
農を学び、次世代につなぐ
援農ボランティアを募集

陸稲の稲刈り後に干す様子

農の学校
おかぼ

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
で
目
標
を
達
成
し
よ
う

第
1511号

　
令
和
3
年
　
2021.11.1

広
報

飢
餓
を
ゼ
ロ
に

毎
月
1日
発
行
　
　
発
行
/ 日
野
市
　
　
　
  1000020132128　

　
編
集
/ 企
画
部
市
長
公
室
　
〒
191-8686 東

京
都
日
野
市
神
明
1-12-1　

　
　
https://w

w
w
.city.hino.lg.jp/　

　
042-585-1111

042-581-2516　
　
　
soudan@

city.hino.lg.jp　
　
配
布
/ 日
野
市
新
聞
組
合（
☎
042-514-8171※

午
前
10時
～
午
後
5時
　
 　
　
042-514-8099）　

　
Q
Rコ
ー
ド
は
㈱
デ
ン
ソ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
登
録
商
標
で
す
。

法人番号
FAX

FAX
HP

代表☎

掲載のイベントなどは新型コロナウイルスの影響で中止・延期する場合があります

農のあるまち日野
人事行政の運営などの状況を公表
令和2年度決算をお知らせ
新型コロナワクチン接種について　など
11月は児童虐待防止推進月間
日野市の子育て情報
11月の市民相談
みんなのメモ帳
休日診療医、救急診療、救急病院宿日直予定表

2
4
8
12
14
24
29
30
32

障害のある方、高齢者、子ども
講座
催し・イベント
しごと
スポーツ、税金
健康・検診、お知らせ

15
16
18
19
20
21

目次 10月20日時点の情報に基づき作成しています

市政のお知らせ・催し

別冊特集 地域かわら版

広報Hino City Public Relations

SDGs IN ACTION HINO
TRANSFORMING OUR WORLD

SDGs未来都市 日野

月号令和３年
(2021年)11

令和3年11月1日発行　第1511号



　農業者の高齢化や担い手不足への支援として、平成16年度から援農市民養成講座
「農の学校」を開講しています。受講生は1年間を通じて、農業知識と技術を習得し、
修了後はボランティア登録を行い、市内農業者のもとで援農ボランティアとして活
躍しています。現在、第17期生が学んでいます。
日令和4年1～12月の原則平日※講座による知識の習得（月1回）、圃

ほ

場
じょう

（畑）での実習
（月2～5回）

場七ツ塚ファーマーズセンターおよび実習圃場
内援農活動を実践するための農業知識、土作りから収穫までの技術の習得、圃場の
管理作業※市 HPで動画コンテンツ公開中（援農ボランティアの軌跡）
対修了後、援農活動ができる方
定申込制で20人※書類選考あり
他受講希望者は12月4日㈯・7日㈫午前10時から七ツ塚ファーマーズセンターで開催
する募集説明会（事前申し込み不要）のいずれかに必ず参加を
申 12月10日㈮までに市役所3階都市農業振興課へ所定の申込書（説明会で配布）を持
参。住所、氏名、年齢、電話番号、応募動機を記入※土曜・日曜日、祝日を除く

　農業委員会は、9月13日、来年度に
向けての農業施策に関する意見書を市
長に提出しました。提出された意見に
ついて、今後、農業施策に関係する担
当課と農業委員会委員が意見交換会を
行い、実施策を検討します。

�意見書の項目�
1．都市農業としての基盤固め
2．担い手の確保と育成
3． 日野産農産物のPR及び地元消費者

と結びついた農業
4．農地の保全

　日ごろ、直売所などで売られている市内産農産物の多くは「生産緑地」
で作られた野菜です。私たちの生活に大切な環境をより良く守ってい
くための「生産緑地」制度を正しく理解し、応援することが、都市農地
を育み、未来の子どもたちへ引き継ぐことにつながります。
■どんな制度なの？　
　「生産緑地」とは、良好な生活環境を確保するために「守るべき農地」
として指定する農地です。農地として維持するための制限がある一方
で、税金の軽減や相続税の納税猶予などを受けることができる制度で
す。
■どう利用されているの？
　安定した地場産野菜を供給（小・
中学校全校の学校給食、直売所や飲
食店）したり、市民農園や体験農園
などに利用されたりしています。あ
なたの身近で右のような看板を見か
けたことはありませんか？

　新型コロナウイルス感染拡大により、私たちは不要不急の外出自粛を余儀なくされましたが、改めて自分たちが住
むまちを見直すきっかけとなり、直売所や農家の庭先販売を、目にする機会が増えました。
　これからは秋冬野菜の収穫期です。引き続き「日野の農業」へ市民の皆さまの応援をお願いします！

援農ボランティア養成講座「農の学校」
第18期生を募集します！

のあるまち日野　日野の農家を応援しましょう！�

農業委員会が市長へ
意見書を提出 身近にある農地「生産緑地」とは

1008633ID 問都市農業振興課（☎042-514-8447）、農業委員会事務局（☎042-514-8456）

▲大根の間引き

▲陸
おかぼ
稲の稲刈りの様子

　（大坪市長も参加）

▶左から岩沢
宏農業委員
会会長、大
坪市長

▶学校給食用農産物
　栽培農地の看板

1010556ID

農の応援団

農
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 　「農の学校」校長　日野市長　大坪 冬彦
　日野市は、かつては多摩の米蔵と呼ばれるほど農業の盛んな地でしたが、都市化に伴って畑や
田んぼが激減し、農地・農家数ともに減少し続けています。
　また、近年では農業者の高齢化や担い手不足などさまざまな課題があり、この課題解決のため
に農業委員会やJA東京みなみと連携し、さまざまな施策を進めています。市民の皆さまが、直売
所や即売会で新鮮で安全な作り手の見える農産物に触れ、ご利用いただくことが、日野の農業を
次世代につなげていくための第一歩となります。今後とも引き続き、日野の農業へのご理解とご
協力をよろしくお願いいたします。

　市内には、日野産野菜や果物が購入できる直売所や農家の庭先販売所があります。今回紹介する東光寺地
区には七ツ塚ファーマーズセンターをはじめとした直売所などがあり、東光寺大根という日野の旧地名がつ
いた貴重な大根もあります。市内を散策し、旬の日野産農産物を味わってみませんか。

■ 農家の即売会 日野駅東口広場
日毎週火曜・木曜・土曜日（年末年始を除く）午後1時から
他多摩平第七公園もあり

■ イオンフードスタイル
日野駅前店
場日野本町3-8-6
☎042-583-0321
日午前8時～午後
11時他有料駐車場あり。日野の野菜（若手農業者の会）コー
ナーあり

❶ ブルーベリー福島�
場新町5-3-7日 7月下旬～9月上旬
内ブルーベリー
❷ 野菜の自動販売機�和田洋介
場栄町5-20-1消防団施設付近
3 �和田洋介（庭先）
場栄町5-20-1日 3月下旬～6月中旬、
10月下旬～11月下旬内秋ジャガイ
モ、大根、里芋、米
4 �奥住敏夫（庭先）
場栄町5-15-13日 5～12月内ブロッ
コリー、キャベツ、白菜、大根
5 �奥住喜則（庭先）
場 栄町5-13-6日 通年内 野菜全
般、トマト、たくあん（東光寺大根）
※東光寺大根（干し大根）は要予約
6 �中島サト子（庭先）
場栄町5-7-19日不定期（のぼり旗
が目印）内野菜全般

