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天満屋２階
活用の
検討始まる

※パースは、環境イメージを伝える構想計画であり、実物空間と相違がでる場合があります。

「楽しみ」「暮らせる」 まち
府中市では、（株）天満屋ストアと「まちづくりに関する協定書」を締結し、府中天満屋の立地や商
業施設の利便性などを最大限活かした駅周辺の賑わいづくりを官民が連携して取り組んでいます。
府中天満屋２階の約半分の行政エリアでは、子育て支援施設のネウボラや、ＩＣＴを活用した新たな
魅力を持った拠点性を高めるため、「憩い」「学び」「チャレンジ」などの創出実現を目指し、市民や
事業主による検討委員会やワーキンググループにより、活用策を検討しています。

今、気を付けること

Afterコロナ・Withコロナ対策

冬を迎えるに当たって、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症が同時流行することが予
想されます。少しでも体調に異変を感じ、「風邪かな？」と思ったら、すぐ相談しましょう。

相談・病院受診の前に

▽

▽

発熱などの風邪症状が見られるとき
学校や会社を休み、外出を控え
ましょう。
毎日体温を測り記録しておきま
しょう。

風邪かな？と感じたら

▽

▽

 ずは、かかりつけ医など身近な医療機関へ電話
ま
相談しましょう。
かかりつけ医を持たないなど、相談先に迷う時は、
「積極ガードダイヤル」へ電話相談しましょう。

県の受診・相談センター（24時間）

積極ガードダイヤル

☎０８２-５１３-２５６７

府中市民病院・府中北市民病院の受診時での対応

感染症拡大防止のためご理解・ご協力をお願いいたします。

来院する時
全員に、マスクの着用、体温測定、手指消毒をお
願いしています。
発熱している場合
 必ず来院前に、電話をしてください。37.5℃以上の
発熱が続き、せきやたんなどの風邪症状がある人は、
専用の診察室で対応しています。

日常の健康管理
患者様、ご家族様には日ごろから
の体温測定を推奨しています。
面会
原則禁止としています。

新型コロナウイルス感染症疑い患者など
の搬送用車両を導入

後部座席で、感染の疑いの
ある患者を搬送します

府中市では、クラスター発生時など、保健所と連
携して、感染症の疑いがある患者の搬送などに使用
する、専用の車両を導入し、状況に応じて、搬送を
行います。
前後の座席の隔壁や室内の空気を外気に直接排出
させない機能などを備えた特殊車両です。
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府中市新型コロナウイルス感染症対策ガイド
年末年始に向け、マスクや手洗いなどだけでなく、感染リスクが高まる場面を認識しておきま
しょう

出典：厚生労働省ＨＰより

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行のリスクを下げ、医療機関のひっ迫を
未然に防ぐため、府中市では、インフルエンザ予防接種費用の助成を拡大し、接種を受けやすく
しました。

接種期限

令和３年１月31日（日）

インフルエンザ予防接種の対象と助成後の費用
対象
助成後の費用
１歳から小学校・義務教育学校６年生ま 実施医療機関が定める金額から1,080円を
①
での子
差し引いた額
65歳以上の人または60歳以上64歳以下で
1,600円
② 心臓や腎臓、呼吸器などに重い障害など
※400円助成を拡大しました。
がある人
無料
府中市の国民健康保険加入者で特定健康
③
※ホームページ掲載の実施医療機関での
診査を３年連続受診している人
み、無料で接種できます。

予防接種実施医療機関は、
市のホームページで

※①、②の対象のうち生活保護世帯および市民税非課税世帯の人には、10月初旬に白色の
無料券、③に該当する人には黄色の無料券を郵送していますので、接種の際は必ず無料券
を持参してください。

▽

▽

問い合わせ先
インフルエンザ予防接種に関すること…健康推進課元気づくり係（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）
府中市国民健康保険に関すること…市民課医療保険係（☎４３-７１４２）
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便利さを活用しよう

キャッシュレス決済
消費促進キャンペーン
弾

２

第

１月と３月

実施月

Afterコロナ・Withコロナ対策

対象の店舗でキャッシュレス決済サービスPayPayで決済をした場合
に、最大20％のPayPayボーナスが付与されるキャンペーンを１月と３
月に実施します。

1 月のキャンペーン

新規

3 月のキャンペーン

８月同様

期間 １月５日
（火）
～２月７日
（日）
対象店 市内のPayPayに加盟する飲食店、タ
クシーなどの交通事業者、宿泊施設のうち
府中市が指定する店舗など
付与条件 支払い額の最大20％相当分で、上
限１決済あたり10,000円相当分、期間中10,000
円相当分まで

期間 ３月１日
（月）
～31日
（水）
対象店 市内のPayPay加盟店のうち、府中市
が指定する店舗など
付与条件 支払い額の最大20％相当分で、上
限１決済あたり5,000円相当分、期間中5,000
円相当分まで

加盟店も募集します

消費促進キャンペーンに参加するためには、PayPay
への加盟が必要です。
対象 PayPayに未加盟の店舗など
１月キャンペーンの申し込み期限 12月７日
（月）
※すでに加盟している場合は申し込みは必要ありません。
申し込み方法 期限までに市役所商工労働課、府中商
工会議所または上下町商工会に申し込みを希望する
旨を申し出てください。その後、PayPayから加盟
手続きの連絡があります。

加盟手続きの流れ

市などへ加盟希望を連絡
市などからPayPayへ連絡
PayPayから希望店に連絡・加盟手続き
問い合わせ先

▽


▽


ひとり親世帯臨時特別給付金の
詳しくは、市の
申請はお済みですか
ホームページで
申請期限 令和３年２月26日
（金）
令和２年６月分の児童扶養手当を支給された人…追加給付の申請を
していない人はお急ぎください。
令和２年６月分の児童扶養手当の支給が全額停止している人…過去
に児童扶養手当の申請をしていれば、令和２年６月分の児童扶養手
当が全額停止または一部停止されたと推測される人も対象となります。
収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人…
令和２年２月以降の収入が確認できる書類などが必要です。
給付額 基本給付…１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円、追
加給付…１世帯５万円
問い合わせ先 女性こども課（☎４３-７１３９）

▽


生活福祉資金特例貸付（緊急
小口資金・総合支援資金）
新型コロナウイルス感染症
の影響を受け、一時的に生活
資金にお困りの人に向けた特
例貸付の申請が、12月で終了
となります。
受け付け期限 12月30日
（水）
※土・日曜日、祝日は除く。
事前に予約をしてください。
申し込み・問い合わせ先
府中市社会福祉協議会
（☎４７-１２９４）

商工労働課（☎４３-７１９０）
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府中市新型コロナウイルス感染症対策ガイド
11月２日（月）～
キャッシュレス

非接触

スマホで、 窓口の手数料支払いを、
ピッと！ PayPay対応しました
ポイント

スマホ決済アプリが普及し
ている背景に加え、窓口での
利便性を高めるとともに、新
型コロナウイルスの感染を予
防するため、市役所の手数料
の支払いにスマホ決済アプリ
PayPayが利用できるようにな
りました。今後、保育所の延
長保育料など、使用できる窓
口を、順次広げていく予定です。
問い合わせ先
情報政策室（☎４３-７２４２）

1０月15日（木）～
利便性

非接触

窓口

PayPayで支払い可能な手数料の種類

市民課

住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本、戸籍附票、
犬の登録など

所得証明、所得課税（非課税）証明、完納証明、納税証明、
税務課 固定資産評価証明、固定資産課税台帳登載事項証明、固定
資産公課証明、住宅用家屋証明など
住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本、戸籍附票、
犬の登録、所得証明、所得課税（非課税）証明、完納証明、
上下支所
納税証明、固定資産評価証明、固定資産課税台帳登載事項
証明、固定資産公課証明、住宅用家屋証明など
水道事業会計

分担金（給水装置工事）
手数料（給水装置工事、府中市水道指定
給水装置工事事業者登録・更新）など

下水道事業会計

負担金（下水道事業受益者負担金）
手数料（府中市排水設備等指定工事店登
録・更新）など

上水下
水道課

カードで、 マイナンバーカードを使い、コンビニで
ピッと！ 住民票などを取得できます
時間拡充

マイナンバーカードを利用
した、住民票などのコンビニ
交付を始めました。コンビニ
交付対応のマルチコピー機が
設置してある、全国のコンビ
ニなどで住民票などの証明書
が取得できるようになりました。

毎週木曜日

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、
所得課税（非課税）証明

手数料 窓口と同額の１通300円
利用できる店舗 セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、
ポプラ
利用できる時間 ６時30分～23時
※年末・年始、メンテナンス時を除く。
問い合わせ先

市民課（☎４３-７１２７）

マイナンバーカードの受け取り
時間を延長しています

受け付け時間 ９時～18時30分
持参するもの 本人確認ができるもの、交付通
知書（はがき）、通知カード
※マイナンバーカードの取得には、申請からお
おむね１か月～２か月かかります。
問い合わせ先 市民課（☎４３-７１２７）
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公共料金の
市税・料、
いにも対応
納付書支払

マイナンバーカードの申し込みを
お近くの指定の会場で！

出張条件
申請者が府中市在住、マイナンバーカー
ドの申請をしていない人で、申請する人
がおおむね10人以上の場合
※受け取りも自宅を指定できます。詳しく
は、市民課に問い合わせてください。

事業者の皆さんへの支援

大企業の場合…最大100万円
給付条件 休業補償と国の雇用調整助成金支給額
に差額が生じる場合は差額分を市が補助、助成
します。
対象 次の条件を全て満たす人
市内に主たる事業所を有すること
国が特例措置を実施した雇用調整助成金を申請
し、交付を受けた人。休業手当と同額の国の助
成金交付を受けたものを除く。
感染症の影響による従業員の解雇をしないこと
遅延金を含む市税の滞納がないこと
申請先 商工労働課、上下支所建設係
申請期限 令和３年３月31日
（水）

▽


▽


▽


新型コロナウイルスの影響により、事業活動の
縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して
一時的に休業などを行い、解雇を行わない場合の
国の雇用調整助成金の申請を行った場合、事業主
負担分を助成します。
また、雇用調整助成金の申請事務に係る社会保
険労務士への事務委託費を助成します。中小企業
者など、小規模企業者に限ります。
中小企業など…中小企業基本法第２条第１項に
規定するもの
小規模企業者…中小企業基本法第２条第５項に
規定するもの
助成額
中小企業など、小規模企業者…最大50万円と、
社会保険労務士への事務委託費最大10万円

３月が申請期限です
▽

府中市雇用継続助成金

対象 次の条件を全て満たす人
①国の持続化給付金の対象でない人
②市内に主たる事業所（本社・本店）を有する
法人または個人
③直近の事業年度の売上高が240万円以上
④令和２年中において前年同月比の売上高が20
％以上50％未満減少した月があること
⑤遅延金を含む市税の滞納がないこと
⑥大企業でないこと。大企業とは中小企業基本
法第２条第１項に該当しないもの
※平成31年４月１日～令和２年３月31日の間に市
内で事業を開始した者は③、④の条件は除く。
申請先 商工労働課
申請期限 令和３年２月27日
（土）

