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●世帯数 128,143（120減） （令和3年9月1日現在、（　）は前月比）
●人　口 男  130,732 （108減）  女  129,878 （4増）
 計  260,610 （104減）  うち外国人住民数 5,089

衆議院議員選挙の詳細は、広報ふちゅう10月21日号、市 HPでお知らせします。
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　市では、多くの市民の方が、手軽に市政情報を受け取れるよう、
イベントや防災情報などの市からのお知らせをアプリやSNSなど
を活用して発信しています。
問広報課（☎335-4019)

　衆議院議員選挙は、10月19日（火）に公示され、10
月31日（日）が投票日となる予定です。
問選挙管理委員会事務局（☎335-4486）

■府中市で投票できる方
　府中市で投票できる方は、平成15年11月１日以

前に生まれ、令和3年7月18
日以前に府中市に住民登録
の届出をし、引き続き3か月
以上市内に居住している日

　毎月1日・11日・21日に発行している広報ふちゅうは、市のHP及び2種類の
無料アプリで配信しています。
　発行日当日から、スマートフォンやタブレットなどでいつでも気軽に閲
覧できます。

　市からのお知らせを電子メー
ルで受け取れます。「防災・防犯・
不審者情報」「催し・講座情報」な
ど、ご自身の状況に合わせて受
け取りたい情報を選択できま
す。また、災害時には緊急情報を
発信します。

　毎日の午前9時、午後8時からJ:COMチャンネ
ル（11チャンネル）で放送される行政広報番組で
す。放送内容は毎月1日・15日に更新し、最新情報
をお届けしています。また、市のYouTubeチャンネ
ルでもご覧いただけます。

　市のPR情報のほか、災
害時には緊急情報を発信
します。なお、市の投稿は
ツイッターの登録の有無
にかかわらず、府中市ア
カウントページでご覧に
なれます。

　PDFデータや電子書籍で閲覧でき、テキストデータ
も掲載しています。
　また、市のHPでは、「広報ふちゅう」でお
知らせした各事業の詳しい内容を掲載し
ています。

　ページめくりや拡大・縮小などが簡単にできるほか、アプリ内で設定することで、配信日にプッシュ
通知が届きます。
　また、カタログポケットは、英語や中国語など10言語の翻訳・音声読み上げに対応しており、外国人
の方もご利用いただけます。

1右のQRコードから
　 アプリをダウンロード
2 アプリを起動し、 
　 「お住まいの地域」
　 に「東京都府中市」
　 を設定

1 右のQRコードから
　 アプリをダウンロード
2 アプリを起動し、
　 検索機能で「東京都
　 府中市」と入力し検索
3 「広報ふちゅう」を選択し、
　  マイコンテンツに追加

メール配信サービス

市のホームページ市のホームページで見るで見る 無料アプリ「無料アプリ「マチイロマチイロ」「」「カタログポケットカタログポケット」で見る」で見る

マチイロの使い方 カタログポケットの使い方

テレビ広報「まるごと府中」

メール・SNS・テレビでも発信しています

■広報ふちゅうの戸別配布を申し込んでいる方へ

アプリやSNSなどを活用してアプリやSNSなどを活用して
市政情報を発信しています市政情報を発信しています

▲ マチイロのダウンロー
ドはこちら

iOS版 Android版

▲ カタログポケットのダ
ウンロードはこちら

iOS版 Android版

市公式ツイッター

「広報ふちゅう」を 市ホームページ ・無料アプリで閲覧できますで閲覧できます

　 アプリなどを利用することで戸別配布が不要となった方は、広報課
（☎335-4019)へご連絡ください。

本国籍のある方で、府中市の選挙人名簿に登録さ
れている方です。
※ 7月19日以降に転入した方、7月1日以降に市外
へ転出した方は、選挙管理委員会事務局へお問
い合わせください。
■期日前投票
　投票日に仕事などの理由で投票できない方や、
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から投
票日の投票所での混雑を避けて投票したい方は、
右の表のとおり期日前投票ができます。

　投票所入場整理券を10月21日（木）頃までに届く
ように郵送しますので、投票の際は、整理券裏面の
「宣誓書」に記入のうえ、お持ちください。なお、整理
券が届かない場合は、期日前投票所で本人確認の
うえ、再発行できますので、直接お越しください。

期日前投票所 投票期間 投票時間

市役所1階市民談話室 10月20日（水）
から30日（土）

午前8時半～
午後8時

市政情報セン
ター

(ル・シーニュ 5階)

10月25日（月）
から29日（金）

午前10時～
午後8時

10月30日（土） 午前10時～
午後5時

東・西部出張所
（白糸台・西府文化セン

ター内）
10月27日（水）
から29日（金）

午前8時半～
午後5時



令和3年（2021年）10月11日 2令和3年度一般・特別会計補正予算

府中市メール配信サービスへの登録はt-fuchu@sg-m.jpへ空メールを送信

お知らせします 令和令和3年度一般・特別会計補正予算年度一般・特別会計補正予算
　令和3年度一般会計及び特別会計の補正予算が9月の市議会定例会で可決されましたので、そのあらましをお知らせします。
問財政課（☎335-4025）

一般会計
　補正予算では、府中市新型コロナウイルス感染症緊急対応方針に基
づき、生活支援対策や経済支援対策、新型コロナウイルス感染症の拡大
防止対策、小・中学校の臨時休校等に伴う学習支援対策の、12事業につ
いて実施するほか、当初予算編成後の状況の変化などに対応するため、
歳入・歳出それぞれ36億6763万円を増額し、令和3年度の予算総額は
1143億9756万3千円になりました。

