【府中市】
区分

項目

住まい 空き家バンク

住まい 改修費等助成

事業名

内

容

参考サイト

問合せ先

府中市
http://www.city.f
◆市内に空き家所有者から登録のあった物件を、空き uchu.hiroshima.jp 地域振興課｢選ばれる府中
府中市
家の利用を検討されている方に向けて、登録物件の /kurashi/seikatsu
市｣
空き家バンク制度
/jyutaku/akiyatai
情報提供をする制度
推進チーム
saku/2702.html
TEL：0847-43-7118
府中市
https://www.city.
fuchu.hiroshima.jp 地域振興課｢選ばれる府中
府中市空き家再生・ ◆空き家バンクに登録されている物件を利用して、市
/kurashi/seikatsu
市｣
活用補助金
外から移住される方に対し、改修費用の一部を助成 /jyutaku/akiyatai
推進チーム
saku/2744.html
TEL：0847-43-7118
新築支援補助金

◆桜が丘団地に土地を購入し、1年以内に着工した場 http://www.fuchu
-tochi合50万円補助
kaihatsu.jp/
※他条件あり

府中市
監理課団地販売促進係
TEL：0847-43-7200

定住促進
住宅・団地

定住促進補助金

◆桜が丘団地に土地を購入し、１年以内に着工新築し http://www.fuchu
-tochi１０年以上定住した場合50万円補助
kaihatsu.jp/
※他条件あり

府中市
監理課団地販売促進係
TEL：0847-43-7200

住まい

定住促進
住宅・団地

転入促進補助金

◆市外から転入し、桜が丘団地の土地を購入し新築
し、１０年以上定住した場合50万円補助
※他条件あり

http://www.fuchu
-tochikaihatsu.jp/

府中市
監理課団地販売促進係
TEL：0847-43-7200

住まい

定住促進
住宅・団地

◆桜が丘団地に土地を購入、新築し、10年以上定住 http://www.fuchu
子育て支援補助金 する方のうち、土地購入契約日に義務教育終了前の -tochikaihatsu.jp/
子供がいる場合50万円補助 ※他条件あり

府中市
監理課団地販売促進係
TEL：0847-43-7200

定住促進
住宅・団地

◆桜が丘団地に土地を購入し、１年以内に着工した場
太陽光発電システ 合、1kwについて10万円を補助し最大100万円の補助 http://www.fuchu
-tochiム設置費補助金 ※住宅・ビルの改心的省エネルギー技術導入促進事 kaihatsu.jp/
業補助金を受給される場合は対象外 ※他条件あり

府中市
監理課団地販売促進係
TEL：0847-43-7200

定住促進
住まい
住宅・団地

住まい

住まい

定住促進
住まい
住宅・団地

定住促進
住まい
住宅・団地

住まい お試し住宅

住まい 改修費等助成

住まい 改修費等助成

住まい 改修費等助成

農林水産 農林水産業就
業就業
業

就職

就職

◆桜が丘団地の土地を複数区画購入するまたは、現
在の土地所有者が土地を購入する場合、土地代の
10％補助
※他条件あり
◆桜が丘団地の土地を購入し１年以内に着工新築
し、外構工事及び緑化工事も1年以内に完成したもの
まちなみ整備及び
で、補助対象経費が６０万円以上である場合３０万円
緑化推進補助金
補助
※他条件あり
複数区画購入
補助金

http://www.fuchu
-tochikaihatsu.jp/

府中市
監理課団地販売促進係
TEL：0847-43-7200

http://www.fuchu
-tochikaihatsu.jp/

府中市
監理課団地販売促進係
TEL：0847-43-7200

https://www.city.
fuchu.hiroshima.jp
/soshiki/soumub
移住お試し住宅
u/chiikishinkoka/
shigotoseikatau/4
080.html
https://www.city.
空き家リバイバルプ ◆市内全域を対象に，空き家を活用した地域の活性 fuchu.hiroshima.jp
ロジェクト事業補助 化を図るため、優れた活用方法を提案した者に対し、 /soshiki/kensetu
bu/toshidezainka
金
改修工事費等の2/3（最大250万円）を補助する。
/akiya/6116.html
https://www.city.
◆昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅に fuchu.hiroshima.jp
木造住宅の耐震診
/soshiki/kensetu
対し、耐震診断に係る費用の2/3を補助する。（限度 bu/toshidezainka
断補助事業
額：４万円）
/taishin/1136.ht
ml
https://www.city.
◆昭和５６年５月３１日以前に着工された木造住宅に fuchu.hiroshima.jp
木造住宅の耐震化
/soshiki/kensetu
対し、耐震改修工事、現地建て替え工事、非現地建て bu/toshidezainka
促進支援事業
替え工事、除却工事に係る費用を補助する。
/taishin/1137.ht
ml

