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檜原村職員給与等の状況
　檜原村職員等の給与は、村議会における給与条例、予算等の審議を通して十分な論議がなされた
後に決定されています。村民の皆さまに一層のご理解をいただくため、そのあらましをお知らせい
たします。

（各表は平成 30年度決算統計及び令和元年度給与実態調査等に基づいて作成しています）

◆人件費の状況（普通会計決算）

区　分 住民基本
台帳人口

歳出額
（Ａ）

人件費
（Ｂ）

人件費比率
（Ｂ／Ａ）

昨年度の
人件費比率

平成30年度 （31.3.31現在）
2,194人 3,493,391千円 475,583千円 13.6％ 12.7％

（注）人件費には、特別職に支給される給料・報酬などを含みます。

◆職員給与費の状況（普通会計予算）

区　分 職員数
（Ａ）

給　与　費 一人当りの給与費
（Ｂ／Ａ）給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

令和元年度 44 162,778 千円 37,723 千円 73,142 千円 273,643 千円 6,219 千円

（注）１．職員手当には退職手当を含みません。　２．給与費は、当初予算に計上された額です。

◆職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況� （平成 31年４月１日現在）

区　分
一般行政職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
檜　原　村 298,400 円 364,900 円 40歳　4月
東　京　都 314,459 円 448,732 円 41歳　7月

◆職員の初任給の状況� （平成 31年４月１日現在）

区　　分
檜原村 東京都 国
初任給 初任給 初任給

一般行政職
大学卒 167,500円 182,700円 総合職　183,700円

一般職　179,200円
高校卒 144,600円 144,600円 147,100円

◆職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況� （平成 31年 4月 1日現在）

区　　分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

一般行政職
大学卒 240,600円 286,000円 332,200円
高校卒 213,800円 249,700円 290,700円

（注）経験年数とは卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合の採用後の年数をいいます。

◆一般行政職の等級別職員数の状況� （平成 31年４月１日現在）

区　　分 １等級 ２等級 ３等級 ４等級 計
標準的な職務内容 主事（補） 主任 係長・課長補佐 主幹・課長 ―――
職　員　数 21人 6人 14人 9人 50人
構　成　比 42.0％ 12.0％ 28.0％ 18.0％ 100.0%

参考 １年前の構成比 40.9％ 11.4％ 31.8％ 15.9％ 100.0%
（注）�１．檜原村の給与条例に基づく給料表の等級区分による職員数です。�

２．標準的な職務内容とは、それぞれの等級に該当する代表的な職名です。
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令和２年　３月号

〈広告〉

◆職員手当の状況

区　　　分
檜原村 東京都 国

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

期
末
手
当

勤
勉
手
当

30 年 度
支給割合

６月期
12月期
３月期

1.225月分
1.375月分
―月分

0.95月分
0.95月分
―月分

1.225月分
1.375月分
―月分

0.95月分
0.95月分
―月分

1.225月分
1.375月分
―月分�

0.90月分
0.95月分
―月分

計 2.60月分 1.90月分� 2.60月分 1.90月分� 2.60月分� 1.85月分�

退
職
手
当

平成31年
　4月1日
　　現在

自己都合・勧奨・定年 自己都合・勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度

23.00月分
30.50月分
43.00月分
43.00月分

23.00月分
30.50月分
43.00月分
43.00月分

19.6695月分
28.0395月分
39.7575月分
47.709月分

24.586875月分
33.27075月分
47.709月分
47.709月分

加　算　措　置 定年前早期退職特別措置
（２～２０％加算）

定年前早期退職特別措置
（２～２０％加算）

定年前早期退職特別措置
（２～４５％加算）

◆特別職の報酬等の状況
� （平成 31年 4月 1日現在）
区　分 給料月額等

給
料

村　長 677,000円
副村長 595,000円

報
酬

議　長 325,000円
副議長 279,000円
議　員 261,000円

期
　
末
　
手
　
当

村　長

副村長

（30年度支給割合）
6月期　　2.175月分
12月期　　2.325月分
計　　　4.500月分

議　長
副議長
議　員

（30年度支給割合）
6月期　　1.55月分
12月期　　1.90月分
計　　　3.45月分

◆部門別職員数の状況と主な増減理由
� （平成 31年４月１日現在）

部　門
職　員　数 対前年

増減数 主な増減理由
平成30年 令和元年

一
般
行
政
部
門

議　　会 　２ ２ ０
総　　務 １１ １１ ０
税　　務 ４ ４ ０
民　　生 ６ ６ ０
衛　　生 １ ２ １
労　　働 ０ ０ ０
農林水産 ７ ７ ０
商　　工 ３ ３ ０
土　　木 ３ ３ ０
小　計 ３７ ３８ １

特
別
行
政

部
　
　
門

教　　育 ６ ６ ０
小　計 ６ ６ ０

公
営
企
業
等

会
計
部
門

水　　道 ２ ２ ０
下 水 道 ２ ２ ０
病　　院 ８ ８ ０
そ の 他 ５ ５ ０
小　計 １７ １７ ０

合　　計 ６０ ６１ ０
（注）�職員数は、地方公務員の身分を保有する休職者などを含み、臨

時又は非常勤職員を除いています。

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

建築一式工事業 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６０年４月２日生～平成１４年４月１日生

②保　健　師 保健師免許及び正看護師資格取得者 昭和６０年４月２日以降生

　※　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。

・申込書の受付
　【期　間】　令和２年３月６日（金）から３月２７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　時】　令和２年４月１２日（日）　午前８時３０分集合
　　　　　　　　【方　法】　教養試験、職場適応性検査、作文（課題方式）

・採　 用 　日　　令和２年６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　総務課総務係　℡ 042-598-1011（内線 213・216）

お
知
ら
せ

お知らせ
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檜原村地域おこし協力隊員を募集します。
　地域おこし協力隊は、都市地域から村へ住民票を異動し、生活拠点を移した人を「地域おこし協力隊」と
して任用し、地域おこしの支援等の活動を行う事業です。
　檜原村では、現在６名の地域おこし協力隊員が、地域のさまざまな支援活動を行っております。今回、２
名の地域おこし協力隊員が任期終了となるため、下記のとおり地域おこし協力隊員を募集します。