7 �奥住方彦（庭先）
場栄町5-3-12日 8～10月内梨、ブ
ドウ、キウイフルーツ
❽ �和田ブルーベリー園
場 新町4-19-1日 7月中旬～9月上
旬内ブルーベリー
❾ ��七ツ塚ファーマーズセンター
物販コーナー「みのり處

どころ

」
場新町5-20-1☎042-843-4320日午
前9時～午後5時※年末年始休館内
野菜全般、加工品、たくあん（東光
寺大根）※東光寺大根（干し大根）は
要予約他 駐車場あり。
部屋貸しあり。市役所1
階での出張販売あり
� �立川博史（庭先）
場新町5-29-3日 12～7月の土曜日
午前11時から内トマト

次世代につなぐ日野市の農業

日野産農産物を買って応援！～東光寺地区（栄町・新町）編

■日野市の旧地名がついた「東光寺大根」をご存じですか？ 
　「東光寺大根」は江戸期から始まる
東京の野菜文化を継承する在来種で
「練馬大根」の流れを受け継ぐ「江戸
東京野菜」です。辛みが多く、苦み
のある漬物向けの大根です。
　女性農業者の会「みちくさ会」が考
案した東光寺大根（青首大根でも
OK）を使ったレシピはこちら▶�
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■JA東京みなみ　直売所 
・ファーマーズマーケット東京　みなみの恵み
　�場万願寺6-31 ☎042-589-0373他地元の食材を
使ったカフェレストランも併設。たくあん（東光
寺大根）あり※東光寺大根（干し大根）は要予約�

・グリーンライフ七生（七生経済店）
　�場三沢3-53-15（JA東京みなみ七生支店内）
☎042-591-2012

・平山農産物直売所　マルシェひらやま
　�場平山5-18-19（平山城址公園駅前）

❾❾

❾❾

●：直売所　■：庭先販売
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人事行政の運営などの状況を公表
令和2年度人事行政の運営状況を公表します。内容は、日野市の
職員数、給与、勤務時間その他の勤務条件などの状況です。

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由（令和３年4月1日現在） （単位:人）
区分

�部門
職員数 対前年

増減数 主な増減理由令和2年 令和３年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　会 9 10 1 業務増
総　務 19３ 204 11 組織改編、業務増、欠員補充
税　務 62 61 ▲1 欠員不補充
民　生 ３85 ３88 ３ 組織改編
衛　生 66 6３ ▲３ 組織改編
労　働 2 ３ 1 欠員補充
農　水 8 8 0
商　工 14 7 ▲7 組織改編
土　木 105 106 1 欠員補充
計 844 850 6

教育部門 162 159 ▲３ 組織改編、欠員不補充
小　計 1,006 1,009 ３

公
営
企
業
等

会
計
部
門

病　院 ３92 ３81 ▲11 欠員不補充
下水道 11 11 0
その他 40 42 2 欠員補充
小　計 44３ 4３4 ▲9

合　計 1,449 〔1,475〕 1,44３ 〔1,475〕 ▲6 人口1万人当たり職員数77人
（注）〔　〕内は、条例定数の合計です

（2）職員採用試験状況（令和2年度）
実施年月日 募集職種 募集人員 応募者数（人） 合格者数（人） 備考

令和2年
4月15日～22日

事務職員（総合行政職） 50人程度 9３8 49

令和３年度採用

事務職員（障害者） 10人程度 14 2
事務職員（保育士・幼稚園教諭・児童厚生員）

若干人

44 ３
事務職員（司書） 222 2
技術職員（建築） 11 1
技術職員（土木） 1３ 0

令和2年
9月29日～10月20日

事務職員（経験者） ３11 14
事務職員（大卒・福祉資格所持または福祉経験者） ３2 2
学芸員 46 0
保健師 12 2
栄養士 ３0 1
技術職員（建築） 7 1
技術職員（土木） 10 2
任期付短時間勤務職員（障害者） 10 2

令和３年2月1日～8日 事務職員（総合行政職） 10人程度 18 2
※看護師については、大幅に不足しているため、随時実施

（３）職員採用・退職状況（令和2年度） 
（単位:人）

区分 採用 退職
男 女 計 男 女 計

病院以外 ３6 40 76 28 2３ 51
病院 16 24 40 15 2３ ３8
合計 52 64 116 4３ 46 89

（1）人件費の状況（普通会計決算）
区分 住民基本台帳人口

（令和３年1月1日） 歳出額Ａ 実質収支 人件費Ｂ 人件費率Ｂ/Ａ （参考）令和元年度の
人件費率

令和2年度 187,027人 89,889,848千円 2,96３,451千円 11,３60,848千円 12.6％ 14.0％

（2）職員給与費の状況※（普通会計決算）　※給与とは「給料（基本給）」と「手当」を合わせたものです

区分 職員数Ａ 給与費 一人当たり給与費Ｂ/Ａ給料 職員手当 期末・勤勉手当 合計Ｂ
令和2年度 1,009人 ３,488,979千円 1,106,948千円 1,67３,579千円 6,269,506千円 6,214千円

（4）昇任試験の状況（令和2年度）
昇任は能力主義、成績主義に基づき行っています。� （単位:人）

区分 受験者 合格者（合格率）
全体 男 女 全体 男 女

一般行政職員※
管理職 26 18 8 10（３8.5％） 7（３8.9％） ３（３7.5％）
係長職 47 ３1 16 14（29.8％） 9（29.0％） 5（３1.３％）
主任職 122 7３ 49 ３6（29.5％） 2３（３1.5％） 1３（26.5％）
合　計 195 122 7３ 60（３0.8％） ３9（３2.0％） 21（28.8％）

職員の任免および職員数に関する状況1

職員の給与に関する状況2

※�一般行政職員とは、一
般職の職員から、技
能労務職員、医師お
よび看護系職員を除
いたものをいいます

1005138ID

問職員課（☎042-514-8146）
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（３）�ラスパイレス指数※の状況�
（各年4月1日現在）

区分 日野市 市町村平均
令和元年度 98.4 99.2
令和2年度 98.３ 99.0

※�ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を
100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数

（4）職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況
　�（令和３年4月1日現在）

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
一般行政職 42.6歳 ３16,252円 426,985円
技能労務職 54.３歳 ３2３,698円 ３89,954円

（5）職員の初任給の状況（令和３年4月1日現在）
区分 日野市 東京都 国

一般行政職 大学卒 18３,700円 18３,700円
総合職

186,700円
一般職

182,200円
高校卒 145,600円 145,600円 150,600円

（6）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和３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 260,700円 ３29,700円 ３6３,600円
高校卒 － 251,700円 ３19,700円

技能労務職 高校卒 － － 287,800円
※�一般行政職の高校卒経験年数15年・20年については、それぞれ経験年数14年・
22年、技能労務職の経験年数20年については、経験年数22年の給料月額を記
載しています

（8）期末・勤勉手当の支給割合（令和2年度）
区分 日野市 東京都 国

期末手当 2.50（1.40）月分 2.50（1.40）月分 2.55（1.45）月分
勤勉手当 2.05（1.00）月分 2.05（1.00）月分 1.90（0.90）月分
計 4.55（2.40）月分 4.55（2.40）月分 4.45（2.３5）月分
加算措置の状況 加算あり 加算あり 加算あり
（注）（　　）内は、再任用職員に係る支給割合です

（9）退職手当の状況（令和３年4月1日現在）

区分 日野市 国
自己都合 定年 自己都合 定年

支
給
率

勤続20年 2３.0月分 2３.0月分 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 ３0.5月分 ３0.5月分 28.0３95月分 ３３.27075月分
勤続３5年 4３月分 4３月分 ３9.7575月分 47.709月分
最高限度額 4３月分 4３月分 47.709月分 47.709月分

