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　所得税（復興特別所得税を含む）及び住民税の申告を2月17日(月)から3月17日(月)
まで税務係で受け付けます。
　申告内容が、課税（非課税）証明書の発行、各種保険料や手当等の算定の基礎資料となりますので、
期間内に申告を済ませてください。

▽申告に必要なもの
①収入金額がわかるもの（各種源泉徴収票・支払報告書など）
②個人年金・国民年金の支払証明書、生命保険・地震保険等の控除証明書、医療費控除等の領収書また
は支払った額を証明できるものなど
＊医療費控除には必ず領収書が必要です。あらかじめ各個人・病院ごとに合計金額を計算しておいて
ください

③障害者控除を受ける場合は、手帳等の証明する書類
④還付申告の方は、本人名義の金融機関の通帳又は口座番号がわかるもの
⑤申告書及び認印（申告書は税務係窓口にも用意してあります。）

▽住民税出張申告受付の日程は別表のとおりです。
　＊従来の出張場所と変更する会場がありますのでご確認のうえ、ご利用ください。

▽青梅税務署からのお知らせ
①青梅税務署では、２月２３日（日）・３月２日（日）に限り、日曜日臨時受付を行います。
　なお、当日は国税の領収は行っておりませんので、振替納税制度やｅ‐Ｔａｘ(国税電子申告・納税システ
ム)をご利用いただくか、お近くの金融機関で必ず納期限までに納付してください。
　＊当日は混雑が予想されますので、お早めにお越しください
②平成２４年分において電子申告（電子送信だけでなく、国税庁ホームページ等パソコンで作成し、書面
提出した場合を含む。）を利用して確定申告を行った方へは、申告書を送付いたしません。平成２５年
分の確定申告も引き続き電子申告等をご利用願います。
①２月３日（月）から３月３１日（月）までの間、青梅税務署の駐車場は使用できません。（障害者用車両は
除きます。）青梅税務署へお越しの際は、公共交通機関等をご利用になるか、近隣のコインパーキング
等のご利用をお願いします。

〔ご注意ください！〕
①給与所得が年末調整されている方でも、それ以外の所得（公的年金等）の合計が２０万円以上ある場
合は、確定申告が必要です。
②給与所得の方で年末調整をしていない方や、勤務先から檜原村に給与支払報告書の提出がなかった
方は、申告が必要です。（勤務先の給与担当者にご確認ください。）

③生命保険金・火災保険金の満期返戻金は、掛金を自分が支払ったもので、満期などの際に一時金や返
戻金として受け取る保険金に限り一時所得になります。

　また、契約に基づいて年金として受け取るもの(個人年金)は雑所得になります。
④平成２５年中の所得がなかった方、どなたの扶養親族にもなっていない方、扶養親族になっていても世
帯を別にしている方は、住民税の申告が必要です。（遺族年金・障害年金、生活保護の受給者も含みます。）

確定申告・住民税申告のお知らせ確定申告・住民税申告のお知らせ

◎問い合わせ先
・確定申告について　　青梅税務署　　☎０４２８-２２-３１８５(代)
・住民税申告について　村民課税務係　内線１１４



3 広報  ひのはら　H26.2

平成26年　住民税出張申告受付日程
月　日 曜日 対象地区 受付時間 会　　場

２月１７日 月

上　川　乗 午後 6:30 ～ 7:00 上 川 乗 会 館

下　川　乗 午後 7:10 ～ 7:40 下 川 乗 会 館

柏　木　野 午後 7:50 ～ 8:20 柏 木 野 会 館

２月１８日 火 全　　　域 午後 5:00 ～ 7:30 やすらぎの里

２月２１日 金

藤　　　倉 午後 6:30 ～ 7:00 藤 倉 ド ー ム

笹久保・尾根通 午後 7:10 ～ 7:40 笹 久 保 会 館

小　　　岩 午後 7:50 ～ 8:20 樋里コミニティセンター

２月２４日 月
数馬上・数馬下 午後 6:30 ～ 7:10 数 馬 自 治 会 館

和田・事貫・上平・笛吹 午後 7:30 ～ 8:10 人里コミニティセンター

２月２５日 火

中　　　里 午後 6:30 ～ 6:50 中 里 会 館

神　　　戸 午後 7:00 ～ 7:40 神 戸 会 館

茅　　　倉 午後 7:50 ～ 8:10 茅 倉 会 館

２月２７日 木
湯　久　保 午後 6:30 ～ 6:50 湯 久 保 会 館

宮ヶ谷戸・夏地 午後 7:00 ～ 8:00 小沢コミニティセンター

２月２８日 金
出　　　畑 午後 6:30 ～ 7:00 出 畑 会 館

笹　　　野 午後 7:10 ～ 7:40 笹 野 自 治 会 館

３月　３日 月

大　　　沢 午後 6:30 ～ 6:50 大 沢 会 館

白　　　倉 午後 7:00 ～ 7:30 白 倉 会 館

千　　　足 午後 7:40 ～ 8:00 千 足 会 館

３月　４日 火 全　　　域 午後 6:00 ～ 8:30 檜 原 村 役 場

※出張申告受付を変更する会場
　　下元郷会館……… 役場：３月４日（火）をご利用ください。
　　笛吹自治会館……… 人里コミニティセンター：２月２４日（月）に合併しました。

※新しく申告受付を行なう会場
　　やすらぎの里……… ２月１８日（火）
　　檜原村役場……… ３月　４日（火）
　　　役場では、通常の窓口時間（午前８時３０分～午後５時１５分）にも申告受付をしていますが、
　　　夜間開設いたします。
　　◎両会場とも、地区に関係なく申告受付を行ないます。