▽ ▽


▽ ▽


▽

国の持続化給付金の対象外の事業者で令和２年
１月から12月の売上が、前年同月比20％以上50％
未満減少した月がある場合の申請に対して給付し
ます（大企業を除く）。
給付額  一律20万円
注意事項
前年同月比50％以上が１度でもある
場合は、国の「持続化給付金（上限：法人は最
大200万円、個人事業者は最大100万円）」の
申請が可能なため、給付金の申請はできません。
給付金の申請は１事業者につき１回のみ
給付金交付後に国の持続化給付金を受けた場合
は、遅滞なく市に申し出をし、給付金を返還す
ること

締め切りが迫っています

▽ ▽

府中市事業継続応援給付金

Afterコロナ・Withコロナ対策

申請書などは、市のホー
ムページにあります。

問い合わせ先
商工労働課（☎４３-７１９０）

社会保険労務士による雇用調整助成金や
労働問題の無料個別相談会
12月の開催日時 12月１日
（火）
・８日
（火）
・15
日
（火）
・22日
（火）
・29日
（火）
10時～17時
※１事業所１時間。事前に予約が必要。
ところ 府中商工会議所
申し込み・問い合わせ先 府中商工会議所
（☎４５-８２００）
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府中市新型コロナウイルス感染症対策ガイド
新規

府中市新型コロナウイルス感染防止対策補助金

▽ ▽

▽ ▽

▽


▽


▽ ▽


▽ ▽


▽


提出書類
新型コロナウイルス感染症の感染予防設備を導
府中市新型コロナウイルス感染防止対策補助金
入し、事業所の営業環境を整備し、事業活動継続
交付申請書兼実績報告書
を行っている事業者に対して、導入経費の一部を
誓約書
補助します。
補助金額 上限20万円
府中市新型コロナウイルス感染防止対策補助金
事業収支報告書
※助成率は、対象経費の４分の３。
対象
補助対象事業に係る経費の領収書などの写し
日本標準産業分類の農業・林業（大分類Ａ）ま
補助対象事業の内容や実施状況を確認できる記
たは漁業（大分類Ｂ）以外に属する事業を営む
録等の資料・写真など
市内に事業所の所在が確認できる法人の登記簿
人であること。
市内に事業所を有する人であること。
謄本、個人の営む事業の開業届や確定申告書な
延滞金を含む市税などの滞納がないこと。
どの写し
主な対象経費
市税完納証明書
補助金を入金する振込口座が記入された通帳の写し
４
 月１日～令和３年２月28日の期間に、支払い
申請期限
令和３年３月19日
（金）
が済んだものを含む購入をしたもの。詳しくは、
申請先 府中商工会議所、または上下町商工会
市のホームページを確認してください。

▽

▽

国内観光客や将来のインバウンド需要の回復も見据
えながら、デジタル技術なども活用した観光インフラ
の整備費を、県が補助します。
対象事業
観光施設などでのデジタル技術を活用し
た安全・安心な受入環境整備
基本的な受入環境整備
対象 観光事業者などの法人、個人事業主、観光協会、
商工会議所、商工会、特定非営利活動法人、観光事
業者などで構成された協議会などの団体
補助率 ５分の４ 補助上限額 2,000万円
問い合わせ先 （一社）広島県観光連盟
（☎０８２-２２１-６５１６）
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問い合わせ先
市役所商工労働課
（☎４３-７１９０）
府中商工会議所
（☎４５-８２００）
上下町商工会
（☎６２-３５０４）
▽

▽

観光地スマート化推進事業補助金

市のホームペー
ジはこちら

▽

▽▽▽▽

自動水栓
自動ソープディスペンサー
非接触検温器
消毒液自動噴霧機 など
▽

接触感染防止

空気清浄機購入費
空気清浄機能または換気機能付空調機購入費
など

▽▽


換気による感
染防止

接触を防ぐための遮蔽用衝立やカーテン購入費
店舗内の間隔を促す床表示の設置費
レジにおける感染防止対策
来客が触れる設備のセンサー化 など

▽▽

飛沫感染防止

内容

▽

分類

府中市観光チャレンジ補助金
観光関連の新たな取り組みに挑戦す
る事業者・団体などに対し、観光客の
受け入れ環境の整備や観光商品の開発
などに係る費用の一部を支援します。
対象 府中市内の観光事業者、観光に
取り組む団体など
補助率 ３分の２
補助限度額 20万円
問い合わせ先 観光課（☎４３-７１４１）

年末・年始の各種業務
分類

12月31日（木）、
１月１日（金）

代替収集は
行いません

府川町

１月１日（金）

12月29日（火）

上下町小塚、小堀、二森、
階見、矢野、矢多田、松
崎、井永、佐倉、岡屋、
水永（雑誌・段ボール）

１月１日（金）

１月８日（金）

東町、本町、上辻町、下
辻町、老松町

１月１日（金）

１月12日（火）

永井町、朝日町、飛屋町、
西町、川原町

１月１日（金）

12月29日（火）

クリーンセンター・埋立センターの休業日
施設名

休業日

府中市クリーンセンター（本山工業団地内・☎４３-７１４４）
府中市埋立センター（諸毛町・☎４９-０７０５）

12月29日（火）
～１月１日（金）

※ごみの持ち込みには、10kgにつき160円の手数料が必要です。受け付け時間は、
土曜日・第３日曜日を除く日曜日・祝日を除く９時～12時、13時～16時です。

毎月第３日曜日と毎月最終木曜日は19時まで延長して粗大
ごみのみの受け付けを行っております。12月は24日に延長し
ます。
刈草・剪定くずなどの可燃ごみは、年末年始・土・日曜日、
祝日を除く９時～12時、13時～16時に持ち込みを受け付けて
います。ご協力よろしくお願いします。

年末年始工事当番業者

12
30

年末の大掃除にご利用ください

クリーンセンターからのお願い

水道

月 日（水）
～１月１日
（金）
は
ごみの収集を休業します。

※ごみは、収集日の８時までにごみステーションに出してください。代替収集日は、他
の地域のごみ収集と重なるため、通常より収集時間が遅くなる場合がありますので、ご
理解をよろしくお願いします。

問い合わせ先 環境整備課（☎４３ ７-１４４）

容器包装プラス
チックごみ

全地域

休業期間中が、容器包装プラスチックごみ、資源ごみ、埋立ごみの
収集日に当たる地域は、次のとおり代替収集を行います。

埋立ごみ

代替収集日



資源ごみ

ごみ

収集休業日

収集・持ち込みの休業

可燃ごみ

該当地域

クリーンセンターへの粗大ごみ
の持ち込みを受け付けます！

12/24（木）19時まで
12/20（日）・27（日）
９時～12時、13時～16時

問い合わせ先 上水下水道課（☎４３-７１６９）

月日

当番業者
所在地
電話番号
月日
当番業者
所在地
電話番号
ハラダ設備㈱
鵜飼町
☎４５-３５９９
㈲土井設備
府中町
☎４１-２３８８
12月
１月
29日（火） 重森鉄工㈲
上下町上下 ☎６２-２００５ １日（金） 重森鉄工㈲ 上下町上下 ☎６２-２００５
栗万水道㈱
府川町
☎４５-４０４５
㈲眞田住設
元町
☎４５-６５５９
12月
１月
30日（水）
２日
（土）
㈱有伸
上下町深江 ☎６２-２３５５
㈱有伸
上下町深江 ☎６２-２３５５
府中米穀企業組
㈱芦田水道
中須町
☎４５-６１３３
高木町
☎４５-７５７２
合水道センター
工業所
12月
１月
31日（木） ㈲赤木プロパン
３日（日） ㈲赤木プロ
上下町上下 ☎６２-２２４０
上下町上下 ☎６２-２２４０
商会
パン商会
広報ふちゅう
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医科

休日当番医

月日

医療機関名

日（火）

29

日（水）

30

日（木）

31

外科

北川クリニック 元町

☎４５-４５７２

渡辺内科医院 府川町 ☎４５-８６３７
寺岡記念病院 福山市
新市町 ☎５２-３１４０
上下町 府中北市民病院 上下町 ☎６２-２２１１
上下
内科

１月３日（日）

月

12

所在地
電話番号
月日
医療機関名
外科 石川クリニック 福山市
外科 えきや外科ク
新市町 ☎５１-８６５０
リニック
なかはまハー 高木町 ☎４６-０８１０
新市ときなが
トクリニック
クリニック
内科
内科
福山市
さくらの丘ク
池田医院
新市町 ☎５１-２０９８
リニック
上下町
上下町 府中北市民病院 上下
☎６２-２２１１
上下町 府中北市民病院
外科 楢崎外科医院 元町
☎４５-２３１１
外科 なんば医院
府中市民病院 鵜飼町 ☎４５-３３００
奥野内科医院
内科 佐野内科胃腸 福山市 ☎０８４-９７６
内科 井上小児科内
科医院
駅家町
-１１２１
科医院
上下町
上下町 府中北市民病院 上下
☎６２-２２１１
上下町 府中北市民病院
１月２日（土）

月

12

９時～17時

１月１日（金）

月

12

診療時間

所在地
福山市
駅家町
福山市
新市町
福山市
駅家町
上下町
上下
土生町
府川町
福山市
駅家町
上下町
上下
福山市
外科 寺岡記念病院
新市町
金光医院
府中町
内科
福山市
三島医院
新市町
上下町 府中北市民病院 上下町
上下

電話番号
☎０８４-９７６
-２２２２
☎５１-５００７
☎０８４-９７２
-２４００
☎６２-２２１１
☎４３-６３３６
☎４６-３５００
☎０８４-９７６
-４８２０
☎６２-２２１１
☎５２-３１４０
☎４１-２９３８
☎５１-２１０３
☎６２-２２１１

※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。

歯科

休日当番医

診療時間

９時～12時

月 日
12月31日（木）
１月１日（金）
１月２日（土）
１月３日（日）   

医療機関名
藤岡歯科
松本歯科医院
さくら歯科クリニック
瀬尾歯科医院

所在地
元町
福山市新市町
中須町
鵜飼町

電話番号
☎４１-６６９０
☎５１-５７４２
☎５４-０１４５
☎４５-６４７４

※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。
名

9

あわけんは１/２、１/３のみ営業。

は休業・
休館日

市役所・上下支所
リ・フレ（健康推進課）
上下保健センター
教育センター
府中市生涯学習センター
公民館・クルトピア
ＴＴＣアリーナ
府中市文化センター
上下町民会館
図書館本館・上下分室
府中市歴史民俗資料館
上下歴史文化資料館
府中市こどもの国ポムポム
子育て支援センター
キテラスふちゅう
道の駅びんご府中
羽高湖サン･スポーツランド
矢野温泉公園四季の里
河佐峡・パークゴルフ場
キャンプ in ふちゅう
（勤労青少年ホーム）
Ｂ＆Ｇ海洋センター
斎場（やすらぎ苑・翁苑）

12/28 12/29 12/30 12/31 １/１ １/２ １/３ １/４ １/５
（月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火）

市役所・各施設 休業・休館

設

休業中でも、出生・死亡・婚姻などの戸籍の届け出などは、市役
所休日夜間受付と上下支所防災センター（宿直室）で受け付けます。

施

区分

と

き

内

11月30日（月）
10：00～

12月４日（金）
10：00～

総務文教委員会
（議案の審査）

12月９日（水）
10：00～

厚 生 委 員 会
（議案の審査）

12月10日（木）
10：00～

建 設 委 員 会
（議案の審査）

12月15日（火）
10：00～

議案などの採決

※議事の都合で開始時間を変更する場合があります。
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◎事務事業評価の結果を
公開しています
事務事業評価とは、議員
が事業の目的や内容などを
確認し、その成果を評価し、
問題点などを明らかにする
ものです。
委員会ごとに結果を取り
まとめ、市長へ提言した内
容を公開しています。