　募 集 人 員　　若干名
　募 集 期 間　　令和２年３月５日（木）～３月３１日（火）
　採用予定日　　令和２年６月１日（予定）
　※詳細は、村ホームページに掲載しています。
　※隊員が決定次第、取組内容や居住地等をお知らせいたします。

◎問い合わせ先　企画財政課むらづくり推進係　℡ 519-9556

払沢の滝冬まつりフォトコンテスト
応募作品を展示しています。

　昨年の１２月から今年の２月にかけて、払沢の滝周辺で撮影された写真作品を展示しています。村民には
馴染みの払沢を、写真愛好家たちがユニークな視点で撮影していますので、ぜひお越しください。

　◎展示期間　　３月１日（日）～３月１５日（日）
　◎展示時間　　午前１０時～午後３時
　◎展示場所　　ギャラリー喫茶やまびこ

◎問い合わせ先
檜原村観光協会内　払沢の滝冬まつり実行委員会事務局　℡ 042-598-0069

令和２年　３月号

東京都「みんなでラジオ体操プロジェクト」において
檜原村の動画作品が入賞しました！！

　東京都では、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会への気運醸成と都民の健康増進を目的
として、誰もが知っているラジオ体操を活用した「みんなでラジオ体操プロジェクト」を実施しています。

　このプロジェクトは、東京都がラジオ体操動画を公募し特設サイトで公開しているもので、檜原村でも檜
原村体育協会スポレク部、檜原村スポーツ推進委員の皆さんの協力のもと、ラジオ体操動画を応募し、見事
入賞しました。
　なお、このラジオ体操動画は檜原村役場住民サロ
ン又は下記のサイトでご覧になれます。

　檜原村ラジオ体操動画
　　https://tokyodouga.jp/FJJk231G4bA.html

お
知
ら
せ
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あなたの犬に登録と狂犬病予防注射を
　令和２年度狂犬病予防定期集合注射を実施します。
　生後 91日以上の犬の所有者は狂犬病の予防注射を 4月 1日から 6月 30日までの間に年 1回受けさせなければ
いけません。
　注射の当日は、必ず狂犬病予防注射済票交付票をお持ちください。また、裏面の狂犬病予防注射問診票を必ず記
入してください。
注射を受ける時の注意事項
　（１）犬の体は清潔にし、犬を確実に扱える方が連れてきてください。
　（２）�犬が病気、妊娠等で異常がある時、以前注射を受けて不調になったことがある場合、注射前に申し出てくだ

さい。
　（３）鑑札、注射済票は犬の首輪につけて来てください。
　（４）犬の糞を始末するビニール袋を用意し、糞をした場合、持ち帰ってください。

注射料金　　合計３，７５０円です。（釣り銭のないようにお願いします。）
　　　　　　〔内訳〕　予防注射料金　　３，２００円　　注射済票交付手数料　　５５０円

狂犬病予防注射済票交付票の内容に変更のある方
　（１）�犬の飼い主がかわったり住所変更などで、昨年と登録した内容が違う方は、役場生活環境係に変更届（鑑札

と注射済票を持って）を提出してください。
　（２）�飼っていた犬が、死亡して現在犬を飼っていない方は、役場生活環境係に死亡届（飼っていた犬の鑑札と注

射済票を持って）を提出してください。
　（３）�犬の鑑札をなくしてしまった方は、定期集合注射の前に役場生活環境係で鑑札の再交付を受けてください。�

（再交付手数料　１，６００円）

　その他定期集合注射でわからない点がありましたら、下記へお問い合わせください。

令和２年度　狂犬病予防注射定期集合注射日程表
月　日 会　場　名 時　　間 月　日 会　場　名 時　　間

４／２３
（木）

たから荘駐車場 午前１０：００～
午前１０：０５

４／２４
（金）

檜原きのこセンター前 午前１０：００～
午前１０：０５　

小林壽美夫氏宅前 午前１０：１０～
午前１０：２０ 小泉民行氏宅前 午前１０：１５～

午前１０：２０

坂本美男氏宅前 午前１０：２５～
午前１０：３０ 竹窪バス停前 午前１０：２５～

午前１０：３０

人里コミュニティセンター 午前１０：４０～
午前１０：５０ 土屋國武氏宅前 午前１０：３５～

午前１０：４０

上川乗バス停前 午前１０：５５～
午前１１：００ 樋里コミュニティセンター 午前１０：４５～

午前１１：００

南郷コミュニティセンター 午前１１：１０～
午前１１：１５ 小沢コミュニティセンター 午前１１：１０～

午前１１：２０

柏木野消防機具庫前 午前１１：２５～
午前１１：３０ 神戸国際マス釣場駐車場 午後　１：００～

午後　１：１０

やまぶき屋駐車場 午前１１：３５～
午前１１：４０ 白倉バス停前 午後　１：２０～

午後　１：２５

笹野バス停前 午後　１：００～
午後　１：０５ 中里会館 午後　１：３０～

午後　１：３５

貴布祢伊龍神社入口 午後　１：２５～
午後　１：３５ 市川芳太郎氏宅前 午後　１：４０～

午後　１：４５

山の店駐車場 午後　１：４０～
午後　１：５０ 茅倉回転場 午後　１：５０～

午後　１：５５

福祉センター 午後　１：５５～
午後　２：１５ ひのはら四季の里前駐車場 午後　２：０５～

午後　２：１０

檜原村役場駐車場 午後　２：１５～
午後　２：３５

◎問い合わせ先　産業環境課生活環境係　内線 123・127

お
知
ら
せ
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令和２年　３月号

〈広告〉

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

TEL 042－523－3337代
FAX 042－525－3302

http：//www.kousaikai.com

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
代表取締役　野村　正雄

〒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

光壽

交通災害共済「ちょこっと共済」に加入を！
　～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、東京都の全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が変動します。
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）