4広報  ひのはら　H26.2

檜原村が発注する物品買入れ等の入札・契約を希望される方は入札参加資格審査の申請を
してください。

●対　　象　　電子調達サービスで入札参加資格審査の申請をせず、村内に本店がある事業者
●受付期間　　２月１７日（月）～３月１４日（金）（土・日を除く）
●受付時間　　午前９時～１１時３０分　　午後１時～５時
●受付場所　　檜原村役場２階　企画財政課
●申請方法　　持参のみ
●申請様式　　申請様式の用紙は役場２階企画財政課で配布
●有効期間　　平成２６・２７年度（２年間）
※電子調達サービスで入札参加資格審査申請を希望される方は、
　東京電子自治体共同運営サービスホームページをご覧ください。
　https://www.e-tokyo.lg.jp/top/index.html

お知らせ お知らせ

一般建築・リフォームのことなら
なんでもご相談下さい！！

一般建築・リフォーム

株式会社　光壽建築
東京都知事許可（般-21）第123420号

代表取締役　野村　正雄
〒190-0214 東京都西多摩郡檜原村435-2
TEL 042-598-0139・042-598-0870
FAX 042-598-1300

光壽
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
東京都知事許可（般18）第83107号

〒190−0822  東京都あきる野市小川東1−2−11
TEL 042−533−2461　FAX 042−533−2462

E-mail  k.bousai@if-n.ne.jp

消 防・防 災 全 般
備えあれば憂いなし！

〈広告〉

檜原村森林整備計画の変更の案の縦覧について
○縦覧期間　平成２６年２月１０日（月）から
　　　　　　３月１１日（火）まで
　　　　　　※土・日曜日・祝日を除く
○縦覧場所　産業環境課

平成26・27年度 村内事業者向け物品買入れ等
入札参加資格審査申請について

◎問い合わせ先　　企画財政課企画財政係　内線２１１

　森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の６第
４項の規定により、檜原村森林整備計画の変更の案
の縦覧を行います。
　この案に意見のある方は、意見書を提出することが
できます。

◎問い合わせ先　産業環境課産業観光係　内線１２６・１２９
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お知らせくらし・税

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

〒190-0021  立川市羽衣町3-27-19

（株）消防弘済会
　　　　　　　　  TEL 042−523−3337代
　　　　　　　　  FAX 042−525−3302

http：//www.kousaikai.com

都知事許可（般−21）第87705号

代表取締役　吉 澤 伸 行
檜原村2733-2

（代）TEL 598-0551　FAX 598-1008
日の出町事務所・工場　TEL 597-0984

建築一式工事業

太陽光発電、手続代行及び設置工事を行います！
手続代行者　登録番号　Ｔ０２７２４１

〈広告〉

●日　時　３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

3 月の人権・行政相談

「ちょこっと共済」は、東京都３９市町村の住民が会費を出し合い、
交通事故にあった時、見舞金を受けられる助け合いの制度です。

<加入できる方>　
村内に住民登録をしている方。

<会費（年間）>
Ａコース         １，０００円
Ｂコース　　　　５００円
<見舞金>
コースごとに設定され、交通災害の程度によっ
て共済見舞金は変更します。
現在加入している方へ
　現在「交通災害共済」に加入されている方の共
済期間は、平成２6 年３月３１日満了となりますの
で、ぜひ引き続き加入されますようおすすめいた
します。

申込書の配布
　２月上旬に自治会を通して配布し、役場１階村
民課窓口にも設置いたします。

<公費負担加入者>
次の方々は、村費負担でＢコースに加入します
ので申し込みの必要はありません。（差額５００
円を自己負担することでＡコースへの変更も
可能です。※コース変更は申込が必要です。）
◎村内に住民登録のある小・中学生
◎消防団員（機能別消防団員を含む）

～みんなで一緒に。ちょこっとサイズのたしかな安心。～
「ちょこっと共済」は、東京都３９市町村の住民が会費を出し合い、
交通事故にあった時、見舞金を受けられる助け合いの制度です。

<加入できる方>　
村内に住民登録をしている方。
<会費（年間）>
Ａコース         １，０００円
Ｂコース　　　　５００円
<見舞金>
コースごとに設定され、交通災害の程度によっ
て共済見舞金は変更します。
現在加入している方へ
　現在「交通災害共済」に加入されている方の共
済期間は、平成２6 年３月３１日満了となりますの
で、ぜひ引き続き加入されますようおすすめいた
します。

申込書の配布
　２月上旬に自治会を通して配布し、役場１階村
民課窓口にも設置いたします。

ちょこっと共済ホームページ
http:ctv-tokyo.or.jp/
ちょこっと共済ホームページ

http:ctv-tokyo.or.jp/

交通災害共済「ちょこっと共済」に加入を！交通災害共済「ちょこっと共済」に加入を！交通災害共済「ちょこっと共済」に加入を！

<公費負担加入者>
次の方々は、村費負担でＢコースに加入します
ので申し込みの必要はありません。（差額５００
円を自己負担することでＡコースへの変更も
可能です。※コース変更は申込が必要です。）
◎村内に住民登録のある小・中学生
◎消防団員（機能別消防団員を含む）

かかかかかかかななななななな安安安安安安安安心心心心心心。。。。～～～～～ズズズズズズズののののののたたたたたたたたしししししししかかかかとととととササとととととととササササササササイイイイイイイイズズズズズサササササササササササササイイイイイイちちちちちちょょょょょょょょょここここここっっっっっっととこここここここっっっっっっととょょょょょ～～～みみみみみみみみんんんんんんんんなななななななででででででで 緒緒緒緒緒緒ににににににに。。。。ちちちちちちち緒 たたたたイイイイイイイみみんんんんんん ササササササササササ 心心んんんんんん たたた かかかででででで ととと ししししししちちちにににに ズズズズズズズののの ししししな なこここここ とととととと かかなな ななににに 安安安みみみみ ょ 。。。。 ののの なななななな ょょょ なななななななななななななななな ちちちちちち かかかかかかか緒 ののののののののんんんんんんんなな のの なななな～～～～みみみみみみみんんんん のののの 安安安みみみみみ 緒緒 ちちちちちななななななな なななななななんんん 緒緒 サササササササみみみみ 緒緒緒緒 安安ななな安安ょょ 心心心っっ のののとととととととととなななで一一緒緒 かかかかかかか緒緒緒 かかか 安安安心心心心心とととととにににに緒緒緒 たたたたたたた かかなななな 安安安安ちちちちち なななななななななな た かかかかかななななななな安安安ででででで 緒緒 ののののででででで こここ 安安安安みみみみ 緒緒緒緒にに 安安緒緒～みんなで一緒に。ちょこっとサイズのたしかな安心。～