■歳入
　歳入では、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金な
どの国庫支出金で10億875万5千円、公立学校情報機器整備支援事業補
助金などの都支出金で9087万6千円、繰入金で2億7306万6千円、前年
度からの繰越金で22億6659万5千円、諸収入で2833万8千円を増額し、
合計で36億6763万円を増額しました。
■歳出
●総務費
　 市民協働事業の助成に係る経費、市税の還付に係る経費
で、4700万円を増額しました
●民生費
　 私立認可保育所などにおける新型コロナウイルス感染症
対策に必要な物品の購入に係る経費、国・都の補助金など
の精算返還金など、合計で5億8394万2千円を増額しまし
た
●衛生費
　 新型コロナウイルスワクチン接種体制の確保に係る経費、
都の補助金の精算返還金で、9億5424万円を増額しました
●商工費
　 中小企業・小規模事業者への助成に係る経費で5090万円
を増額しました
●土木費
　 用排水路の整備に係る経費、国・都の補助金などの精算返
還金で、1429万4千円を増額しました
●消防費
　 想定浸水深表示板の設置に係る経費で、352万5千円を増
額しました
●教育費
　 教育環境の充実に係る経費、新型コロナウイルス感染症拡
大防止対策として小・中学校の普通教室への換気扇設置に
係る経費など、合計で4億7263万9千円を増額しました
●諸支出金
　 公共施設整備基金積立金で11億989万円、都市基盤・産業
基金積立金で1億9900万円を増額するなど、合計で15億
4109万円を増額しました

特別会計
■国民健康保険特別会計
　国民健康保険事業費納付金で、歳入・歳出それぞれ376万4千円を増
額しました。
■介護保険特別会計
　国庫・都支出金の精算返還金などで、歳入・歳出それぞれ11億1340万
7千円を増額しました。

◆一般会計補正予算の内訳◆
科目 補正前の額 補正額 補正後の額

国庫支出金 208億1075万7千円 10億  875万5千円 218億1951万2千円
都 支 出 金 131億2482万5千円 9087万6千円 132億1570万1千円
繰 入 金 65億1830万8千円 2億7306万6千円 67億9137万4千円
繰 越 金 11億円     　　 22億6659万5千円 33億6659万5千円
諸 収 入 40億5624万4千円 2833万8千円 40億8458万2千円
歳 入 合 計 1107億2993万3千円 36億6763万円  　 1143億9756万3千円

科目 補正前の額 補正額 補正後の額
総 務 費 127億5309万8千円 4700万円  　 128億      9万8千円
民 生 費 553億1887万7千円 5億8394万2千円 559億  281万9千円
衛 生 費 76億1104万6千円 9億5424万円  　 85億6528万6千円
商 工 費 11億8786万3千円 5090万円  　 12億3876万3千円
土 木 費 67億6359万8千円 1429万4千円 67億7789万2千円
消 防 費 30億9750万5千円 352万5千円 31億  103万円  　
教 育 費 190億1526万7千円 4億7263万9千円 194億8790万6千円
諸 支 出 金 3億3100万円  　 15億4109万円  　 18億7209万円  　
歳 出 合 計 1107億2993万3千円 36億6763万円  　 1143億9756万3千円
※歳入・歳出合計は、補正をしない科目を含めた予算の総額です。

◆特別会計補正予算の内訳◆
会　計 補正前の額 補正額 補正後の額

国民健康保険 233億2383万3千円 376万4千円 233億2759万7千円
介 護 保 険 188億4041万6千円 11億1340万7千円 199億5382万3千円

歳
入

歳
出

◆新型コロナウイルス感染症対策に係る事業◆
区分 事業数 事業費

生 活 支 援 対 策 2事業 1521万3千円
経 済 支 援 対 策 1事業 5090万円  　
新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策 8事業 12億8891万2千円
小・中学校の臨時休校等に伴う学習支援対策 1事業 7474万5千円
合 計 12事業 14億2977万円  　

　9月28日の市議会定例会で、監査
委員に太田進司氏（再任）の選任が
同意されました。任期は4年です。
　なお、市の監査委員は、太田進司
氏のほか、町田昌敬氏、酒井克典
氏、市川一德氏がその任に当たり
ます。
問監査事務局（☎335-4497）

監査委員の選任

■監査委員
　太田進司氏
紅葉丘／62歳／
税理士

　地元応援商品券デジタル版「ふちゅチケ」
の販売期間は、10月17日（日）までです。期間
を過ぎると購入できませんので、申込みをし
た方で、まだ購入していない方は、お早めに
購入してください。
　スマホ型商品券はスマートフォンから、プ
リペイドカード型商品券は右の表の販売窓口
で購入できます。
問デジタル版地元応援商品券
「ふちゅチケ」コールセン

ター（☎042-
521-5613）、むさし府中商工会
議所（☎362-6421）

　当選結果メール・はがきは、9月29日に送信・発送済みです。
　受け取れていない方は、デジタル版地元応援商品券「ふちゅ
チケ」コールセンター（☎042-521-5613）にお問い合わせく
ださい。

