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令和

月号
２ 年

（ 2020 年）
No.494

青葉に吹く

・・・主な内容・・・
職員募集について 
じゃがいも品評会の中止について 
社会を明るくする運動強化月間について 
総合がん検診および集団検診のお知らせ 

2
4
10
13 ～ 14

お知らせ

令和２年度檜原村職員募集
令和２年度に採用する職員を下記のとおり募集します。

・採用予定人員

①一般事務職・・・若干名
②保 健 師・・・若干名

・受験資格
職

種

学

歴

年

齢

①一般事務職

高等学校卒業以上の学歴を有する人

昭和５６年４月２日生
～平成１５年４月１日生

②保

保健師免許及び正看護師資格取得者

昭和５６年４月２日以降生まれの方

健

師

※ 地方公務員法第１６条の欠格条項に該当する方は受験できません。

お知らせ

・申込書の受付
【期 間】 令和２年７月８日（水）から７月３１日（金）
（土・日・祝日は除く）
午前８時３０分から午後５時（正午から午後１時までは除く）
【場 所】 檜原村役場総務課（本庁舎２階）
※受験者本人が必要書類を持参し、申込みを行ってください。
（郵送不可）
※申込みに必要な書類が添付されていない場合は、受付できません。
※申込書は受付期間中、檜原村役場総務課で配布します。また、村ホームページよりダウンロー
ドできます。
・申込みに必要な書類
○檜原村職員採用試験申込書（村指定様式）
（檜原村役場総務課で配布又は村ホームページよりダ
ウンロード）
○エントリーシート（村指定様式）
（檜原村役場総務課で配布又は村ホームページよりダウンロード）
○履歴書（市販のものに記入し、上半身の写真を貼付する）
○卒業（見込）証明書（最終学校のもの）
○成績証明書（最終学校のもの）
・試験日
①一般事務 【日
【方

時】 令和２年８月２３日（日） 午前８時３０分集合
法】 教養試験、職場適応性検査、作文（課題方式）

・試験結果等について
一次試験の結果は、令和２年９月上旬に受験者本人に通知します。
一次試験に合格された方を対象に、二次試験を実施します。( 令和２年９月中旬を予定 )
二次試験の際に健康診断書（村指定様式）の提出をお願いします。
・採用日

令和２年１０月１日

・給与及び待遇
檜原村職員の給与に関する条例等によります。
②保 健 師 【日 時】 試験日については後日お知らせします。
【方 法】 作文（課題方式）
、面接
・給与及び待遇
檜原村職員の給与に関する条例等によります。

◎ 問い合わせ先
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総務課総務係

内線 213・216

令和２年 ７月号

会計年度任用職員（給食調理員）
募集のお知らせ
◆業務内容

給食の調理

◆応募要件

６０歳未満の方（令和２年１０月１日現在）

◆応募期間

令和２年７月８日（水）～７月３１日（金）

◆募集人員

若干名

◆報

酬

規定の報酬を支給

◆選考方法

書類審査、面接

◆応募方法

令和２年７月３１日（金）までに総務課で
配布、又は、檜原村ホームページに掲載さ
れている「令和２年度檜原村会計年度任用
職員申込書」に必要事項を記入の上、総務
課総務係まで提出してください。なお、提

◎ 問い合わせ先

総務課総務係

お知らせ

出された用紙は返却いたしません。

内線 213・216

住宅入居者募集
村営住宅及び公営住宅の入居者を募集します。
住宅名

所在地

募集戸数

使用料（月額）

村営元郷住宅

檜原村４２５番地

２戸（１５・１６号棟）

３５，
０００

公営本宿住宅

檜原村５７５番地

１戸（３号棟）

収入基準に基づきます

【募集の案内及び申請書の配布】
檜原村役場２階

総務課総務係

土・日・祝日を除く午前８時３０分～午後５時
【申し込み期間】
７月６日（月）～２２日（水）まで
詳細については、お問い合わせください。
◎ 問い合わせ先

総務課総務係

内線 216
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獣害対策用ロケット花火の
無料配布について
畑をイノシシやサル、タヌキから守るため、
野生鳥獣を追い払うのに必要な獣害対策用ロケッ
ト花火を無料で配布しています。
このロケット花火は、従来のロケット花火より音が大きく、追い払いには効果的なロケット
花火となります。また、この花火のロケット部分は飛散後、土に戻る自然にやさしい素材でで
きているため、環境にも配慮されたものになっていま
す。
ご要望の方は、役場産業環境課窓口で配布いたしま
すので、お越しください。１回の配布で１５本（３袋）
を配布いたします。
◎ 問い合わせ先

産業環境課農林産業係

内線 129・130

お知らせ

令和２年度の
「じゃがいも品評会」の中止について
７月下旬に開催を予定していました「じゃがいも品評会」は、新型コロナウイルス感染拡大
防止を考慮し、中止となりました。
ご理解、ご協力よろしくお願いいたします。

◎ 問い合わせ先

産業環境課農林産業係

内線 129・130
〈広告〉

一般土木工事一式

ICHIKEN
檜原村2877
TEL 042－598－0513
FAX 042－598－0047
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一般建築・リフォームのことなら
なんでもご相談下さい！！