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、令和２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。

申込について
　　役場１階村民課窓口で申請書の配布、申し込みの受付を行います。
　　（自治会に加入している方には、２月上旬に自治会を通して申請書を配布しております。）

◎問い合わせ先　村民課村民保険係　内線 111
　ちょこっと共済ホームページ　http://www.ctv-tokyo.or.jp/

く
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国民年金からのお知らせ
◎国民年金保険料学生納付特例制度のご案内
　国民年金は、２０歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。
　しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保
険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
　対象となる方は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専
修学校及び各種学校（修業年限１年以上である課程）に在学する学生等で、ご本人の前年所得が一
定額以下であることが条件です。
　学生納付特例の承認期間は４月から翌年３月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予
定である場合は、４月始めに再申請の用紙が届きます。
　引き続き、学生納付特例制度の申請をご希望の場合は、必要事項を記入の上、ご返送ください。

◎国民年金保険料学生納付特例の申請について
　学生納付特例制度により、平成３１年度（令和元年度）に保険料納付を猶予されている方で、令
和２年度も引き続き在学予定の方へ、３月末に基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の学生納付
特例申請書を送付します。
　同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入して返送いただくことにより、
令和２年度の申請ができます。（この場合、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です。）
　なお、令和２年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付をご希望の場合は、納付書を作
成して送付します。お手数をおかけしますが、お近くの年金事務所までお問い合わせください。

◎問い合わせ先　青梅年金事務所　℡ 0428-30-3410

後期高齢者医療制度への加入について
～６５歳以上の方も障害の状態により加入することができます～

　後期高齢者医療制度の加入者は、広域連合内に居住する７５歳以上の方及び６５歳以上の一定の
障害がある方です。
　７５歳以上の方は、今まで加入していた医療制度（国保・健康保険・共済組合など）から後期高
齢者医療制度に移行されますが、６５歳以上の一定の障害がある方については、現在加入している
医療制度（国保・健康保険・共済組合など）から後期高齢者医療制度へ移行を希望される場合、申
請をしていただく必要があります。
　移行した場合、後期高齢者医療制度の負担割合は所得により１割か３割になりますが、保険料に
ついては今まで加入されていた医療制度と保険料の計算方法が相違するため、保険料額が変わりま
すので、詳しくは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 119

く
ら
し
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令和２年　３月号

住所の異動（転入・転出など）の届出は
お早めに（14日以内に）

〈広告〉

ICHIKEN

檜原村2877

TEL 042－598－0513
FAX 042－598－0047

一般土木工事一式

　住所の異動（転入・転出など）がある場合、
14日以内に届出をしてください。
　また、住民基本台帳事務を取り扱う村民
課村民保険係では、なりすましによる虚偽
届出の防止のため、届出をされる皆さま（届
出人）に本人確認を行っています。本人確
認を行う際は、運転免許証・住民基本台帳
カード・個人番号カード・保険証などをご
提示いただく事になります。
　なお、届出はご本人またはご本人と同じ
世帯の方が行うことができます。代理人が
届出を行う場合は、委任状をご用意くださ
い。
　虚偽行為を未然に防ぐための大切な確認
作業です。皆さまのご理解とご協力をお願
いします。

届出関係一覧
●転入届
▽転入をした日から 14日以内
▽必要なもの
　転出証明書（前住所地で発行）・認印※住
民基本台帳カードまたは個人番号カードで
転出手続きをされた方は住民基本台帳カー
ドまたは個人番号カード
（下記は該当する方のみ。）
　国民年金加入者は年金手帳、児童手当受
給者は前住所地の所得（課税）証明書・保
険証、子どもの保険証（義務教育修了前ま
で）、介護保険認定者は受給資格証明書、通
知カード（個人番号カードをお持ちでない
方）

●転居届
▽転居をした日から 14日以内
▽必要なもの
　認印
（下記は該当する方のみ。）
�　国民年金手帳、国民健康保険被保険者証、
後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保
険者証、子どもの医療証、住民基本台帳カー
ド、通知カードまたは個人番号カード

●転出届
▽あらかじめ（転出後 14日以内を含む）
▽必要なもの
　転出予定先の住所と転出予定日・認印
（下記は該当する方のみ。）
　国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保
険者証、介護保険被保険者証、子どもの医療証、
住民基本台帳カードまたは個人番号カード、印鑑
登録証

●世帯変更（世帯合併・分離・構成変更・世帯主変更）
▽変更があった日から 14日以内
▽必要なもの
　認印
（下記は該当する方のみ。）
　国民健康保険加入者は、国民健康被保険者証（世
帯主が変更する方全員）

※�届出期間を経過して届出をした場合は、経過し
た理由等を届出期間経過通知書に記入していた
だく場合があります。

届出受付時間・場所
▽�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）・役場１階村民課窓口

◎問い合わせ先　村民課村民保険係
内線 111・116

く
ら
し
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４月の人権・行政相談
日　時　４月９日（木）　午後１時～午後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

司法書士による無料法律相談のお知らせ
　相続、遺言、クレジット、サラ金などで困っていること、悩みごと、わからないことはありませんか。
東京司法書士会三多摩支会による無料法律相談を開催いたします。お気軽にお越しください。

日　時　４月９日（木）
　　　　午後１時～午後４時（受付時間　午後０時５０分～午後３時３０分）
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
　　　　　　　　　東京司法書士会三多摩支会　℡ 042-527‐1919

土地･家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と
固定資産課税台帳の閲覧ができます

　固定資産税は、１月１日現在村内に土地・家屋および事業用償却資産を所有している方に課税さ
れます。
　課税内容については、他の固定資産と価格等が比較できる土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧、ま
た課税の内訳について固定資産課税台帳の閲覧により確認できます。