 地元応援商品券デジタル版地元応援商品券デジタル版 「ふちゅチケ」「ふちゅチケ」
購入をお忘れなく！

商品券の当選結果が届いていない方へ

◆プリペイドカード型商品券販売窓口◆
販売窓口 所在地 販売日時

フォーリス1階 宮町1の41 10月17日（日）
まで

午前10時
～午後6時

JAマインズ西府支店 分梅町3の65の1

10月15日（金）
までの平日

午前9時
～11時、
正午～
午後2時

JAマインズ中河原支店 住吉町1の84の1
JAマインズ多磨支店 白糸台1の11の10
JAマインズ是政支店 是政3の19の3
JAマインズ白糸台支店 白糸台5の2の2
JAマインズ紅葉丘支店 紅葉丘3の39の20



3 令和3年（2021年）10月11日令和2年度決算の状況

テレビ広報「まるごと府中」はJ：COMチャンネル（11チャンネル）で毎日の午前9時、正午、午後8時に放映中（15分番組）

平成28年度 29年度 2年度令和元年度30年度
350億円

400億円
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800億円

基金 767億1535万8千円

市税 520億3688万7千円

市債 385億3922万5千円

基金 市税 市債

■ 市税 ………………… 520億3688万7千円 （37.5％）
■ 国庫支出金 ………… 475億4970万7千円 （34.2％）
■ 都支出金 …………… 134億6629万8千円 （9.7％）
■ 地方消費税交付金 …   56億6751万1千円 （4.1％）
■ 諸収入 ………………   51億  576万9千円 （3.7％）
■ 使用料及び手数料 …   36億6834万3千円 （2.6％）
■ 繰入金 ………………   36億2195万円 （2.6％）
■ 繰越金 ………………   24億3450万5千円 （1.8％）
■ その他 ………………   53億4290万1千円 （3.8％）

※各科目の決算・合計額は、千円未満を切り捨てた額です。

合計
1388億9387万5千円

歳
入

歳入

合計
1351億8263万9千円

歳出

■ 民生費 … 537億7596万4千円 （39.8％）
■ 商工費 … 290億5458万2千円 （21.5％）
■ 教育費 … 161億7137万円 （12.0％）
■ 総務費 … 100億1357万2千円 （7.4％）
■ 土木費 …   69億4851万3千円 （5.1％）
■ 衛生費 …   64億2511万6千円 （4.8％）
■ 公債費 …   39億6960万円 （2.9％）
■ その他 …   88億2391万8千円 （6.5％）

歳
出

お知らせします 令和令和2年度決算の状況年度決算の状況

令和2年度に
実施した
主な事業

◆令和2年度　各特別会計歳入・歳出決算の概況◆
会計別 最終予算額 収入済額 執行率（％） 支出済額 執行率（％）

国 民 健 康 保 険 235億4158万6千円 228億3918万3千円 97.0 226億7283万4千円 96.3
後期高齢者医療 55億5305万7千円 55億1070万2千円 99.2 55億  870万円  　 99.2
介 護 保 険 192億8812万3千円 189億8622万9千円 98.4 178億8220万3千円 92.7
公 共 用 地 13億1936万3千円 13億5685万4千円 102.8 11億5471万1千円 87.5
合 計 497億 212万9千円 486億9297万円  　 98.0 472億1845万円  　 95.0

◆令和2年度　公営企業会計決算の概況◆

会計 区分
収入 支出

最終予算額 決算額 執行率（％） 最終予算額 決算額 執行率（％）
下水道
事業

収益的収支 53億3277万7千円 52億  669万3千円 97.6 51億8982万8千円 49億2249万円 　 94.8
資本的収支 6億2021万1千円 5億2866万3千円 85.2 12億9815万2千円 11億2722万9千円 86.8

競走
事業

収益的収支 867億6350万円  　 848億8855万1千円 97.8 834億2477万9千円 808億3957万8千円 96.9
資本的収支 2億6807万2千円 2億6469万7千円 98.7 39億7644万7千円 39億6167万3千円 99.6

◆市債の状況◆
区分 令和元年度末現在高 令和2年度起債額 令和2年度償還額 令和2年度末現在高

一般会計
公共用地
特別会計

教育債 153億5795万9千円 5億9400万円 14億4220万円  　 145億  975万9千円
土木債 83億3954万9千円 5億2500万円 7億2281万9千円 81億4173万円  　
その他 167億4024万1千円 7億4910万円 16億  160万5千円 158億8773万6千円

下 水 道 事 業 会 計 44億9024万5千円 2億6300万円 2億8701万8千円 44億6622万7千円
合 計 449億2799万4千円 21億3110万円 40億5364万2千円 430億  545万2千円

◆主な市有財産の状況◆
種別 令和2年度末の状況 内容

土 地 162万  257.31㎡ 庁舎、学校、公園などの敷地
建 物 63万6648.15㎡ 庁舎、学校、文化センターなどの建物
基金現在高 767億1535万8千円 財政調整基金、公共施設整備基金、総合計画4分野の基金など

　令和2年度決算が、9月の第3回市議会定例会で
認定されましたので、そのあらましをお知らせし
ます。
問財政課（☎335-4025）

◆令和2年度　一般会計歳入・歳出の概況◆

◆市税・市債・基金の推移◆

●子育て世帯に対する給付金の給付　●プレミアム付商品券の発行
●PCR検査センターの運営支援　　　●避難所用備蓄品の整備
●小・中学校の児童・生徒に1人1台のタブレット端末の導入
●多磨駅周辺地区における駅舎の橋上化及び自由通路整備