光壽

一般建築・リフォーム

株式会社
代表取締役

光壽建築

野村

良和

〒190-0212 東京都西多摩郡檜原村435-2
TEL 042-598-0139・042-598-0870
FAX 042-598-1300

令和２年 ７月号

くらし

マイナンバー（個人番号）カードの申請について

◆マ イナンバー（個人番号）カードはカード１枚で公的な本人確認書類（氏名、住所、
生年月日、顔写真付き）とマイナンバー（個人番号）が証明できる唯一のカードです！
マイナンバー（個人番号）と本人確認を１枚で行える公的な身分証明となる「マイナンバーカード」
は、マイナンバーを利用する際に便利です。今後は健康保険証として利用が拡大される予定です。カー
ドの交付を希望される方は、郵送されている「通知カード」と一緒に印刷されている「個人番号カー
ド交付申請書」などでお申し込みください。初回交付手数料は無料です。
※申請後、カードの受け取りまで１～２か月程度かかります。交付準備ができましたら、村から交
付の案内通知（ハガキ）をお送りします。

◎ 問い合わせ先

村民課村民保険係

内線 111・116

国民健康保険からのお知らせ
くらし

●高齢受給者証の更新について
 現在使用している国民健康保険高齢受給者証の有効期限は、７月３１日までとなっています。
８月１日から使用する新しい受給者証は７月中に届くように送付いたします。
新しい受給者証が届きましたら、氏名、住所などを必ず確認してください。
 また、有効期限が７月３１日までの受給者証は、８月１日以降にご自身で裁断するなどして破
棄してください。
●限度額適用・標準負担額減額認定証について
 医療機関に入院・通院された場合、窓口に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負
担額減額認定証」を提示すると、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
 この認定証は、同じ世帯の世帯主及び国民健康保険に加入している方全員が住民税非課税の場
合、入院時の食事代が軽減されます。また、外来や調剤薬局でも同一医療機関、同一月であれば
自己負担額が適用されます。
 認定証は、保険証及び印鑑をご持参の上、村民課村民保険係にて申請してください。世帯の収
入によって負担する金額が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
●保険税について
 令和２年度の保険料につきましては、平成３１・令和元年中の所得を基準に、本算定を行い、
７月中旬にお知らせいたします。
 ４月から年金より引き落としされている方は、１０月より保険料の本算定額により調整を行い
ます。
 年金より引き落としされていない方については、納入通知書を７月中旬に送付いたしますので、
お納めください。また、口座振替（村指定の金融機関に限る）を希望される場合には、村民課税
務係までお問い合わせください。

◎ 問い合わせ先 ・高齢受給者証、限度額適用・標準負担額認定証については
村民課村民保険係 内線 116・119
・保険税については 村民課税務係 内線 117
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後期高齢者医療制度保険料等のお知らせ
●「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
 病気や怪我などで医療費の負担が大きくなってしまう時
は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けて医療
機関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己負担
額までとなります。また、世帯全員が住民税非課税の場合
は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の
交付を受けることができ、
医療機関等の窓口に提示すると、
保険適用の医療費の自己負担限度額が適用され、入院した
場合の食費が減額されます。
 認定証は、保険証及び印鑑をご持参の上、村民課村民保
険係にて申請してください。世帯の収入によって負担する
金額が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
 現在、各認定証をお持ちの方は、有効期限が７月３１日
となっていますので、有効期限以降も対象になる方には、
新しい認定証を７月中に届くように送付いたします。

くらし

（縮小してあります。実物は白色で縦約１３セン
チ×横約９センチの大きさになります。）

●保険料について
 令和２年度の保険料につきましては、平成３１・令和元年中の所得を基準に本算定を行い、７
月中旬にお知らせいたします。
 ４月から年金より引き落としされている方は、１０月より保険料の本算定額により調整を行い
ます。
 年金より引き落としされていない方については、納入通知書を７月中旬に送付いたしますので、
お納めください。また、口座振替（村指定の金融機関に限る）を希望される場合には、村民課村
民保険係までお問い合わせください。

◎ 問い合わせ先

村民課村民保険係

内線 116・119
〈広告〉

～今月の納期～
７月３１日
（金）
です
・固定資産税第２期
・国民健康保険税第１期
・介護保険料第１期
・後期高齢者医療保険料第１期

消防・防災全般
備えあれば憂いなし！

消火器・住宅用火災警報器・消防ポンプ・消防団
用品・防災用品全般販売・消防設備設計・施工・
保守点検・建築設備・防火対象物点検

株式会社

きしの防災

E-mail k.bousai@if-n.ne.jp
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令和２年 ７月号

ジェネリック医薬品（後発医薬品）
差額通知書をお送りします
檜原村国民健康保険では、現在服用している薬からジェネリック医薬品に切り替えた場合に、自
己負担がどれだけ軽減できるか試算した通知をお送りします。通知を受け取った方は、切り替えの
参考としてください。
ジェネリック医薬品へ切り替えることで自己負担額が１００円以上削減できる方を対象としてい
ます。
なお、この通知はジェネリック医薬品への変更を強要するものではありません。皆様がジェネリッ
ク医薬品を使うかどうかの参考資料としてお役立てください。
◇ジェネリック医薬品とは…
 最初に作られた薬（先発医薬品）の特許が切れた後に販売される厚生労働省が先発医薬品と同
等と認めた医薬品です。
・先発医薬品と有効成分が同じなので同等の効果が得られます。
・製品によっては、大きさ、味、においの改善等、先発医薬品より工夫されたものもあります。