◎問い合わせ先　村民課税務係　内線 112

期　間
　４月１日 (水 ) ～５月２９日 (金 )
　　(土曜・日曜・祝日は除く )
　閲覧は令和３年３月３１日（水）まで
時　間
　午前８時 30分～午後５時 15分
場　所
　檜原村役場１階　村民課

縦覧・閲覧のできる方
「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧
　固定資産税の納税者と家族など代理権がある方
「固定資産課税台帳」の閲覧
　固定資産税の納税義務者、代理人、借地人、借
家人、固定資産の処分をする権利がある一定の方
※本人確認等のため、運転免許証等の身分証明書、
納税通知書、課税明細書、委任状等が必要となり
ます。

　なお、令和２年度固定資産税納税通知書は５月
上旬に送付いたします。

く
ら
し
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令和２年　３月号

〈広告〉

税金の納め忘れはありませんか？
　過年度及び平成 31年度の村都民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税は、すでに納期限
が過ぎています。まだ、納税されていない方は、至急お納めください。
　村では、何らかの事情により納税が困難な方の納税相談を随時行なっていますが、正しく納税さ
れている方がいる一方、一部の滞納者により税の公平性の確保が危ぶまれています。既に納付され
ている方との公平性を保つため、滞納者に対しては下記のような対応があります。

延　滞　金　　�納期限が過ぎた税金については、税額、滞納期間に応じて延滞金が発生します。
財 産 調 査　　金融機関、勤務先、生命保険会社等へ預貯金額・給与等の調査を行います。
差押・捜索　　預貯金・給与・不動産等、自動車・オートバイ等の差押を行います。
　　　　　　　差押物件を発見するために自宅等の捜索を行います。
公　　　売　　押収した差押物品や不動産等の差押物件を売却し、その代金を納税に充てます。

国民健康保険の短期被保険者証・被保険者資格証明書の発行
　国民健康保険に加入している方が国民健康保険税を滞納した場合、通常の保険証の代わりに有効
期限の短い「短期被保険者証」や、医療費が全額自己負担になる「被保険者資格証明書」が交付さ
れます。
※村の各種補助制度が受けられない場合があります。

◎納税に関する相談・問い合わせ先　村民課税務係　内線 117

軽自動車等の課税に伴う登録変更の手続きについて
　軽自動車税は、４月１日現在の登録名義人等に課税されます。
　次の場合には、登録変更の手続きを３月中に済ませてください。

☆譲渡したとき　��☆使わなくなったとき　��☆住所を変更したとき　��☆紛失・盗難にあったとき

　なお、令和２年度軽自動車税納税通知書は５月上旬に送付いたします。

◎問い合わせ先　村民課税務係　内線 117

く
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令和２年４月から 
ごみの出し方が変わります！

１．使用済小型電子機器について
　下記の使用済小型電子機器は、長さ・重さにより「粗大ごみ」としていましたが、令和２年４月
から制限が無くなり全て「使用済小型電子機器」となりますので、ごみとして出す際にはご注意く
ださい。

ＳＴＢ（セットトップボックス） ＭＤラジカセ ＣＤラジカセ
ステレオ（コンポ・セパレート） チューナー ＤＶＤビデオ
ＤＶＤレコーダー・プレーヤー テープレコーダー 電子レンジ
電話機（ファックス付き含む） 時計（ぜんまい式除く） ハードディスクレコーダー
ビデオデッキ ファクシミリ（家庭用） ブルーレイレコーダー・プレーヤー
変圧器（使用済小型電子機器の付属品）ラジカセ

＜使用済小型電子機器の出し方＞
　�　ガムテープ等にマジックで「檜原村」と記載し、出す物に貼ってから収集日に出してください。

２．原付バイク（５０ｃｃ）について
　原付バイクは、「粗大ごみ」として収集していましたが、搬出先の処理状況の変化により粗大ごみ
として処理ができなくなってしまったため、「二輪車リサイクルシステム」を利用し処分してください。

＜原付バイクの処分の仕方＞
　①対象車両・引取基準の確認
　　・対象車両：国内メーカーが販売したバイクが対象（原付、軽二輪、小型二輪）
　　・�引取基準：�車体、エンジン、ガソリンタンク、ハンドル、前後タイヤが一体となっている状態。

（可動・不動は問いません。）
　　　　　　　 �※�バイクがバラバラの状態、オイル漏れ、ごみ・後付部品等が付いている場合は引

取基準に合わないため引取りができないので、後付部品をはずすなど対応してく
ださい。

　②持込先（方法）の選択
　　・ご自身で最寄りの「指定引取場所」へ持込む。（無料）
　　・最寄りの「廃棄二輪車取扱店」へ相談する。（有料）
　　　※廃棄二輪車取扱店へ依頼する場合は収集運搬料金がかかります。
　③問合せ先
　　�（公財）自動車リサイクル促進センター
　　　�ホームページ：http://www.jarc.or.jp/motorcycle/�

コールセンター：050-3000-0727

◎問い合わせ先　産業環境課生活環境係　内線 123・127

環
境
・

下
水
道

環境・下水道
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令和２年　３月号

受益者分担金のお支払いはお済みですか？
　令和元年度に公共下水道が供用開始された区域の皆様には、『受益者分担金納入通知書』を送らせ
ていただいております。
　まだ納入手続きがお済みでない方は、お早めに納入してください。納入期限は令和２年３月末と
なっております。
　また、お心当たりのある方で納入通知書を紛失してしまったなど、ご不明な点がございましたら、
下記問い合わせ先までお気軽にお電話ください。
　環境衛生の向上、秋川の水質保全のため、お早めに公共下水道へ接続するようご協力をお願いい
たします。

◎問い合わせ先　産業環境課生活環境係　内線 121・127

３月・４月の栄養相談
【日時】　�３月２５日（水）・４月８日（水）�

午前９時３０分～午後３時

【会場】　�保健センター�
（やすらぎの里内）

　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。

  ４月の
精神保健巡回相談

【日時】　�４月１３日（月）�
午後２時～午後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。秘密は厳守いたします（費用無料）。

