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11/12㈰は

〜豊かな知識・経験で活力ある社会に貢献します〜

シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー

本部：新涯町二丁目21番30号 （l953‑5222）
北部：神辺町大字川北1349番地（l963‑9555）せん てい
現在、約1,360人の会員が登録し、空き地や住宅地の除草や剪定作業、
高齢者世帯での家事援助などを通じ、皆さんの暮らしの手伝いをしています。

次のような仕事を受けています

日常生活の中で少し困ったことをお手伝いするサービ
スを有償で行っています。

■請負・委任事業
一般作業分野…草刈り、草取り(庭や墓地など)、屋内外
清掃など
技能分野…植木などの剪定、樹木消毒、
大工仕事など
※剪定は依頼が集中しているため年明け以降の作業に
なります
事務分野…毛筆筆耕(賞状・表彰状、宛名書き)、調査事
務など
サービス分野…家事援助、育児、薬局や病院の付き添い
など
管理分野…建物・施設管理、駐車(輪)場の管理など
その他の分野…空き家の管理（除草など）、パンフレット
の配布など
■シルバー派遣事業
指揮命令を伴う業務などを派遣業務として受け、会員
を派遣します。※建設業務や医療関係業務などの派遣適
用除外業務があります。また、派遣可能期間には制限があ
ります
（1人月80時間が限度）
▽作業例…製造作業補助、介
護施設などでの送迎、スー
シルバー人材セン
パーでの軽作業、施設の厨房 ター・マ スコット
作業など
キャラクター

投票に
コ〜イ！

会員を募集しています

毎月入会説明会を行っています。会員になってみん
なで一緒に働きませんか。

■10月の説明会
12日㈭

ものづくり交流館（エフピコRiM7階）

13日㈮

西部市民センター

16日㈪

北部市民センター

24日㈫

東部市民センター

26日㈭

シルバー人材センター本部・同センター
北部事務所

a午後1時30分〜※日程が合わない場合は相談
d市内在住の原則60歳以上の健康で働く意欲がある人
※入会には写真2枚、認め印、振込先の預（貯）金通帳、年
会費2,400円が必要

他にも社会活動などを行っています

■シルバーの日にボランティア活動
10月の第3土曜日は「シルバーの日」です。毎年、市内
で清掃ボランティア活動をしています。
■ふれあい福祉まつりに出店
a10月21日㈯ b緑町公園 c再生自転車やチップ
（腐葉土）、手作り小物の販売※再生自転車販売は午前
11時と午後1時の2回(抽選販売)

集

来年4月から入園希望の子どもを募集します。全園で給食および障がい児保育を実施しています。
保育年数

対象となる子ども

園

名

2年保育

2012年4月2日〜
2014年4月1日生まれ

西・手城・郷分・高島・伊勢丘・あけぼの・
坪生・緑丘・新涯・湯田・道上幼稚園

3年保育

2012年4月2日〜
2015年4月1日生まれ

市立大学附属こども園＊

※ことばの相談室は手城・伊勢丘・あけぼの・湯田幼稚園、ふくやま子育て
応援センター
（エフピコRiM7階）、同こども園で実施。難聴学級（4・5歳児
対象）は西幼稚園で実施
＊同こども園は東幼稚園、市立大学附属幼稚園および東保育所を統合し、
来年4月に開園する予定（三吉町一丁目6番3号）
願書交付場
願書交付場所（10月中旬〜)…各幼稚園、
…各幼稚園、教育総務
願書受付期間…
願書受付期間…11月1日㈬〜10日㈮（一斉受け付け)
指導課
課、指導課※同こども園の願書交付場所は東幼稚園、
市立大学附属幼稚園、教育総務課、指導課
保育時間…
午前8時30分〜午後2時※同こども園は午前9時〜
分〜午後2時※同こども園は午前9時〜
預かり保育…全園で実施（別途、預かり保育料・おやつ代
が必要）
保育料…応能負担（詳しくは願書と同一冊子の
「入園のご案内」
に掲載）
h【入園手続き】
教育総務課
（l928‑1109）【教育内容】指導課
（l928‑1183）
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〜広島の未来を託す、あなたの一票〜