くらし

・開発コストが少ない分、先発医薬品より３割から７割も安価です。
※まずは、医師・薬剤師に相談してみましょう。

◎ 問い合わせ先

村民課村民保険係

内線 116・119

国民年金からのお知らせ
国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法定免除）
、納付猶予、学生納付特例の承認を受け
られた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金（６５歳から受けられる年金）
の受け取り額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除等の承認を受けた期間の保険料については、
さかのぼ

１０年以内であれば 遡 って納める（追納）ことができます。
ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して３年度目以降の追納の場合、当時
の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
追納は、古い月のものから納付することとなりますが、次の点にご注意ください。
◆一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできません。
◆「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納付特例期間」より先に経過した月分であ
る場合は、どちらを優先して納めるか本人が選択できます。

◎ 問い合わせ先 ねんきん加入者ダイヤル ℡ 0570-003-004

広報 ひのはら
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「年金生活者支援給付金制度」について
※年 金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。原則、
お手続きいただいた翌月分から支給の対象となりますので、速やかな請求手続きをお願いします。
※請求についてご不明な点がありましたら、ねんきんダイヤルまたは、最寄りの年金事務所までご
相談ください。

老齢年金

障害年金

遺族年金

生活者支援給付金

生活者支援給付金

生活者支援給付金

給付金を受け取れる方

給付金を受け取れる方

給付金を受け取れる方

（以下の全てを満たす方）

（以下の全てを満たす方）

（以下の全てを満たす方）

◦６ ５歳以上の老齢基礎年金

◦障害基礎年金の受給者であ

◦遺族基礎年金の受給者であ

る。

の受給者である。
◦同 一世帯の全員が村民税非

る。
※１

◦前年の所得 が４，
６２１，
０００
円※２以下である。

課税である。

◦前年の所得※1が４，
６２１，
０００
円※２以下である。

※１ 障害年金等の非課税収

※１ 遺族年金等の非課税収

金額 とその他の所得との合

入は、給付金の判定に用

入は、給付金の判定に用

計額が８７９，
３００円以下であ

いる所得には含まれませ

いる所得には含まれませ

る。

ん。

ん。

◦ 前年の公的年金等の収入
※

くらし

※ 障害年金・遺族年金等の
非課税収入は含まれません。

※２ 扶養親族の数に応じて
増額。

※２ 扶養親族の数に応じて
増額。

支給要件・給付額等詳細については、ねんきんダイヤルへ！
『ねんきんダイヤル』：０５７０－０５－１１６５（ナビダイヤル）
０５０から始まる電話でおかけになる場合は（東京）０３－６７００－１１６５

＜受付時間＞
月 曜 日

午前８：３０～午後７：００

火～金曜日

午前８：３０～午後５：１５

第２土曜日

午前９：３０～午後４：００

※月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後７：００まで相談をお受けします。
※祝日（第２土曜日を除く）
、１２月２９日～１月３日は、ご利用いただけません。
○お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
○代 理人（二親等以内）の方からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号に加え、
代理人の方の基礎年金番号も必要となります。
（注）間違い電話が発生しておりますので、おかけ間違いのないようご注意ください。
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令和２年 ７月号

８月の人権・行政相談
日

時

８月１３日（木） 午後１時～３時

場

所

檜原村役場３階住民ホール

◎ 問い合わせ先 村民課村民保険係
内線 111・116

７月の消費者相談
一人で悩まずご相談ください［秘密厳守］
商品やサービスの契約・販売で疑問や不審に思うことについて、専門の相談員がお話をうかがい、
不安解消や問題解決のお手伝いをいたします。相談内容や個人情報などの秘密は厳守しますので、
安心してお越しください。
相談できること
電話勧誘販売

訪問販売

通信販売

心当たりのないインターネットの請求

一方的な商品の送り付け
契約トラブル

多重債務

くらし

その他、消費生活全般について気になっていること、不安に思っていることなどお気軽にご相談
ください。
日

時

７月２９日（水）午後１時～３時

場

所

檜原村役場３階

３０１会議室

◎ 問い合わせ先

産業環境課観光商工係

内線 122

くらしの法律税金相談（無料）のご案内
弁護士・司法書士・税理士等で組織する「ＮＰＯ司法過疎サポートネットワーク」の主催により、
次のとおり「くらしの法律税金相談」を開催いたします。
法律や税金など何でも結構ですので、お悩みのある方・ご相談のある方は、ぜひお気軽にお立ち
寄りください。
【くらしの法律税金相談】
▽相談日時

８月７日（金） 午後２時～５時（最終受付時間午後４時３０分）

▽相談場所

檜原村役場３階

住民ホール

※会場にお越しになれない方、ご自宅での相談を希望される方には、法律家が、こちらからお伺い
する出張相談もございます。

◎ 相談予約連絡先
ＮＰＯ司法過疎サポートネットワーク ℡ 042-512-9737

FAX 042-559-4844
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７月は
“社会を明るくする運動”強調月間です
法務省主唱の「社会を明るくする運動」は、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した
人たちの更正について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明
るい社会を築こうとする全国的な運動です。

●第７０回「社会を明るくする運動～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域
のチカラ～」作文コンテスト
 テーマは、“社会を明るくする運動”の趣旨を踏まえ、日常の家庭生活、学校生活等の中
で体験したことを基に、犯罪・非行のない地域社会づくりや犯罪・非行をした人の立ち直り
について考えたこと、感じたことなどを題材としたものとします。
▽対