歯・口の地域訪問相談会
【日時】　３月２４日（火）　午前１０時～正午　　　【会場】　やすらぎの里（保健センター）

　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。

◎問い合わせ先　福祉けんこう課けんこう係　℡ 042-598-3121

★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。

福
祉
・

け
ん
こ
う

福祉・けんこう
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子育て支援保育料等補助金 
交付申請について

　保育所等に在籍する児童の保護者の負担を軽減し、子育て支援を図る目的で、利用者負担額等の
補助を行っています。

○補助対象者　�令和元年１０月分から令和２年３月分までの利用者負担額等を令和２年３月末日ま
でに完納した保護者の方が対象です。ただし、過年度の利用者負担額等を滞納して
いる保護者の方は、補助の対象外とします。

○補 助 金 額　・第１子…月額利用者負担額等の２分の１
　　　　　　　・第２子以降…月額利用者負担額等の全額
　　　　　　　※第１子及び第２子以降の子どもとは、同一世帯内の１８歳未満の子どもとします。

※認可保育所以外へ通われている方につきましては、下記までご連絡ください。

檜原村子ども家庭支援センター
子育てエッセンス♪♪

「上手に自己主張する力」・・・その５　自分の主張が相手に伝わるように表現すること
　子どもが大きくなる過程で必要なことは、まず「自分がどうしたいか」を知り、それを表現する
ことです。これが「自己主張」です。
　上手に自己主張するためには、自分の主張が相手に伝わるように表現すると共に相手の主張を受
け止めて返せることが必要です。
　伝わる、伝わらないとは、コミュニケーション力に左右されるようです。
　コミュニケーションをキャッチボールに例えると、ボールの投げ方が強すぎても弱すぎても相手
はうまくキャッチできません。
　相手がキャッチできるほど良いところに程よい力で投げてあげることが大切です。
　感情的になり過ぎたり、また反対に、あまりにも冷静で、まったく感情を含まない事務的な言い
方だと、伝えるべき情報が伝わりにくくなってしまいます。
■�「相手が理解できる内容」と、「自分の感情」を、バランスよく冷静に客観的に、伝えるという意
識を持って、伝えられると良いようです。
　まず私たち大人が子どもに伝えたいことは何か、いつ伝えることが望ましいかを考えて上手に表
現していきましょう。
　相手や周りの状況を配慮しながら上手に自分の要求を表現できる子どもに育つよう子育てできる
とよいですね。� （参考文献：「やっていいこと・悪いこと」がわかる子の育て方）

◎問い合わせ先　福祉けんこう課けんこう係　℡ 042‐598‐3121

◎問い合わせ先　檜原村子ども家庭支援センター　℡ 042-598-3122

福
祉
・

け
ん
こ
う
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令和２年　３月号

～ 風しん抗体検査・予防接種の
無料クーポン券をお持ちの方へ ～

＜クーポン券について＞
　令和元年６月に送付したクーポン券は、昭和４７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性
が対象となっております。このクーポン券をご利用いただくと風しんの抗体検査が無料で受けられ、
更に、抗体検査の結果、予防接種が必要と判定された場合、予防接種も無料で受けることができます。
＜クーポン券の有効期限の延長について＞
　現在発行されていますクーポン券の有効期限は２０２０年（令和２年）３月までとなっておりま
すが、有効期限を下記のとおり延長します。期限内に医療機関で検査をお受けいただきますようお
願いいたします。
　有効期限：２０２２年（令和４年）３月３１日
※検査の申込は医療機関へ直接お申込みください。

こちら地域包括支援センターです！！
認知症予防講話の開催について

　ピアノやトランペット奏者による音楽を用いた認知症予防の講話を下記の日程で開催します。認
知症に興味がある方や、プロの演奏を聴きたい方など是非お気軽にご参加ください。

　（日時）令和２年３月１９日（木）午前９時３０分から午前１１時３０分まで
　（場所）やすらぎの里　３階多目的ホール　
※事前のお申し込みは必要ありません。

◎問い合わせ先　福祉けんこう課けんこう係　℡ 042-598-3121

◎問い合わせ先　檜原村地域包括支援センター　℡ 042-598-3121

〈広告〉

福
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檜原村入学祝金を支給いたします
　檜原村では、児童・生徒の小・中学校等への入学を祝し、健全な子育ての増進に資する目的で、入学祝金
を支給いたします。
　対象は令和２年４月に小・中学校等に入学する児童・生徒の保護者です。支給金額は児童・生徒一人につ
き３万円です。
　檜原村の小・中学校へ入学する児童・生徒の保護者には入学式の際にお渡しします（印鑑をお持ちくださ
い※シャチハタ不可）。
　村外の小・中学校等に入学する場合は別途申請が必要となります。支給申請の期間は４月１日（水）～９
日（木）までの間とします。必ず期限内に申請を行ってください。
　申請書は教育委員会窓口にあります。また、添付書類として別居の場合を含む家族全員の住民票の写し（令
和２年４月１日以降に発行されたもの）が必要となります。

◎問い合わせ先　教育課学校教育係　内線 223

卓球教室開催のお知らせ！
　スポーツ推進委員会では、大人の卓球教室を実施いたします。
お申し込みは特に必要ありませんので、お気軽にご参加下さい。

　会場　檜原村福祉センター
　時間　午後７時３０分～午後９時まで
　用具　教育委員会で用意します。
　服装　運動のできる服装（室内用の靴をご用意下さい。）

大人の卓球教室����３月１７日（火）

高等学校等通学費補助金（１学期分）交付申請について
　檜原村教育委員会では、高等教育における家庭の経済的負担を軽減する目的で、高校生等の通学費の補助
を行っております。学期ごとに申請が必要ですので、申請をお願いいたします。