gh選挙管理委員会事務局（l928‑1121）

10月25日（登録基準日）時点で3カ月以
上引き続き本市に住民票があり、実際に
住んでいて、11月12日（投票日）時点で18
歳以上の人です。
○転入した人…7月25日までに転入届を出し、10月25日
まで引き続き住んでいる人は投票できます。
○転出した人…本市の選挙人名簿に登録されており、県
内の市町に転出し、転出先の名簿に登録されていない人
で、投票日までに4カ月が経過しない人は、転出前の福山
市内の投票所で投票できます。この場合、いずれかの市
町長が発行する「引き続き住所を有する旨の証明書」ま
たは「住民票の写し」を提示するか、福山市の選挙管理委
員会による確認を受ける必要があります。

投票日前でも、市内に住んでいれ
ば、次の都合が良い場所で投票でき
ます。投票日に仕事や旅行で出かけ
る人などは、期日前投票を利用して
ください。期日前投票をするときに
は｢宣誓書｣が必要です。
「投票のあん
ない」裏面に宣誓書を印刷しているので、事前に記入し
て利用してください。
と こ ろ
市役所本庁舎1階
市民ホール
松永･北部･東部･神辺･鞆･内海･
沼隈･芦田･加茂･新市支所
山野ふれあいプラザ
フジグラン神辺１階
市立大学３階
福山平成大学8号館2階

○市内で住所移転(転居)した人…10月6日以降に市内で
住所移転(転居)した人は、転居前の投票所で投票してく
ださい。
※県外へ転出した人および転出後4カ月が経過した人は
投票できません

■代理投票・点字投票制度

病気やけがなどで字を書くのが困難な人のために代
理投票制度、目の不自由な人のために点字投票制度があ
ります。投票所や期日前投票所で係員に申し出てくだ
さい。

■選挙公報を配送します

選挙公報は、新聞へ折り込んで各世帯に
配送します。また市役所本庁舎、各支所･公
民館などにも備え付ける予定です。

投票日当日に行けない人は…

■期日前投票

福山大学1号館2階

ピックアップ●

広 島 県 知 事 選 挙 に行こう！

■投票ができる人は

市立幼稚園・市立大学附属こども園
（1号認定） 園 児 募
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期

間

時間

10/27 ㈮〜 11/11 ㈯

①

11/6 ㈪〜 11 ㈯

①

11/ 8 ㈬ ・ 9 ㈭
11/ 6 ㈪〜11 ㈯

①
②

11/ 6 ㈪
11/10 ㈮

③

11/ 2 ㈭

③
③

▽時間…①8：30〜20：00 ②10：00〜20：00 ③10：00
〜17：00
※各大学の期日前投票所には駐車場がありません

■郵便などによる不在者投票

次の表に該当する人は、｢郵便等投票証明書｣の交付を
受けると、郵便などを使った投票ができます。証明書の
発行は選挙管理委員会事務局で受け付けているので、身
体障がい者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者
証を添えて申請をしてください。なお、郵便などによる
不在者投票の請求は、投票日の4日前（11月8日㈬）まで
に行ってください。期日を過ぎると請求できません。
身体障がい者
手帳

戦傷病者手帳
介護保険被保
険者証

障がい名
両下肢･体幹･移動機能
心臓･腎臓･呼吸器･
ぼうこう･直腸･小腸
免疫機能･肝臓
両下肢･体幹
心臓･腎臓･呼吸器･
ぼうこう･直腸･小腸･肝臓

障がいの程度
1級または2級
1級または3級

1級から3級まで
特別項症から第2項症まで
特別項症から第3項症まで

要介護状態区分が「要介護5」

○郵便等投票の代理記載制度

郵便などによる不在者投票ができる人で要件に該当
する人は、あらかじめ代理記載人を届け出ると、代理人
に投票に関する記載をさせることができます。
※詳しくは選挙管理委員会事務局に問い合わせてくだ
さい

投票に行って
投票記念カードをGETしよう！

期日前投票所や当日投票所に入場した人には「投票記念
カード」をプレゼントします。家族と一緒に入場した18歳
未満の子どもにもプレゼントします（希望する人のみ）。
カードには本市のゆるキャラをデザインし、選挙名や期
日などを記載しています。裏面はシールになっています。
さあ、みんなで一緒に投票に行こう！