◎問い合わせ先　村民課村民保険係　☎内線 111
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くらし・税

一般土木工事一式
東京都知事許可（般-16）第111726号

　　ICHIKEN
（有）市川建材土木

檜原村2877

　　　　　　　　　TEL 042−598−0513
　　　　　　　　　FAX 042−598−0047

〈広告〉

今月は、
　国民健康保険税第８期・
　介護保険料第８期・
　後期高齢者医療保険料第８期
　　　　　　　　　の納期です。

弁護士による無料法律相談のお知らせ
　日常の暮らしの中で困っていること、心配ごと、悩みごとなどありませんか。
　ささいなことでも結構です。みなさんのよりよい暮らしのために相談してみてはいかがでしょ
うか。

●対 象 者　村内在住の方
●日　　時　３月１３日（木）午後１時～４時
　　　　　　（受付時間は午後０時５０分～３時３０分）
●場　　所　檜原村役場３階住民ホール
●相談方法　面談による相談

国民年金からのお知らせ
悪質な貸金業者にご注意ください。

　高齢者等に対して、質屋営業を装い、担保価値のない物品を質に取り、実際には年金を担保
にして違法な高金利で貸し付けを行う、いわゆる「偽装質屋」による被害が発生しています。
　年金受給者の皆様におかれましては、質屋営業を装う、「偽装質屋」にはくれぐれもご注意く
ださい。
　年金を担保にお金を借りることは、原則として法律により禁止されています。ただし、独立行
政法人福祉医療機構の融資制度を利用することは認められていますので、融資制度を利用され
る際は、まずお近くの金融機関にお問合せください。

◎問い合わせ先　村民課村民保険係　内線１１１・１１６

◎問い合わせ先　青梅年金事務所　☎０４２８―３０―３４１0
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　檜原村高齢者医療費助成制度は、受診月の翌月より２年以上経過すると請求できなくなりますので、申
請がお済みでない方はお早めに申請してください。

高齢者医療費助成とは
　助成制度につきましては、皆さまが診療所や病院・薬局・治療院等の窓口で支払う金額（一部負担金）
の半額（１/２）を助成いたします。
　診療所や病院・薬局・治療院等で支払った分の領収書を忘れずに保管しましょう。

高齢者医療費助成の申請はお済みですか？

◎問い合わせ先　村民課村民保険係　☎内線 116・119

▼助成対象者▼
　次の条件のすべてを満たす方
　①75歳以上の方
　②村内に住民登録をした日から引き続き３年
以上住所のある方

　③後期高齢者医療被保険者の方
　④檜原村介護保険被保険者の方
　⑤後期高齢者医療保険料及び介護保険料を１
年以上滞納していない方

　⑥生活保護法による保護を受けていない方
　　※年の途中で上記の条件のすべてを満たす

場合には、満たした日からが対象となり
ます。

▼医療費の助成申請方法▼
　診療所や病院・薬局・治療院等で支払った「領
収書」をなるべく１か月分まとめて、翌月に
役場村民課窓口、または、やすらぎの里１階
福祉けんこう課窓口へ申請してください。

　（申請受付場所・時間）
　役場１階　村民課窓口
　やすらぎの里１階　福祉けんこう課窓口
　●午前８時 30分から午後５時 15分まで
　　（土日祝日・年末年始除く）

▼申請に必要なもの▼
　①高齢者医療費助成金支給申請書
　　（窓口に用意してあります）
　②後期高齢者医療被保険者証
　③介護保険被保険者証
　④印鑑
　⑤領収書
　⑥振込口座の通帳（口座番号がわかるもの）
　　※対象者本人のものを原則とします。対象

者が死亡、またはやむをえず本人以外の
名義の口座を指定する場合、申立書や委
任状が必要です。

▼助成対象外の費用について▼
　●保険適用でない治療や薬剤にかかる費用
　●入院時の食事療養及び生活療養標準負担額
　●他の法令によって助成される部分
　●高額療養費に該当する部分
　●医師の証明書にかかる
　　文書作成料
　●申請する月より２年以上
　　前に受診した費用

〈広告〉

ＪＡあきがわ土曜日ローン相談会

建築一式工事業マイホームの新築・購入・リフォームをはじめ、他行でご利用中の住宅ローンの
お借換までさまざまな用途にご利用いただけます。
マイカーローン・教育ローンなどについてもお気軽にご相談ください。

■開催場所　ＪＡあきがわ本店    ■開催時間　午前１０時～午後４時

２月・３月は毎週土曜日開催いたします

詳しくはホームページまで　http://www.ja-akigawa.or.jp/ ＪＡあきがわ 検索

本　　　店　電話 042-559-5115
多 西 支 店　電話 042-558-7621
東秋留支店　電話 042-558-0078
日の出支店　電話 042-597-2121
五日市支店　電話 042-596-1431