決算の状況
　令和2年度は、市税収入が前年度を下回る中、
新型コロナウイルス感染症拡大への対応として、
子育て世帯に対する市独自の給付金をはじめ、プ
レミアム付商品券の発行や、PCR検査センター
の運営支援、市内小・中学校の児童・生徒に1人1
台のタブレット端末を導入するなど、感染状況や
市民生活及び経済状況の変化に合わせ、必要な対
策を適宜実施しました。
　また、大規模災害に備えた備品及び設備の整
備、多磨駅周辺地区における駅舎の橋上化及び自
由通路整備など、市民が安全・安心に暮らせるよ
う各種行政サービスの提供を行いました。
　一般会計では、最終予算額1390億9888万9千円
に対して、収入済額は1388億9387万5千円（執行
率99.9％）となり、前年度と比較して331億8200
万4千円（31.4％）の増、支出済額は1351億8263万
9千円（執行率97.2％）で、前年度と比較して319億
3927万3千円（30.9％）の増となりました。

■歳入
　歳入では、財源の中心となる市税は、市税全体
で前年度と比較して7億3703万7千円（1.4％）の
減となり、歳入総額に占める市税の割合は
37.5％となっています。また、国庫支出金では、
新型コロナウイルス感染症対策に係る各種補助
金などにより、302億9844万9千円（175.6％）の
増となっています。
■歳出
　歳出では、前年度と比較して、主に、総務費で5
億1603万6千円（5.4％）、民生費で13億5867万
4千円（2.6％）、商工費で283億6163万1千円
（4092.9％）、教育費で26億9874万2千円（20.0％）
の増となっています。

※各会計・合計の決算額は、
　千円未満を切り捨てた額です。

※市債は、下水道事業会計分を除きます。

　市では、市税のほか、基金の取り崩
しや義務教育施設整備事業債などの
市債を適正に借り入れるなどして財
源の確保をしています。一方で基金
は、道路や公園の築造、老朽化による
施設の改修など、将来の財政負担に備
え、計画的に積み立てています。

※各科目の決算額は、
　千円未満を切り捨てた額です。

※令和2年度は競走事業会計から
　一般会計・用地会計へ合計で
　35億円繰り出ししています。

※ 「その他」は、総務債、民生債、
　衛生債、商工債、農林水産業債、
　消防債、減税補塡債、
　臨時財政対策債です。
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報情 かわら版市 からの

●各事業の申込み（先着順）で、時間の記載のないものは、午前8時半から受け付けます

凡例：日日程・日時 場会場・場所 対対象 定定員 費費用 内内容 講講師 出出演 他その他 申申込み 問問合せ HPホームページ 市ドメイン@city.fuchu.tokyo.jp

　各種催しなどは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止する場合
があります。詳細は、HPでご確認いただくか、各担当へお問い合わせください。

会議名 日時 会場 定員 傍聴の申込み

総合計画審議会 10月15日（金）
午前10時

市役所3階
委員会室

先着
5人

10月11日（月）から前日までに
政策課（問☎335-4188）へ

教育委員会定例会 10月21日（木）午後2時
教育
センター ―

10月11日（月）から前日までに
教育総務課（問☎335-4424）
へ

障害者等地域自立
支援協議会

10月22日（金）
午前10時

市役所3階
会議室 先着

5人

10月11日（月）から前日までに
障 害 者 福 祉 課（問 ☎ 335-
4545）へ

地域公共交通計画
策定検討部会

10月26日（火）
午前10時

第2庁舎
3階会議室

10月11日（月）から前日までに
計画課（問☎335-4325）へ

文化財保護審議会 10月28日（木）午前10時
ふるさと
府中歴史館

先着
2人

10月11日（月）から前日までに
ふるさと文化財課（問☎335-
4393）へ

審議会・協議会など

会場（開催する曜日） 担当センター
住吉文化セン

ター（月）／住吉会館（木）／四谷公会堂
（水） 地域包括支援セン

ターよつや苑（☎334-8141）

多磨町公会堂（月）／朝日町公会堂（火）／紅葉丘
文化セン

ター（木）／白糸台中部公会堂（金） 地域包括支援セン
ターあさひ苑（☎369-0080）

むさし府中商工会議所（火）／押立文化セン
ター（木） 地域包括支援セン

ターしみずがおか
（☎363-1661）

日鋼団地第1集会所（木）／武蔵台文化セン
ター（金） 地域包括支援セン

ター泉苑（☎366-0171）
中央文化センター（火）／安立園さんぽ道（火） 地域包括支援セン

ター安立園（☎367-0550）
本町一丁目公会堂（金） 地域包括支援セン

ターかたまち（☎336-5831）
新町文化セン

ター（金）／新町文化セン
ター（火） 地域包括支援セン

ターしんまち（☎340-5060）
緑苑（月・金・土）／生涯学習セン

ター（水・木） 地域包括支援セン
ター緑苑（☎367-6215）

本宿体育館（月）／西府文化セン
ター（木） 地域包括支援セン

ターにしふ（☎360-1380）
是政文化セン

ター（火・水）／是政南町公会堂（木） 地域包括支援セン
ターこれまさ（☎314-0451）

地域包括支援セン
ターみなみ町（月）／南町東部公会堂

（水） 地域包括支援セン
ターみなみ町（☎336-1250）

▲ 簡単な体操で、元気な体を維持しましょう

募集

府中観光協会推奨品
　府中観光協会では、観光・商業振興の
ため、府中観光協会推奨品を募集しま
す。審査後、認定を受けた場合は、推奨
品マークを使用できます。
対次の全てに該当する事業所、または
教育機関が作ったもので、府中ならで
はの素材・製法・技術・商法などを用い
ている、市内で生産・製造・加工などを
したものなど、または府中市にゆかり
のあるもの
○ 本店、または事業所・販売拠点が市内
に存在すること
○ 府中観光協会の会員であること（教
育機関を除く）
○ 責任者・責任の所在が明確で、消費者
からの苦情・要望などに対する処理
体制が確立されていること