その他の加算措置 定年早期退職特例措置（2～20%加算）など 定年早期退職特例措置（1～45%加算）など
一人当たり平均支給額 ３,756千円 20,505千円

（注）退職手当の一人当たり平均支給額は、令和2年度に退職した職員に支給された平均額です

（10）その他の職員手当（令和３年4月1日現在）
手当名 内容および支給単価 支給実績（令和2年度決算）

地域手当 給料・扶養手当・管理職手当の合計額の16％ 支給総額10億727万9千円

扶養手当

配偶者（管理職）　��　　　　　　３,000円
配偶者（係長以下）�　�　　　　　6,000円
子　　　　　　　　��　　　　　9,000円
子（特定期間）　　　　　　　�� 1３,000円
その他扶養　　　　�　
　管理職　　　　��　　　　　　３,000円
　係長以下　　　�　�　　　　　6,000円

1億３72万8千円

管理職手当
部長相当職　　　�100,000円～150,000円
課長相当職　�　　�� 76,000円～�90,000円
課長補佐職　�　　�� 67,000円～�7３,000円

2億1,３51万6千円

住居手当 賃貸住宅に居住する３5歳未満の世帯主に支給　　　15,000円 2,7３6万7千円
通勤手当 通勤距離が2キロ以上 1億844万1千円
時間外手当 支給総額３億7,715万7千円　職員一人当たり平均支給年額25万6千円

特殊勤務手当
有害物等取扱手当　日額　��　　�� ３00円
危険作業手当　　　日額　　　　1,000円
死体処理作業手当　1回1,000円～2,000円
災害出動手当　　　1回　���1,500円�など

4億57３万4千円
うち病院分4億548万4千円

（11）特別職の報酬などの状況（令和３年4月1日現在）
区分 給料・報酬の月額 期末手当 退職手当

市長
給料

990,000円 令和2年度支給割合
３.95月

1期の手当額　1３,860千円
副市長 845,000円 1期の手当額　10,140千円
教育長 785,000円 1期の手当額　 5,888千円
議長

報酬
625,000円 令和2年度支給割合

4.40月副議長 560,000円
議員 545,000円

（7）一般行政職の級別職員数の状況（令和３年4月1日現在）
区分 基準となる職務 職員数 構成比
5級 部長の職務 17人 2％

4級 課長の職務
課長補佐の職務 114人 16％

３級 係長の職務 1３1人 18％
2級 主任の職務 2３4人 ３2％
1級 主事の職務 2３4人 ３2％
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（1）職員の勤務時間（一般職の標準的なもの）
1週間の

正規の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間

３8時間45分 午前8時３0分 午後5時15分 正午から1時間
※�市立病院の看護師などで、三交代勤務などにより職務に従事する職
員もいますが、勤務時間は原則週38時間45分で勤務の割り振りをし
ています

（2）年次有給休暇の取得状況（一般職）（令和2年）
総付与日数

A
総取得日数

B
全対象職員数

C
平均取得日数

B/C
取得率
B/A

5３,３86日 19,720日 1,487人 1３.３日 ３6.9％
※�全対象職員とは、中途に採用した者や退職した者、育児休業者など、令
和2年中に通年在籍していない職員も含めます

（３）特別休暇などの状況（令和３年4月1日現在）
休暇の種類 付与日数・期間など 有給・無給の別

公民権の行使 必要な時間

有給

骨髄移植休暇 必要と認められる期間
育児時間 1日2回、それぞれ45分
生理休暇 その都度必要と認められる期間
産前および産後の休養 出産の前後を通じ16週間（多胎妊娠の場合にあっては24週間）以内
忌引 死亡者の区分に応じ、1日～10日の範囲内
結婚休暇 7日以内
ボランティア休暇 5日以内
夏季休暇 7月1日から9月３0日までの期間において5日以内
子どもの看護休暇 5日以内※子が複数いる場合は10日以内
介添休暇 2日以内
育児参加休暇 配偶者が出産する場合で、産前産後休養中に5日以内

介護休暇 連続する6月の期間内において必要と認められる期間および連続する6月の期間経過後、
さらに2回まで通算180日（連続する6月の期間内において既に承認した期間を含む） 無給

妊娠症状対応休暇 妊娠に起因する症状のため勤務が困難な場合で、1日を単位として合計10日以内
有給短期介護休暇 配偶者または2親等以内の親族を介護する場合で、5日以内※要介護者が複数いる場合は

10日以内
介護時間 連続する３年の期間内において、1日につき2時間以内 無給
早期流産休暇 流産した日の翌日から起算して引き続く7日以内で必要と認められる期間 有給

（4）育児休業および育児部分休業の状況（令和2年度）
� （単位:人）

区分 男 女
育児休業 9 20
育児部分休業 2 14

（5）時間外勤務および休日勤務などの状況（令和2年度）
時間外・休日勤務

総時間数
時間外対象
職員数

職員一人当たりの
時間外・休日勤務月平均時間数

81,182時間 969人 7.0時間
※�土曜・日曜日などに出勤し、振替休暇を取得した場合は含まれていません
※�医師、看護師、技師を除く

（1）分限処分者数（令和2年度）� （単位:人）
区分 免職 休職 降任 降給 計

勤務実績が良くない場合 0 0 0 0 0
心身の故障の場合 1 ３2 0 0 ３３
職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0 0
職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合 0 0 0 0 0
刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0 0
条例で定めた事由による場合 0 0 0 0 0

計 1 ３2 0 0 ３３

（2）懲戒処分者数（令和2年度）� （単位:人）
区分 免職 停職 減給 戒告 計 訓告など

法令に違反した場合 0 0 0 0 0 0
職務上の義務に違反しまたは職務を怠った場合 0 0 0 0 0 0
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 0 1 0 0 0 1

計 0 1 0 0 0 1
※訓告などとは、懲戒処分に至らない行為で、その責任を確認させ、将来を戒めるための措置です

　分限処分は、職員に一定の事由がある場合に、本人の意に反す
る不利益な身分上の変動をもたらす処分です。その目的は公務能
率の維持と向上を図ることにあります。分限処分は、免職、休職、
降任、降給の4種類です。

　懲戒処分は、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問う
ためになされる処分です。その目的は公務における規律と秩序を
維持することにあります。懲戒処分は、免職、停職、減給、戒告
の4種類です。

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況、職員の服務の状況3

職員の分限および懲戒処分の状況4
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（1）�職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たり全力で専念しなければなりません。�
職員が守るべき義務は次の通りです� （単位:人）

区分 内容 違反者数
職務命令などに従う義務 職員は法令などの定める規定に従い、かつ上司の職務上の命令に忠実に従わなければなりません 0
信用失墜行為の禁止 職員は職の信用を傷つけたり、職の不名誉となる行為をしてはなりません 1
守秘義務 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません 0

職務専念義務 職員は法律などに特別に定めがある場合を除くほか、勤務時間中全力で職務遂行しなければいけ
ません 0

政治的行為の制限 職員は政党その他の政治的団体の結成に関与するなどの政治的行為が禁止されています 0
争議行為などの禁止 職員は争議行為などが禁止されています 0

営利企業などの従事制限
職員は営利企業などに従事することは制限されており、従事する場合には許可を受けなければな
りません。なお、公務の遂行に悪影響を及ぼさないと判断できるものについては、任命権者の許
可を得ることによって営利企業などに従事することができます