◆府中市への移住を検討されている方や、本市の移
住促進イベント等に参加される方、空き家活用検討中
及び再生中の方等に、府中市の暮らしを体験していた
だける制度

◆18歳以上原則48歳未満のアスパラガスの施設栽培
希望者を対象とした全農の新規就農者を育成する事
業（研修期間２年）
※研修期間の２年間は、全農の臨時職員として雇用さ
れる。
https://www.zenn
チャレンジファーム
※研修終了後、府中市にアスパラガスにて就農した場 oh.or.jp/hr/challe
広島 上下農場
合、最長２年間生活支援金（１０万円／月）を支給す ngefarm/
る。また、移住就農した場合、生活支援金に加え、賃
貸住宅の月額家賃の一部（２分の１以内、上限３万円
／月）を補助する。
※生活支援金及び家賃補助には他条件あり。
◆高校生・UIJターン就活応援
就職情報等の発信
市内の企業とのマッチング等

https://kouryubingofuchu.hiroshi
ma.jp/

府中市
地域振興課｢選ばれる府中
市｣推進チーム
TEL：0847-43-7118
府中市
都市デザイン課住宅政策
係
TEL：0847-43-7156
府中市
都市デザイン課住宅政策
係
TEL：0847-43-7156
府中市
都市デザイン課住宅政策
係
TEL：0847-43-7156

府中市
農林課農業振興係
TEL：0847-43-7131

府中市
商工労働課商工振興係
TEL：0847-43-7190

【府中市】
区分

項目

事業名

内

容

参考サイト
http://www.city.f

起業

起業

◆ガイドブック｢HIROSHIMA FUCHU
uchu.hiroshima.jp
就職情報等の発信 creativeWORK&enjoyLIFE 市内のものづくり企業との /soshiki/keizaika
nko/syokorodoka
マッチング等
/index.html

起業

起業

起業

起業

子育て 医療費助成

子育て 食費補助

医療費助成

副食費無償化

http://www.city.f
府中市
◆０～１５歳児（中学卒業前）までの児童に対し、通院 uchu.hiroshima.jp
/life_scene/kenko 女性こども課こども家庭係
及び入院に係る費用を助成
iryo/iryo/2408.ht
TEL：0847-43-7139
ml

◆保護者が保育所未入所児の保育ができない場合、
一時的に保育所で預かる事業

子育て 病児保育

病児保育

◆児童が病気の状態（回復期も含む）にあり、集団保
育が困難な期間、保護者が就労などにより保育できな
い場合に一時的に保育する事業。

子育て その他

◆保護者が労働などにより昼間家庭にいない児童に
放課後児童クラブ 対し、授業の終了後、施設を利用して適切な遊びや生
活の場を提供する事業

子育て その他

◆母子保健と子育て支援のサービスをワンストップで
提供する拠点を市内２か所に設置し、妊娠期から出
産、子育て期の相談援助を保健師、保育士が行い、
子育て世代包括支 全ての子育て家庭が不安なく子育てができるように総
援センター「ネウボ 合的な支援事業。
ラ」
〇府中地区：府中天満屋i-coreFUCHU内「子育てス
テーションちゅちゅ」
〇上下地区：上下地域共生交流センター内に移転予
定

子育て その他

◆保育所や幼稚園に通っている子どもだけでなく,地域
の子どもとその家庭への出会いや結びつきを大切に
子育て支援センター し、保護者と一緒に子育てを考えていく事業
◆２か所は市内保育所に併設◆２か所は「ネウボラ」
内に併設

子育て その他

府中市
女性こども課保育係
TEL：0847-43-7265

◆３歳～５歳児の保育所副食費を府中市独自で補助
する事業

一時預かり

子育て その他

府中市
商工労働課商工振興係
TEL：0847-43-7190

◆市内で創業を希望する若者・女性・移住者等に創業
府中市起業支援事
府中商工会議所
http://www.fuchu
に係る費用の一部を支援する事業（市外居住者が市 cci.or.jp/
業間接補助金
TEL：0847-45-8200
内で起業する場合も対象）
◆サテライトオフィス等を市内で新たに開設しようとす
る市外の企業等に、その費用の一部を補助します。
府中市
オフィス誘致
・補助対象経費：改修費等(開設年度のみ)、賃借料等
地域振興課｢選ばれる府中市｣
推進チーム
促進補助金
(10年間)
TEL：0847-43-7118
・補助金の額：改修費等(上限額1,000千円）、賃借料
等（上限額1,000千円）