○補助対象者　村内に住所を有する生徒と同一世帯に属する保護者
○申 請 書 類　①檜原村高等学校等バス通学費補助金交付申請書
　　　　　　　②案内図（自宅からバス停まで）　③在学証明書又は生徒証（顔写真付）
　　　　　　　④口座振込依頼書　　　　　　　　⑤請求書
○補 助 金 の　口座振込（口座がない場合は教育委員会の窓口で受取りになります。）
　交 付 方 法　�令和２年度１学期分の交付申請の期間は４月１日（水）～３０日（木）です。必ず期限内に

申請を行ってください。
　申請書は令和元年度３学期分を申請された方には送付してありますが、教育委員会窓口でも配布していま
す。

◎問い合わせ先　教育課学校教育係　内線 223

◎問い合わせ先　教育課社会教育係　内線 226

大人の

※�荒天等により中止になる場合がありますので、
ご了承願います。

教
育
・
文
化

教育・文化

16 広報 ひのはら　R ２. ３



令和２年　３月号

檜原村観光協会直売所
「やまぶき屋」（柏木野）営業開始のお知らせ
　冬期休業しておりました特産物直売所「やまぶき屋」は、３月１日から営業を開始しております。
農産物等の出荷をご希望の方は、ぜひご利用ください。

営 業 時 間　午前９時３０分～午後５時
取り扱う商品　村内で生産加工された農産物、山菜、盆栽、民芸品、木工品、酒類等
販 売 方 法　�出荷者に直接搬入していただき、やまぶき屋スタッフが販売を行います。手数料と

して売上金の２０％を頂きます。（搬入時間　午前９時３０分～午後４時）

そ　 の 　他　◎定価札、ビニール等の資材については、各自でご用意ください。
　　　　　　　◎�商品として不適当と思われるものについては、全体の信用に関わりますので、お

持ち帰りいただく場合があります。ご了承ください。

◎問い合わせ先　檜原村観光協会直売所「やまぶき屋」　℡ 042-598-0429

秋川流域ジオの会による 
ガイドツアーの参加者募集

ツアーテーマ 昔の生活は雲上にあった

期日　集合 ４月１２日（日）　午前７時２０分　武蔵五日市駅前

コ ー ス
７時３９分発のバスに乗車～藤倉バス停下車～小林家住宅～田倉家～中之平縄文遺跡～
藤倉バス停午後３時 30分解散
（藤倉発：午後３時３９分～武蔵五日市駅着：午後４時３０分）

ミツバツツジの小林家住宅と田倉さんの昔の生活を聞いてから、さらに上の中之平縄文遺跡をめぐ
り、昔の人々の生活に思いを馳せてみよう。（小林家住宅：重要文化財）

申 し 込 み
そ の 他

弁当持参　下記参加費のほか、藤倉までのバス代往復１５００円程度が必要です。
定員１５名　　往復はがき（４月１日消印有効）で下記に申し込んでください。

参加上の注意：
◎�バス停から標高差４７０ｍ　２時間 30分ほど山道を登ります。ハイ
キングに適した軽登山靴、服装でお願いします。急な降雨も予想され
るため雨具も忘れずにお願いいたします。
◎�ジオガイドツアーの参加費は 1000 円（調査費保険料資料代）です。
ツアーに参加したい方は往復はがきに氏名・住所・電話番号を書き、
下記住所宛てに申し込んでください。参加費はツアー当日に徴収します。

◎申し込み先　秋川流域ジオの会事務局：�〒197-0814　あきる野市二宮1300-97�
池田美智子　℡ 080-5470-1588

その他

そ
の
他
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動物による農作物への 
被害調査の結果について

　平成３１年４月に実施した動物による農作物への被害調査について、前年度は４４名の方からご回答い
ただきましたが今回は８５名の方からご回答をいただきました。多くの方のご協力をいただき誠にありが
とうございました。結果がまとまりましたので報告いたします。

○回答　８５件

○畑を荒らす野生動物の順位
順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位
檜原村 ニホンザル イノシシ ニホンジカ ハクビシン タヌキ
東京都 ニホンジカ イノシシ ハクビシン ニホンザル ネズミ

○村内の被害状況
順　位 １位 ２位 ３位

野 生 動 物 ニホンザル イノシシ ニホンジカ
被害面積（ａ） ９０ ３８ ４
被 害 量（kg） ２，２０２ ８１９ ２８８
被害額（千円） ６４５ ４０７ ３６

○市町村別被害金額（千円）
順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 ９位 １０位
市町村 奥多摩町 町田市 八王子市 小笠原村 稲城市 あきる野市 三鷹市 大島町 青梅市 檜原村
金 額 １９，０１８ ９，９６４ ４，３５４ ３，２７９ ３，１０２ ２，３１７ １，５３９ １，２７４ １，０９９ １，０８８
　檜原村は東京都全体では３１市町村中１０番目であり被害額は１，０８８，０００円でした。

○まとめ
　檜原村では、２年ほど前からサルによる被害が急増しております。昨年度の調査ではサルよりイノシシの
方が被害が多くありましたが、今年度はサルによる被害が突出しております。電気柵の設置、猟友会による
捕獲、追払いなどの対策を実施しておりますが、なかなか全村を網羅することはできません。猟友会の活
躍により、今年度は１月末現在で、シカは１０８頭（Ｈ２９年度　５０頭）、ニホンザルは２２頭（Ｈ２９
年度　８頭）、イノシシは７２頭（Ｈ２９年度　１９頭）となっています。全獣種をみても捕獲数はＨ２９
年度１３４頭であったものが、２７７頭と増加しております。これは猟友会の活躍もさることながら、里に
近いところまで野生獣が生息している結果と思われます。つまり、人家や畑に近いところでサルやイノシシ
が身を潜めているということです。東京都全体の被害金額も昨年度と比べおおよそ２倍に増加しています。
　農作物を守るには、電気柵の設置や残渣物を畑に放置しない、畑に野生獣が寄り付かないような工夫、
追払い、そして捕獲というように重層的に対策をしていかなければなりません。農作物に被害を与える有
害獣の捕獲はどこでもできるわけではなく、捕獲できる場所は決まっています。家の近くや道路上にいる
獣を猟銃で撃つことはできない決まりになっています。
　今回の被害調査結果はあくまでも回答をいただいた調査票を基に算出していますので、村内の被害状況
と必ずしも一致するとは限りません。
　今後も獣害防止対策を効果的かつ効率的に行うための資料として、各地域の被害状況を把握したいと考
えております。また、被害状況調査は東京都からの補助金額に反映されています。
　ご協力を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