費無料／推奨品マークは実費負担
申11月5日（金）まで（必着）に、決めら
れた用紙（観光情報セン

ターに用意、ダウン
ロード可）で、同協会（問☎302-2008）
へ
市非常勤職員
（月額制会計年度任用職員）
■保健セン

ター看護師
採用日12月1日（水）
対看護師免許をもつ方 
募集人数 1人（試験）

内母子保健業務
募集要項 10月25日（月）まで、保健セン

ター

で配布（平日のみ）／ダウンロード可
申10月25日（月）まで（必着）に、履歴
書、免許証の写し、小論文「母子の健
康づくりにおける看護職の役割につ
いて」（800字以内）を子ども家庭支
援課母子保健係（〒183-0055府中
町2の25／問☎368-5333）へ

講座・催し

府中特産品「わけねぎ」を知ろう
＆サツマイモ収穫体験
日11月6日・13日（土）午後2時～4時
／雨天の場合は翌日
場西府町農業公園
対市民
定各20組40人（抽せん）
費1組500円
講アグリメディア（同公園運営事業
者）
申10月18日（月）まで（必着）に、往復
はがきに参加希望日、参加希望者全
員の住所・氏名・年齢・電話番号、返信
用宛名を記入して、〒183-8703産
業振興課「農業公園収穫体験」係（問
☎335-4143）へ

元気アップ体操教室
期間 12月から全10回　
※日程は会場ごとに異なります。
場下の表のとおり

対65歳以上の市民
費1000円
内元気一番!!ふちゅう体操ほか
申 10月31日（日）まで（当日消印有
効）に、はがきに参加希望会場・曜日、
住所、氏名（ふりがな）、生年月日、性
別、電話番号を記入して、〒183‒
8703 高 齢 者 支 援 課（問 ☎ 335-
4117）へ／申込み多数の場合は抽せ
ん

高校・大学生向けワークショップ
「文化・スポーツ施設の将来を考える」
日11月7日（日）午前9時45分～正午
場市民活動セン

ター「プラッツ」
対高校・大学生
定先着30人
申 11月4日（木）までに建築施設課
（問☎335-4027）へ／電子メール
（kenchiku05市ドメイン）可

発達障害者の家族交流会
日11月12日（金）午前10時半～正午
場地域生活支援セン

ターふらっと
対発達障害の診断（経過観察含む）
を受けている18歳以上の方の家族
定先着5人
費無料
内障害年金に関する情報交換ほか
講府中年金事務所相談員
申 10月11日（月）からの午前9時半
から同セン

ター（問☎370-1781）へ
認知症サポーター「ささえ隊」
養成講座
日11月4日（木）午後2時～3時半
場片町文化セン

ター

対市民
定先着20人
費無料
内認知症の正しい理解と対応
講地域包括支援セン

ターかたまち職員
申10月12日（火）から地域包括支援
セン
ターかたまち（☎336-5831）へ
問高齢者支援課（☎335-4537）

お知らせii
建築のルールを守って住みよい安全なまちに
違反建築防止週間
　10月15日（金）から21日（木）は、
違反建築防止週間です。
　建築基準法には、国民の生命・健
康・財産を守るため、地震や火災など
に対する安全性、建築物の敷地、周囲
の環境などについて必要な基準が定
められています。
　違反建築物は構造的に地震などの
災害に弱い場合があり、大切な生命
や財産を失うだけではなく、周囲に
影響を及ぼすことにもなります。ま
た、違反是正の指導を受けた場合は、
建築主などが自分の費用と責任で直
さなければなりません。
　違反建築は、建築主などに法令を
遵守して建築する意識があれば、防
ぐことができます。安全で安心な住

みよいまちづくりを進めるためにも、
建築の手続きなどを知り、皆さん一人
ひとりが、ルールを守りましょう。
　また、建築物は老朽化し、居住者の使
用方法も年々変化します。安全点検を
行うとともに、増改築の際には建築基
準法について専門家に相談しましょ
う。
問建築指導課（☎335-4478）
郷土の森観光物産館に
ピアノを設置
　郷土の森観光物産館では、市民・観光
客に親しまれる交流の拠点になること
を目指し、八小の改築に伴い譲渡され
たピアノを装飾し、誰でも自由に演奏
できる「FUCHU STREETピアノ」と
して設置しました。府中観光協会の
YouTubeチャンネルでは、東京農工
大学ピアノ部の皆さんにご協力いただ
き、このピアノのPR動画を配信してい
ます。ぜひ、ご覧ください。
演奏可能な時間 10月12
日（火）からの午後2時
～4時（休館日を除く）
問観光プロモーショ
ン課（☎335-4095）

郵送での提出を
ひとり親家庭等医療費助成制度の現況届
　ひとり親家庭等医療証は、毎年1月1
日に更新します。医療証をお持ちの方
に現況届を10月18日（月）に発送しま
すので、11月4日（木）まで（必着）に、同
封の返信用封筒で郵送してください。
　なお、現況届の提出がない場合は、新
しい医療証の交付ができませんのでご
注意ください。
問子育て応援課コールセン