平日、午後５時以降のご相談も下記
店舗で承っております（要予約）

くらし・税
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●●●
●●●
くらし・税

使っていないバイク・軽自動車等は廃車の手続きを！使っていないバイク・軽自動車等は廃車の手続きを！使っていないバイク・軽自動車等は廃車の手続きを！

●排気量が１２５ｃｃ以下の原動機付自転車、小型特殊自動車（いずれも標識番号が「檜（桧）原村」
あるいは「桧原」で始まるもの）
檜原村役場
●排気量が１２６ｃｃ以上のバイク（標識番号が「八王子」あるいは「多摩」で始まるもの）
八王子自動車検査登録事務所　八王子市滝山町１‐２７０‐２　☎０５０‐５５４０‐２０３４
●軽自動車（標識番号が「八王子」あるいは「多摩」で始まるもの）
軽自動車検査協会八王子支所　瑞穂町長岡３‐６‐１　☎５５７‐６２６２

手続・問い合わせ先▼

　軽自動車税は４月１日に所有している方に課税されます。バイクや車がないのに廃車等の手続をし
ないと、いつまでも税金がかかりますので、必ず手続をしてください。
　また、車種によって手続きをする場所が異なりますので、下記をご参照ください。

　西多摩地区の市町村では、納税しやすい環境づくりのため、住民税の給与天引き（特別徴収）
を推進しています。
　法令の規定により、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収義務がある事業者は、従業員の
方の住民税を、毎月の給与から特別徴収し、住民税を課税している市町村に納付することとなっ
ています。
　なお、所得税及び復興特別所得税の納付とは異なり、市町村から特別徴収する税額を通知い
たしますので、税額計算や年末調整をする手間はかかりません。
　従業員の利便性向上にご理解いただき、特別徴収にご協力をお願いします。

地方自治体や一定の団体等に対して２，０００円を超える寄附をした場合、一定額を上限として、個人住民
税の税額控除を受けることができます。税額控除を受けるためには、確定申告書の「住民税に関する事
項」欄に寄附先及び寄附金額等を記載し、領収書等を添付の上、税務署に提出する必要があります。詳
細は、主税局ホームページ（http://www.tax.metro.tokyo.jp/）またはお問い合わせください。

従業員の住民税を給与天引きしていない事業所の方へ従業員の住民税を給与天引きしていない事業所の方へ
～特別徴収にご協力を！～

都 税 に つ い て の お 知 ら せ
個人住民税の寄附金税額控除を受けるには確定申告が必要です

●問い合わせ先：東京都主税局課税部課税指導課　０３（５３８８）２９６９

◎問い合わせ先　村民課税務係　内線１１４

◎問い合わせ先　村民課税務係　内線１１7
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ごみ新分別住民説明会について

●新しいごみの分け方
●新しい収集日について
●ごみを出すときの注意点
●その他

◆説明予定内容

　平成２６年４月以降は現在の『指定ごみ
袋』は使用できなくなります。
　新しい袋には、「可燃」「不燃」それぞれ
色がついた袋になります。

開　催　日 場　　　所 時　　間

平成26年  ２月17日（月） 藤倉ドーム 午前１０時～

平成26年  ２月18日（火） 樋里コミュニティセンター 午前１０時～

平成26年  ２月19日（水） 小沢コミュニティセンター 午前１０時～

平成26年  ２月20日（木） 数馬自治会館 午前１０時～

平成26年  ２月21日（金） 人里コミュニティセンター 午前１０時～

平成26年  ２月24日（月） 南郷コミュニティセンター 午前１０時～

平成26年  ２月25日（火） 檜原村郷土資料館 午前１０時～

平成26年  ２月26日（水） 檜原村福祉センター 午前１０時～

平成26年  ２月27日（木） 檜原村役場 午後　７時～

ごみの分け方、
出し方が変わりますよ！！
説明会にぜひお越し
くださいね☆☆

環境

ごみ袋について

《可燃》 《不燃》
◆新しい袋は３月より販売予定です。

　販売店等は今までと変わらない予定

ですが、詳細につきましては後日お

知らせします。

◆現在使用している指定ごみ袋の買い

だめ等はしないようご注意ください。

◎問い合わせ先　産業環境課生活環境係　内線123・127
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環境

　村では、定期的に村内の放射能を測定しています。測定結果につきましては、下記のとおりです。

放射能測定情報について

◆村内10ヵ所

檜原小学校 檜原中学校 総合グラウンド ひのはら保育園 やすらぎの里児童館
グラウンド

空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h）

測定日 天候 地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

12月16日 晴れ 0.09 0.11 0.07 0.09 0.10 0.11 0.10 0.09 0.10 0.11 

◆村内5ヵ所

下元郷駐車場 檜原村役場 南郷コミセン
グラウンド

人里コミセン
グラウンド 旧数馬分校校庭

空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h）

測定日 天候 地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

12月16日 晴れ 0.10 0.11 0.10 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 

都民の森駐車場 郷土資料館
グラウンド

小沢コミセン
グラウンド

樋里コミセン
グラウンド 旧藤倉小校庭

空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h） 空間線量（μ Sv/h）

測定日 天候 地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

地面から
高さ 1m

地表面
5cm

12月16日 晴れ 0.10 0.10 0.10 0.11 0.07 0.09 0.07 0.08 0.08 0.08 

１．村内空間放射線量測定結果

※測定結果につきましては、国で示す基準値（0.23μSv/h）以下となっており、健康に影響を与える数値ではありません。 

一人１日ごみ排出量（資源を除く）

一
人
１
日
排
出
量

H22年度平均（641ｇ）

H28年度目標（554ｇ）
H38年度目標（488ｇ）

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

皆様一人ひとりが毎日出しているごみの量をグラフにしたものです。
村では平成28年度までに554ｇ/人日まで削減する目標を立てております。
●生ごみを捨てる前には必ず水切を！　●資源になる物は必ず資源へ！　●粗大ごみにする前に再利用や譲り合いを！
目標に向かい力を合わせて頑張りましょう。