そ
の
他
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野生鳥獣に畑を荒らされないために
　畑をイノシシやサル、タヌキから守るためには、捕獲や駆除だけに頼らず、環境を整備すること
も重要と言われています。そこで有効な方法をご紹介します。

○動物の餌となるような残渣物を畑に置かない！

○耕作放棄地や草が生い茂っている場所の草刈をする等、動物が隠れられるような場所の除去！

○�畑を獣種に合わせて、正しく囲う！（山側だけ、「コ」の字型等ではなく、「囲う」という字のよ
うに四方を囲む）

○柵は動物が登れるような電柱、樹木、屋根から２ｍくらい離す！

　野生鳥獣による農作物への被害を防止するため、電気柵が整備されていない畑に新たに電気柵を
購入し設置した方に補助金を交付します。
　内容は次のとおりです。

【対象】村内に畑を所有している方または耕作している方

【補助金額】電気柵の購入経費の９／１０（限度額２４０，０００円）です。ただし、１，０００円未�
　満の端数は切捨てとなります。
　※一度設置をした畑は５年間は補助対象外となります。
　※電気柵の購入・設置は個人で行っていただきます。
　※補助金の活用を希望される場合は事前に下記の係へ申請をお願いいたします。

【対象となる電気柵】ネット型、簡易なイノシシ用など農地へ有害鳥獣の侵入を防ぐ鉄柵や電気柵・
音や光を発する鳥獣撃退器であればタイプは問いません。

◎問い合わせ先　産業環境課農林産業係　内線 129・130
↑イノシシに荒らされた畑

そ
の
他
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令和３年春採用自衛官等募集案内
▽一般幹部候補生
　　試験期日　　５月９・１０日
　　受付期間　　３月１日～５月１日（必着）
▽一般曹候補生
　　試験期日　　５月２３日
　　受付期間　　３月１日～５月１５日（必着）
▽予備自衛官補（一般・技能）
　　試験期日　　４月１８日～２２日（いずれか１日）
　　受付期間　　現在受付中～４月１０日（必着）

▽採 用 説 明 会
　　３月１４日　防衛省自衛隊　市ヶ谷駐屯地（新宿区市谷本村町５－１）
　　　①午前９時～正午（受付午前８時３０分～）
　　　②午後１時～午後４時（受付午後０時３０分～）

◎採用説明会事前申込み・志願票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

檜原村安全安心村づくり協議会よりお知らせ
あなたは…あなたのご家族は大丈夫ですか？
　特殊詐欺の被害は後を絶ちません。「うちの親は大丈夫」「お金がないから…」「よく連絡をとって
いるから…」と安心しないでください。
　親の心は図りしれません。犯人からの電話を息子や孫からの電話と信じ、詐欺だと説明してもお
金をわたそうとする方は多数いらっしゃいます。また、官公署の名前を出され、親切丁寧な対応で
あれば信用してしまいます。特殊詐欺は誰でも被害者になりやすい犯罪です。家族で詐欺を撃退し
ましょう。

◇�「携帯電話をなくした」「電話番号が変った」と電話を受けたら、元の携帯電話番号か、勤務先に
確認の電話をかけるようにしましょう。

◇�「留守番電話」にしておき、「○○（合言葉）の△△（名前）だよ」と合言葉を決めておき、相手
を確認してから電話にでましょう。

◇�知らない人には絶対にお金を渡さないようにしましょう。

◇�「レターパックや宅配便で現金を送れ」という指示はほとんど詐欺です。支払いの方法は振込み
や手渡しだけではないので注意しましょう。

◇ �ATMで医療費や保険料などの還付金は受けられません。そのような指示があってもATMに行
かないようにしましょう。

そ
の
他
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希少種の保護を進めています！
　檜原村は生物多様性豊かな自然環境を有し、１，６００種類を越
える植生が確認されている高尾山周辺にも劣らない植生を見るこ
とができます。
　平成２７年度にはレンゲショウマ群生地を守るため、４００ｍ
のシカ害防止柵を設置し、保護を行っています。

イワウチワ

　今後も希少種と呼ばれる植生が確認
されれば、その保護も積極的に行い、
現場が荒らされることを防ぐような措
置を講じた上で公開も進めていく予定です。
　希少種という今後も失ってはならない種を守り、活用していくために
皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

レンゲショウマ

◎問い合わせ先　産業環境課農林産業係　内線 129・130

３月は東京都の自殺対策強化月間です
「自殺防止！東京キャンペーン」

特別相談
　相談受付時間の延長や、２４時間対応等を行います。いずれの窓口も、相談料は無料です。
　※　フリーダイヤル以外の相談先は、通話料・通信料がかかります。
　※　０５７０で始まるナビダイヤルは、携帯電話の無料通話、かけ放題プラン等の対象外です。

こころの悩み等についての電話相談等
窓口名称 番号 特別相談期間 実施主体

有終支援いのちの山彦電話
―傾聴電話―

０３－３８４２－５３１１
３月１日［日］～３１日［火］
各日正午～午後８時
（金曜日は午後１０時まで）

NPO法人有終支援いのちの山彦電話

フリーダイヤル相談 ０１２０－５８－９０９０
３月７日［土］午前０時～
　　９日［月］午前５時３０分

NPO法人国際ビフレンダーズ東京
自殺防止センター

自殺予防いのちの電話 ０１２０－７８３－５５６

３月１０日［火］午前８時～
　　１１日［水］午前８時
３月２０日［金］～３０日［月］
各日午後４時～午前０時

（一社）日本いのちの電話連盟

東京都自殺相談ダイヤル
～こころといのちのほっとライン～

０５７０－０８７４７８
３月２７日［金］～３１日［火］
各日２４時間

東京都
（NPO法人メンタルケア協議会）

LINE アカウント　　
「生きるのがつらいと感じたら…」メニューから相談を受け付けています。
３月１日［日］～３１日［火］　各日午後３時～午後１０時（受付は午後９時３０分まで）