本会議

12月８日（火）
10：00～

市のホーム
ページから

委員会

公 明 党    80分
市民クラブ 100分
創 生 会 300分
日本共産党
80分

月定例会

12月３日（木）
10：00～

議案の提案説明
一般質問

本会議

容

市議会

◎本会議・委員会を 傍 聴 す
ることができます
本会議では、議案 の 採 決
や、議員が市政全般 に つ い
て質問する一般質問 な ど が
行われます。
委員会では、議会 か ら 付
託された議案につい て 、 活
発な議論が行われま す 。
団体での傍聴を希 望 す る
場合は、事前に連絡 し て く
ださい。

本会議および委員会開催日程（予定）

■各委員会の主な審査案件（予定）
総務文教委員会 ※審査案件の予定はありません。
厚 生 委 員 会 ○府中市国民健康保険税条例の一部改正について
…個人所得課税の見直しに伴い、国民健康保険税の負担水準に関して不利益が
生じないようにすることなど所要の整備を行います。
建 設 委 員 会 ○府中市観光・まちづくり基金条例の制定について
…寄附金などを基金として積み立て、観光やまちづくりに関する諸施策に要す
る経費の財源に充てるため条例を制定します。
問い合わせ先

昭 択されました。この宣言は世界の平和と人類の幸福を
和23年12月10日、第３回国連総会で世界人権宣言が採

12月４日～10日は、

第72回人権週間

本の人権週間も、こ
の世界人権宣言に由
来していて、昭和 年以来、
人権デーを最終日とする一
週間を人権週間と定め、世
界人権宣言の意義を訴える
とともに人権尊重思想の普
及に努めてきました。
しかし、いまだに、いじ
めや虐待などの子どもの人
権問題や、新型コロナウイ
ルスの感染者や医療従事者、
その家族などに対する偏見
や差別といった問題も新た
に発生したり、インターネ
ット上で、他人を誹謗中傷

したりなど、悪質な 事案も
社会問題化しています。

国民一人一人が人権尊重
の重要性を正しく認識し、
他人の人権にも十分配慮し
た行動がとれ、また、企業
が人権に配慮した責任ある
活動を行えるよう、人権啓
発活動に一層取り組んでい
くことが必要です。私たち
一人一人が主体的に豊かな
人権意識を育て、明るく住
みよい社会をつくりましょう。
問い合わせ先 総務課
（☎４３ ７
-１１５）

日

願って、人間は誰でも、人間としての尊厳と価値が認められ、
人間として当然に持っている基本的権利を、お互いに尊重し
なければならないことを表明したものです。

議会事務局（☎４３-７１７２）

24
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令和元年度

府中市人事行政の運営状況

問い合わせ先 人事課
（☎４３-７１０５）

部門別職員数の状況と主な増減理由〔各年度４月１日現在〕
区分/部門

平成28年度

一般行政
※教育・公営
企業を除く。
教育委員会
公営企業など
（水道・病院など）
合
計

平成29年度

職員数（人）
平成30年度 令和元年度

令和２年度

対前年
度増減

主な増減理由

279

275

272

281

290

９

31

31

31

29

30

１

ＩＣＴ化推
進・中小企
業支援・国
勢調査対応
文化財業務

143

143

146

146

143

▲３

事務効率化

453

449

449

456

463

７

職員の平均給料月額と平均年齢の状況〔令和２年４月１日現在〕
区分
一般行政職

平均給料月額
328,912円

平均年齢
43.0歳

※平均給料月額、平均年齢とは、一般行政職職員の給料月額の
総額、年齢の合計を当該職員数で割り算した平均値です。

特別職の給料・報酬の状況〔令和２年４月１日現在〕
区分
給料・報酬（月額）
期末手当（年間）

市長
860,000円

副市長
700,000円
4.5月分

教育長
656,000円

※期末手当は令和元年度支給割合。
議長
477,000円

副議長
433,000円
4.5月分

議員
400,000円

■職員の期末・勤勉手当の状況
■令和元年度普通会計決算の人件費 ■職員初任給（一般行政職）
◎府中市 大学卒…18万2,200円
歳出額…205億3,160万円
国・広島県・府中市いず
高校卒…15万4,900円 れも、期末手当2.6か月、勤
人件費…30億3,880万円
◎広島県 大学卒…18万8,800円 勉手当1.9か月
人件費率…14.8％（15.3％）
高校卒…15万5,100円 ※いずれも職制上の段階、
前年度人件費率…15.4％
■令和元年度普通会計決算の職員給与額 ◎国     大学卒…18万2,200円 職務の級などによる加算措
高校卒…15万600円
府中市職員数…320人
置があります。
給与費…18億9,592万円
一人当たりの給与費…593万円（606万円） ※（ ）内は広島市を除く広島県内の市の平均値です。

12月20日（日）～31日（木）は

12月１日（火）～10日（木）は

年末特別火災予防運動 年末交通事故防止県民総ぐるみ運動
慌ただしい年の瀬を迎え、火災の発生防止と
市民の皆さん一人一人の防火意識を高め、みん
なで明るい新年を迎えるため、年末特別火災予
防運動を行います。火を使うときは油断せず、
火災防止を心掛けましょう。
◎市内全域で消防団による年末特別警戒
とき 12月25日
（金）
～29日
（火）20時～22時
問い合わせ先 市役所危機管理室（☎４３-７２
１１）、府中消防署（☎４３-７１８３）また
は小塚出張所（☎６２-２１１９）
11

▽

「その火事を 防ぐあなたに 金メダル」

▽

令和２年度全国統一防火標語

◎交通安全啓発のための街頭啓発活動
チラシやグッズなどを配ります。
とき 12月１日
（火）14時～
※雨天中止。
ところ 市役所前交差点
◎交通事故防止のため反射タスキなどを無料配布
配布する反射材
反射タスキ
靴に貼る反射シール
※どちらも一人一つまで。
対象 市内在住の人
※住所が確認できるものを提示してください。
配布場所 市役所総務課または上下支所、府中交
通安全協会（府中警察署内）
問い合わせ先 市役所総務課（☎４３-７１１５）

 ども・子育て支援事業計画

グランドデザイン

地域ＩｏＴ実装計画
第３回目11月広報掲載

グランドデザインとは？
グランドデザインは、ヒト・モノ・情報など
を周辺部から中心市街地に集積し、活性化させ
るための役割と集積した活力を効果的にまち全
体へ展開させ、まち全体の成長につなげる役割
を併せ持つ計画です。

多様な人々の交流・滞在によるアクティビティエリア
（出口地区～本町商店街周辺地区）

産業振興ビジョン
第２回目10月広報掲載

観光振興ビジョン
第１回目９月広報掲載

グランドデザインの背景・目的
府中市のまちなかには、府中の始まりである
備後国府や、その後に続く近世・近代に至る歴
史・文化、時代の風情やまちなみが、まち全体
に本物の魅力として残っています。
また、府中の近代産業の発展を支える、屈指
の技術力を有する企業が数多くある中で、「来
てみたい」「住んでみたい」と思ってもらえる
まちを目指し、市民、企業、まちづくり団体と
行政などが目指すべき将来像に向かって、方向
性を共有し、それぞれの役割を担いながら着実
に取りみを進めていくことを目的とします。

にぎわいと交流のエリア

語る歴史的な
用されている。
流サロンなど
の人が訪れ地
ます。

（府中駅周辺地区）

分散型宿泊施設と交流サロンのイメージ

府中駅のリニューアルや周辺の公
共施設などの集積・複合化に合わ
せて公共空間を整備し、空きビル
などの活用も進み、楽しんで歩け
る街なみとなっています。

JR府中駅前広場および図書館などの
知の拠点のイメージ

道の駅びんご府中を中心に、大型商業施設
や子育て支援施設が連携した賑わい拠点に
なり、子育て世代から高齢者まで多世代が
交流し日常をいきいきと過ごしています。

JR府中駅と一体となった道の駅周辺の
多世代交流のイメージ
広報ふちゅう

令和2年12月1日

第1267号 12

目指す
府中の
将来像
第４回目

府中市が目指す将来像を総合計画で創り、その将来像への道筋を計画・ビジョンで示します。

スポーツ推進計画

健康ふちゅう２１

地域福祉計画

府中市グランドデザイン

障害者福祉計画

子

～府中の本物（まんなか）を感じ、「楽しみ」「暮らせる」まち～
みんなで“リノベーションまちづくり”
の浸透
「まちづくり」は、行政だけが行うも
のではなく、日々の暮らしの中で一人ひ
とりが始められるものです。自分のまち
で楽しく暮らす工夫を続けることで小さ
な芽が市内に広がり、このまちを変えて
いくことがリノベーションまちづくりに
繋がっていきます。

グランドデザインの「キーワード」

■ やっぱり大好き、府中 ～シビックプライドの醸成～

■ 府中のイイところ。売り出し中！ ～シティセールス～
■ 手をつなぎ、知恵を寄せ合う官民の輪 ～官民連携～

■ 来て良し！住んで良し！の府中 ～新たな価値の創造～

「楽しみ」「暮らせる」まちを目指して
府中市では、『府中の本物（まんな
か）を感じ、「楽しみ」「暮らせる」ま
ち』という将来像を掲げ、さまざまな取
り組みを行っていきます。また、皆さん
の自主的な活動を積極的に支援します。
グランドデザインで示した将来イメージ
を共有し、これからの府中市が「楽し
み」ながら「暮らせる」まちとなるよう、
一緒に創り上げていきましょう。

20～30年後の将来の
過ごし方イメージ

子どものMIRAI創造エリア

（こどもの国～芦田川河川敷周辺地区）

こどもの国施設と一体に周辺が整
備され、子どもたちや家族が平日、
休日も集まり、アウトドアやアス
レチックなどを楽しむエリアです。

こどもの国のイメージ
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恋しきなど、府中市の近代を
建物がまちなみと一体的に活
古民家が宿泊施設や店舗、交
にリノベーションされ、多く
域と交流し滞在を楽しんでい

交通の視点
第１回

クルマは万能の利器？

生活の全てがクルマで成り立つ大多数
の皆さん。生活のすぐそばにある公共交
通機関の意義と将来を、「自分の事」と
して見つめ直してみませんか。
「移動」を見つめる連載を始めます。
問い合わせ先

都市デザイン課（☎４３-７１５９）

「私はマイカーに乗るから公共交通は関係ない」そう思っている人が多いですよね。
でも高齢者になって公共交通を利用しようと思ったら廃止されていたとなるのでは？
このままずっとみんなが「マイカーで良い」と言ってたら、公共交通はなくなりますよ。
だって利用者がいなければ維持できなくなるの明白だし。
今から公共交通の維持にみんなで取り組まないといけない。
クルマは便利だし、快適だし、楽しいし、時にはかっこいいかも
しれないけど、ＴＰＯに合わせて賢く交通手段を選ぶべきです。
そう話すのは、福山市立大学 都市経営学部 教授であり副学
部長の渡邉一成さんです。府中市地域公共交通活性化協議会の
会長を務めておられ、都市計画分野に精通し、今回、公共交通
の維持についてお話しを伺いました。

