 無料

30th Anniversary
～本とともに～

・自 転車ツーリングハンド
ブック
編集

■図書館 上下分室
おひざにだっこのおはなし会
13日
（金）
10：30～11：00
おはなしのへや
21日
（土）
14：00～14：30

としょかんのおたんじょうび会30thスペシャル

◇◇ 電子図書紹介◇◇
やま

変更・中止となる場合があります。

さ

◇◇ 新着図書紹介◇◇
いっこでもにくまん
ふじもと

風の港

のりこ

むらやま

村山

おいしそうな食べ物を
数えながら、楽しい数
遊びができる絵本。

さ

き

早紀

小さな奇跡に出会う
空港物語を全５話収
録する。

理咲

５月は児童福祉月間

施設無料開放・体験

今後の感染状況により、実施内容が変更になる場合があります。

◎府中市こどもの国ポムポム ボーネルンド
いつもは利用料が20分120円のボーネルンドを、
１人１日１回無料で利用できます！
とき ５月22日
（日）
９時～17時
※１クール20分。間に20分の休憩があります。
対象 中学生・義務教育学校９年生まで
※未就学児は保護者が同伴してください。

◎河佐峡パークゴルフ場
とき ５月５日
（木）９時～17時
対象 中学生・義務教育学校９年生ま
でとその保護者
問い合わせ先 河佐峡パークゴルフ場
（☎４９－０４４８）

問い合わせ先 府中市こどもの国ポムポム
（☎４１－４１４５）
広報ふちゅう

令和4年5月1日

第1284号 24

令和３年度『腹の底から
笑いあった家族エピソード』
大笑

【優秀賞】
ワクチン接種
府中明郷 学 園 六 年

下 げ で き る く ら い な ら 大 丈 夫 よ。
」
と言い、その場にいるみんなが笑っ
てしまいました。それを見ていた私
も笑ってしまいました。コロナだか
らこそこうやって笑いあえたのかな、
と思いました。いつもこうやって笑
いたいです。

毎週火曜日10：30～11：00
２歳～６歳くらい

とき ５月18日
（水）
10：30～
11：00
対象 ６歳くらいまで

彩花

○印がお休みです

５月の休館日

手遊び

わん★ツージャンプ

府中市土生町1581-7 ☎41-4145
【開館時間 9：00～18：00】
ポムポムのイベント予約
がＷｅｂでできます！

令和３年度『少しのがまん』
川柳大賞

【優秀賞】

自粛して
私たちでなく

真奈

コロナさん
第一中学校三年
村上

（自作の解説）
コロナで学校行事が全く出来ない
し、自粛しないといけないから友達
と遊びにも行けないから、その思い
を書きました。
（家族の一言）
早くコロナが収まるといいですね。

25

今後の感染状況により、イベントを変更・中止する場合があります。

Instagramもcheck
してみてね！

５月23日
（月）
10：30～11：00

とき

平日 ２時間50分ごと90人
土・日、祝日 ２時間ごと90人

ねんねこキッズ

とき
対象

手形・足形を
とるよ

更生保護女性会

毎週金曜日10：30～11：00
２歳くらいまで

とき
対象

土
7
14
21
28

水 木 金
4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27

日
1
8
15
22
29

月
2
9
16
23
30

火
3
10
17
24
31

触れ合い
遊びなど

お誕生日会

クールごとに総入れ替え制

触れ合い
遊び!!

FUN FUN FACTORY ポムっ子くらぶ

とき 土・日曜日、祝日
持参するもの 上履き
※材料費が必要です。

備後国府まつりやポムポムのお祭
りなどでパフォーマンスをします！
とき 毎週日曜日10：00～12：00
対象 小学校・義務教育学校５年
生～高校３年生

ポムポムサポーター ダンスサークル参加者募集中

ポムポムでスタッフの手伝
いをしてみませんか。
とき いつでも
館内は土足禁止です。スリッパ、 対象 小学校・義務教育学
校１年生～高校生 もの作り
シューズなどを持参してください。

槙本

最 近、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス が は
やっています。そ の コ ロ ナ 対 策 と し
て、ワクチン接種 が 行 わ れ て い ま す 。
その、ワクチン接 種 （ 一 回 目 ） を お
じいちゃんとおば あ ち ゃ ん が 受 け ま
した。ワクチン接 種 を し た 次 の 日 の
夜、晩ごはんを食 べ 終 わ り 、 食 器 や
あまったご飯など を 片 付 け て い る と 、
お父さんが、
「ワクチン打った け ど 、 ど ん な ？ 」
とワクチンの副反 応 が ど ん な 感 じ か
おばあちゃんに聞 い て い ま し た 。 す
ると、おばあちゃ ん が 、
「 少 し う で が 痛 い け ど、 で も、 腕
はあげられるよ。」とおばあ
ちゃんが一升瓶を持った方
の腕で上げ下げしてみせて
い る の で、 そ れ を 見 た お 父
さんが、
「一升瓶を持ったまま上げ