0

（1）研修状況（令和2年度）
　職員の能力向上のため、毎年研修を実施しています。

区分 人数
庁内研修（能力開発研修など） ３,950人
派遣研修（市町村職員研修所など） 2３5人

合計 4,185人

（2）人事評価の概要（令和2年度）
　職員の職務で発揮された能力について、毎年評価を行っています。
評価の回数 1回
評価の期間 令和2年4月1日～３年３月３1日
評価の対象人数 1,428人

（2）職員は任命権者の承認を得て、職務専念義務を免除される場合があります（令和2年度）
区分 延べ件数 延べ人数 総時間

職員が職員の給与、勤務時間その他の勤務条件などに関して適法な交渉を行う場合 8件 47人 95時間

（2）公務災害などの状況（令和2年度）
　公務上、通勤途上の災害により、負傷などした場合には、地方公務員災害補
償基金から一定の補償が行われます。適用件数については下記の通りです。

区分 地方公務員災害補償法 条例 労働者災害補償保険法
件数 25件 0件 22件

（1）福利厚生制度
　職員の福利厚生制度として、地方公務員法第42条の規定
に基づき、日野市職員互助会を設置し、職員の元気回復、
その他福利厚生に関する事業を行っています。この互助会
は、職員の会費および市の負担金などで運営されています。
　また、職員の共済制度は、地方公務員等共済組合法に基
づき、職員と市において分担拠出する財源により、短期給
付事業（医療関係など）、長期給付事業（年金関係）、福祉事
業（人間ドッグ事業など）を行っており、厚生年金、国民年
金、健康保険および国民健康保険と同様に社会保険制度の
一環とされています。

（３）健康診断の状況（令和2年度）
　職員の健康管理のため、毎年健康診断を実施しています。定期健康診断の
受診者数などについては下記の通りです。

区分 受診者数
一次 1,549人
二次 0人

区分 件数
不利益処分の審査請求 1
勤務条件に関する措置要求 0

　職員は、懲戒その他、その意に反する不利益な処分を受けた場合、公平委員会に審査
請求をすることができます。また、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員
会に対して、市の当局により適切な措置が取られるべきことを要求することができます。

　職員で課長職以上であった者は、退職後2年間、管理職として関与していた職務に関する働きかけを禁止されています。また再就職情報
の届け出義務があります。�

対象者数 再　就　職　の　届　け　出　状　況
本市再任用 他の地方公共団体など 非営利法人など 営利法人 自営業 再就職しない その他

14 ３ 1 2 4 0 2 2

職員の服務の状況5

職員の研修および勤務成績の評定の状況6

職員の福祉および利益の保護の状況7

公平委員会の業務の状況（令和2年度）8

職員の退職管理の状況（令和2年度）9

（単位:人）
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その他
19億1,426万円
（2.2％）〈34.3％⬆〉

消防費
23億9,624万円
（2.7％）〈6.4％⬆〉
公債費
29億7,568万円
(3.4％）〈2.8％⬆〉
土木費
50億7,040万円
（5.7％）〈16.5％⬇〉
衛生費
58億7,030万円
（6.6％）〈28.5％⬇〉
総務費
87億3,450万円
（9.9％）〈8.9％⬇〉

民生費
519億7,984万円
（58.7％）〈62.5％⬆〉

教育費
95億6,202万円
（10.8％）〈32.4％⬆〉

使用料および手数料
13億2,148万円
（1.4％）〈7.3％⬇〉
繰越金
18億7,237万円
（2.1％）〈16.0％⬆〉
繰入金
23億1,785万円
（2.5％）〈41.2％⬇〉
市債
38億711万円
（4.2％）〈14.8％⬇〉
交付金など
51億1,393万円
（5.6％）〈15.4％⬆〉
都支出金
107億14万円
（11.7％）〈11.7％⬆〉

地方交付税
12億1,338万円
（1.3％）〈3.2％⬆〉
その他
19億8,574万円
（2.2％）〈0.3％⬇〉

市税
306億1,161万円
（33.4％）〈1.6％⬇〉

国庫支出金
325億9,917万円
（35.6％）〈176.9％⬆〉歳入

915億4,278万円
〈前年度比28.0％⬆〉

※各数値は四捨五入しているため、合計が合わない場合があります

一般会計 (　)内は構成比、
〈　〉内は対前年度比

特別会計

総額

国民健康保険特別会計
土地区画整理事業特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
市立病院事業会計
下水道事業会計

合計

153億6,344万円 （4.2%⬇）
29億5,726万円（14.4%⬇）
143億2,718万円 （2.0%⬆）
45億2,418万円 （1.4%⬆）
100億7,538万円（13.4%⬆）
50億7,102万円（皆増⬆）
523億1,847万円 （2.4%⬆）

152億2,044万円 (4.8%⬇)
28億4,460万円(15.1%⬇)
143億1,052万円 (2.4%⬆)
45億2,060万円 (1.7%⬆)
99億4,151万円 (7.7%⬆)
62億688万円 (皆増⬆)

530億4,455万円 (3.7%⬆)

※金額は会計ごとに1万円未満を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります

※令和2年度から下水道事業に地方公営企業会計を適用し、「下水道事業特別会計」から「下水道事業会
計」に移行しました

会計名 歳入(対前年度比) 歳出(対前年度比)

一般会計
特別会計
総額

915億4,278万円（28.0%⬆）
523億1,847万円 （2.4%⬆）
1,438億6,125万円（17.3%⬆）

885億322万円(27.1%⬆)
530億4,455万円 (3.7%⬆)
1,415億4,777万円(17.2%⬆)

会計名 歳入(対前年度比) 歳出(対前年度比)

基金・市有財産（令和2年度末） 歳出を市民一人当たりで見ると
市民一人当たり47万3,158円

公共施設建設基金
職員退職手当基金
財政調整基金
環境緑化基金
平和事業基金
バリアフリー事業推進基金
土地区画整理事業基金
介護給付費準備基金
市民体育施設整備基金
学校施設整備基金
減債基金
新選組関連資料収集基金
ごみ処理施設整備基金
福祉あんしん基金
病院整備基金
新型コロナウイルス感染症
対策基金
新型コロナウイルス感染症
緊急対策特別交付金積立基金

合 計

土地
建物

174万㎡
35万㎡

14億7,607万円
11億3,484万円
36億4,833万円
4億9,420万円

1億円
7,769万円

3億1,189万円
5億5,410万円
8億2,543万円
7億2,490万円
3億2,727万円
2,141万円

15億9,426万円
1億5,442万円
5,520万円

1,134万円

3億9,000万円

119億135万円

基
　
　
　金

※貸付基金を除く

令和２年度
決算をお知らせ

民生費 27万7,896円
高齢者や障害者などに対する
社会福祉、児童福祉や生活保
護のための費用

衛生費 3万1,384円
ごみ処理、保健衛生、予防接
種、環境衛生などの費用

土木費 2万7,107円
道路の新設・維持管理や公園
整備、市営住宅の維持管理など
の費用

消防費 1万2,811円
消防活動、災害対策などの費用

※市民一人当たりの金額は、令和3年3月31日現在の人口187,048人で算出

総務費 4万6,696円
庁舎管理、徴税、統計、選挙事
務や戸籍、住民登録などに必要
な費用

教育費 5万1,121円
小・中学校教育、社会教育、市
民会館、公民館活動、スポーツ
活動などの費用

公債費 1万5,909円
市債（市の借り入れたお金）の
返済のための費用

その他 1万234円
市議会運営、労働、農業、商工
業振興などのための費用

市債残高の状況（令和2年度末）
■一般会計　■下水道　■病院　■区画整理

単位：億円

平成30年度 令和元年度 令和2年度
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 市債とは、学校の耐震化や道路整備など、その年度の税収だ
けでは予算措置できない多額の資金を必要とする事業を実施
するため、国や銀行から借り入れるお金のことです。
　将来世代へ引き継がれる資産に対し、必要な投資を行うた
め、特定財源などの確保とともに、基金とのバランスを考えな
がら、財源として活用しています。
　また、返済の負担を抑え、平準化することで、新たな行政需
要に配分できる財源の確保につながっています。
　将来世代へ過度な負担を残さないよう、必要最小限の事業
に対して、計画的な借り入れを行っており、市全体で見ると残
高は着実に減少していますが、一般会計の残高は公共施設な
どの老朽化対策などの行政需要に対応した結果、増加傾向に
あるため、今後中期的な事業の平準化を行っていくことで借り
入れを抑制していく必要があります。