H22年度
H23年度
H24年度

紙類などを燃やせるごみに捨てていませんか？
メモ紙やチラシなども雑誌に挟んで資源へ！
ご協力お願いします。

0

100
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400

500

600

700

800

900

▲
H25年度×

▲

▲
▲

▲ ▲

▲ ▲ ▲ ▲

▲
▲

▲×

×

×

×
×

× ×
×

◎問い合わせ先　産業環境課生活環境係　内線123・127
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下水道
福祉・ 

けんこう　

平成２３年度に供用開始した区域のご家庭は
お早めに下水道への接続を…

　下水道が使用できるようになった区域のご家庭は、３年以内に下水道への接続工事をお願いい
たします。
　期限を過ぎると、汲み取り便所の汲み取り手数料が全て有料に、また浄化槽を設置しているご
家庭は清掃料金の軽減補助が打ち切りになり、排水設備工事（下水道接続の水洗便所改造資
金）の助成制度も受けられなくなりますので注意してください。
　環境衛生の向上、秋川の水質保全のため、お早めに接続するようご協力をお願いいたします。

・平成２３年６月供用開始…千足・三都郷の各地区の一部
・平成２３年８月供用開始…上川乗地区の一部

こちら檜原村地域包括支援センターです！

檜原村地域包括支援センターでは７月に応急救護講習会を開催いたしました。このたび、防
災についての知識と応急救護についての講演会を企画いたしました。皆様お誘い合わせの
上、会場にお越しください。
　当日は地震を体験できる起震車も来場する予定です！！

★日　時　　２月25日（火）…午前９時30分～11時30分
★場　所　　やすらぎの里３階　多目的ホール
★テーマ　　・防災について
　　　　　　・応急救護　
★講　師　　秋川消防署檜原出張所職員
★費用はかかりません。申し込み不要です。　
★動きやすい服装で直接会場にお越しください。

◎問い合わせ先　産業環境課生活環境係　内線123・127

◎問い合わせ先　産業環境課生活環境係　内線１25・１27

◎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）　☎５９８-３１２１
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栄養相談

福祉・ 
けんこう

栄養教室 ヘルシ～ひのはらいふ
　栄養教室「ヘルシ～ひのはらいふ」を行います。
　みなさんが健康で豊かな生活を実現していけるよう、健康に関する正しい情報をお伝えす
る場、正しい食生活を身に付けていただく場として、年６回開催いたします。ぜひ、ご参加くだ
さい。

◆対象者　どなたでもお申込みいただけます
　　　　　（定員12名です。２月28日（金）までに
　　　　　  お申込みください。）。
◆日　時　３月19日（水）
　　　　　午前10時～午後１時
◆場　所　やすらぎの里　保健センター

◆日　時　２月18日（火）
　　　　　３月 ４日（火）
　　　　　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
問や食事療法などについて、栄養士・保
健師がご相談に
応じます。

精神保健巡回相談
◆日　時　２月10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、専門医と保健師がご自宅に訪問し
て相談に応じます。秘密厳守いたします

（費用無料）。
★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。
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ウォーキング教室のご案内
　日頃、運動不足を感じていませんか？
　3月になれば暖かくなり、ウォーキングにも良い季節になります。でもただ歩いていても膝
が痛くなったり、思った以上に効果がなかったり、そんなことはありませんか？ 
　本年度も下記テーマに沿ったウォーキング教室を開催いたします。
　今回は、働いている方にも参加しやすいように夜間と土曜日の開催になっておりますので、
皆様お誘い合わせのうえ、ご参加くださいますようご案内いたします。

テーマ
《腰や膝に負担の少ない歩き方と身体によい美しい歩き方》

日　程 会　場

３月 4日（火）　午後７時～９時
やすらぎの里多目的ホール

(申込締め切りは各教室開催日の７日前)
３月11日（火）　午後７時～９時

３月18日（火）　午後７時～９時

※いずれの日程も定員は２0名です(複数日参加可)

●ＮＰＯ法人ウォーキング研究所より講師が
　いらっしゃいます。
●檜原村に住民登録のある方が対象です。
　(参加料　無料)
●当日は、運動しやすい服装でご参加ください。

※参加を希望される方は、電話でお申込ください。

福祉・ 
けんこう　

◎栄養相談・精神保健巡回相談、栄養教室・ウォーキング教室に関する申込、問い合わせ先
　福祉けんこう課…けんこう係（やすらぎの里内）　☎５９８－３１２１
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福祉・ 
けんこう

ＨＯＴ応援隊（子育て相談事業）のご案内ＨＯＴ応援隊（子育て相談事業）のご案内ＨＯＴ応援隊（子育て相談事業）のご案内

●日　　時　３月 12日（水）　午後２時 30分～４時 30分

●場　　所　やすらぎの里
子ども家庭支援センター

●対　　象　檜原村で子育てをしている保護者の方・お子様・関係機関

●内　　容　子育てや育児方法に関する相談

●相談担当　東京西徳洲会病院　小児医療センター
　　　　　　医　　　師：二瓶健次氏
　　　　　　臨床心理士：白川公子氏

檜原村子ども家庭支援センターでは、小児発達専門医と臨床心理士による子育て相談を実施いたします。
お気軽にご利用ください。

重度障害者タクシー乗車料金等助成の
申請はお済みですか？

重度障害者タクシー乗車料金等助成の
申請はお済みですか？

重度障害者タクシー乗車料金等助成の
申請はお済みですか？

　平成２５年４月から、在宅の重度障害者の社会参加を促進するため、タクシー乗車料金またはガソリン購入費を
助成する制度を開始いたしました。
　平成２５年度中の申請の受付は、平成２６年３月末までとなりますので、制度に該当する方で申請がお済みでな
い方は、お早めに申請してください。