ときめく
府中の
子どもたち！

の

参加
無料

今月

子育てステーションちゅちゅでは妊娠
・出産から子育てまでの切れ目ない支援
を提供します。
このページでは子育てに関すること、
イベント情報などを発信していきます。

赤ちゃんとの過ごし方

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、教室などが中止となる場合があります。

赤ちゃんとの暮らしが始まると、育児
と家事で忙しく、赤ちゃんと遊ぶ余裕が
ないと思う人もいるのではないでしょう
か。授乳やおむつ替え、お風呂などのお
世話のときに話したり、歌ったりするこ
とが遊びにつながります。聞き慣れたお
母さんやお父さんの声に心地よさを感じ、
心の充足にもつながります。また、優し
くマッサージするスキンシップも良いで
しょう。子育て支援センターなども利用
しながら赤ちゃんとの心地よい過ごし方
を見つけてみてくださいね。
子育て支援サイト「ちゅちゅ」から妊
娠・子育てなどに関する情報がチェッ
クできます！詳しくはコチラ→

５月の乳幼児健診
ところ
子育て
ステー
ション
ちゅちゅ
上下保健
センター

行事
４か月児健診
10か月児健診
１歳6か月児健診
２歳児歯科健診
３歳児健診
４か月児健診
10か月児健診

パパママ教室

とき ５月29日
（日）
10：00～12：00
ところ 子育てステーションちゅちゅ
対象 府中市に住民票のある妊婦とその家族
内容 沐浴体験、赤ちゃんとの生活についてなど
定員 先着８組
持参するもの 母子健康手帳、筆記用具、飲み物
申し込み方法 ５月26日
（木）
までに電話で申し
込んでください。
参加
無料

離乳食教室
とき

対象

申し込
み期限

５月10日（火） 初期、生後６か月頃までの
10：00～11：00 子どもと保護者
５月６
日（金）
５月11日（水） 中期～完了期、生後７か月
10：00～11：00 から１歳６か月までの子ど
もと保護者
６月８日（水） 初期、生後６か月頃までの
10：00～11：00 子どもと保護者
１週間
６月９日（木） 中期～完了期、生後７か月から１ 前まで
10：00～11：00 歳６か月までの子どもと保護者

ところ 子育てステーションちゅちゅ
内容 離乳食の作り方のデモンストレーション、
食事相談
定員 先着６組
持参するもの ミルク・お茶などの飲み物、替
えのオムツと袋、あれば抱っこひも
申し込み方法 電話で申し込んでください。

乳幼児健診の会場が４月から子育てステーションちゅちゅに変更
となりました。対象者には健診の約１か月前に案内を郵送します。

とき・受け付け時間
25日（水）13：00～13：10、13：20～13：30
18日（水）13：00～13：10、13：20～13：30
10日（火）13：10～、13：20〜、13：30～
17日（火）13：40～13：50、13：50～14：00
11日（水）13：10～、13：20〜、13：30～
19日（木）13：00～13：10
19日（木）12：50～13：00

対象
令和４年１月生まれ
令和３年７月生まれ
令和２年９月生まれ ※
令和元年12月生まれ
平成30年10月生まれ ※
令和３年12月・令和４年１月生まれ
令和３年６月・７月生まれ

※感染予防のため、定員を15人程度としています。翌月の案内となる場合がありますので、ご了承ください。

５月のすくすく相談
ところ
子育てステーションちゅちゅ
上下保健センター

とき・受け付け時間
内容
6日（金）、13日（金）、20日（金）、27日（金）
身体計測、離乳食の進め方、育児
10：00～12：00
相談など。事前に予約が必要。
12日（木）9：30～11：30

申し込み・問い合わせ先 子育てステーションちゅちゅ…ネウボラ推進課（府中天満屋内・
☎４４－６６８８）、上下地域共生推進課（上下保健センター内・☎６２－２２３１）
広報ふちゅう

令和4年5月1日
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ハーフバースデーを迎えた子ども
たちのBESTショットを紹介します。