象
都内の小学校、中学校に在学する児童・生徒

くらし

▽原 稿 用 紙 の 枚 数
４００字詰め原稿用紙３～５枚程度（自筆のもの）
▽応募先及び締切日
 在籍する学校を通じて、学校の所在地に対応する各地区推進委員会に９月１１日（金）
までに提出してください。
◎ 問い合わせ先

東京保護観察所民間活動支援専門官室
“社会を明るくする運動”東京都推進委員会事務局

℡ 03-3597-0123

〈広告〉
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令和２年 ７月号

環境・水道

配水管布設替工事のお知らせ

檜原村では、より安全で安定した水道水の供給を図るため、泉沢第１ポンプ場から中山の滝トイ
レまで、老朽化した配水管の取替え及び配水管からご家庭に分岐している給水管（道路内）の付替
え工事を予定しております。
工事期間中は、何かとご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願い致します。
工事についてご不明な点がございましたら、産業環境課までお問い合わせ下さい。
工事件名
配水管布設替工事

泉沢第１ポンプ場

工事箇所
檜原村
工

下元郷

地内

期
令和２年６月１６日～

延長=７９７ｍ

令和３年２月下旬まで

環境・水道

（予定）
施工会社
草
 間工業株式会社

中山の滝トイレ

西多摩郡檜原村１０１番地
TEL ０４２－５９８－０２４５

◎ 問い合わせ先

産業環境課生活環境係

内線 120・127

あきる野商工会からのお知らせ
「住宅改修工事等助成事業」ご案内

あきる野商工会では、檜原村又はあきる野市の住民の方が、個人住宅の改修工事等をあきる野商
工会会員事業者（管内に本店登記が無く、
規模の大きい事業者などは対象外）によって行った場合に、
その費用の一部を助成する事業を実施します。
令和２年７月１日 ( 水 ) 以降、商工会へ申請した後に工事着工し、令和３年２月２６日 ( 金 ) まで
に完了報告を提出できる１０万円以上（税抜）の工事に対し、見積額または工事完了後の支払額の
いずれか少ない額の５％で、１世帯年１回限り１０万円を上限に助成します。
（但し予算額に達し次
第終了）詳細については、商工会までお問い合わせください。

◎ 問い合わせ先 あきる野商工会

℡ 042-559-4511・042-596-2511
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福祉・けんこう
８月の
精神保健巡回相談
【日時】 ８月１７日（月）
午後１時３０分～４時３０分
ご自身やご家族等のこころの健康について、

７月・８月の栄養相談
【日時】 ７
 月２２日（水）
・８月１２日（水）
午前９時３０分～午後３時
【会場】 や す ら ぎ の 里

保健センター

（けんこう館２階）
ご自身やご家族の栄養についての疑問や食

専門医と保健師がご自宅に訪問して相談に応

事療法などについて、栄養士・保健師がご相

じます。秘密は厳守いたします（費用無料）
。

談に応じます。

★ご利用される場合には、ご予約が必要となります。詳細につきましては、お問い合わせください。

歯・口の地域訪問相談会
福祉・
けんこう

【日時】 ７月２８日（火）午前１０時～正午
【会場】 樋里コミュニティセンター
ご自身やご家族のお口の健康予防・改善について訪問歯科衛生士が、ご相談に応じます。
☆費用はかかりません。
☆申し込み不要、直接会場へお越しください。

おたふくかぜワクチン任意接種補助について
おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）は、耳下腺腫脹を主とする症状がみられ、無菌性髄膜炎や難聴
などの合併症も心配される疾患です。村ではおたふくかぜの発生とまん延を予防するため、おたふ
くかぜワクチンの任意接種の補助を行います。
【対 象 者】：村内に住所を有する 1 歳以上 7 歳未満で、おたふくかぜにかかったことがない方で、
予防接種を希望する方。すでに予防接種をした方、おたふくかぜにかかったことがあ
る方は除きます。
【補助内容】：檜原診療所にて 1 回無料で接種できます。
【予約方法】：希望日の 10 日前までに福祉けんこう課けんこう係にご連絡ください。
【注意事項】＊任意接種なので、村から接種勧奨するものではありません。
＊この補助制度は檜原診療所で接種された場合にのみ受けられます。

◎ 問い合わせ先

12
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福祉けんこう課けんこう係

℡ 042-598-3121

令和２年 ７月号

令和２年度
総合がん検診および特定健康診査、
後期高齢者健康診査（集団検診）
のお知らせ
５月から６月にかけて実施を予定しておりました集団検診については、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため実施を見合わせておりました。このたび緊急事態宣言が解除されましたので、個
別医療機関での検診を受けた方以外を対象に集団検診を下記の日程で実施いたします。なお、緊急
事態宣言は解除されましたが、感染拡大防止対策は継続されておりますので、下記事項をご確認の上、
お申込みください。
検診の種類

日

程

実施場所

大腸がん検診

前立腺がん検診

特定健診

後期高齢者健診

檜原村に住所の

檜原村に住所の

あ る 30 歳 以 上

あ る 40 歳 以 上

檜原村国民健康

の方

の男性

保険の被保険者

( 平成３年４月

( 昭和 56 年４月

で４０歳から

1 日以前に生ま

1 日以前に生ま

７４歳までの方

れた方 )

れた方 )