相談ほっとＬＩＮＥ＠東京

そ
の
他
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髙
たか

橋
はし

　春
はる

香
か

（笛吹在住）
　冬も終わりに差し掛かっています。今年は檜原村も暖冬で雪が少な
かったとお聞きします。雪が降ってワクワクし、滝の結氷が見たいなぁ
と思った半面、檜原生活初めての冬は暖冬でよかったなぁとも感じます。
　体調を崩し３日ほど寝込んだこともありました。車が家の前にずっと
あることで察してくださったご近所さんから「体調大丈夫か？連絡くれ
れば何でもするから」と声をかけていただきました。一人暮らしでも周
りの方が気にかけてくださる安心感と温かさに感謝しかありません。
　そして寒さで糖分を増した美味しい白菜を色々な方からいただきまし
た。私にとって冬と言ったら「掘りごたつであったか白菜料理」になり
ました。来年はどんな冬になるのか楽しみです！！！

土
ど

井
い

　卓
たく

哉
や

（和田在住）
春の訪れを感じる桃の節句も終わり、皆様、雛飾りのお片付けはお済
みでしょうか。引越しの際に壊れてしまったのではないかと心配だった
土井家の雛人形も無事に飾り終えました。毎年のこと、嫌がられながら
も雛飾りと共に娘の成長を写真に残して来ましたが、ここで成長記録が
止まってしまうのか、今年は娘達が居ない静かな雛祭りになりました。
しかし、私は諦めません！檜原村に遊びに来いと只今交渉中ですので、
わが家はまだ飾ったままにしています。

土
ど

井
い

　智
とも

子
こ

（和田在住）
　私も檜原村に来て 3月で 8か月目を迎えます。卒業シーズン
ですね。我が家も一人高校生が卒業します。今年は檜原村での
初めての年越しをし、地域の人と迎えた 2020 年。昨年はとに
かく地域に馴染むことをしてきましたが、今年は１歩も２歩も
進んで、未来を考えて活動していきたいと思います。私の今年
のテーマは「表舞台！」様々な場面で表に出る、また、表に出
すサポートをすることをやります！

左上から、髙橋春香、小川豪、松岡賢二
左下から、土井卓哉、大倉悠揮、土井智子

家の前に積もった雪

檜原村地域おこし協力隊
ひのはらだより Vol.45

人里どんど焼き！

ほっこり市に参加しました！

そ
の
他
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令和２年　３月号

いま、檜原中学校では

学  習  発  表  会 （※写真は昨年度）

○年間を通して授業公開中です。お気軽にご参観ください。

３月　７日（土）　学習発表会，保護者会
３月１９日（木）　卒業式
３月２５日（水）　修了式
３月２６日（木）～４月５日（日）　春季休業
４月　６日（月）　始業式
４月　７日（火）　入学式

４月　９日（木）　新入生歓迎会
４月１６日（木）　全国学力学習状況調査（３年）
４月１７日（金）　保護者会
４月１８日（土）　土曜授業，PTA総会
４月２０日（月）　振替休業日
４月２４日（金）　離任式

【３・４月の予定】

展示発表
３月７日（土）　�午前１０時４０分～�

午後４時

檜原中学校　１，２階特別教室等

・各学年展示
・国語科　書写展示
・社会科　地理調べ学習展示
・技術家庭科　作品展示
・学校行事写真展示

ステージ発表
３月７日（土）　�午前９時３５分～�

午前１０時４０分

檜原中学校　体育館

・１年生　発表
・２年生　発表
・３年生　発表
・生徒会　意見発表
・人権作文発表
・音楽科発表（合唱，ミュージックベル）

教育目標　　・学び考える人　　・心の豊かな人　　・たくましい人
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「希望の春！！」

「広報ひのはら」は再生紙を利用しています。

　檜原中学校を卒業して、新たな生活を始める檜原っ子たちが７名います。檜原村の木に囲まれた教室や仲間
たちと過ごした思い出と希望を胸に、それぞれが頑張っていって欲しいですね。

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 TEL 521-2323 携帯電話・PHS は♯7119

秋川消防署 TEL 595-0119
東京都保健医療情報センター TEL 03-5272-0303

世帯と人口 （２月１日現在）
（　）内は前月比

女 

2,129
1,082

世帯数 1,151
4 減男 1,047 5 減

9 減9 減

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

３月８日（日）いなメディカルクリニック
あきる野市�
伊奈４７７－１ ０４２－５９６－０８８１ ２２日（日）まつむらこどもクリニック

あきる野市引田２２５�
丸徳ビル１０１ ０４２－５５９－３３２２

１５日（日）あべクリニック あきる野市�
瀬戸岡４７４－６ ０４２－５５８－７７３０ ２９日（日）あきるの内科クリニック

あきる野市�
二宮１０１１ ０４２－５５８－５８５０

２０日（祝）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 ０４２－５５０－３３４１

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。

午後2時～午後3時30分（開場午後1時30分）入場無料
３月18日（水）までに教育課社会教育係へ電話にてお申込みください。

会場：檜原村郷土資料館鑑賞室
講師：西村　慎太郎

人間文化研究機構国文学研究資料館准教授
NPO法人歴史資料継承機構じゃんぴん代表理事

3月22日（日）

第１回檜原村歴史講座

古文書から見る檜原の歴史

主催　檜原村教育委員会
共催　NPO法人歴史資料継承機構じゃんぴん

お問い合わせ
　檜原村教育委員会教育課社会教育係　�東京都西多摩郡檜原村４６７－１�

042-598-1011（代表）
　NPO法人歴史資料継承機構じゃんぴん　E-mail�:�info@rekishishiryo.com

　