基金残高の状況（令和2年度末）
■一般会計　■区画整理　■介護保険　■病院

平成30年度 令和元年度 令和2年度
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単位：億円
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 基金とは、家計における「預貯金」に当たるもので、将来必要
となる行政サービスの提供に備えた積立金です。
　平成28年度に策定した公共施設等総合管理計画では、市内
公共施設の老朽化などに伴う修繕や建て替えへの対策に、多
額の更新費用などが見込まれており、計画的に資金を準備す
る必要があります。
　また、基金は急激な税収の減などに対する年度間の調整機
能や、予測ができない災害（新型コロナウイルス感染症などを
含む）に備える機能を持っています。
　このように、喫緊の行政需要や中長期的な課題解決には、
一定規模での基金の積み立てが必要となりますが、基金の残
額は年々減ってきており、安定的な市政運営に向け、今後は基
金に頼らない財政運営が求められています。

令和2年度に実施した

主な事業

１．参画と協働のまち
●第4次男女平等行動計画の策定
●  (日野市・立川市・三鷹市)住民情報システム共同利
用のシステム構築

２．子どもが輝くまち
●豊田小増改築（東校舎改築工事）
●中学校4校の体育館への空調機設置

３．健やかでともに支えあうまち
●摂食・嚥下機能支援推進事業
●フレイル予防事業

４．日野人・日野文化を育てるまち
● オリンピック・パラリンピックを通じた多文化共生社
会の実現に向けた取り組み

●南平体育館整備工事

５．自然と調和した環境に優しいまち
●石田環境プラザ建設工事
●新規就農者に対する施設整備事業費補助

６．安全で安心して暮らせるまち
●本庁舎の免震改修工事
●石田地区排水ポンプ設置

７．地域の魅力を活かした活気あるまち
●耐震化促進、ブロック塀等安全対策事業
●商業振興条例推進事業

８．医療関連への支援を増強し市民の生命を守る
●地域PCR検査センター支援
●市立病院における新型コロナウイルス感染症対応

９．市民生活、特に子育て世帯を守り抜くための
      セーフティネットの強化
●特別定額給付金の支給
●子育て世帯、ひとり親世帯などへの臨時特別給付金
の支給

●離職者などに対する家賃や就労機会などの支援

10．学校教育への支援
● GIGAスクール構想の実現
（小中学校学習用端末などの整備）

11．市内中小企業への支援を強化し市内経済活    
動や雇用を守る

●市内飲食店・小規模商店など(中小規模事業者)を対
象とした消費喚起事業

●商工会による専門家相談事業への支援

12．感染防止のため市民への支援事業を強化し
       市民活動を支援する
●福祉事業所への感染症拡大防止対策支援
●避難所開設・運営における感染症対策

13．その他
●新たな情報発信ツールの活用
●テレワーク環境の充実

ひ　の  びと

い歳出
885億322万円

〈前年度比27.1％⬆〉

新型コロナウイルス感染症対策事業

　令和2年度は市民の皆さまの命と生活を守るため、新型コロナ
ウイルス感染症対策を最優先に対応した1年となりました。
　令和2年度一般会計の決算は前年度と比べ、歳入総額が28.0%
増の915億4,278万円、歳出総額が27.1％増の885億322万円となり、
歳入歳出ともに過去最大の規模となりました。
　市の基幹的な収入である市税は減収となりましたが、大幅に増
加した国都支出金を活用し、特別定額給付金や事業者支援策など
の感染症対策をはじめ、さまざまな事業を実施しました。

1005100ID 問財政課（☎042-514-8076）
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その他
19億1,426万円
（2.2％）〈34.3％⬆〉

消防費
23億9,624万円
（2.7％）〈6.4％⬆〉
公債費
29億7,568万円
(3.4％）〈2.8％⬆〉
土木費
50億7,040万円
（5.7％）〈16.5％⬇〉
衛生費
58億7,030万円
（6.6％）〈28.5％⬇〉
総務費
87億3,450万円
（9.9％）〈8.9％⬇〉

民生費
519億7,984万円
（58.7％）〈62.5％⬆〉

教育費
95億6,202万円
（10.8％）〈32.4％⬆〉

使用料および手数料
13億2,148万円
（1.4％）〈7.3％⬇〉
繰越金
18億7,237万円
（2.1％）〈16.0％⬆〉
繰入金
23億1,785万円
（2.5％）〈41.2％⬇〉
市債
38億711万円
（4.2％）〈14.8％⬇〉
交付金など
51億1,393万円
（5.6％）〈15.4％⬆〉
都支出金
107億14万円
（11.7％）〈11.7％⬆〉

地方交付税
12億1,338万円
（1.3％）〈3.2％⬆〉
その他
19億8,574万円
（2.2％）〈0.3％⬇〉

市税
306億1,161万円
（33.4％）〈1.6％⬇〉

国庫支出金
325億9,917万円
（35.6％）〈176.9％⬆〉歳入

915億4,278万円
〈前年度比28.0％⬆〉

※各数値は四捨五入しているため、合計が合わない場合があります

一般会計 (　)内は構成比、
〈　〉内は対前年度比

特別会計

総額

国民健康保険特別会計
土地区画整理事業特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
市立病院事業会計
下水道事業会計

合計

153億6,344万円 （4.2%⬇）
29億5,726万円（14.4%⬇）
143億2,718万円 （2.0%⬆）
45億2,418万円 （1.4%⬆）
100億7,538万円（13.4%⬆）
50億7,102万円 （皆増⬆）
523億1,847万円 （2.4%⬆）

152億2,044万円 (4.8%⬇)
28億4,460万円(15.1%⬇)
143億1,052万円 (2.4%⬆)
45億2,060万円 (1.7%⬆)
99億4,151万円 (7.7%⬆)
62億688万円 (皆増⬆)

530億4,455万円 (3.7%⬆)

※金額は会計ごとに1万円未満を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります

※令和2年度から下水道事業に地方公営企業会計を適用し、「下水道事業特別会計」から「下水道事業会
計」に移行しました

会計名 歳入(対前年度比) 歳出(対前年度比)

一般会計
特別会計
総額

915億4,278万円（28.0%⬆）
523億1,847万円 （2.4%⬆）
1,438億6,125万円（17.3%⬆）

885億322万円(27.1%⬆)
530億4,455万円 (3.7%⬆)
1,415億4,777万円(17.2%⬆)

会計名 歳入(対前年度比) 歳出(対前年度比)