バス

18
49

飛行機

102

自家用車

169

自家用車は路線バスの約３倍
環境負荷が大きいことが分かる

からすると、多いよね。だ
から、クルマ利用というの
はかなり環境に優しくない
方法ということになる。」
また、クルマは私たちか
ら歩く習慣を減らしている
と教授は語ります。
「皆さん心当たりがある
と思うけど、クルマだとと
にかくドアツードアでほと
んど歩かない。健康を維持
するためには１日約 歩ぐ
らい必要と言われているけ
ど、クルマを普段使わない
僕でさえ、今は１日 歩ぐ
らい。少ないと 歩とかに
なっちゃう。実は、東京の
人ってすごくよく歩いてい
る。通勤も、取引先に行く
時も、電車使ったり、地下
鉄使ったりするので、１日
1000

3000

8000

なぜ公共交通が
必要なのか

鉄道

（g）

府中市民の約７割が運転
免許を持つ時代、なぜ、乗
合が前提の交通機関が必要
なのか。渡邉教授は環境、
健康、移動手段の確保の観
点による３つの必要性を提
唱します。
「まず環境面では、移動
による二酸化炭素の排出量
の問題。これは、最近よく
言われているＳＤＧｓにも
あるけども、地球温暖化に
非常に関わってくる。左図
は１人１キロ運ぶのに排出
する二酸化炭素を表したグ
ラフで、通勤や買い物は、
１人とか２人で行くことが
多いから二酸化炭素排出量

１㎞あたりの二酸化炭素排出量

ＳＤＧｓと呼ばれる持続可
能な開発目標とは、世界が
今以上によくなるために、
2030年までに世界の全員で
協力して解決を目指す17の
目標のことを言います。

広報ふちゅう

令和2年12月1日

第1267号 14

渋滞

この状態は、社会的ジレンマと呼
ばれ、個々の利益・収益などと、
かい り
公共の利益・公益が、乖離してし
まっている状態。

目的地

途中を電車に変えると

という考え方もあるわけです。 ろうしね。」

まずは「うまく使う」
こと

次回
地域を支える公共交通を維持
するために、私たちができる
こと。次回は交通工学の専門
家にお話を伺います。

最後に教授は「公共交通
をうまく使うこと」が移動
手段の維持につながると話
されました。
「公共交通は、みんなで
乗ってみんなで維持しない
といけない。ではどのよう
に公共交通を利用するべき
なのか。毎回公共交通利用
しましょうとも言えないの
で、例えば、比較的時間に
余裕がある時は、公共交通
で行ってみようだとか、選
択肢を増やす考えを持って
ほしいですね。」

府中から福山に買い物に行く時も、
たまにはできるだけ近い駅まで車
で行って、そこに車を止めて、電
車に乗って目的地に行くという方
法も。

さらに渡邉教授は「クル
マが子どもの公衆道徳の育
成を難しくしている」と主
張します。その理由とは、
「クルマばかり乗っている
と、ほとんど家族だけ。個
室の延長だから子どもが周
りを気にすることってほと
んどないと思う。クルマの
中だから許容されるけどね。
でもそのままの調子でスー
パーマーケット行って騒い
だりすると、公共の空間で
の振る舞い、モラルとして
は感心できない。そういう
ものも、バスや電車なら、
他のお客さんがいるから迷
惑にならないようにするだ

15

▷歩く距離ＵＰ！
二酸化炭素の排出
量を減らして環境
面もＧＯＯＤ！

目的地

電車で移動

最寄り駅

車で移動

自宅

全て車で移動すると…

維持するための費用がかさ
むんじゃないかな。毎月の
ガソリン代、３年ないし２
年に一度の車検や税金。強
制保険だけじゃなくて任意
保険の加入者も多いだろう
し。さらに、駐車場代なん
て考えると、意外と維持費
がかかってる。それも１人
１台だと、もう半端なお金
じゃないですよ。」
「あとは、事故のリスク。
仮に重大事故を起こすと、
相手に相当な賠償金を払わ
ないといけない。クルマを
持つことで経費やリスクの
負担が大きいよね。」
バスや鉄道は乗るときだ
けお金を払うから経済的、

▽


例えば…

自宅

問題点
１人１人は便利だが、
道の渋滞により、社
会全体としては渋滞
のデメリットが出て
いる状態。

１万歩ぐらい歩いてるんじゃ
で不可欠なのではないのか
ないかな。東京の人 の 方 が
なと思っています。」
歩いて、地方の人の 方 が 歩
利便性の陰に…
かないのが現状だよ ね 。 」
クルマのデメリット
最後は高齢化社会 の 問 題
クルマを使う生活は大変
について、「誰もが 高 齢 者
に便利です。しかし「環境
になるわけです。な の で 、
いつまでクルマに乗 る の か 、 や 健 康 の 問 題 以 外 に も 、 ク
ルマ依存による弊害はたく
ちょっと考えていた だ き た
さんある」と教授は解説し
い。クルマに乗らな く な っ
ます。「一番は渋滞だよね。
たら、移動手段はど う し よ
渋滞するから道路整備が必
うかと。その時に公 共 交 通
要となり、多額の税金をつ
に乗ろう・使おうと 思 っ て
ぎ込むけれど、本当にお金
も手遅れになりそう で す よ
ね。このような環境問題だっ
の使い方として有効なので
しょうか？」
意外な弊害が、経済的な
観点からも。
「それに意外とクルマは

ハイブリッド利用法

たり健康対策だった り 高 齢
化社会のことを考え る と 、
やはり公共交通は、 み ん な
の移動を支えるとい う 意 味

渡邉式 電車と車の

市税は期限内に

▽

府中市が指定する金融機関

時間いつでも
納付できます

全国の主なコンビニエンスストア

24

▽

月は国民健康保険税の
滞納整理強化期間です

今年度から

国民健康保険税は、病気
やけがをしたときに、互い
に助け合うための国民健康
保険を支える大切な財源に
なります。期間中は、国民
健康保険税などの滞納があ
る世帯を訪問するなどして
滞納整理を強化します。
問い合わせ先 税務課
（☎４３ ７
-１２２）

家屋を取り壊したら
届け出を忘れずに

税の特例措置があります

▽

PayPay
PayB

▽

12

▽

納付忘れのない口座振替も！
詳しい納付方法はコチラ

新型コロナウイルスの影響
により、２月～10月の間で任
意の連続する３か月間の事業
収入が、前年の同期間と比べ
て、30％以上減少している場
合に、税の特例措置を受けら
れる場合があります。詳しく
は、市のホームページをご覧
ください。
対象 中小事業者など
対象税目 事業用家屋・償却
資産の固定資産税・都市計
画税

償却資産の申告は
１月25日（月）までに

令和３年１月１日時点で、
市内に償却資産を所有してい
る人は、その資産を毎年申告
する必要があります。
申告期限は令和３年２月１
日
（月）
までですが、なるべく
令和３年１月25日
（月）
までに
申告してください。
土地や家屋に設置した太陽
光発電設備も申告が必要な場
合があります。詳しくは、問
い合わせてください。

申告・問い合わせ先 税務課（☎４３-７１２５）
または上下支所総務係（☎６２-２１１１）
広報ふちゅう

令和2年12月1日

第1267号 16

償却資
 産とは…個人または会社で事業を営んでいる人が所
有し、事業に用いている機械、器具などの資産のことです。

12月末までに住宅や倉庫な
どの家屋を全部または一部取
り壊し、まだ届け出をしてい
ない人は、早急に電話などで
連絡してください。滅失登記
を行っている場合は、届け出
の必要はありません。
滅失登記を行っていない場
合、その家屋に対する固定資
産税が引き続き課税されるこ
とがあります。
また、住宅を取り壊した場
合、土地に対する固定資産税
の税額が変わる場合があります。

納付をしましょう

差し押さえの対象となる財産
給与・年金・預貯金・生
命保険契約解約返戻金な
どの債権、美術工芸品や
自動車などの動産、不動
産など

納付が困難な場合は、
早めの相談を

やむを得ない事情で期限
内の納付が困難な場合は、
未納のまま放置せず、早め

に税務課へ相談してください。

市税などには、それ ぞ れ 納 期 限 が
決められています。納 期 限 ま で に 完
納されない場合は、督 促 状 を 発 送 し 、
その後も納付がない場 合 は 差 し 押 さ
えなどの滞納処分を行 い ま す 。
また、納期限を過ぎ る と 、 延 滞 金
の納付義務が発生しま す 。

督促などに応じないと
滞納処分に

督促や催告などに 応 じ ず 、
納付がない滞納者に 対 し て
は、税負担の公平性 を 確 保
するため、財産の差 し 押 さ
えなどの滞納処分を 行 い ま
す。差し押さえた動 産 や 不
動産は、インターネ ッ ト オ
ークションなどを利 用 し て
公売を行い、滞納市 税 に 充
てています。

あなたに合わせた納付方法が選べます

元気
なふちゅう

問い合わせ先 介護保険課
（☎４０ ０
- ２２３）

40

西之町町内会元気もりも
り教室の紹介

「教室に参加した日は心も身体もリフ
レッシュして元気になれます。」

サロンで介護予防につい
ての講演を聞き、健康のた
めに元気もりもり教室に取
り組みたいと思いサロンの
メンバーへ声を掛けて、教
室を立ち上げて３年目です。
約 人で 分間の体操を行
っています。

参加者の声
宮本安子さん

10

元気な活動をご紹介

元気もりもりレポート

元気もりもり体操 は 、 ス
トレッチと筋トレを 中 心 と
した介護予防の体操 で す 。
現在、市内では、自 主 的 な
活動として広がりを み せ て
いて、 か所で活発 に 取 り
組まれています。今 回 の 紹
介は、西之町町内会 元 気 も
りもり教室です。
40

35

参加者同士の気配り・心配りを大切に
お互いに元気な姿を見ることが日々の健康の励みになっています！

代表

小林

猛さん

「教室に参加しているかどうかで元気で過ごしているか気を配り
あっています。休んでいる人には家が近い人が様子を聞きに行く
など、お互いを心配しあう関係が自然と生まれました。地域のつ
ながりを大切に、これからも教室を続けていきたいです。」
見学・体験自由！１人でも友達とでも、気軽にのぞいて
ください。感染対策のため、非接触式体温計や手指消毒液
も常備しています。

西之町町内会元気もりもり教室
とき 毎週水曜日10時～11時
ところ 西之町老人集会所

▽

▽
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30
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バレンタイン健診を
開催します！

とき 令和３年２月 日
（日）
９
時～ 時・ 時～ 時、 日
（月）
８時 分～ 時
ところ リ・フレ
申し込
 み期限 令和３年１月８
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）
健康づくり係（上下保健セン
ター内・☎６２ ２
-２３１）

健診項目
17

２月14日
（日）
２月15日
（月）
大腸がん検診
肺がん検診
乳がん検診
マンモグラフィ１方向
マンモグラフィ２方向
胃がん検診（午前のみ）
胃がん検診
けい
子宮頸がん検診（午前のみ） 子宮頸がん検診
※70歳以上の人は、無料で受 肝炎ウイルス検診
診できます。また、非課税世 骨粗しょう症検診
帯など、料金が減額される場 前立腺がん検診
合もあります。詳細は健康推 健康診査・後期高
進課まで問い合わせてください。 齢者健康診査