檜原村後期高齢
者医療制度の被
保険者の方

令和２年

８月２３日（日）…

人里コミュニティセンター

令和２年

８月２９日（土）…

小沢コミュニティセンター

令和２年１０月

２日（金）…

福祉センター

令和２年１０月

３日（土）…

福祉センター

令和２年１０月１１日（日）…

福祉センター

福祉・
けんこう

対象者

胃がん・肺がん・

※ 検診当日の受付時間は午前 8 時 30 分～午前 11 時です
費

用

無

料

下記の期間内にお電話でお申し込みください。
受付開始日：令和２年７月６日（月）（平日のみの受付となります）
申込方法

受 付 時 間：午前 10 時～正午・午後 1 時～ 5 時
電 話 番 号：０１２０－９７３－４９３
※ お申し込みの際には、ご希望の検診の種類をお伝えください。
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また、がん検診と同じ日程で肝炎ウイルス検診を実施します。肝炎ウイルス検診の対象者などに
ついては以下のとおりです。

・令和２年度内に４０歳になる方
対象者

（昭和５５年４月２日～昭和５６年４月１日に生まれた方）
・４１歳以上の方で、これまでに肝炎ウイルス検査を受けたことがない方

日

程

総合がん検診の日程・実施場所と同じ

実施場所
費

用

無

料

総合がん検診の申込方法と同じ

申込方法

（肝炎ウイルス検診のみの検診もお受けいただけます）
。

福祉・
けんこう

＜注意事項＞
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、みなさまが安心して検診が受けられるよう、三
つの密（密閉、密集、密接）の状態を避けるなど、環境整備を行います。
下記事項をご確認いただき、ご予約ください。
①三つの密を避けるため、予約人数の調整をさせていただく場合がございます。ご希望の時間に
添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
②適宜、会場および検診車内の消毒を行いますので、お待たせすることがございます。ご理解と
ご協力をお願いいたします。

◎ 問い合わせ先
特定健診・後期高齢者健診
がん検診・肝炎ウイルス検査

14
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村民課村民保険係 内線 116
福祉けんこう課けんこう係 ℡ 042-598-3121

令和２年 ７月号

大気汚染医療費助成制度
気管支ぜん息等の方へ医療費助成を行っています～大気汚染医療費助成制度～
都内に１年（３歳未満は６カ月）以上在住の１８歳未満で気管支ぜん息等に罹患しているなど、
要件を満たす方に、認定疾病に係る医療費を助成しています。
申請書の配布・受付等は、福祉けんこう課窓口へ。

◎ 問い合わせ先

福祉けんこう課 ℡ 042-598-3121
東京都福祉保健局環境保健衛生課 ℡ 03-5320-4491

子育て世帯への臨時特別給付金（公務員分）
の申請について
福祉・
けんこう

子育て世帯への臨時特別給付金は、子育て世帯への生活を支援するために児童手当を受給してい
る世帯に対し、対象児童一人あたり１万円を支給する事業ですが、児童手当の受給者が公務員であ
る場合は、申請が必要となります。
※申請書については、勤務先の人事・給与担当者にご確認ください。
・申請期間：令和２年７月１日（水）～令和２年１０月３０日（金）
・提 出 先：やすらぎの里（福祉けんこう課）
※申請期間内に申請がない場合、給付金が受け取れないことがありますので、ご注意ください。

〈広告〉

建築一式工事業

24時間年中無休で安心をお届けします
◆営業品目◆
各種消火器・住宅用火災警報器・防災用品
消防設備保守点検・防火対象物点検・避難設備
自動火災報知設備及び消火設備設計施工

代表取締役

吉澤伸行

檜原村2733-2
日の出町事務所・工場

TEL 597-0984

〒190-0021 立川市羽衣町3-27-19
TEL 042－523－3337代
FAX 042－525－3302
http：//www.kousaikai.com
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こちら包括支援センターです！！
通いの場における、新型コロナウイルス感染症や熱中症の予防や対応について、次のようにまと
めましたので、注意事項を意識して行動しましょう。

新型コロナウイルス感染症や熱中症に関する注意事項
・事前に体温を測定し、発熱や風邪の症状がある場合は参加を控えましょう。
・症状がなくてもマスクを着用しましょう。身体を動かす活動をする場合は、マスクをしないとき
に比べて身体への負荷が大きくなるため、適度に休憩し、水分はこまめにとるようにしましょう。
適度な距離（２ｍ以上）を確保できる場合はマスクをはずしてもかまいません。
・複数の人の手が触れる場所や物（手すり、ドアノブ、テーブル、椅子など）は、適宜消毒を行い、
手洗いやうがいを徹底しましょう。
・熱中症により自分の力で水分の摂取ができない場合や、
意識障害が見られる場合は、
症状が重くなっ
ているため、病院へ搬送するなどしてください。

◎ 問い合わせ先

檜原村地域包括支援センター（やすらぎの里内） ℡ 042-598-3121

檜原村 くらしとしごとの相談会
福祉・
けんこう

経済的な問題で生活に困っている。働きたいのに長く失業している。働いた経験がない。家族の
引きこもりやニートで悩んでいる。家計の管理が苦手。子どもの学習で悩んでいる。こんな悩みを
抱える方のために相談会を行っています。専門スタッフが相談内容に応じて個別に支援します。
●日 時 毎週月曜日（年末年始・祝日を除く） 午後１時３０分～２時３０分
●場 所 やすらぎの里けんこう館
●対 象 村内在住の方
●費 用 無料
利用をご希望の方は下記までご連絡ください。
◆新型コロナウイルスの影響で相談会が中止になる場合もあります。中止となった場合でも、電話
でのご相談は随時受け付けております。