基金・市有財産（令和2年度末） 歳出を市民一人当たりで見ると
市民一人当たり47万3,158円

公共施設建設基金
職員退職手当基金
財政調整基金
環境緑化基金
平和事業基金
バリアフリー事業推進基金
土地区画整理事業基金
介護給付費準備基金
市民体育施設整備基金
学校施設整備基金
減債基金
新選組関連資料収集基金
ごみ処理施設整備基金
福祉あんしん基金
病院整備基金
新型コロナウイルス感染症
対策基金
新型コロナウイルス感染症
緊急対策特別交付金積立基金

合　計

土地
建物

174万㎡
35万㎡

14億7,607万円
11億3,484万円
36億4,833万円
4億9,420万円

1億円
7,769万円

3億1,189万円
5億5,410万円
8億2,543万円
7億2,490万円
3億2,727万円
2,141万円

15億9,426万円
1億5,442万円
5,520万円

1,134万円

3億9,000万円

119億135万円

基
　
　
　金

※貸付基金を除く

令和２年度
決算をお知らせ

民生費 27万7,896円
高齢者や障害者などに対する
社会福祉、児童福祉や生活保
護のための費用

衛生費 3万1,384円
ごみ処理、保健衛生、予防接
種、環境衛生などの費用

土木費 2万7,107円
道路の新設・維持管理や公園
整備、市営住宅の維持管理など
の費用

消防費 1万2,811円
消防活動、災害対策などの費用

※市民一人当たりの金額は、令和3年3月31日現在の人口187,048人で算出

総務費 4万6,696円
庁舎管理、徴税、統計、選挙事
務や戸籍、住民登録などに必要
な費用

教育費 5万1,121円
小・中学校教育、社会教育、市
民会館、公民館活動、スポーツ
活動などの費用

公債費 1万5,909円
市債（市の借り入れたお金）の
返済のための費用

その他 1万234円
市議会運営、労働、農業、商工
業振興などのための費用

市債残高の状況（令和2年度末）
■一般会計　■下水道　■病院　■区画整理

単位：億円

平成30年度 令和元年度 令和2年度
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 市債とは、学校の耐震化や道路整備など、その年度の税収だ
けでは予算措置できない多額の資金を必要とする事業を実施
するため、国や銀行から借り入れるお金のことです。
　将来世代へ引き継がれる資産に対し、必要な投資を行うた
め、特定財源などの確保とともに、基金とのバランスを考えな
がら、財源として活用しています。
　また、返済の負担を抑え、平準化することで、新たな行政需
要に配分できる財源の確保につながっています。
　将来世代へ過度な負担を残さないよう、必要最小限の事業
に対して、計画的な借り入れを行っており、市全体で見ると残
高は着実に減少していますが、一般会計の残高は公共施設な
どの老朽化対策などの行政需要に対応した結果、増加傾向に
あるため、今後中期的な事業の平準化を行っていくことで借り
入れを抑制していく必要があります。

基金残高の状況（令和2年度末）
■一般会計　■区画整理　■介護保険　■病院

平成30年度 令和元年度 令和2年度
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 基金とは、家計における「預貯金」に当たるもので、将来必要
となる行政サービスの提供に備えた積立金です。
　平成28年度に策定した公共施設等総合管理計画では、市内
公共施設の老朽化などに伴う修繕や建て替えへの対策に、多
額の更新費用などが見込まれており、計画的に資金を準備す
る必要があります。
　また、基金は急激な税収の減などに対する年度間の調整機
能や、予測ができない災害（新型コロナウイルス感染症などを
含む）に備える機能を持っています。
　このように、喫緊の行政需要や中長期的な課題解決には、
一定規模での基金の積み立てが必要となりますが、基金の残
額は年々減ってきており、安定的な市政運営に向け、今後は基
金に頼らない財政運営が求められています。

令和2年度に実施した

主な事業

１．参画と協働のまち
●  第4次男女平等行動計画の策定
●  (日野市・立川市・三鷹市)住民情報システム共同利
用のシステム構築

２．子どもが輝くまち
● 豊田小増改築（東校舎改築工事）
● 中学校4校の体育館への空調機設置

３．健やかでともに支えあうまち
● 摂食・嚥下機能支援推進事業
● フレイル予防事業

４．日野人・日野文化を育てるまち
● オリンピック・パラリンピックを通じた多文化共生社
会の実現に向けた取り組み

● 南平体育館整備工事

５．自然と調和した環境に優しいまち
● 石田環境プラザ建設工事
● 新規就農者に対する施設整備事業費補助

６．安全で安心して暮らせるまち
● 本庁舎の免震改修工事
● 石田地区排水ポンプ設置

７．地域の魅力を活かした活気あるまち
●  耐震化促進、ブロック塀等安全対策事業
●  商業振興条例推進事業

８．医療関連への支援を増強し市民の生命を守る
●  地域PCR検査センター支援
● 市立病院における新型コロナウイルス感染症対応

９．市民生活、特に子育て世帯を守り抜くための
      セーフティネットの強化
●  特別定額給付金の支給
● 子育て世帯、ひとり親世帯などへの臨時特別給付金
の支給

●  離職者などに対する家賃や就労機会などの支援

10．学校教育への支援
● GIGAスクール構想の実現
 （小中学校学習用端末などの整備）

11．市内中小企業への支援を強化し市内経済活    
　 動や雇用を守る

● 市内飲食店・小規模商店など(中小規模事業者)を対
象とした消費喚起事業

●  商工会による専門家相談事業への支援

12．感染防止のため市民への支援事業を強化し
       市民活動を支援する
● 福祉事業所への感染症拡大防止対策支援
● 避難所開設・運営における感染症対策

13．その他
● 新たな情報発信ツールの活用
● テレワーク環境の充実

ひ　の  びと

い歳出
885億322万円

〈前年度比27.1％⬆〉

新型コロナウイルス感染症対策事業

　令和2年度は市民の皆さまの命と生活を守るため、新型コロナ
ウイルス感染症対策を最優先に対応した1年となりました。
　令和2年度一般会計の決算は前年度と比べ、歳入総額が28.0%
増の915億4,278万円、歳出総額が27.1％増の885億322万円となり、
歳入歳出ともに過去最大の規模となりました。
　市の基幹的な収入である市税は減収となりましたが、大幅に増
加した国都支出金を活用し、特別定額給付金や事業者支援策など
の感染症対策をはじめ、さまざまな事業を実施しました。

1018245ID
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財政指標からみる財政状況

令和3年度上半期財政状況（令和3年9月30日現在）

経常収支比率について
　経常収支比率とは、経常的な収入（市税や地方交付税など）に対し
て、経常的な支出（人件費や公債費など）が占める割合を示したもの
です。経常収支比率が100％を超えると、貯金の取り崩しや借金の借
り入れを行わなければ、経常的な行政サービスの財源が確保できな
いこととなります。令和2年度の経常収支比率は前年度と比べて1.1ポ
イント悪化し、100.1％になりました。経常収支比率が100％以上とな
るのは平成30年度以来2度目で、悪化の主な原因として、会計年度任
用職員の創設などの制度改正による歳出の増加や、新型コロナウイ
ルス感染症の影響による法人税などの歳入の減少が挙げられます。
　市として、市民生活や経済活動を支えていくため、引き続きコロ
ナ対策を最優先で取り組む方針を掲げています。一方、コロナの感
染拡大に伴う、市税や交付金などの経常的な収入の減収が予想され
るため、既存事業の見直しや歳入確保の取り組みなど財源を生み出
すさらなる努力を進めていきます。
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令和２年度決算をお知らせ
1005122ID

項目 令和2年度 令和元年度 説明

財政力指数（一般会計）
　※（　）は単年度指数

0.965
（0.962）

0.968
（0.961）

地方自治体の財政力を判断する理論上の指数。３カ年の平均値で示し、単年度で指数が1を下回ると収入
不足団体となり、国から交付税が交付される。日野市は平成22年度から交付団体