ホームページから
Youtubeで体操の
動画が見れます

第０回

オンラインマラソンは、走るコースはどこでも、いつでもできるマラソ
ンです。歩くだけでもOK！マラソン距離の達成を目標としています。

定員
1,000人

府中市まちなかマラソン～オンライン大会～
ーPower of Sportsー スポーツで府中をもっと笑顔に

約10年ぶりに府中市でマラソン大会が復活⁉府中市で初と
なるオンラインでのマラソン大会を開催します。
さらに、来年は実際にまちなかでマラソン大会を開催しま
すので、お楽しみに。

も
日ごろの活動で
性あり！
目標達成の可能

参加内容
エントリー期限 12月20日
（日）
大会期間 12月23日
（水）
～令和３年１月17日
（日）
エントリー種別 ２km、５km、ハーフマラソン、フルマラソン
エントリー料 2,000円
※小学生・義務教育学校６年生以下は無料ですが、保護者と
参加してください。
コース 走る場所はどこでもＯＫ＆走る回数は何回でもＯＫ。
※モデルコースもあります。
参加賞
▽ ▽ ▽

2,000円相当の府中市の特産品
備後府中焼きを広める会の店舗で使える100円分の割引券
来
 年開催する（仮称）府中市まちなかマラソン大会へ優
先的に参加できる権利を付与。
完走特典

デジタル完走証と抽選でスピングル・ムーヴのスニーカー
をプレゼントします。
問い合わせ先 （仮称）府中市まちなかマラソン大会実行委
員会事務局（地域振興課内・☎４３-７２５１）
アンガールズのお２人も、応援しています。

田中卓志さんInstagram

点灯期間

12/５（土）～
１/11（月）

山根良顕さんInstagram

点灯式

12/５（土）
17時～

エントリーはコチラ

エントリーは、専用サイトで
申し込んでください。

同時開催

映え映え

スマ府ォトコンテスト

加OK！
誰でも参

府中市の絶景ポイントや魅力
的なスポットなどを撮影して、
Instagramに投稿してください。
イチオシの写真を投稿してく
れた人の中から抽選で「府中市
ふるさと大使アンガールズ」の
サインをプレゼントします。
実施期間
府中市まちなかマラソン期間中

＃府中市まちなかマラソン

のハッシュタグを付けて、

Instagramに投稿しよう！

イルミネーション
in道の駅びんご府中

今年も道の駅びんご府中でイルミネーショ
ンを行います。昨年と同様に市内企業の展示
もあるのでぜひ見に来てください。
さらに今回は、府中天満屋駐車場でドライ
ブインシアターも実施します！
広報ふちゅう

令和2年12月1日
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師走の風物詩！

諸田のごんぼう祭り
皮が薄く柔らかく、香りが良い諸毛町の特産品
「諸田ごんぼう」のほか、諸田の新鮮野菜や漬物
などの加工品を販売します。
先着順に整理券を配り、20人ごとに販売を行い
ます。整理券が抽選券になっていて、地域の特産
物が当たります。
とき 12月20日
（日）
８時30分～
ところ サン・ステージ羽高湖（諸毛町3000番地）

問い合わせ先 ＪＡ福山市府中西出張所
（☎４９-０００１）
留意事項 新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、検温、アルコール
消毒、マスク着用のご協力をお願い
します。

第48回

府中市健脚大会

体力づくりや生涯スポーツを楽しむ長距離のウ
オーキングイベントです。冬の澄み切った空気の
中で、約27kmをウオーキングしてみませんか。

とき 令和３年１月17日
（日）
９時30分～
コース ＪＲ備後三川駅前→八田原ダム→久佐ス
ポーツグラウンド→府中市生涯学習センター
※備後三川駅までは、府中駅８時11分発の列車を
利用できます。運賃は参加者の負担になります。
持参するもの 弁当、飲み物
申し込み方法 市役所などにある申込書に参加料
を添えて、地域振興課または上下支所まで申し
込んでください。
※電話や当日の申し込みはできません。未成年以
下の参加は、保護者の承諾が必要です。
申し込み期限 12月23日
（水）
申し込み・問い合わせ先
地域振興課（☎４３-７２５１）
留意事項 新型コロナウイルス感染症感染
拡大防止対策にご協力ください。大会２
週間前から体調確認を行い、異常があっ
た場合は参加をご遠慮ください。当日は、
マスクを着用して参加してください。

ドライブインシアター

「怪盗グルーのミニオン大脱走」

とき １月９日
チケット販売場所
（土）19時上映開始
※開場は17時。
道の駅びんご府中
ところ 府中天満屋駐車場
販売期限 12月１日
（火）
料金 １台につき3,000円
～29日
（火）10時～17時
※50台限定。２人分のドリンクチケット付。
※前売りのみの販売です。
問い合わせ先 商工労働課（☎４３-７１９０）
19

定員 先着200人
参加料 300円
を含む。
※傷害保険料

昨年の様子は
Youtubeで

消費生活情報

～銀行預金の不正引き出しにご注意！～

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）
※市役所南棟にあります。

導し、口座情報を入力させ
る「フィッシング」の手口
には注意しましょう。

被害防止のポイント

電子決済サービスのアカウ
▽暗証番号は推測の困難な
被害事例
ントを開設し、その後、被
番号にする。金融機関な
久しぶりに銀行通帳の記
害者の銀行口座からお金を
どから口座情報の照会が
帳をしたら、心当たりのな
チャージして、商品を購入
あっても回答しない。
い引き出しがされていた。
後、転売する手口が判明し
警察や金融機関がキャッ
銀行に問い合わせたところ、 ています。
シュカードを預かったり、
何者かが口座情報を盗み、
このケースのように、通
暗証番号を確認すること
電子決済サービスを利用し
帳やキャッシュカードの盗
はありません。こうした
て不正引き出しを行ってい
難や、紛失がなくても口座
事案に便乗する詐欺にも
ることが分かった。電子決
情報が不正取得され、被害
注意してください。
済サービス会社に報告して、 が発生することがあります。 ▽定期
 的に通帳の記帳を行
い、心当たりのない出金
警察へ被害届を出した。
クレジットカードも同様で、
があれば、銀行や警察に
カード番号やパスワードの
アドバイス
相談しましょう。電子決
十分な管理が必要です。
済サービス会社などから
電子決済サービスが悪用
特に、実在する銀行など
補償される場合もあります。
され、知らない間に銀行口
を装ったメールやＳＭＳで、
座から不正引き出しが行わ
本物と間違う偽サイトに誘
れる犯罪が発生しています。
すでに大手通信事業者など
が運営する決済サービスの
事件が報道されていますが、
電子決済を全く利用しない
人でも被害者となるため、
注意が必要です。
犯人は被害者の口座番号
や暗証番号などを不正に取
得し、本人になりすまして

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。

上下町民会館での消
費生活出張相談もあり
ます。詳しくは、府中
市消費生活センターへ
問い合わせてください。
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参 戦！
問い合わせ先 全日本ＥＶ＆ゼ
ロハンカーレースin府中実行
委員会（☎４３-７２５１）
新型コロナウイルス感染防止対策と
して、受け付けでの人の分散化を図
るため、開始時間を早めています。
受付開始時間 12時30分～

全日本ＥＶ＆
ゼロハンカーレース
in府中を開催します

府中市のものづくり：
Technologyとスポーツ：
Sportsが融合したものを
ＥＶ＆ゼロハンカーレースは、 TECHY SPORTSと呼びます。
府中市が推進するTECHY SPORTS
として開催されます。
スペシャルゲスト
とき 令和３年２月27日
（土）
・
じゅんいちダビッドソン
28日
（日）
ところ 桜が丘グラウンド

とき 令和３年１月10日（日）13時30分～
ところ 府中市文化センター
対象 平成12年４月２日から平成13
年４月１日までに生まれた人
※12月中旬に案内状を郵送します。
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。当日、早め
にお越しください。
問い合わせ先 教育政策課
（☎４３-７１７６）

第12回

府中市「成人式」を
開催します

◎甲種防火管理新規 講 習

福山地区消防組合
消 防 局 の 講 習・ 試 験

講習・講座

12月の納税など

とき 令和３年２月４日（木） 生・大学生など、介護に興

９時 分～ 時 分、２
味のある人なら、誰でも受
月５日（金）９時 分～
講できます。就職、再就職、
時 分の２日間
家族介護、地域での高齢者
のサポートなどに役立ちます。
※受け付けは、９時 分～
とき 令和３年１月 日（日）
９時 分。
～４月 日
（日）
・毎週日
ところ まなびの館ローズ

曜日９時～ 時（全 回）
コム
ところ 介護老人福祉施設
対象 防火管理者に必要な

講習修了資格を新規に取
あいあい桜が丘
得する人
定員
人
円
料金
※人数が基準に満たない場
問い合わせ先 （一財）日本
合は、開講しません。

防火・防災協会（☎０３
受講料 ５万円
３５９１ ７１２１）
※テキスト代も含みます。
◎消防設備士資格試験（全
高校生・大学生は半額。
月 日
（日）
種類）
申し込み方法
までに電話で申し込んで
とき 令和３年２月７日（日）
ところ 福山工業高等学校
ください。

料金 甲種… 円、乙種…
申し込み・問い合わせ先
円
社会福祉法人 桜風会
申し込み期間 ▽電子申請
介護老人福祉施設あいあ
… 月８日（火）まで ▽
い（☎４１ ５
-０００）
書面申請… 月４日（金） ◎介護職員研修受講費の一
部を補助します
～ 日（金）
問い合わせ先 （一財）消
これから介護事業所で働

防試験研究センター広島
くため、現在介護事業所で
県支部（☎０８２ ２２３
働く中でスキルアップする
７４７４）
ためなど、資格取得のため
に受講した研修の受講費用
介護職員初任者研修講座
の一部を補助します。
補助上限額 受講料、実習
福祉の仕事を目指す高校

15

17

12

14

費などを含む研修受講費
用の２分の１
▽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
※他の補助金の交付を受け
ている場合は、その額を控
除した金額で計算します。
対象 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
 ・同一世帯員が延滞
金を含む市税を滞納して
いない人
申請方法 次の書類を持参
して申請してください。
▽介護保険課や市のホーム
ページにある申請書
▽就労証明書
▽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 ０-２２２）

府中市生涯学習センター
（ＴＡＭ）主催講座

◎チャレンジ英会話

とき 令和３年１月 日（土）
・ 日
（土）
、２月 日
（土）
、

３月６日
（土）
・ 日
（土）
時～ 時（全５回）
府中市生涯学習セ
ところ

ンター
対象 市内在住、または在
勤、在学で 歳以上の人
※未成年者の場合は、保護
者が申し込んでください。
内容 中学生レベルの英会
話を学ぶ講座
講師 三原市中央公民館英
会話教室講師 三木 薫
さん、スティーブンさん
定員 先着 人
料金 受講料… 円、教材
費… 円（全５回分）
申し込
 み方法 電話、また
は来館して申し込むか、
メール（
seisaku_edu@
）
city.fuchu.hiroshima.jp
に名前、住所、年齢、電
話番号、市外在住の人は、
市内の勤務先・学校名を
記載し、申し込んでくだ
さい。
月 日
（金）
申し込み期限
申し込み・問い合わせ先
教育政策課
（☎４３ ７
-１８１）