ター（☎ 0570-
08-8105）
ありがとうございました
寄付 （敬称略）

■政策総務部（新型コロナウイルス感
染症対策）へ
秋山裕之　10万円
■社会福祉協議会へ
四谷女性の会　1万円

休館
■片町文化センター・図書館
　12月14日（火）から20日（月）／
施設改修工事のため問片町文化
セン
ター（☎368-7001）
■西府図書館
　11月16日（火）・17日（水）／蔵
書点検のため 問西府図書館（☎
360-8998）

掲示板

▲ 府中観光協
会 YouTube
チャンネル
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【 各施設の所在地など 】
介護予防推進センター「いきいきプラザ」 〒183-0033 分梅町1の31
心身障害者福祉センター「きずな」 〒183-0026 南町5の38
ふれあい会館 〒183-0055 府中町1の30

　各種催しなどは、中止する場合があります。また、施設利用の際には、マスク
の着用や検温などにご協力いただく場合があります。詳細は、HPでご確認いた
だくか、各担当へお問い合わせください。

【 各施設の所在地など 】
生涯学習センター 〒183-0001 浅間町1の7
郷土の森博物館 〒183-0026 南町6の32（入場料300円／中学生以下150円）
府中の森芸術劇場 〒183-0001 浅間町1の2
 ※ チケットの申込みは、チケットぴあ（各チケット予約開始日の

午前10時から）でも可　 ☎0570-02-9999

ひろば

■楽しい健康麻雀体験会 日10月
12日（火）から14日（木）・18日（月）
午後0時20分～4時40分場麻雀すず
め（府中町2の7の1）対 30歳以上の
方定各先着8人費1000円申 問健康
麻雀「よつ葉」・関田宛（☎090-4052-
0553）へ
■日本舞踊の集い 日 10月24日
（日）正午～午後3時半場府中の森芸
術劇場費無料内古典舞踊を中心と
した舞踊会申当日直接会場へ問府
中日本舞踊連盟・渡辺宛（☎090-
5324-6530）へ
■朝鮮文化とふれあうつどい・フ
リーマーケット出店者募集 日11
月28日（日）午前10時半～午後3時／
荒天中止場府中公園定先着100店費
1000円申 問チマ・チョゴリ友の会・
松野宛（☎090-3085-7557）へ

■①②サッカー・③フットサルクリ
ニック参加者募集 日 11月28日
（日）午前10時～午後3時半場味の素
スタジアム対①②小学1～3年生、③
小学生定①90人・②100人・③各40
人（抽せん）費1人300円内ジュニア
サッカーフェスティバル内での、①
FC東京、②東京ヴェルディ、③立川・
府中アスレティックFC、ペスカドー
ラ町田によるサッカー・フットサル
クリニック申10月22日（金）まで（当
日消印有効）に、往復はがきに参加希
望のクラブ名（2つまで）、参加希望
者全員（10人まで）の氏名（ふりが
な）・年齢・学年・性別、代表保護者の
氏名（ふりがな）・住所・電話番号、返
信用宛名を記入して、〒102-0074
九段郵便局留「JSFサッカー・フット
サルクリニック」係へ問東京都ス
ポーツ文化事業団（☎03-6380-
4348）へ
■シニア向けテニス講習会 日11

月6日（土）午前9時～午後4時場平和
の森庭球場対60歳以上で、ラリーが
できる方定20人（抽せん）費無料内
年齢に応じた基本の動き、ポジショ
ニングほか申10月25日（月）まで（当
日消印有効）に、往復はがきに住所、
氏名、年齢、電話番号、テニス歴、返信
用宛名を記入して、府中市庭球連盟・
長谷川宛（〒183-0014是政2の16
の30／問☎090-5777-1112）へ
■「水彩画サークル・オリーブの会」
会員募集 日活動は第2・4水曜日の
午後2時～4時場中央文化セン

ターほか費
月額3500円内水彩画作品の制作講
柳　由美子氏（NHK学園講師）申 問
小椋宛（☎090-8729-3902）へ
■「ミラクルダンディーズ」会員募集
日活動は第1～4水曜日の午前9時

半～11時半 場生涯学習セン
ター 費月額

3000円内エアロビクス、ストレッチ
講安齊治子氏（スポーツ指導員）申
問矢花宛（☎090-1662-8628）へ
■「Compagno」会員募集 日活動
は火曜日の午後6時～8時（月2回）場
市内文化セン

ター費年会費1000円、月額
5000円 内混声合唱 講山口浩史氏
（府中「第九」2019指導者）他オンラ

イン（Zoom）でも実施申 問大村宛
（☎363-0537）へ

官公庁から

■就職面接会in府中 日①11月26
日（金）、②12月2日（木）午後2時～4
時・③7日（火）午前10時～午後4時場
①cocobunjiプラザ（国分寺市本
町）、②③市民活動セン

ター「プラッツ」対
求職中の方費無料内①②面接対策
セミナー、③多摩地域に本社・事業所
を有する企業10社程度による就職
面接会他面接希望分の履歴書持参
申①②10月15日（金）、③11月22日
（月）から東京しごとセン

ター多摩（問☎
329-4524）へ
■行政相談委員制度60周年パネル
展 日10月18日（月）午前10時～午
後4時場新宿駅西口広場内10月18
日（月）から24日（日）の行政相談週
間に伴う行政相談・委員制度の周知
ほか他総務省行政相談セン