投票記念カード（見本）

広報ふくやま 2017年１０月号
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介護保険料の
減免制度

納付が困難な人には保険料を減免する制度があります。次の要件に該当
すると思われる人は、介護保険課または各支所の介護保険担当課に相談し
てください。※申請には世帯全員の収入・預（貯）金を証明する書類と認め印
を持参してください

c第１段階相当額（今年度3
万1,700円/年）
に減額
d次の全てに該当する人
①保険料段階が第３・４段階
（世帯全員が市民税非課税）
である
②世帯全員の前年の年間収入と、今年の年間収入見込
みが次の額以下である
（年間収入には遺族・障害年金
などの非課税年金や仕送りを含む）
▽年間収入… １人世帯 136万2,000円 ２人世帯
204万6,000円 ３人以上の世帯 世帯員が１人増え
るごとに２人世帯の額に48万3,000円を加算
③市民税課税者に扶養されていない
④市民税課税者と生計を共にしていない（同一の敷地
および建物に居住する親子、夫婦または医療保険の被
扶養者は生計を共にしているものとする）
⑤世帯全員の貯蓄額など
（掛け捨てでない貯蓄性があ
る生命保険や有価証券を含む）
の合計が200万円以下で
ある

⑥世帯全員が原則として居住用以外の資産を保有していない
⑦自助努力してもなお生活が困窮していると認められる
※災害による著しい損害や生計維持者の死亡・長期入院な
どによる収入の激減なども減免の対象となります。詳しくは
問い合わせてください

インフルエンザは
流行前に予防接種を

幼児等インフルエンザ予防接種費補助

インフルエンザ予防接種費の一部(１回につき
８００円まで。
１人につき期間中２回まで)を補助し
ます。
※予防接種は任意
a来年１月31日㈬まで
d本市に住民票がある、
接種時に満１歳〜小学６
年生の保護者
▽受給方法…本市と契約
をしている医療機関で接種した場合は、医療機関
での支払いは補助金額(８００円)を差し引いた額
を支払ってください。
それ以外の医療機関で接種
した場合は払い戻しの申請が必要です。全額自己
負担で支払った後、来年２月28日㈬(消印有効)ま
でに、申請書と予防接種の領収書原本を、保健予
防課へ
▽申請書配布場所…保健予防課、松永・北部・東
部・神辺保健福祉課、沼隈支所保健福祉担当※
市iからもダウンロード可
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「 か か り つ け 医 」っ て 何 だ ろ う

滞納期間

措

1年以上
1年6カ月
以上

保険給付が一時差し止めとなり、滞納保険料額
に充当されます

２年以上

利用者負担が３割になり、高額介護サービス費
などが受けられなくなります

高齢者インフルエンザ予防接種

インフルエンザの発病や重症化防止のためには予防接種が有
効です。
かかりつけ医と相談して接種を受けてください。
a来年１月31日㈬まで
b市内の実施協力医療機関※市外・県外で受ける場合は接種券
または依頼書が必要
d本市に住民票がある次のいずれかに該当する人 ○65歳以上
の人 ○60歳以上64歳以下の人で、心
臓・じん臓・呼吸器の機能に障がいを有す
る人、
またはヒト免疫不全ウイルスにより
免疫の機能に障がいを有する人
f1,600円
■個人負担金の免除
次のいずれかに該当する人は個人負担金が免除されます。事
前に市の窓口で証明書の発行を受けて医療機関へ提出してくだ
さい。※接種後の提出では免除不可
○市民税非課税世帯の人（「後期高齢者医療限度額適用・標準負
担額減額認定証」の写しを証明書として代用可） ○中国残留邦
人等の支援給付受給世帯の人 ○生活保護世帯の人
h保健予防課(l928‑1127)、松永(l930‑0414)・北部(l9
76‑1231)・東部(l940‑2567)・神辺(l962‑5055)保健福祉
課、沼隈支所保健福祉担当(l980‑7704)