30

2,090

16

10

27

14

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。

21

16

20

11

20

50 50

20

50

55

8,000

20 20 16

25

16

5,700

12

■介護保険料………………５期分
※納期限は12月25日
（金）
です。
介護保険課納付相談窓口延長日
12月24日
（木）
・19時まで
問い合わせ先
介護保険課（☎４０-０２２２）
■固定資産税・都市計画税………４期分
■国民健康保険税…………………６期分
■後期高齢者医療保険料…………６期分
※納期限は12月25日
（金）
です。
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）
問い合わせ先 税務課（☎４３-７１２２）

50

3,800

12

11

2,500

12

暮らしの情報

Information

16

20

10

10

15

31

25

16 12

12

お知らせ

16

スマホ画面をタップするだ

けで火事や救急の通報が可能

Ｎｅｔ は、聴覚・音声
・言語機能に障害があり、
音声での 番通報が困難な
人が、自分のスマホやタブ
レットなどから、インター
ネットで通報できるシステ
ムです。
運用開始日時
月１日
（火）
８時 分～
対象 府中市・福山市・神
石高原町在住で聴覚・音
声・言語機能に障害があ
り、音声による 番通報
が困難な人
申し込
 み方法 福山地区消
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動物を飼育する皆さんへ

しし、鶏、その他の家きん

水道変更は、この構想に合
わせ、都市計画下水道の区
域を縮小するものです。
◎住民説明会を開催します
備後圏都市計画下水道変
更案を住民の皆さんに説明
し、意見を伺うため、住民
説明会を開催します。
とき
月 日
（月） 時～
府中市生涯学習セ
ところ

ンター
問い合
 わせ先 上水下水道
課（☎４３ ７
-１６３）

21

Ｎｅｔ 緊急通報システム

12

119

119

119

家畜伝染病予防法で、畜
産業に限らず、次の動物を
飼育している人は、毎年２
月１日時点で飼育している
動物の頭羽数、衛生管理状
況を、県へ報告することが
義務付けられています。
対象動
 物 牛、水牛、鹿、
馬、羊、山羊、豚、いの

※その他の家きんとは、ア
イガモを含むあひる、ウズ
ラ、キジ、だちょう、ほろ
ほろ鳥および七面鳥を指し
ます。詳しくは、問い合わ
せるか、県のホ
ームページを確
認してください。
問い合わせ先 広島県東部
畜産事務所防疫課（☎０
８４ ９
-２１ １
-３１１）

備後圏都市計画下水道変
更の説明会を開催します

昨年度、府中市汚水処理
施設整備構想を策定し、下
水道を整備する区域と合併
処理浄化槽により汚水処理
を行う区域の見直しを行い
ました。備後圏都市計画下

12

し

30 12

催

※動きやすい服装で、マス
クの着用をお願いします。
月 日
（火）
申し込み方法
までに電話で申し込んで
府中市文化センター
ください。
◎月いち演奏ライブ
申し込み・問い合わせ先
月 日（日） 時～
とき
介護保険課
時 分
（☎４０ ０-２２３）
出演 ▽尺八…尺八クラブ
上下歴史文化資料館
（横儀和山・下川 庄 山 ）
◎企画展…私の好きな岡田
▽ソプラノ…土井 範 江
                          
美知代作品
入場料 無料
▽アンサンブル… 府 中 シ
問い合わせ先
ティオーケストラ
上下歴史文化資料館
入場料 無料
（☎６２ ３
問い合わせ先
-９９９）
せん てい
府中市文化センタ ー
果樹の剪定入門教室
（☎４５ ６００ ０ ）
とき
月 日
（金）
９時
動いて脳トレ脳活教室
分～ 時
明治から昭和期の小説家、 ところ 福山市園芸センター
認知症予防に脳を 活 性 化
岡田美知代の作品を紹介。
させる運動や、健康 増 進 の
対象 備後圏域市町在住の人
ため有酸素運動などをします。 とき 令和３年１月 日（日） 内容 果樹の剪定について

まで・ 時～ 時
の座学と実地
◎エントランス展示…贈る
定員 先着 人
飾る 私の切り絵
受講料 無料
月 日
（金）
切り絵に出会って１年、
申し込み期限
申し込み・問い合わせ先
上下町在住の山口理永さん
の切り絵と短冊を展示します。
福山市地産地消推進課（☎
０８４ ９-２８ １-２４２）
30 12

40

19

30

11

65

12

17

とき
月 日（日）まで・
時～ 時
※最終日は 時まで。休館
日は、祝日を除く月曜日。

27

12

119

10

12

17

11

とき
月 日（水） 時～

時 分
ところ リ・フレ
歳以上の人 で 、 医
対象
師から運動制限を 受 け て
いない人
定員 先着 人
参加料 無料
持参するもの 飲み物、タ
オル

10

暮らしの情報

Information

18

30

※新型コロナウイルスの影響で、内容が
変更になる場合があります。

府中市についての放送日

ぜひ国税庁ホームページの
スマホ専用画面を利用して
ください。ＩＤとパスワー
ドは税務署で発行しますの
で、事前に申告する本人が
顔写真付きの本人確認書類
を税務署に持参して申請し
てください。
問い合わせ先 府中税務署
（☎４５ ２
-５７０）
府中市生きがい創出事業補

や高齢者を交えた多世代
交流やボランティア活動
を行い、地域を活性化す
る活動
▽健康
 づくりの活動を通じ
て、地域での声掛けや見
守り体制をつくる活動
対象 ▽地域の多世代が交
流する事業
▽高齢者の特技などを活か
して地域貢献を行う事業
▽安心
 して暮らせる地域づ
くりを進める事業
▽文化
 芸術の普及または教
養を深めるための事業
▽地域
 の自然、歴史または

伝統を後世に継承する事業

広島テレビで放送中

府中市の人口（ 11月１日現在）

18時55分～

毎週月曜日

放送日
内容
12月14日（月） 府中市の特産品 諸田のごんぼう！12月には、ごんぼう祭り！
12月21日（月） 「ふるさと納税」で応援をお願いします

14人
44人
87人
79人

出生
死亡
転入
転出

補助金額 上限 万円
申請期限
月 日
（月）
問い合わせ先 福祉課
（☎４３ ７-１４８）
28 20

やさしい雑炊
で心も体もあ
ったまる！

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 口 38,232人（－22）

男性 18,477人（－21）
女性 19,755人（ －１）

世帯数 17,292世帯
（ 25）

※（ ）は前月比。

12

つぶやき

助金を活用してください

高齢者の持つ能力を活か
し、楽しみながら地域社会
に貢献する活動に対して、
補助金を交付します。
◎こんな活動が始まってい
ます
▽地域の史跡・歴史をきっ
かけとして、子どもたち

イラストレータースヤマミヅホ
スヤマミヅホの

防組合消防局指令 課 、 府
ていますので、府中税務署
中消防署、小塚出 張 所 で
に電話して、音声案内に従
って「１」を選んでください。
配布している申請 書 に 必
◎ ｅ Ｔ-ａｘで確定申告を行
要事項を記入し、 消 防 局
う方法は、２通りあります
指令課または最寄 り の 消
防署へ提出してください。 ▽マイナンバーカードを利
用して送信する方法
申し込み・問い合わ せ 先

福山地区消防組合 消 防 局
※ＩＣカードリーダライタ、
指令課（☎０８４ ９２８
またはマイナンバーカード
１１９４）
対応のスマホが必要です。
マイナンバーカードは申請
確定申告は自宅でパソコン
から交付まで１か月以上掛
・スマホからｅ Ｔ-ａｘが便利
かります。マイナンバーカ
ードについては、市役所市
民課またはマイナンバー総
合フリーダイヤル（☎０１
２０ ９
-５ ０
- １７ ８）に問
い合わせてください。
▽ＩＤとパスワードで送信
する方法
※給与・年金収入の人は、

府中の
介護職イーンズ

Vol.20

令和２年分の確定 申 告 は 、
会場の混雑緩和のた め 、 入
場整理券を発行しま す 。 で
きる限り、自宅など
からｅ Ｔ-ａｘで確定
申告をしてください。
国税の相談は、国 税 局 電
話相談センターで受 け 付 け

応援！

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。

23
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談

ところ 府中商工会議所
申し込み・問い合わせ先
府中商工会議所
（☎４５ ８
-２００）

身体障害者福祉相談

13

ところ 広島県福山庁舎
予約・問い合わせ先 広島
県東部保健所福山支所保
健課（☎０８４ ９
-２１ １４１３）

月 の 生 活 相 談

今月の表紙

現在、天満屋の２階
をリノベーションし、
賑わいをつくる検討を
しています。１期では、
ネウボラを含む整備を、
２期では、府中市らし
さを前面に出した賑わ
いスペースを整備する
予定にしています。今
後は、進捗を随時お知
らせしますので、お楽
しみに。

編集者のつぶやき

新型コロナが最初に
発生してから、おおよ
そ一年が経とうとして
います。全世界で感染
は止まらず、日本でも
第３波といわれていま
す。研究が進み、全て
を恐れるものではあり
ませんが、なんとなく
慣れてしまっている感
覚があります。年末を
迎えるにあたり、改め

て予防を徹底しましょう。
◯
川
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相

・☎４７ １
-３１０）
◎ひきこもり・うつなど専
門相談
月１日（火） 時～
とき
無料の特設困りごと相談所
時
法務大臣から委嘱 さ れ た
ところ 広島県福山庁舎
人権擁護委員が困り ご と や
申し込み・問い合わせ先
広島県東部保健所福山支
悩みごとなど何でも 相 談 に
応じます。秘密は厳守します。
所保健課（☎０８４ ９-２
１ １
- ３１１）

12

15

とき 毎月第２火曜日・９
時～ 時、 時 分～
時 分

23

15

13

15

13

13

16

13

12

16 16

12

12

行政書士による無料相談会

12

13

16

16

13

とき
月４日（金） 時～

時
ところ ▽府中市文化セン
ター ▽クルトピ ア 明 郷
問い合わせ先 総務 課
（☎４３ ７-１１５）

16

とき
月７日
（月） 時～

◎一般相談
時
とき
月２日
（水）
・９日
ところ リ・フレ

（水）
・ 日
（水）
・ 日
（水）
相談料 無料
時～ 時
問い合わせ先 府中市身体
※受け付けは 時～ 時。
障害者相談員協議会・橘
電話、ファクス（ ４７ １髙（☎４３ ６３２０）
０５５）でも相談できます。
月１日は世界エイズデー
ところ リ・フレ
世界エイズデーは、ＷＨ
◎司法書士相談
Ｏが平成 年に世界的レベ
月２日
（水） 時～
とき
ルでのエイズのまん延防止
時
とエイズ患者・感染者への
※受け付けは 時～ 時。
差別・偏見の解消を目的に
ところ リ・フレ
提唱しました。昭和 年か
◎弁護士相談
月 日
（水） 時～
らの累計でＨＩＶ感染者数
とき
時
・エイズ患者数は、全国で
約 人、県内で約 人です。 ※受け付けは、当日９時～
感染を早期に発見し、治
時。直接または電話での
療を始めることが大切です。 予約が必要。定員（７人）
◎ＨＩＶ抗原抗体検査と梅
になり次第締め切ります。
毒検査を匿名で行っていて
ところ リ・フレ
検査の結果は当日分かります
相談料 無料
申し込み・問い合わせ先
府中市社会福祉協議会
（☎４７ １-２９４）
13

60

370

30

相続、遺言、成年後見、
協議離婚、各種許可・認可
などの相談に応じます。
月 日（水） 時～
とき
時
※事前に予約が必要です。
ところ 府中市消費生活セ
ンター
申し込み・問い合わせ先
広島県行政書士会福山支
部（☎０８４ ９
-５３ ３８７４）

不動産無料相談会
土地や建物の売買、借家
問題、苦情処理など、不動
産取引の相談に応じます。
月 日（金） 時～
とき
時
※事前に予約が必要です。

12

10

11

こころの健康相談
不眠やストレス、 ひ き こ
もり、お酒などの依 存 、 大
切な人を亡くした悲 し み な
ど、誰にも相談でき ず 、 抱
え込んで悩んでいま せ ん か 。
医師や専門の相談員 な ど が
無料で相談に応じま す 。 全
ての相談は、前日の 時 ま
でに予約が必要です 。
◎府中市こころの相 談
月 日（木）・ 日
とき
（木） 時 分～ 時 分
ところ リ・フレ
申し込み・問い合わ せ 先
健康推進課（リ・フレ内
30 10

13

13

13

1300

30

16

11

12

13 12

12

12

12

15

15

16

16

10

30 24

12
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府中地区医師会

昨日の敵は今日の友!?