『学びの広場

ホッとスペース

ちえの輪』を児童館で開催しています！

宿題の解き方を教え合ったり、時には仲間とイベント（スライム作り、ハロウィンパーティー、
クリスマス会など）を楽しみながら、ここに集まったみんなの将来を切りひらいていきます。
●日
時 毎週月曜日（祝日・年末年始はお休みとなります）
午後３時～５時
●場
所 檜原村児童館（やすらぎの里内）
●対
象 村内在住の原則、
小学生～中学生の方（中学校卒業後～１８歳の場合はご相談ください）
●費
用 無料
●利用方法 利用には保護者から西多摩くらしの相談センターへの申込みが必要です。
利用をご希望の方は下記までご連絡ください。
随時見学参加を受け付けています。お気軽にお越しください。
◆新型コロナウイルスの影響で開催中止になる場合もあります。
●関係協力機関 檜原村・檜原村社会福祉協議会
※上記に関する問い合わせは檜原村児童館には行わないでください。

◎ 問い合わせ先

16
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西多摩くらしの相談センター ℡ 0428-25-3501
ホームページ http://kurashinosoudan.net/

令和２年 ７月号

教育・文化
西多摩地区教科用図書採択協議会開催
令和３年度使用中学校教科用図書の採択協議会を開催します。傍聴を希望される方は、ご来
場ください。
期

日

７月１４日（火）午前１０時００分～
（予備日

場

所

７月１５日（水）午前１０時００分～）

日の出町役場

３階第１・２会議室

（西多摩郡日の出町平井２７８０番地）
定

員

先着２０名

◎ 問い合わせ先
日の出町教育委員会

学校教育課

指導室指導・学務係

℡ 042-597-0511

檜原村には、古くからの言い伝えなどの古文書が多く残存しています。
檜原村の歴史資料（古文書）を活用し、檜原村の歴史に触れてみませんか！檜原村教育委員
会では、郷土資料館や檜原村文化財専門委員のみなさんと協力し、檜原村の歴史に関する資料
を収集し調査研究を進めています。今年度は、文化財保護アドバイザー委託を実施し専門家か
らの助言をいただき進めていく予定です。
調査研究の結果は、今後、古文書の読み方講習会等の開催を予定し、地域の皆様にも古文書
に親しんでいただきたいと考えています。興味のある方は、ぜひ参加して下さい。日程が決ま
り次第、再度お知らせさせていただきます。
また、各ご家庭において檜原村の歴史資料（古文書等）があればご相談いただき、調査研究
の歴史資料として活用や保全に努めたいと考えています。ぜひご相談ください。詳しくは下記
までお問い合わせ願います。
◎ 問い合わせ先

教育課社会教育係 内線 226
郷土資料館 ℡ 042-598-0880

広報 ひのはら
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教育・文化

檜原村の古文書を読んでみませんか！！

その他

防災行政無線などを用いた全国一斉の
緊急情報の伝達試験のお知らせ

檜原村では、地震や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達試験を行います。
この試験は、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ（ジェイ・アラート）
）
（※）を用いた試験で、
檜原村以外の地域でも様々な手段を用いて情報伝達試験が行われます。

令和２年８月５日（水） 午前１１時頃

試験実施日
試験で行う内容
情報伝達手段

①防災行政無線の
放送

その他

②行政情報等メー
ル配信サービス
によるメール配
信

内
容
村内３４箇所に設置してある屋外の防災行政無線及び各家庭に配付してある
個別受信機から、次の放送内容が一斉に放送されます。
【放送内容】
防災行政無線チャイム
＋ 「これは、Ｊアラートのテストです。
」×３
＋ 「こちらは、ぼうさいひのはらです。
」
＋ 防災行政無線チャイム
檜原村行政情報等メール配信サービスにご登録を頂いている方には、次の内
容のメールが登録されているメールアドレスへ送信されます。
【送信内容】
「試験送信」
「全国一斉の緊急情報伝達試験を実施しています。檜原村では、防災行政無線
による放送及び行政情報等メール配信サービスを実施しています。
」

（※）Ｊ－ＡＬＥＲＴ（ジェイ・アラート）とは、地震や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛
星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。

◎ 問い合わせ先

檜原村総務課総務係

内線 212・216

令和３年春採用自衛官等募集・説明会案内
▽自衛官候補生

受付は年間を通じて行っております。

▽航空学生・一般曹候補生

受付期間

現在受付中～９月１０日

▽防衛大学校（推薦・総合選抜）

受付期間

９月５日～９月１１日

▽防衛大学校（一般）

受付期間

現在受付中～１０月２２日

▽防衛医科大学校（医学科）

受付期間

現在受付中～１０月７日

▽防衛医科大学校（看護科）

受付期間

現在受付中～１０月１日

▽予備自衛官補（一般・技能）

受付期間

現在受付中～９月１１日

▽採用説明会（個別相談会）

＊場所 自衛隊福生募集案内所
＊募集受付期間中開催（完全予約制）
＊日時等は予約時に調整させていただきます。

▽状況により受付期間が変更となる場合があります。
◎ 採用説明会事前申し込み・受験受付は
自衛隊福生募集案内所までお問い合わせ下さい。 ℡ 042-551-4725
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新型コロナウイルス関係