＊費用はかかりません。

＊秘密は厳守いたします。

＊予約が必要となります。

● 対 象 者　村内に住民登録があり、平成２５年４月１日現
在、前年度の住民税非課税の方で、次の条件
に該当する方（施設入所者は除く）
①身体障害者手帳１種３級以上の方
②愛の手帳２度以上の方
③精神障害者保健福祉手帳２級以上の方

●助成金の額　タクシー乗車料金またはガソリン購入費のい
ずれか一方を、年間１５，０００円を上限に助成
します。
※ただし、助成を受けられる対象者及び保護
者が、村の税金、使用料、手数料、保険料、分担
金、学校給食費、認可保育所の保育料等を滞
納されている場合は助成の対象となりません。
また、滞納金の納付により滞納が解消した場
合でも、滞納期間内の助成は受けられません
のでご注意ください。

●申請場所　やすらぎの里１階福祉けんこう課窓口
午前８時３０分から午後５時１５分
（土日祝日・年末年始除く）

●申請に必要なもの
①重度障害者タクシー乗車料金等助成申請書及び申請
書（窓口に用意してあります）
②身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
③印鑑
④タクシー乗車料金またはガソリン購入費の領収書（平
成２５年４月以降のもの）
⑤振込口座の通帳等口座番号のわかるもの（現金での
支給は行いません）

◎問い合わせ先　福祉けんこう課福祉係（やすらぎの里内）　☎５９８-３１２１

◎予約・問い合わせ先　檜原村子ども家庭支援センター（やすらぎの里内）　☎５９８-３１２２
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福祉・ 　 
けんこう

教育・文化

西多摩保健所よりお知らせ

●件　名　　　統合失調症を正しく理解するために～家族ができること～

●講　師　　　医療法人社団東京愛成会 

　　　　　　　たかつき第２クリニック院長　長瀬　幸弘　氏

●対象者　　　精神疾患（統合失調症など）をもつ方のご家族、西多摩地域在住・在勤の方

●日　時　　　平成２６年３月６日（木曜日）　午後2時から

●会　場　　　公立福生病院　１階　多目的ホール

●定　員　　　８０名　先着順

●その他　　　公共交通機関でお越しください

講演会を開催します。

ながせ ゆきひろ

◎申込・問い合わせ先　西多摩保健所保健対策課地域保健係　☎0428－22－6141

檜原村の育英資金をご利用ください檜原村の育英資金をご利用ください檜原村の育英資金をご利用ください
この育英資金は、村内に１年以上居住している方で、保護者がその子等を大学及び高校等に入学
させることが困難な方に貸し付けられます。

◎問い合わせ先　檜原村教育委員会　学校教育係　内線２２１・２２２

・大学・専修学校入学時 ７０万円
・高校入学時 ５０万円
・利子は無利子
・同種の学資金を他から受けていないこと
・貸付期間は７年以内で、償還は貸付を受け
た翌月から１年間は据置して向こう７２ヵ月
以内の均等月賦償還（端数については最初
の月で調整）

・合格通知書
・連帯保証人を１名
・連帯保証人の印鑑証明１通
・収入印紙（２００円）１枚
・借受人となる人の農業協同組合の通帳と通帳印

貸付けられる金額及び条件

申請に必要な書類等
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教育・文化
その他

■日時及び内容　平成２６年２月２０日（木）

午前１０時～１１時１０分（講演）

　　　　　　　　午前１１時１５分～１２時（個別相談）

■場　　　　所　檜原中学校視聴覚室他

檜原村子供支援セミナー
開催のお知らせ
-子育てについて考えてみませんか？ -

檜原村子供支援セミナー
開催のお知らせ
-子育てについて考えてみませんか？ -

檜原村子供支援セミナー
開催のお知らせ
-子育てについて考えてみませんか？ -

●講　　　　師　都立あきる野学園

　　　　　　　　地域支援センター　田畑　實　先生

●対　　　　象　幼児・保育園児、小・中学生の保護者及

び子育てについて話を聞きたい方すべて

の村民が対象です。なお、個別相談を希望

される方は、事前の申し込みが必要になり

ますので檜原村教育相談室にお問い合わ

せください。

第９回第９回

◎問い合わせ先　檜原村教育相談室　☎５９８－１１６１

　消費生活に関するトラブル等のご相談を専門の相

談員が受け、問題解決のお手伝いをいたします。

　つきましては、左記のとおり実施いたしますので、

お気軽にお越し下さい。

▼日　時　３月13日（木）

　　　　　午後１時～３時

▼場　所　檜原村役場３階

　　　　　住民ホール

3月の消費者相談
　消費生活に関するトラブル等のご相談を専門の相談員が受け、問題解決の

お手伝いをいたします。

　つきましては、下記のとおり実施いたしますので、お気軽にお越し下さい。

●日　時　３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　産業環境課産業観光係　内線１2１・１2６
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その他

在宅障害者（児）交流会のお知らせ在宅障害者（児）交流会のお知らせ在宅障害者（児）交流会のお知らせ

　着色料や保存料など、食品添加物には様々な影響を及ぼすものがあります。夏みかんのマーマレードを手作り
して、無添加食品の調理にチャレンジしましょう。(マーマレードのお持ち帰りもできます。)
　また、食品表示の読み取り方についてもお伝えします。食生活の危険と安全性について理解を深めましょう。

●日　時　2月28日（金）午後1時30分から4時まで

●場　所　福生市民会館調理室(福生市福生2455　牛浜駅より徒歩５分)

●定　員　20人（先着順）

●参加費　100円(夏みかんのマーマレード材料費)

●講　師　コンシューマー技術教育研究会　福岡 ひとみ 氏

●持ち物　エプロン、三角巾(バンダナ)

●主　催　西多摩地域消費者行政事務連絡会・東京都多摩消費生活センター

●申込み　2月3日（月）から(定員に達し次第締切)