子育て 一時保育

子育て その他

問合せ先

https://www.city.
fuchu.hiroshima.jp
府中市
/soshiki/kennkof
ukushibu/joseikod
女性こども課保育係
omoka/kosodate/
TEL：0847-43-7265
hoikujo/1216.html
#ichiji
http://www.city.f
uchu.hiroshima.jp
府中市
/soshiki/kennkof
ukushibu/joseikod
女性こども課保育係
omoka/kosodate/
TEL：0847-43-7265
hoikujo/1216.html
#byoji
http://www.city.f
uchu.hiroshima.jp
/soshiki/kennkof
府中市
ukushibu/joseikod
女性こども課こども家庭係
omoka/kosodate/
TEL：0847-43-7139
kosodate_shien/ji
gyo_seido/800.ht
ml
http://www.city.f
府中市
uchu.hiroshima.jp
/kosodate_kyoiku ネウボラ推進課ネウボラ推
/kosodate/kosod
進チーム
atesutesyon/417
TEL：0847-46-2455
2.html

http://www.city.f
uchu.hiroshima.jp
府中市
/soshiki/kennkof
ネウボラ推進課ネウボラ推
ukushibu/joseikod
進チーム
omoka/kosodate/
TEL：0847-46-2455
kosodate_shien/s
hisetsu/1222.html
http://www.city.f
府中市
◆子育てを支援してほしい依頼会員と子育てを援助し uchu.hiroshima.jp
ファミリーサポート
/soshiki/kennkof ネウボラ推進課ネウボラ推
たい提供会員による会員制度によって、子育ての輪を ukushibu/joseikod
センター
進チーム
広げて、安心して子育てをしていく活動
omoka/kosodate/
TEL：0847-46-2455
kosodate_sh

◆ネウボラ、子育て支援センター、保育所（園）にかん
子育て情報サイト
https://fuchuすること、手当・支援など役立つ情報を掲載。
chuchu.jp/
「ちゅちゅ」
子育て情報は目的別・年齢別で検索が可能。

休日保育

https://www.city.
fuchu.hiroshima.jp
/soshiki/kennkof
◆保育所が休所となる日曜日や祝日に保育する事業 ukushibu/joseikod
omoka/kosodate/
hoikujo/1216.html
#byoji

府中市
ネウボラ推進課ネウボラ推
進チーム
TEL：0847-46-2455
府中市
女性こども課保育係
TEL：0847-43-7265

【府中市】
区分

項目

子育て その他

定住相談 定住相談

事業名

内

容

参考サイト

問合せ先

http://www.city.f
府中市
uchu.hiroshima.jp
/life_scene/kosod 女性こども課こども家庭係
ate/sodan/2182.h
TEL：0847-43-7139
tml

木育事業

◆10か月児健康診査の際、ウッドスタートとして｢あり
がとうつみ木｣プレゼント

定住相談

◆府中市への移住定住相談を随時受付（事前連絡に
てオンラインでも対応可）
https://bingo対応時間：8時30分～17時15分（土日、祝日年末年 fuchu.jp/
始を除く）

その他 移住支援

◆仕事、子育て、住まい、ものづくりや人物にフォーカ
府中移住促進ウェ
https://bingoスした記事及び動画を掲載。移住定住に関する情報 fuchu.jp/
ブサイト
やイベント情報をまとめて発信

その他

◆市のホームページで、全戸配布及び転入された方
府中市暮らしの便 に配布する暮らしの便利帳の電子書籍版を公開。
利帳（電子書籍版） ◆市役所窓口での各種手続、公共施設等の行政情報
と観光・歴史等の地域情報を掲載。

http://www.city.f
uchu.hiroshima.jp
/shisei/koho/687
1.html

府中市
地域振興課｢選ばれる府中
市｣推進チーム
TEL：0847-43-7118
府中市
地域振興課｢選ばれる府中
市｣推進チーム
TEL：0847-43-7118
府中市
政策企画課秘書広報係
TEL：0847-43-7194