ターきくみみ
東京「行政苦情110番」（☎0570-
090110／FAX03-5331-1761）で
も相談を受け付けます問東京行政
評価事務所（☎03-5331-1752）へ

　各種催しなどは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止する
場合があります。詳細は、各問合せ先へお問い合わせください。

●掲載内容は、当事者間で責任をお持ちください

　市では、食品ロスの削減を目的として、家庭で余っている食品を福祉団
体や施設などに寄付するフードドライブを実施します。
問ごみ減量推進課（☎335-4437）

日10月25日（月）から29日（金）午
前9時～午後4時
場市役所西玄関
内フードドライブへの提供のため
に購入したものでなく、ご自宅な
どで長期間消費しなかったものの
うち、賞味期限が1か月以上先で、
未開封かつ生鮮食品でない食品
（調味料以外の酒類不可）の募集

フードドライブフードドライブにに
ご協力くださいご協力ください

▲島津亜矢

市の施設
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●掲載記事以外の催しは各施設HPでご確認ください
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☎050-3491-9849

生涯学習センター

■しっかり学ぶExcel初級／ F
日11月13日から12月18日の毎週土

曜日　午後1時半～4時半（全6回）場パ
ソコン学習室対高校生以上の方定先
着5人費8000円内グラフや印刷方法
の機能を学ぶ講シルバー人材セン

ター登録
講師申当セン

ターへ

☎368-7921

郷土の森博物館

■わらぞうり教室
日10月24日（日）午後1時～3時場ふ

るさと体験館定先着6人費1000円他

小学4年生以下は保護者同伴申10月
13日（水）から電話で当館へ
■自然観察会「植物探訪・実りの秋か
ら備えの冬へ」
日 10月31日（日）午前10時～正

午／雨天中止場多磨霊園正門集合
費 300円内果実と冬に備える樹木
を観察講自然観察指導員他小学生
以下は保護者同伴申当日直接会場
へ
■星空観望会
　「惑星リレーをしよう！」
日10月31日（日）午後6時～6時45

分・7時～7時45分／雨天・曇天中止
（当日午後3時に決定）場博物館正門
前集合定各先着40人費大人200円、
中学生以下100円内木星・土星を中
心に太陽系の惑星を観察申10月17
日（日）から電話で当館へ

☎335-6211
【チケットの申込み】
 チケットふちゅう（午前10時～午後6時）
　　　　　☎333-9999

府中の森芸術劇場

■カルチャー短期講座「大人のボー
ルペン字レッスン」受講生募集
日11月30日、12月7日（火）午後6

時半～8時（全2回）場第3練習室定8
人（抽せん）費2000円内短期間で美
文字を習得するコツを学ぶ講木村
晃楓氏（読売書法会会友）申10月31
日（日）まで（必着）に、往復はがきに
住所、氏名（ふりがな）、電話番号、年
齢、返信用宛名を記入して、当劇場
「ボールペン字」係へ／当劇場 HPか
ら申込み可問事業係（☎335-6210）
へ

■島津亜矢・歌怪獣襲来ツアー
日令和4年1月13日（木）正午、午後4

時場どりーむホール費 6800円（全席
指定）出島津亜矢他未就学児の入場不
可申チケット予約開始は10月22日
（金）／発売は翌日から
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　各種催しなどは、中止する場合があります。また、施設利用の際には、マスク
の着用や検温などにご協力いただく場合があります。詳細は、HPでご確認いた
だくか、各担当へお問い合わせください。

【 各施設の所在地など 】
ルミエール府中  〒183-0055 府中町2の24
市民活動センター「プラッツ」 〒183-0023 宮町1の100
子ども家庭支援センター「たっち」 〒183-0023 宮町1の50
男女共同参画センター「フチュール」 〒183-0034 住吉町1の84
介護予防推進センター「いきいきプラザ」 〒183-0033 分梅町1の31
心身障害者福祉センター「きずな」 〒183-0026 南町5の38

各ページの F マークは、「ふちゅうカレッジ100」の対象事業

　10月20日（水）まで、全国地域安全運動が実施されます。市内の犯罪認
知件数は5年連続で減少していますが、オレオレ詐欺をはじめとする市
内の特殊詐欺被害件数は、8月末時点で25件、被害金額は約5300万円にの
ぼり、特に高齢者の方が被害に遭うことが多く、注意が必要です。
　期間中、市、府中警察署、府中防犯協会をはじめとする関係団体が中心
となり、市内の防犯意識啓発に努めます。
　この機会に防犯について改めて考え、犯罪の起きにくい安全・安心な街
にしましょう。
問地域安全対策課（☎335-4147）、または府中警察署生活安全課（☎360-
0110）

■防犯グッズの貸し出し
　市では、防犯のため様々なものを貸し出していますので、ぜひ、ご活用
ください。
〇自主防犯パトロールを実施する自治会、町内会などへ、のぼり旗、誘導
灯、防犯腕章ほか
〇自動警告・録音機能付きの自動通話録音機
■防犯アプリ「Digi POLICE」
　警視庁では、防犯のためのアプリ「Digi POLICE」を
配信しています。登録した地域の犯罪発生状況、特殊詐
欺に遭わないための学習、子どもと女性の安全情報、公
開捜査情報などを見ることができるほか、防犯ブザー機
能が搭載されるなど、便利な防犯アプリです。ぜひ、ご利
用ください。