●期　　　日：平成２６年３月１日（土）
●内　　　容：日帰りバス旅行「東京スカイツリーとソラマチ散策」

※都内での食事の後、東京スカイツリー展望デッキの見学、東京ソラマチ（商業施設）の自由散策を予定していま
す。詳しい内容は、後日参加者の方々にお知らせ致します。

　　　　　　　※強風及び悪天候により展望デッキへのエレベーターが運休になる可能性があります。あらかじめご了承下さい。
●対　　　象：村内在住の障害者手帳（身体・療育・精神保健福祉）をお持ちの方及び、その介助者の方
●参　加　費：１人　4，0００円（介助者の方も同額）　
●申込み方法：平成２６年２月１７日（月）までにお電話または直接お申込み下さい。

檜原村社会福祉協議会では、障がいをお持ちの方々を対象に交流日帰りバス旅行を企画いたし
ました。多数の皆様のご参加をお待ちいたしております。

檜原村社会福祉協議会より

「マーマレードづくりでわかる！食品添加物」
西多摩 消 費 者 行 政 事 務 連 絡 会セ ミ ナ ー

◎申込み・問い合わせ先　檜原村社会福祉協議会　☎598-0085

◎問い合わせ先　福生市役所　シティセールス推進課　☎042-551-1699
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◎問い合わせ先　事務部総務課人事係　☎５５８－０３２１(代)　内線２５０３
　　　　　　　　e-mail:jinji@akiru-med.jp

檜原村安全・安心むらづくり協議会よりお知らせ

道路の凍結に注意しましょう！

その他

◎雪道・凍結した道路での安全運転アドバイス
○スタッドレスタイヤ、タイヤチェーンを装着する。（過信は禁物）
○発進、停止はゆっくりと。また、停止は早めの操作を心がける。
○前の車とは十分な車間距離をとる。
○橋の上は凍結しやすいので、ゆっくりと走行する。
○朝晩は、太陽の日差しがまぶしく路面の状況がわかりにくいので、
　凍結していると思って運転する。
○安全速度で運転する。
○カーブの手前等では十分に減速し、ゆっくりと走行する。

　冬季の雨や積雪時、日かげ・橋の上・山道などの道路では路面が凍結し、滑りやすくなっています。
　スリップ事故や転倒事故が起こりやすいので注意してください。
　車を運転する際は、雪道や凍結した道路での急ハンドル・急ブレーキ・急加速をしない運転を励行し
て、交通事故を起こさないよう、また交通事故に遭わないようにしましょう。

歩行者の方も、凍結した路面には気をつけ
ていただき、車に対してはいつも以上の注
意をしていただくようお願いします。

平成26年度 公立阿伎留医療センター職員募集
募集職種及び応募資格
１〔常勤〕言語聴覚士・・・若干名程度
・応募資格　①新 卒 者・・・大学又は短大又は専門学校を２６年３月に卒業見込みの方で
　　　　　　　　　　　　　　昭和５８年４月２日以降に生まれた方
　　　　　　②有資格者・・・言語聴覚士免許をお持ちの方で昭和５８年４月２日以降に生まれた方
・応募要領　①履歴書と卒業見込証明書及び成績証明書をご持参下さい。(郵送可)　　　　　  　　
　　　　　　②履歴書と免許証の写しをご持参下さい。(郵送可)

■応 募 期 間　平成２６年１月２７日(月)から
　　　　　　　２月６日(木)まで(土日祝日除く)
■試 験 日 時　平成２６年２月８日(土)
　　　　　　　午前９時から
■試 験 内 容　作文試験、面接試験
■採　用　日　平成２６年４月１日以降

■給　　　与　当病院規定による
■勤 務 時 間　当病院規定による
■身　　　分　地方公務員
■所　在　地　東京都あきる野市引田７８番地１
　　　　　　　(JR五日市線「武蔵引田駅」下車
　　　　　　　　　　　　　　　　　　徒歩８分)
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　１１月３０日に、五日市警察、各駐在所、交通安全協
会、保護者、そして何より地域の皆様のご協力のもと、
小中同日マラソン大会が開催されました。１ヶ月以上
の練習の成果をどの子も発揮し、沿道からたくさんの
方々の声援を受け、上り下りの坂道を自分自身と闘い
ながら力走しました。交通規制へのご協力に、心から
感謝いたします。

　今年度、本校の校内研究では３度(６年生、４年生、１年
生)の研究授業も行い、子供たちの言語能力向上に、教
職員一致団結して努力しているところです。

　１１月７日に秋川キララホールにおいて、５・６年生が
連合音楽会に参加しました。奥多摩町・日の出町・檜原
村の６校が、それぞれ息の合った合奏と合唱を繰り広
げました。
　１１月２９日から１２月１日には、イオンモール日の出
の２階イオンホールにおいて、連合図工展が開催され
ました。どの学校の作品にも、子供たちの心が立派に
表現されていました。

いま、檜原学園檜原小学校ではいま、檜原学園檜原小学校では
《小中同日マラソン大会》

《言語能力向上に向けて》

《西多摩郡公立小学校連合音楽会＆連合図工展》

 昨年度よりお願いし続けている「言語能力向上のた
めの読書活動」ですが、児童・生徒の言語能力の向上
がより一層図られるよう、『ご家庭での習慣的な読み
聞かせ』にぜひご協力ください。また、地域でも『紙芝
居』や『エプロンシアター』などを
企画していただければ幸いです。
今後とも図書館の利用も含めご
協力よろしくお願いいたし
ます。