？
？
？

かかりつけ医をもつと…？
退院して在宅で
療養するときも
安心できる！

置

介護サービスの費用をいったん全額支払わな
ければならなくなります

ピックアップ●

「かかりつけ医」
とは、
なんでも相談でき、必要なときには専門の医師や医療機関を紹
介してくれる
「身近で頼りになるお医者さん」
です。
日頃から気軽に相談できるかかりつけ医をもつことは安心に過ごすための第一歩で
す。急に体調を崩したときや何か気になることがあったときは、
まずはかかりつけ医へ相
談してください。
h保健所総務課
（l928‑1164）

■保険料を納めないでいると…
介護保険は皆さんの保険料によって支えられています。納
めないでいると介護サービスを利用するときに次の制限が
かかります。保険料はきちんと納めましょう。

gh介護保険課（l928‑1180）、松永（l930‑0410）
・北部（l976‑8803）
・東部（l940‑2572）
・神辺（l962‑
5005）
保健福祉課、新市（l0847‑52‑5515）
・沼隈（l980‑7704）支所保健福祉担当

h保健予防課(l928‑1127)
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食事や運動などの
健康相談が気楽に
できる！
必要に応じて適切な
病院・専門医を紹介
してもらえる！

患者の状態（病状・病
歴・健康状態）をよく
分かってもらえる！

かかりつけ医はどうやってもつの？
特別な手続きや費用などは必要ありません。自宅や勤務先から近く相談しやすいことなどを
考え、かかりつけ医になってほしい医師を決め、何か気になることがあったときは相談しましょ
う。医師に直接
「かかりつけ医になってほしい」
と伝えておくと、より安心できるかもしれません。

診察のときに何から話をしていいのか分からないときは次を参考にしてください。

上手な医者のかかり方10カ条（厚生労働省研究班作成）

①伝えたいことはメモをして準備
あい さつ
②対話の始まりは挨拶から
③より良い関係づくりはあなたにも責任が
④自覚症状と病歴はあなたが伝える
大切な情報
⑤これからの見通しを聞きましょう

⑥その後の変化も伝える努力を
⑦大事なことはメモをとって確認
⑧納得できないときは何度でも質問
⑨治療効果を上げるため、お互いに理解
が必要
⑩よく相談し、治療方法を決めましょう

知っていますか？緊急時の受診先
1 まずは初期救急医療機関へ

休日や夜間の場合は初期救
急医療機関を利用してくださ
い。※今月の初期救急医療機
関（休日や夜間の医療機関な
ど）
は27ページに掲載
救急告示医療機関名
神原病院
楠本病院
小畠病院
福山医療センター
脳神経センター大田記念病院
亀川病院
市民病院
寺岡記念病院
島谷病院
セントラル病院
日本鋼管福山病院
藤井病院
沼隈病院

２ 初期救急医療機関で対応できない場合

次の表の救急告示医療機関は急病時などに対応ができる医師や施設・設備を有
する医療機関です。
直接受診する場合は診察が可能かどうかを事前に電話で確認してください。医療
機関によっては、軽症の場合に時間外選定療養費などの加算料金を徴収する場合
があります。

町名
赤坂町
曙町
駅家町
沖野上町
沖野上町
神辺町
蔵王町
新市町
新涯町
住吉町
大門町
鞆町
沼隈町

電話番号
951‑1007
954‑3030
976‑1351
922‑0001
931‑8650
966‑0066
941‑5151
0847‑52‑3140
953‑5511
924‑4141
945‑3106
982‑2431
988‑1888

救急告示医療機関名
山陽病院
三宅会グッドライフ病院
西福山病院
福山循環器病院
福山記念病院
福山第一病院
寺岡整形外科病院
中国中央病院
柚木外科医院
コム・クリニック佐藤
佐藤脳神経外科
中村整形外科
松永脳外科クリニック

町名
野上町
東町
松永町
緑町
港町
南蔵王町
南本庄
御幸町
神辺町
引野町
松永町
南蔵王町
宮前町

電話番号
923‑1133
923‑0220
933‑2110
931‑1111
922‑0998
943‑7171
923‑0516
970‑2121
963‑1311
941‑0001
934‑9911
926‑8818
933‑2184
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