全 国 地 域 安 全 運 動全 国 地 域 安 全 運 動
守ろうよ　わたしの好きな　街だから守ろうよ　わたしの好きな　街だから

10月20日（水）まで

　市では、新型コロナウイルス感染症により生じた地域課題を解決す
るため、ソーシャルビジネス事業者が市と協働で実施する事業の費用
を助成します。
問協働推進課（☎335-4035）

対企業、NPO法人、市民活動団体ほか
助成額上限200万円／予算の範囲内
※申込みなどの詳細は、市の HPをご覧
ください。

　8月24日から9月5日に開催された東京2020パラリンピックにおいて、
市内在勤の天摩由貴選手がゴールボール女子日本代表として出場し、銅
メダルを獲得しました。このことを受け、9月27日に高野市長が市民ス
ポーツ栄誉賞を贈呈しました。
　天摩選手は大会を振り返り、「決勝に進めなかったのは残念でしたが、
チーム一丸で銅メダルを獲得できたのはうれしかったです。大会運営に
あたり、ボランティアの方も含めた全ての関係者に感謝したいです」と話
してくれました。

コロナ課題解決型
ソーシャルビジネス協働事業助成金

▲ 防犯アプリ　
Digi POLICE
のQRコード

▲
左
か
ら
高
野
市
長
、天
摩
選
手
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市民会館 ☎361-4111
中央図書館 ☎362-8647

ルミエール府中

中央
図書館 HP

■ルミエールで落語勉強会
日11月6日（土）午後2時場コンベン

ションホール定先着40人費1000円出桂
　伸しん、桂　しん華申 問市民会館へ
■朗読会「朗読だから面白い！
　ハロウィンにきくこわいお話」
日10月31日（日）午後2時半～4時場

講習会議室対小学3年生以上の方定先
着20人費無料内古典から現代の怪談
話の朗読出こうばこの会申10月11日
（月）から中央図書館へ問同館へ
■図書館レファレンス講座「宇宙に生きる私

たち～それを知るための大望遠鏡計画」
日11月14日（日）午後2時～4時場第

1・2会議室対中学生以上の方定先着
25人費無料内大望遠鏡の登場で塗り
替えられてきた宇宙観、宇宙史の解説
ほか講青木和光氏（国立天文台准教
授）申10月11日（月）からの午後7時ま
でに、中央図書館へ問同館へ

☎319-9703

市民活動センター

「プラッツ」

■英会話カフェオンライン
日10月16日（土）午後2時～3時対

市民、市内在勤・在学の方定10人（抽
せん）費無料内府中市をテーマにし
た英会話他オンライ
ン（Zoom）で実施 申
右のQRコードの申込
みフォームへ

☎354-8700

子ども家庭支援センター

「たっち」

■1歳交流会「はいぽ」
日①11月19日、12月3日、②11月

26日、12月10日（金）午前10時15分
～11時15分（各全2回）場交流ひろ
ば 対交流ひろばの利用登録（予定
可）をしている市民で、①令和2年4
～6月生まれの第1子と親、②令和2

年7～9月生まれの第1子と親定各8
組（抽せん）費無料内親子遊びほか
申10月27日（水）まで（必着）に、往復
はがきに住所、親子の氏名（ふりが
な）、子どもの生年月日・性別、電話番
号、参加動機、返信用宛名を記入し
て、当セン

ター「1歳交流会」係へ／返信用
はがき持参での申込み可

☎351-4600

男女共同参画センター

「フチュール」

■探究学習=図画工作!?
日11月21日（日）午後2時～4時対

子育て中の方、教育に携わる方ほか
定先着30人費500円内図工を通し
て子どもの成長を考える講山と水
の図工室主宰他オンライン（Zoom、
先着40人、無料）でも実施／託児（1
歳以上の未就学児、先着4人、100円、
飲み物持参）希望の方は11月5日
（金）までに、電話でサークルいきい
き・芦沢宛へ申 10月11日（月）午前
10時から同宛（☎090-9188-5727）
へ

☎330-2010

介護予防推進センター

「いきいきプラザ」

◆　共 通 項 目　◆
対65歳以上の市民費無料申10月

12日（火）から電話で当セン
ターへ

■フレイル予防講習会
日10月19日（火）午後1時半～3時定

先着20人内心身の衰えを防ぐための
体操ほか
■世代間交流「さつま芋堀り体験」
日10月21日（木）午前10時～11時定

先着10人内子どもたちと芋掘り体験
■介護予防講座
　「知っておこう認知症予防」
日10月25日（月）午前11時～正午定

先着10人内気軽にできる認知症予防

心身障害者福祉センター

「きずな」
☎360-1312／ FAX 368-6127

■フラワーアレンジメント講座
日11月12日（金）午後1時半～2時45

分対身体障害のある市民定6人（抽せ
ん）費1500円申10月11日（月）から11
月5日（金）に当セン

ターへ
■子どものための肢体不自由を知る講

習会～障害を理解するために
日11月20日（土）午後1時半～3時半

対市民・市内在学の小学4年～中学3年
生定10人（抽せん）費無料内車椅子体
験ほか他小学3年生以下は保護者同伴
申10月11日（月）から11月12日（金）に
当セン
ターへ

■美容講座～資生堂社会貢献身だしな
み講座ビューティーアップコース
日11月9日（火）午後1時15分～2時

45分対身体障害のある女性市民定10
人（抽せん）費825円申10月11日（月）
から20日（水）に当セン

ターへ

東東京京20202200パパラリラリンンピピッックク
ゴールボール女子日本代表ゴールボール女子日本代表 天摩由貴天摩由貴選手選手

市民スポーツ栄誉賞を贈呈