消毒用アルコールの取扱いに
ご注意ください！！

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物
の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性
蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、取り扱う場合には十分な注意が必要です。

★

火気の近くでは使用しないようにしましょう

 手指消毒の際に使用する消毒用アルコールは、蒸発
しやすく、可燃性蒸気となるため、火源があると引火
するおそれがあります。
新型コロナ
ウイルス関係

 消毒用アルコールを使用する付近では、喫煙やコン
ロ等を使用した調理など火気の使用はやめましょう。

★

詰替えを行う場所では換気を行いましょう

 消毒用アルコールの詰替えを行うときに可燃性蒸気が発生するおそれがあ
り、この可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留しやすい性質があります。
 消毒用アルコールの詰替えを行う場所は、通風性の良い場所や換気が行え
る場所を選び、可燃性蒸気を滞留させないようにしましょう。

★

直射日光が当たる場所に保管することはやめましょう

 消毒用アルコールを直射日光の当たる場所に保管す
ると、熱せられることで、可燃性蒸気が発生します。
 保管場所は、直射日光が当たる場所を避けましょう。

広報 ひのはら
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ＰＣＲセンター搬送用車両について
福祉保健局とオリンピック・パラリンピック準備局が協働し、新型コロナウイルス感染症対応と
して、２０２０大会で使用予定の車両の一部を「陰圧仕様」として、村の感染患者の搬送用に提供
されました。村ではこの車両を７月末まで配備することとなりましたので、お知らせいたします。
架装（減圧車両のイメージ）

新型コロナ
ウイルス関係

問い合わせ先

福祉けんこう課けんこう係

℡ 042-598-3121

布製マスクの洗い方
●布製マスクの洗い方●
１．衣料用洗剤で、もみ洗いではなく、軽く押し洗いしてください。
２．十分なすすぎをしてください。
３．乾燥機は使わず、陰干しで自然乾燥してください。
●洗濯回数●
１．複数回の再利用については品質上問題ありませんが、洗濯により縮みます。
２．１日１回の洗濯頻度が好ましいですが、汚れがつきましたら、その都度洗濯してください。
●漂白剤、柔軟剤の使用について●
１．汚れが気になる場合は、塩素系漂白剤を使い、においがなくなるまで十分なすすぎをしてく
ださい。
２．柔軟剤の使用は避けてください。
●注意事項●
１．漂白剤を使用する場合は、炊事用のゴム手袋などをご利用ください。
※布製マスクの洗い方に関する動画が厚労省・経産省より掲載されております。参考にしてください。
（検索方法） YouTube から「布マスクをご利用のみなさまへ」で検索してください。
https://www.youtube.com/watch?v=AKNNZRPo74o

◎ 問い合わせ先
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福祉けんこう課けんこう係

℡ 042-598-3121

令和２年 ７月号

新型コロナ
ウイルス関係
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檜原村地域おこし協力隊
ひのはらだより Vol.49
たかはし

髙橋

はる か

春香（笛吹在住）

左から、土井卓哉、土井智子、髙橋春香、大倉悠揮

７月に入り、川や木陰の恋しい季節が始まりました。今年度から本格始動！の予
定だった自主開催のイベントですが、新型コロナウイルスの影響で企画しては中止
を繰り返しています。
自然に触れて、川遊びをするイベントは檜原村でなくてもできることですが、村
の方と話しているだけであったかい気持ちになる「人柄の良さ」を感じることので
きるイベントができるのは檜原村だけだと思います。協力隊として多くの方にお世
話になっているからこそ、さらに強く思うようになりました。
笛吹峠から見える人里地区
今後もコロナの状況によって自主開催イベント中止等もありますが、落ち着いた
ら村の方と触れ合える、あったかい気持ちになれるイベントをしていきたいです。その時は多くの方のお力
をお借りしたいです。よろしくお願いいたします。
ど

い

土井

たく や

卓哉（和田在住）

その他

新緑が映える檜原村にようやく活気が戻りつつあります。自粛していた協力隊の活動も
今までのように出来る様になりました。が、しかし、２か月もの間思うように体を動かす
ことが出来なかった事もあり、完全に体力が落ちてしまいました。このままではダメです
ね。これからじゃがいも収穫の時期に入りますし、それまでには体力を復活させて畑仕事
のお手伝いが出来る様に準備して参ります！畑に関する専門知識はございませんが、簡単
なお手伝いなら出来ますので、一人暮らしのご高齢の方、体力的に一人では畑が難しい方
はご連絡ください。
ど

い

土井

とも こ

智子（和田在住）

先輩方にご指導いただきながら草刈りやりました！

あっという間に７月ですね。３月に植えた我が家のじゃがいもは、今やすっか
り大きくなり、きれいな花を咲かせています。当初は、じゃがいもだけだったのが、
ピーマン、シソ、枝豆、かぼちゃ、サニーレタス、パクチーと少しずつ増え、規
模は小さいながら賑やかな畑になりました。今までインドア派だった娘も率先し
て水やりを担当しています。何もない畑にまいた種から、小さな芽を出し、それ
が日ごとに大きくなっていき、そして収穫できるのは本当に楽しいものですね。
畑をやりはじめてから村の皆さんが畑で何を作っているのか気になっています。
そしてそれを檜原村ではどうやって保存し、調理しているのか、お会いした時にぜひ教えてくださいね！
おおくら