みやもと

宮本

こうせい

晄成ちゃん

かなもと

金本

あつき

淳希ちゃん

やまだ

山田

はると

知詢ちゃん

しかたに

鹿谷

くわだ

桒田

こばやかわ

小早川

の

あ

蒼空ちゃん

まつうら

松浦

い

と

依都ちゃん

問い合わせ先

支援センターの

じんみょう

神明

詳しくは

府中市子育て支援サイト
ちゅちゅ

新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、利用人数・
時間は変更になる場合があ
ります。

い

はまだ

濱田

み

かえで

楓ちゃん

し

き

志季ちゃん

府中市子育てステーションちゅちゅ（☎４６- ２４５５）

府中市子育てステーションちゅちゅ
５月20日（金）10：00～11：30、
13：30～15：00
…だるまさんのでんでん太鼓作り
対象 未就園児と保護者

主なEvent

め

芽依ちゃん

あ

明未ちゃん

上下地域子育て支援センター
５月23日（月）10：00～11：30
…ペットボトルのマラカス作り
対象 未就園児と保護者

国府地域子育て支援センター
５月13日
（金）
10：00～11：30
…センターデビュー
対象 未就園児と保護者
キッズランドMOMO
５月９日
（月）
～14日
（土）
10：00
～11：30
…カレンダー・ハガキ作り
対象 未就園児と保護者
材料費 30円～80円

小児科・産婦人科オンライン相談

オンラインでつながる子育て相談

ＬＩＮＥや電話のメッセージチャット、音声通話・動
画通話で医師や助産師に電話で相談できます。

動画通話での妊娠、出産、育児の悩みなど
の相談ができます。メールまたは
電話で申し込んでください。

小児科
オンライン
LINE登録
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平日
18時～22時

産婦人科
オンライン
LINE登録

市のホームページ

図書館・教育委員会
などで配布中！

想像図
こんな形かな？

縄文人がいた！

い け の し た

池下遺跡

8㎝

池下遺跡の縄文土器
表面を丁寧に模様で飾っています

池下遺跡は府中町の和光園保育
所の地面の下に所在する、縄文時
代を中心とする遺跡です。縄文人
が住んでいた家や、食べ物を貯め
る穴などの生活の痕跡は確認でき
ませんでしたが、今から約 年前
～ 年前に作られた縄文土器がま
とまって出土しました。その多く
が煮炊きをする鍋や食べ物を盛る
皿として使われたものでした。こ
れらの鍋や皿の表面はさまざまな
模様で飾られていて、福山市や尾
道市の同時期の縄文遺跡から出土
した土器の模様や形とよく似てい
ます。何かしらの交流があったの
かもしれません。
出土した縄文土器の時期から、
少なくとも 年もの間、この土地
に縄文人が住んでいたと考えられ
ます。池下遺跡は南向きのゆるい
斜面上に立地していて、日当たり
の良い住みやすい土地だったので
しょう。
池下遺跡の縄文土器を「府中市
にも縄文人みーつけた！」のパン
フレットで紹介しています。また、
府中市歴史民俗資料館で土器を一
部展示しています。ぜひ、ご覧く
ださい。

令和４年５月１日発行
第1284号

↑府中市から出土した縄文土器
を中心に紹介しています

ココ

3000

1000

じ ょ う も ん ど き

編集発行
府中市政策企画課

4000

―市民レポーターが府中の魅力を投稿します―

〒726-8601
広島県府中市府川町315

「私が受験生になった日」 高校生編

HP http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/

☎４３-７１１１（代表） ☎４３-７１９４（広報）

高校生最後の１年間がやってきます。今まで
の２年間はあっという間に過ぎ、今度は「受験
生」という最も強いプレッシャーの中で１年を
過ごします。言い換えると、将来を大きく左右
する年だと思います。しかし、「２年生の３学
期は３年生の０学期」と教わり、重大な年に差
し掛かっているにも関わらず、勉強は好きにな
れず、後回しにしようと呑気に考えてばかりで
した。そのような中で、私の考えが変わったの
は、卒業した部活動の先輩が「受験は早い者勝
ち」と私たちにアドバイスをくださったときで
した。お話の中で、先輩が受験に対して後悔さ
れていることが強く印象に残り、そのとき初め

133

投稿者
（文と写真）
府中高校３年
繁枡璃理さん

その90

て、後悔する自分の姿を思い浮かべました。
頑張るのはみんな一緒です。ただ、どれだけ
の時間頑張るかで結果は違ってくるのだと思い
ます。このコロナ禍で厳しい環境下ですが、重
要なのは、周りとどれだけ励まし合い、助け合
うかということだと思っています。私は、周り
の仲間達に支えてもらっているからこそ強くな
り、何度だって頑張ろうと思えます。悔いの残
らない道を突き進むために、受験までの一日一
日を大切に過ごし、自分の持つ最大限の可能性
を将来に繋ぐことのできるよう精一杯の力を発
揮していきたいです。

府中市ＲＣＣラジオ番組
「府中に夢中！」

毎週月曜日16：30～16：45（そのうちの５分間）ＲＣＣラジオ（1530KHz）
今月の放送日

５月９日（月）
・16日（月）
・23日（月）
・30日（月）

府中市のマチ・ヒト・モノに注目し、聞いて楽しく、府中市を
感じられる内容をお届けします。

公式ＳＮＳ
LINE

公式ＳＮＳ
facebook

スマホアプリ
radiko（ラジコ）

府中市メール配信
サービス
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