2・3月のおもな学校行事予定
２月　１日 (土 )  学校公開　児童集会Ⅱ
２月　４日 (火 )  小中合同不審者対応避難訓練
２月　６日 (木 )  制服採寸 (６年 )
２月　７日 (金 )  クラブ活動体験 (３年 )
２月１０日 (月 )  青少年育成授業 (５・６年 )
２月１１日 (火 )  　―建国記念の日―
２月１３日 (木 )  都内見学 (６年 )
２月１４日 (金 )  読み聞かせ (１～４年 )
２月１７日 (月 )  児童会役員選挙
２月２０日 (木 )  子供支援セミナー・新入児説明会
２月２１日 (金 )  保護者会 (２・４・６年 )
２月２５日 (火 )  保護者会 (１・３・５年 )
２月２６日 (水 )  保育園交流 (１年 )
２月２８日 (金 )  ６年生を送る会
３月　６日 (木 )  読み聞かせ (１～４年 )
３月　８日 (土 )  学校公開
　　　　　　　　中学校学習発表会見学 (６年 )
３月１０日 (月 )  　―振替休業日―
３月１７日 (月 )  卒業証書授与式予行演習
３月２０日 (木 )  給食最終
３月２１日 (金 )  　―春分の日―
３月２４日 (月 )  卒業証書授与式
３月２５日 (火 )  平成２５年度修了式
３月２６日 (水 )  春季休業日始

　お子様の心身の健康・行動・性格・学習や教育等でのご相談に応じます。相談日は、原則として土・日・祝・
休日を除き毎日です。相談員の在室を電話でご確認のうえ来室してください。なお、ご希望があれば訪問相談
もいたします。教育相談室は本宿・春日神社の斜め向かいにあります。電話番号は ５９８-１１６１です。

教育相談室だよりNO.282
檜原村教育相談室
平成26年2月1日

　

　一年間でもっとも寒い時期である大寒を過ぎると、福寿草に続
いて、春の訪れを表す紅梅白梅、そして、地中の虫たちが動き出す
啓蟄の候と、春はすぐそこまできています。
　「光陰矢のごとし」と申しますが、この一年の総まとめを行う三学
期の生活も残すところ二月余りとなり、檜原学園における平成２５
年度の教育活動も最終段階に入りました。
　小中両校の全教職員が一丸となり、「知・徳・体」三者の調和がと
れ豊かな人間性を備えた児童生徒を育むという教育の最終目標
に到達するために、そして、一人一人の生きる力を高めるために檜
原学園の全教育活動を力強く推進してきました。
　今年度、小中学校ではそれぞれの特徴を活かした授業研究をよ
り充実させ、基礎学力の向上を図りながら、豊かで思いやりのある
心を育てることを核とした健全育成や体力向上等、今日的な課題
を解決するために、様々な実践を通して、学園の目標である『檜原
村を愛し誇りに思う子供たちの育成』に努め、大きな成果を得るこ
とができました。

　そして、学校と家庭・関係諸機関や地域の力強い連携のもとに、
安全面のサポートや生活全般・学習面に対するさまざまなご支援
やご協力をいただき、子供たちは、安定した安全安心な生活を送
ることができました。
　教育相談室便りでは、子供たちの健やかな成長を願い、家庭学
習の重要性や学習習慣の体得、読
書活動の推進等について皆様方と
共に考えてきました。保護者や地
域の皆様がご覧になった檜原村の
子供たちの成長度はいかがでしょ
うか。  
　残り少ない三学期の生活を大切
にして、様々な方面から生活の様
子を振り返り、良くなった点と改善点をふまえたうえで、進学進級
に向けた準備を自分の力でしっかり行いましょう。
　一人一人の子供が、心豊かに進学進級を迎えられるように、これ
からの二ヶ月余り、保護者の皆様、地域の方々の積極的なご理解と
ご支援をよろしくお願い申し上げます。

（檜原村教育相談室長 本村 誠）

檜原村の郷土に根ざし、
ふるさとを大切にする子どもの育成

＜読み聞かせ研修会＞

檜 原 図 書 館

１年生
大事なことを
落とさないで
聞こう

６年生
お気に入りの
本紹介

４年生
メモを取って
相手に話を
伝えよう



平
成

2
6

年
2

月
　

　
発

行
●

檜
原

村
役

場
総

務
課

檜
原

村
467-1　

TE
L 598-1011　

FA
X

 598-1009　
IP

電
話

 050-3502-7230
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
・

ア
ド

レ
ス

　
http：

//w
w

w
.vill.hinohara.tokyo.jp

iモ
ー

ド
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
　

http：
//w

w
w

.vill.hinohara.tokyo.jp/i.htm

「広報ひのはら」は再生紙を利用しています。

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

東京都保健医療情報センター

※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
（1月１日現在）

世帯数
人　口

　男
　女

世帯
人

人
人

1,196
2,461
1,230
1,231

前月比
（ 1増）
（ 8減）

（ 3減）
（ 5減）

TEL 521-2323
携帯電話・PHSは♯7119

TEL 595-0119
TEL 03-5272-0303

休日診療医療機関名のお知らせ
日（曜日） 医療機関名 住　所 電　話 日（曜日） 医療機関名 住　所 電　話

2月9日（日）まつもと耳鼻咽喉科 あきる野市秋留1-1-10
あきる野ｸﾘﾆｯｸﾀｳﾝ1F 550-3341 23日（日）あべクリニック あきる野市

瀬戸岡459-11 558-7730

11日（火）いなメディカルクリニック あきる野市
伊奈477-1 596-0881 3月2日（日）瀬戸岡医院 あきる野市

二宮1240 558-3930

16日（日）朱膳寺内科クリニック あきる野市秋留1-1-10
あきる野ｸﾘﾆｯｸﾀｳﾝ1F 559-9201 受付時間　午前9時～午前11時45分・午後1時～午後4時45分

成人おめでとうございます!!

成人おめでとうじゃが!!

～今月の表紙～
1月13日に開催された成人式。17名の方が出席しました。それぞれが自分の思いを抱き、自ら選んだ道を
ゆっくりと前に進んでいくことを願っています。

「夢と希望を胸に」