大倉

ゆう き

悠揮（宮ヶ谷戸在住）

自粛が緩和される中、皆さんどうお過ごしでしょうか。家にこもる日々が続く中、体重が増えた方もいる
のではないでしょうか。かく言う私も体重が増えたわけで、最近は裏山を毎日登っております。晴れた日は
景色が非常によく、いい１日を迎えることができます。山に囲まれた檜原らしい朝
の使い方だと思います。さて今は生活リズムも戻り始め、いつもの日常が戻りつつ
あり、仕事も同様に様々な方からご依頼を預かっております。また、お気づきの方
もいると思いますが、現在払沢の滝にてガチャガチャが稼働しております。村の木
を使った雑貨を製作し多くの方に回していただいております。これからは外出自粛
がさらに緩和されるとのことで、多くの方がまた檜原に足を運んでくれると思いま
すので、どんどんアピールできたらと思います。
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学校だより

いま、檜原中学校では
【教育目標

・学び考える人

・心の豊かな人

・たくましい人】

  『新しい生活様式』で学校再開
長く続いていた休業期間が終わり、５月２８日から授業が再開しました。毎朝の検温と健康観察、
座席の間隔や授業の中での活動の仕方、放課後の消毒作業など、３月までとは違って気を遣うとこ
ろがたくさんあります。でも、生徒達は学校でクラスメートと直接話したり、一緒に活動したりで
きるようになりました。油断はできませんが、当たり前のことが当たり前に出来る、このかけがえ
のない時間を大切に過ごせるよう取り組んで参ります。

休業明けの朝礼

登校時の健康観察

机の間隔をとっての教室での授業

新入生歓迎会

○新型コロナウイルス感染防止のため、授業公開は当面の間中止とさせていただきます。御了承
ください。

【７月・８月のおもな学校行事予定】
７月 １日（水） 安全教室
７月 ６日（月） 朝礼
７月１３日（月） 避難訓練
７月１４日（火） ＳＯＳ教室
７月２２日（水）
・２３日（木） 期末考査

８月 ４日（火） 美化活動
８月 ５日（水） １学期終業式
８月 ６日（木）～８月２３日（日） 夏季休業
８月２４日（月） ２学期始業式
８月３１日（月） 引き渡し訓練

広報 ひのはら
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檜原村のご当地ソング
「檜原忘れ路」が誕生いたしました。
ひのき ばら

このご当地ソング「檜原忘れ路」は、檜原村・柏木野のご出身である作曲家の桧原さと
し先生が檜原村への思いを込められ作曲されたものです。今回、ご当地ソングの女王と呼
ばれる水森かおりさんの歌う「瀬戸内

小豆島」のカップリング曲として収録され、６月

１７日（水）に発売となりました。

令和２年７月

６月１９日（金）には、「檜
原忘れ路」のＣＤ贈呈式が行わ
れ檜原村へ１５０枚のＣＤを寄
贈していただきました。
「檜原忘れ路」は、檜原村の

発行 ● 檜原村役場総務課

ご当地ソングとして、地元への
愛着を更に深め、村全体の活性
化を図るとともに、村外の方に
も檜原村の魅力をもっと知って
いただけるものとなっています。
このＣＤは檜原村観光協会にて販売する予定です。
◎ 問い合わせ先

檜原村観光協会

℡ 042-598-0069

今後延期・中止となることがありますので、ご承知おきください。

休日診療医療機関名のお知らせ
日（曜日）

医療機関名

住

所

あきる野市
あきるの
７月５日
（日）
内科クリニック 二宮１０１１

電

話

日（曜日）

医療機関名

住

所

電

話

042 － 558 － 5850

あきる野市
２３日
（木） 小机クリニック
小中野１６０

042 － 596 － 3908
042 － 558 － 3930

１２日
（日） 葉山医院

あきる野市
引田５５２

042 － 558 － 0543

２４日
（金） 瀬戸岡医院

あきる野市
二宮１２４０

１９日
（日） 米山医院

あきる野市
二宮１１３３

042 － 558 － 9131

２６日
（日） 星野小児科内科

あきる野市
042 － 559 －7332
小川東１－１９－２０

受付時間

午前９時～午前１１時４５分・午後１時～午後４時４５分

＊午後の診療時間は、変更となる場合がありますので、事前のご確認をお願いします。また、受診する際は診療科目を事前に確認して下さい。

世帯と人口

テレホンサービスによる診療案内
東京消防庁救急相談センター
秋川消防署

521-2323
TEL 595-0119
TEL

東京都保健医療情報センター TEL

携帯電話・PHS は♯7119

03-5272-0303

世帯数

1,162

3増

男

1,053

2減

（６月１日現在）

2,120
女

1,067

（

）内は前月比

4減
2減

「青葉に吹く」
若葉が夏の日を浴びて、濃い緑に成長しています。谷間から吹き上げる風は新鮮な酸素を多量に含み、涼風
も岩に染み入るようです。都民の森「大滝の路」にて
「広報ひのはら」は再生紙を利用しています。

檜原村 467-1 TEL 042-598-1011 FAX 042-598-1009 IP 電話 050-3502-7230
ホームページ・アドレス http://www.vill.hinohara.tokyo.jp
iモードホームページ http://www.vill.hinohara.tokyo.jp/i.htm

本誌に掲載されております各種事業等は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