健 康 コ ラ ム

「昨日の敵は今日の友」
という言葉がありますが、
今回は、循環器の薬でまさ
しくそんな薬を一つ紹介し
ます。

診療・受付時間

夜 間 医 療 福山夜間小児診療所（福山市三吉町南）☎084―922―4999 毎日19：00～23：00（受け付けは22：45まで）

精神科

電話番号

小児科

救 急 医 療 三原病院（三原市中之町）

全般

夜間・救急医療機関

医療機関名など

これまで、心不全の患者
さんに対して使ってはいけ
ないとされた薬が、逆に多
くの患者さんの命を救うか
もしれないという結果に、
最初はかなり疑いの目で見
られたそうですが、他の研
究機関や病院でも同じよう
な調査をしたところ、やは
り同様の結果が得られたの
です。その結果、現在では
心不全の患者さんには必要
な薬の一つとなっています。

薬は医師の指示を守って

おそらく、初めて報告し
た先生は、薬が患者さんに
及ぼす効果を注意深く見て
いたのでしょう。そういっ
た先生方が結果として患者
さんの命を救い、我々が健
康でいられる方法を見い出
しているのだと思います。
ただ注意していただきたい
のは、効果も医師の指示に
従った上でのことですので、
せっかくの薬も逆効果になっ
てしまわないよう、服用の
際は医師の指示を守ってい
ただくよう、お願いします。
文責 小畠病院
病院長 小畠廉平



内 容

薬の服用方法を変えると

心臓が体に必要な血液を
送り出せなくなる病気であ
る心不全の患者さんが、最
近増えてきています。
今現在、心不全の患者さ
んに服用していただいてい
る薬の一つに、β遮断薬と
いう薬があります。この薬
は、当初は降圧薬、つまり
血圧を下げる薬として発売
されました。しかし、心臓
を休ませる効果もあるため、
心不全の患者さんには使っ
てはいけない薬でした。実
際、医学書にもそう書かれ
ていました。
ところが、今から 数年
前、アメリカで、ある衝撃
的な発表がありました。そ
れは、心不全の患者さんに
これまでの心不全の内服薬
に、β遮断薬をごく少量ず
つ追加して増量していくと、
死亡率が劇的に改善したと
いうものでした。
20

救急医療電話相談 こどもの救急電話相談

#8000

毎日19：00～翌8：00

☎0848―63―8877 毎日24時間

救急医療相談 精神科救急情報センター（広島市安芸区） ☎082―892―3600 毎日24時間
夜 間 医 療 福山夜間成人診療所（福山市三吉町南） ☎084―982―9946 毎日19：30～23：00（外科の場合は要事前連絡）
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

☎0120―169901 毎日24時間

※救急＆予防サイト《こどもの救急》http://kodomo-qq.jp

12月

外
小畠病院

6日㊐
㊐（福山市駅家町）
13日㊐
㊐
20日㊐
㊐

科

府中・新市・駅家地区の休日当番医
内
科

☎084-9761351

寺岡記念病院

☎52―6555

唐川医院
（中須町）

☎45―4030

科

上下町の
休日当番医

瀬尾医院
☎51―2169
（福山市新市町）

小畠病院
☎084-976府中北市民病院
（福山市駅家町）
1351
（上下町上下）
ほそや内科クリニック
さとうファミリークリニック ☎084-999☎62―2211
☎40―0780
☎45―3300
（中須町）
（福山市駅家町）
3103

北川クリニック
☎45―4572
（元町）
府中市民病院
（鵜飼町）

佐々木内科
（中須町）

内

27日㊐
㊐（福山市新市町） ☎52―3140

川㟢内科医院
南坊井上内科循環器科医院 ☎084-976☎44―6001
（高木町）
（福山市駅家町）
0013

※変更されることがありますので、事前に医療機関へお問い合わせください。診療時間は9：00〜17：00。
25

令和３年度

布中

入所案内配

保育所の入所申し込みを
１月４日
（月）から
受け付けます
保育所の利用には、入所の申し
込みと併せ、保護者の就労状況な
どにより保育の必要性を認定する
支給認定が必要です。
対象 府中市に居住している世帯
の児童
申し込み期間 １月４日（月）～18
日（月）８時30分～17時15分
※土・日曜日・祝日は除く。期間
中の木曜日は、女性こども課で19
時まで受け付けます。

▽

▽

申し込み・問い合わせ先
女性こども課
（☎４３-７２６５）
上下支所市民生活係
（☎６２-２１１４）

利用申し込みの流れ
①市に支給認定申請・入所
の申し込みをします。
※就労証明書などが必要。
②市が支給認定を行い、利
用する保育所・園を調整
・決定します。
③認定証・入所決定通知書
が届きます。
④入所・入園できます。

入所案内・支給認定申請書
兼入所申込書配布場所
女性こども課、上下支所
市民生活係、各保育所・園
※申し込みの詳細は、入所
案内または市のホームペー
ジを確認してください。
年度途中入所の予約も１月
４日
（月）
から受け付けます
令和３年度中に産休・育
休明けで入所を希望する人
は、予約申し込みをしてく
ださい。出産前でも、母子
健康手帳の交付を受けてい
れば、入所予約ができます。
予約をしていないと、入所
できない場合があります。

申請・問い合わせ先 ①～⑦・⑨は福祉課（☎４３-７１４８）、⑧は市民課（☎４３-７１２９）
または上下支所市民生活係（☎６２-２１１４）
金額
医療を受けた場合の一部負担金を除く自己負
担相当額
重度心身障害者医 市内に居住する身体障害者手帳１・２・３ ※一部負担金は、医療機関ごとに１日当たり
⑦
級および療育手帳Ⓐ・Ａ・Ⓑを持っている人 200円。一部負担金を支払う上限日数は、通院
療費助成制度
は月４日、入院は月14日。また、所得により
助成を受けられない場合があります。
国民年金に任意加入していなかった期間に
初診日があり、障害基礎年金を受給できな
かった人で、現在、国民年金法施行令の１
・２級の障害の状態にある、次の要件に該
１級に該当する場合…月額５２，４５０円
当する人
⑧ 特別障害給付金
２級に該当する場合…月額４１，９６０円
平成３年３月以前の国民年金任意加入の
※本人の所得による制限があります。
対象であった学生
厚生年金または共済組合などに加入して
いる会社員や公務員などの配偶者（昭和
61年３月以前の国民年金任意加入）
障害児通所支援の利用者には、障害児施設食費負担金、障害児通所交通費、利用者負担軽
⑨ その他
減給付金の助成制度があります。
▽


▽▽

対象

▽


手当・制度名

広報ふちゅう
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【優秀賞】

令和元年度『少しのがまん』川柳大賞

【優秀賞】

したいのに

府中学園二年
豊田 陽

わたしだって『ぎゅっ』



「おかあさん」

逆らうほどの

勇気ない

府中学園六年
松浦 健一郎

姉二人



（自作の解説）
（自作の解説）
姉
お
 二人の意見に対して逆
 かあさんと『ぎゅっ』
らわず、平和にするために、 しようとしたら、いつもお
すなおにきくといいから。
とうとといもうとが、じゃ
ましにきておかあさんとゆ
（家族の一言）
お
っく
 姉さん二人、まったく
 り『ぎゅっ』できなく
ちがう性格で大変な時もあ
て、すこしかなしいな。
  
るだろうけど、二人とも健 （家族の一言）
一郎が大好きだから、色々
い
 つも弟や妹がぐずると、
言ってくれるんだよ。 さっとゆずってくれたり、
がんばれ！
あやしてくれたり…。
陽
 には本当に助けられて
いるよ。ありがとう。陽と
もゆっくり『ぎゅっ』しよ
うね！

ときめく
府中の
子どもたち！

府中明郷学園５年生が防災行政無線で
市民の皆さんに呼び掛けています
とき 12月下旬ごろまで・
府中明郷学園５年生は、総合学習の授業で新
型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組んで
平日16時
問い合わせ先 危機管理室
います。この活動の一環で、児童が自分で考え
た原稿を基に防災行政無線で呼び掛けています。
（☎４３-７２１１）

ご相談ください

手当・制度があります
①

②

金額
重度（１級）…月額５２，５００円
身体、知的または精神に障害のある20歳未
特別児童扶養手当
中度（２級）…月額３４，９７０円
満の人を監護している保護者
※所得制限があります。
身体、知的または精神に重度の障害がある
月額１４，８８０円
障害児福祉手当
ため、日常生活で常に介護を必要とする在
※所得制限があります。
宅の20歳未満の人
身体、知的または精神に著しい重度の障害
月額２７，３５０円
特別障害者手当
があるため、日常生活で常に特別の介護を
※所得制限があります。
必要とする在宅の20歳以上の人
市内に居住している、20歳未満で身体障害
身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ⓐ・Ａ
府中市重症心身障
者手帳１・２級および療育手帳を持ってい
・Ⓑを持っている人…年額３６，０００円
害児福祉年金
る人またはその養護者
療育手帳Ｂを持っている人…年額２４，０００円
腎臓障害者通院助 市内に居住する腎臓機能障害のための人工 人工透析治療のために通院した場合の交通費
成金
透析治療を受けている人
で、バス運賃相当額の４分の１の額
市内に居住して施設に通所する障害のある
府中市障害者通所
人で、１か月に５日以上公共の交通機関ま 交通費の一部
交通費給付金
たは自家用車などを利用して通所する人
▽