経常収支比率（普通会計） 100.1% 99.0% 財政構造の硬直度を示すもので、数値が高いほど新たな住民ニーズに対応できる余地が少なくなる。第
5次行財政改革の目標値は91.0％※分母に臨時財政対策債などの借り入れを含まない

人件費比率（普通会計） 12.6% 14.0% 歳出総額に占める人件費の割合を示す指標で、第5次行財政改革の目標値は15％台の維持。令和2年度に
おいては、新型コロナウイルス感染症対策のため決算額が大幅に増加し、相対的に人件費比率が低下

財
政
健
全
化
法
に
基
づ
く
指
標

実質赤字比率 －
（赤字なし）

－
（赤字なし） 一般会計と土地区画整理事業特別会計における赤字額の程度を示す指標（早期健全化基準：11.58％）

連結実質赤字比率 －
（赤字なし）

－
（赤字なし）

上記二つの会計に、すべての特別会計（市立病院事業会計・下水道事業会計を含む）を加えた市全体とし
ての赤字額の程度を示す指標（早期健全化基準：16.58％）

実質公債費比率 -2.３% -2.2% 上記全会計および一部事務組合などの実質的な借金などの年間返済額で、市が負担すべきと推計される
額などの大きさを示す指標（早期健全化基準：25.0％）

将来負担比率 19.9% 1３.1% 将来にわたって市が負担していかなければならない上記全会計、一部事務組合や土地開発公社などの負
債の残高（借金の残高）などの大きさを示す指標（早期健全化基準：３50.0％）

資金不足比率 －
（赤字なし）

－
（赤字なし）

公営企業会計（市立病院事業会計および下水道事業会計）における資金不足額（赤字の程度）を示した指標
（経営健全化基準：20％）

令和３年度上半期（4月1日～ 9月３0日）の収入および支出の概況などについてお知らせします。
■各会計別予算執行状況

会計名 予算現額 収入済額 支出済額
一般会計 755億42万円 ３70億３,527万円 ３10億2,724万円

特
別
会
計

国民健康保険 157億5,728万円 7３億2,255万円 59億2,991万円
土地区画整理事業 22億9,274万円 2億9,809万円 1億1,３99万円
介護保険 154億6,882万円 69億4,３02万円 61億7,087万円
後期高齢者医療 46億7,628万円 19億1,549万円 14億7,224万円
市立病院事業（収入） 88億8,161万円 ３0億102万円
市立病院事業（支出） 90億4,4３2万円 ３1億4,088万円
下水道事業（収入） 40億３46万円 18億2,３89万円
下水道事業（支出） ３8億1,796万円 5億9,020万円

■市債残高の状況
会計名 前年度末現残高 上半期元金償還額 9月末現在高

一般会計 ３52  9 ３4３
病院事業会計 5３ ３ 50
下水道事業会計 159 9 150
土地区画整理事業特別会計 14 0※ 14

合　　計 578 21 557

※�市立病院事業会計と下水道事業会計は「資本的収入および支出」を除く※�市立病院事業会計と下水道事業会計は「資本的収入および支出」を除く
※一般会計および土地区画整理事業の予算現額には事故繰越・繰越明許費を含む※一般会計および土地区画整理事業の予算現額には事故繰越・繰越明許費を含む

（単位：億円）（単位：億円）

■基金・市有財産※
土地 17３万㎡
建物 ３5万㎡

基

金

公共施設建設基金 12億2,295万円
職員退職手当基金 11億３,48３万円
財政調整基金 28億7,511万円
環境緑化基金 6億872万円
平和事業基金 9,861万円
バリアフリー事業推進基金 7,669万円
土地区画整理事業基金 ３億1,189万円
介護給付費準備基金 5億5,409万円
市民体育施設整備基金 4,4３7万円
学校施設整備基金 8億6,400万円
減債基金 ３億2,727万円
新選組関連資料収集基金 2,142万円
ごみ処理施設整備基金 ３億7,048万円
福祉あんしん基金 8,1３6万円
病院整備基金 5,444万円
新型コロナウイルス感染症対策基金 287万円
新型コロナウイルス感染症緊急対策
特別交付金積立基金 8,149万円

※償還額が1億円に満たないため、0億円表記になっています※償還額が1億円に満たないため、0億円表記になっています ※貸付基金を除く※貸付基金を除く
合�計 87億３,059万円

10
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自分でできる「認知症の気づきチェックリスト」をやってみましょう

財政指標からみる財政状況

令和3年度上半期財政状況（令和3年9月30日現在）

経常収支比率について
　経常収支比率とは、経常的な収入（市税や地方交付税など）に対し
て、経常的な支出（人件費や公債費など）が占める割合を示したもの
です。経常収支比率が100％を超えると、貯金の取り崩しや借金の借
り入れを行わなければ、経常的な行政サービスの財源が確保できな
いこととなります。令和2年度の経常収支比率は前年度と比べて1.1ポ
イント悪化し、100.1％になりました。経常収支比率が100％以上とな
るのは平成30年度以来2度目で、悪化の主な原因として、会計年度任
用職員の創設などの制度改正による歳出の増加や、新型コロナウイ
ルス感染症の影響による法人税などの歳入の減少が挙げられます。
　市として、市民生活や経済活動を支えていくため、引き続きコロ
ナ対策を最優先で取り組む方針を掲げています。一方、コロナの感
染拡大に伴う、市税や交付金などの経常的な収入の減収が予想され
るため、既存事業の見直しや歳入確保の取り組みなど財源を生み出
すさらなる努力を進めていきます。

101.0
100.0
99.0
98.0
97.0
96.0
95.0
94.0
93.0
92.0
91.0

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
2年度

（単位：％）　※臨時財政対策債を含まない数値

95.5

97.0

95.6

97.6

92.8
91.8

95.6

92.8

100.0 100.1
99.0
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 お仕事探しはナイスワーク高幡で 
　「ナイスワーク高幡」では、求人検索、仕事
探しの相談や応募企業への紹介を行っていま
す。お気軽にご利用ください。
日午前9時～午後5時※土曜・日曜日、祝日、
年末年始を除く場高幡1011�福祉支援センタ
ー 2階問ナイスワーク高幡（☎042-593-5991）

 八王子・日野就職面接会 
　八王子市・日野市の企業と会場で直接面接
を受けることができます。ぜひご参加ください。
日①11月19日㈮②令和4年2月25日㈮いずれも
午後1時30分～4時場①八王子クリエイトホール
（八王子市）②八王子オクトーレイベントホール
（八王子市）他詳細はハローワーク八王子 HP参
照問ハローワーク八王子（☎042-648-8634）
 就職相談会＆ミニ面接会（予約制）
日 11月26日㈮、令和4年2月10日㈭いずれも午
後2時～4時場 PlanT（多摩平の森産業連携セ
ンター）他時間および面接事業者などの詳細
は市 HP 参照問ハローワーク八王子（☎042-
648-8681）

日令和4年2月28日㈪まで※対象者には案内送付済み内問診、認知機能簡易検査、結果説明対令
和3年4月1日現在、70～79歳の市内在住者※すでに認知症と診断されている方を除く他案内に同
封の受診券にある自分でできる「認知症の気づきチェックリスト」（下表）を実施し、指定医療機
関で受診※詳細は問い合わせを

　①～⑩の合計を
計算します。20点以
上の場合は、認知
機能や社会生活に
支障が出ている可
能性があります。か
かりつけ医または認
知症検診実施医療
機関に相談してみ
ましょう。