③

対象

▽▽

手当・制度名

12月３日～９日は障害者週間です。
障害のある人やその家族の安定した生活を支
援するための各種手当・制度などがあります。

▽

④
⑤
⑥
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12月の図書館
「おはなし会」

図書館
だより

ブックン

新着図書＆イベント情報

図書館へ行こう！
2
9
16
23


3
10
17
24


4
11
18
25

■府中市立図書館

5
12
19
26

12

月の休館日

6 7
13 14
⑳ 21
27 

①
⑧
⑮



○印がお休みです

日 月 火 水 木 金 土

本館

府中市府中町43
☎43 ― 4343
【開館時間 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/

ステンドグラス工房
グ ラ ス ワ ン 20 周 年
講師・生徒合同作品展
とき 12月２日
（水）
～14日
（月）
※最終日は16時まで。
ところ 図書館本館
入場料 無料

なしのへやクリスマス企画
おは

で映画をみよう！
みんな
とき 12月19日
（土）
13時30
分～15時
参加
ところ 上下町民会館 無料

◇◇ 電子図書紹介 ◇◇

ま

体験レッスンができます！

冬のおはなし会
ス ペ シ ャ ル
とき 12月19日
（土）
14時～
14時30分
ところ 図書館本館
対象 幼児から
定員 先着10組
※１組３人まで。
申し込み開始日 12月２日（水）
申し込み方法 電話または
直接申し込んでください。

◇◇ 新着図書紹介 ◇◇

・こびとのくつや（おとえ
ほん世界昔話）
つる た

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

■図書館 本館
おはなし会
12日
（土）
14：00～14：30

あっごきぶりだ！


ゆ

鶴田 真由／朗読

つかもと

塚本

シニア六法

やすし



家族みんなで楽しい
夕食の時間。突然ご
きぶりが現れた！

・若草物語

すみ た

住田

ひろ こ

裕子

シニア世代に必要な
法律の大事なポイン
トを紹介する。

オールコット

▽

▽

▽

府中市に在住、在勤、在学の人
福山市・尾道市・三次市・庄原市・世
羅町・神石高原町に在住の人
持参するもの
運転免許証、保険証など
名前や住所が確認できるもの
市内に通勤・通学している人は、住所
・勤務先または通学先が確認できるもの
お持ちの人は、図書館の利用者カード
対象

募集内容
保健師（大学卒業程度）
保健師（社会人経験者）
採用予定人数 若干名

▽ ▽

府中市職員
採用試験

自動で返却される
からラクラク♪

▽


府中市電子図書館はパソコン・
スマホ・タブレットがあれば、い
つでもどこでも本を読むことがで
きます！令和３年３月までに１万
コンテンツを整備します。
登録は、図書館本館・上下分室
でできます。

ちょっと空いた時間や
外出先で本が読める！

電子図書館の
ホームページ

▽

今日から電子図書
始めませんか

第一次試験
令和３年１月24日
（日）
申し込み期限
12月24日
（木）

問い合わせ先 人事課（☎４３-７１０５）
広報ふちゅう

令和2年12月1日

第1267号 28

クリスマス会をするよ！

わん★ツージャンプ
考え、学び、感じて、
遊ぶ場所。たのしく、心はずむ
館内は土足禁止です。スリッパ、
シューズなどを持参してください。
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月の休館日
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○印がお休みです

日 月 火 水 木 金 土

クールごとに総入れ替え制
平日 １時間30分ごと50人
土・日、祝日 ２時間ごと90人
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！

とき 12月22日
（火）
11：00～
11：30
対象 ２歳～６歳くらいの
子ども
料金 無料

ママクック
とき 12月22日
（火）
10：00～13：00
※事前に申し込みが必要です。
対象 18歳未満を養育する
保護者
※子どもを預けられます。
料金 600円

お誕生日会
手形や足形をとろう！
とき 12月21日
（月）
11：00～
11：30
料金 無料

Instagramもcheck
してみてね！

12月の乳幼児健診
ところ

とき・受け付け時間

更生保護女性会

ねんねこキッズ
とき 12月16日
（水）
10：50～
11：30
対象 ６歳くらい
までの子ども
料金 無料

対象

23日（水）13：00～13：10、13：20～13：30

令和２年８月生まれの子

10か月児健診

16日（水）13：00～13：10、13：20～13：30

令和２年２月生まれの子

２歳児歯科健診
３歳児健診

対象者には個別健診の案内を送ります。

離乳食教室
離乳食初期の作り方を紹介する
教室の参加者を募集します。

12月21日（月）10時～11時
リ・フレ

平成31年４月・令和元年５月
生まれの子
平成30年７月生まれの子

２日（水）・15日（火）13：00～13：10、13：20～13：30 平成29年６・７月生まれの子

初期の

29

サンタさんが来るよ！プ
レゼントをもらおう！午後
からは工作をします。
とき 12月23日
（水）
10：00～
12：00
料金 無料
※工作の材料費は有料です。

４か月児健診

リ・フレ １歳６か月児健診 １日（火）13：00～13：10、13：20～13：30

ところ

クリスマス
まつり

問い合わせ先
健康推進課元気づくり係（リ・フレ内・☎４７-１３１０）
、
健康づくり係（上下保健センター内・☎６２-２２３１）

12月の行事

とき

今年最後の
イベント！

対象 ６か月頃までの子どもとその保護者
定員 先着６組
参加料 無料
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
申し込み方法 12月14日
（月）
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 健康推進課（リ・フレ内
・☎４７-１３１０）

府中の子どもは
宝じゃけぇ

子育て支援センター紹介

キッズランドＭＯＭＯ
和光園地域子育て支援センター

毎月第３月曜日は

『ママの絵本』の日
「家ではどんな絵本を読んでるの？」そんな
疑問から始まったのが、『ママの絵本』の日。
支援センターを利用されているお母さんたち
が家から２～３冊の絵本を持参して、読み聞か
せをしてくれます。
「本屋さんでどんな絵本を買えばいいの？」
新型コロナウイルス感染防止のため、
「図書館でどんな絵本を借りたらいいんだろう？」
利用やイベントの参加は、予約制になっ
と思っているママにぴったりのイベントです。
ています。電話で予約してください。
どんな絵本に出合えるかお楽しみに。
イベント
とき 12月21日（月）10時30分～
情報
定員 ５組
問い合わせ・予約先
※事前に予約が必要です。
オンライン
キッズランドＭＯＭＯ
相談など

（和光園保育所内・☎
５４-２７３３）

子育て支援サイト
『府中市 ちゅちゅ』で検索！

今月の１冊

これ、よんで
～えほん～

『へんしん！おばけちゃん』
～上下保育所

こぼれ話～

０歳クラスで大人気の一冊。いろんな
色のおばけちゃんが変身するたびに笑顔
になる子どもたち。
最後のページでは、にじいろおばけちゃ
んが花火に変身する瞬間「ヒュ～ドーン
！」と言いながら変身させると、子ども
たちが手をたたいて大喜びするかわいい
姿が見られます。

作者
出版社

ひらぎみつえ
こどもの本の
ほるぷ出版

赤いおばけちゃん、りんごに2
変身！黄色いおばけちゃん、バ
ナナに変身！いろんな色のおば
けが、あっという間に大変身。
赤ちゃんが喜ぶ色で作られた仕
掛け絵本です。

テレビをちょっとの時間消して、スマホを置いて、
絵本を親子で楽しみませんか？

広報ふちゅう

令和2年12月1日

第1267号 30

みて ぇ
みて

ショット

わたちたちの

川嶋陽実ちゃん

久保田琴葉ちゃん

濱﨑美桜ちゃん

藤村向日葵ちゃん

問い合わせ先

支援センターの

主なEvent
詳しくは
府中市子育て支援サイト
ちゅちゅ

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。

河内環太ちゃん

橋本依千禾ちゃん

府中市子育てステーション（☎４６-２４５５）

キッズランドMOMO
12月18日（金）10：30～
…スマイルマイルと遊ぼ！
対象 未就学児とその保護者

上下地域子育て支援センター
12月22日（火）10：10～
…リトミック
対象 １歳以上の子ども

府中市子育て支援センター
12月18日（金）10：15～、13：30～
…千恵先生の親子リトミック
対象 未就学児とその保護者

国府地域子育て支援センター
12月25日（金）10：15～
…カワイ体育教室
対象 ２歳以上の子ども
参加料 300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
平日
込んでくだ
９時～17時
さい。
市のホームページ

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

えんとうはに わ

府中市歴史民俗資料館に展示中の円筒埴輪（復元）

しょう

皆さんは「埴輪」と聞くとどん
な姿形を思い浮かべますか。人物
や馬などの動物をかたどった、い
けい
わゆる形象埴輪を想像する人が多
いのではないでしょうか。
実は、埴輪は大きく分けて２種
類あり、形象埴輪の他に、筒のよ
うな形をした円筒埴輪が存在しま
ふん
す。円筒埴輪は、主に古墳の墳丘
の上や裾を巡るように列状に並べ
られました。
円筒埴輪を含め、埴輪は府中で
も見つかっています。中でも、鵜
飼町で見つかった破片から復元さ
れた円筒埴輪は、土生町の府中市
歴史民俗資料館に展示されていま
す。復元後の大きさは、高さ約
㎝、上面の直径約 ・５㎝です。
古墳時代中期（５世紀代）に作ら
れたと考えられています。
現在のところ発見数はわずかで
すが、かつては府中にも円筒埴輪
をずらりと並べた古墳があったの
かもしれませんね。ぜひ一度、間
近で円筒埴輪を見てみてください。

令和２年１2月１日発行
第1267号

ふ ちゅう歴史散歩

府中の円筒埴輪

広報ふちゅう
円筒埴輪復元イメージ（東広島市三ッ城古墳）

22

きゅう

編集発行
府中市政策企画課

36

―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

ふちゅう S�� 発見！

酒粕のディップの開発

投稿者（文と写真）
上下高校２年
前場春乃さん

高校生編 その73

☎４３-７１１１（代表） ☎４３-７１９４（広報）
http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/

きずな創生学Ⅱという授業で地元の酒蔵と連携
し、純米吟醸酒「上下あやめ」をＰＲする活動を
しています。３班に分かれて活動していて、私の
班は、酒粕を使ったディップを開発しています。
４月から地域の方に取材をして、上下町の特産品
や酒粕を使ったレシピのアイデアを教えていただ
きました。その結果、酒粕・クリームチーズ・生
姜を基本ベースとした３種類のディップを考案す
ることにしました。タルタル風・甘い系・辛い系
で考えています。それぞれ、酒粕の風味を生かし
て和テイストで試作しました。タルタル風は、生
姜の甘酢漬けをみじん切りにして入れます。甘い
系は、こし餡といちごジャムを入れます。辛い系

は、干ししいたけを粉末状にして入れます。先日
試作した際は、先生方に試食していただき、タル
タル風ディップが一番人気でした。タルタル風は、
私が作ったので「美味しい」と言ってもらえてう
れしかったです。完成したら地元の飲食店で活用
してもらったり、レシピの配布をしていきたいと
思います。この学習を通し
て、地元の方と関わること
で地域を知ることができた
り、コミュニケーション能
力を上げることができまし
た。今後も、ディップの完
成に向けて頑張っていきます。

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）
放送日
放送内容
12月７日
（月） 府中まちなかマラソン-オンライン大会12月14日
（月） 次週開催 諸田のごんぼう祭り
12月21日
（月） 子どもの作品「府中学園」

116

Vol.

開催中！

２年目に
突入！
ラジコでも
聴ける！

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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