就労支援事業のご案内

市内在住の70～79歳の方は無料
認知症検診を受けましょう

問産業振興課（☎042-514-8442）

1016625ID 問高齢福祉課（☎042-514-8496）

1010271ID

1018270ID

1003504ID

京王線

←八王子 新宿→

↑
立
川

多
摩
モ
ノ
レ
ー
ル

新
井
方
面

出
口

多
摩
セ
ン
タ
ー
↓

高
幡
不
動
駅

高幡不動駅

ナイスワーク高幡
福祉支援センター 2階
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①財布や鍵など、物を置いた場所が分からなくなることがありますか 　　点
まったくない……1点
ときどきある……2点
頻繁にある………3点
いつもそうだ……4点

②5分前に聞いた話を思い出せないことがありますか 　　点
③ 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などのもの忘れがあると言
われますか 　　点

④今日が何月何日か分からないときがありますか 　　点
⑤言おうとしている言葉が、すぐに出てこないことがありますか 　　点
⑥貯金の出し入れや、家賃や公共料金の支払いは一人でできますか 　　点

問題なくできる…1点
だいたいできる…2点
あまりできない…3点
できない…………4点

⑦一人で買い物に行けますか 　　点
⑧バスや電車、自家用車などを使って一人で外出できますか 　　点
⑨自分で掃除機やほうきを使って掃除ができますか 　　点
⑩電話番号を調べて、電話をかけることができますか 　　点



市政のお知らせ・催し

　令和3年第4回市議会定例会は、11月19日か
ら下表の通り開催される予定です。

　秋の火災予防運動は、火災が発生しやすい
時季を迎えるに当たり、日野市消防団が火災
予防意識の一層の普及を図ることで、火災発
生を防止し、市民の安全・安心に寄与するこ
とを目的としています。
　市内を三つのエリアに分け、各エリアで消
防車7～9台による広報活動を行います。市民
の皆さまのご理解をよろしくお願いします。
日 11月13
日㈯午後
8時～9時
場ルート
は右図の
通り

市議会が11月19日㈮
から開催

日野市消防団　秋の火災予防運動
消防車両パレードを実施

1018274ID 問議会事務局（☎042-514-8007）

1018294ID 問防災安全課（☎042-514-8962）

ワクチン接種はお早めに！
　国からのワクチン供給がいったん、終了す
るため、現在受け付け中のものが、新規予約
を行う最後の機会となります。接種を希望す
る方は予約をお急ぎください。

追加接種（3回目接種）について
　国内外の感染動向やワクチンの効果の持続
期間などを考慮し、追加接種を実施します。

対象者
・
回数

2回目接種を終了した者のうち、おおむね8
カ月以上経過した者を対象に1回※追加接
種の対象者は今後の国の判断となります

開始時期 早ければ12月から開始することを想定

　11月1日㈪から、第6波に備え「新型コロナあん
しん健康相談窓口」を設置します。新型コロナ
ウイルスについて不安なことなどを相談でき
ます。
新型コロナあんしん健康相談窓口 時　間

市健康課（☎042-581-4111� FAX
042-583-2400※聴覚障害者向け）

土曜・日曜日、祝
日を除く午前8時
30分～午後5時

東京都新型コロナコールセンター（☎0570-550571※
土曜・日曜日、祝日を含む午前9時～午後10時）もあ
わせてご利用ください
新型コロナウイルス感染症の方への食料支援
　新型コロナウイルス感染症と診断され、入
院・療養など調整中の方で都からの支援物資
が届いていない方を対象に、3日分の食料物資
を無償提供しています。詳細は市健康課へお
問い合わせください。

新型コロナワクチン接種
について

新型コロナあんしん健康
相談窓口を設置

1016336ID 問日野市新型コロナウイルスワク
チン接種相談・予約センター（相談…☎0120-950-
734、予約…☎0120-950-391※土曜・日曜日、祝日
を含む毎日午前9時～午後6時）

1018318ID 問健康課（☎042-581-4111）

□令和3年第4回市議会定例会日程※
日　程 会議名 主な内容

11月19日㈮

本会議

会期の決定、議案上程

11月24日㈬ 一般質問

11月25日㈭ 一般質問、請願上程

11月26日㈮・29日㈪ 一般質問

11月30日㈫ 一般質問、議案上程

12月1日㈬ 特別委員会 議会改革等特別委員会

12月2日㈭

常任委員会

企画総務委員会

12月3日㈮ 民生文教委員会

12月6日㈪ 環境まちづくり委員会

12月8日㈬ 本会議 審査報告、議案上程、採決

※日程は変更される場合があります

栄町五丁目

日野台二丁目
日野坂

日野台 日野大坂上

日野市役所
入口

川崎街道
入口

豊田駅前

富士町

平山五丁目

高幡橋南
高幡

高幡橋北

奥山橋下 中央大学北

多摩動物公園南

程久保橋 三沢

➡

➡ ➡

➡

➡

➡

➡

➡➡

➡

➡

➡➡

➡

●

➡

➡

➡ ➡

高幡不動尊

日野駅
甲州街道駅

万願寺駅

モノレール
高幡不動駅

程久保駅京王線南平駅

豊田駅

多摩モノレール

京王八王子線

ＪＲ
中央
本線

京王線
多摩動物公園駅モノレール

多摩動物公園駅

中央自動車道

京王線
平山城址公園駅

広報ひの　令和3年11月号12
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日野市が土地を売っています
保留地・市有地を先着順で公売します

新選組・土方歳三のふるさとプロモーション事業
謎解き宝探しイベント「新選組のふる
さと日野に隠された土方歳三の宝」

1009482ID 問財産管理課（☎042-514-8161）

1018306ID 問産業振興課（☎042-514-8461）

対代金支払い能力がある個人および法人他案内書は市役所4階財産管理課で配布。郵送希望の
方は問い合わせを申月曜～金曜日午前8時30分～午後5時15分に財産管理課へ。個人は申込書、
世帯全員記載の住民票の写し、法人は申込書、法人登記簿謄本を持参※祝日を除く。当日受け
付け分をもって決定。申込者が1人の場合はそのまま契約者と決定し、同日に複数申し込みがあ
った場合は抽せん

日 11月1日㈪～12月26日㈰内市内各駅などで配布してい
る参加冊子を入手して、市内に隠された「宝箱」を探すミ
ッションに挑戦。先着で記念品や賞品が当たる抽選に応
募可。詳細は市 HP参照

※本事業は市内を走る鉄道3社（京王電鉄、多摩都市モノレール、東日本旅客鉄道）と日野市観光協会との協働で実施

市内3駅の駅構内各所を装飾

保留地

東平山2丁目 豊田2丁目 南平9丁目東豊田2丁目

市有地

▲京王線高幡不動駅 ▲多摩モノレール万願寺駅 ▲JR日野駅

42-（2） 119-1-（1）
118-（1）

26-（1） 南平地区
約5ｍ

27-（1）
39-（1）

1,165（1区画）

万円1,995（1区画）

万円

）画区3順着先（ 区地山平西 豊田南地区 ）画区3順着先（ 市有地 ）画区1：順着先（ 

（1区画）2,345.2 万円

26-（1） 27-（1） 42-（2）

（1区画）8,387.5 万円

39-（1）

（1区画）5,568万円

118-（1）

（1区画）5,000.7 万円

119-1-（1）

（1区画）24,476,585 円

南平地区 先着順先着順先着順先着順先着順先着順先着順

土地面積 土地面積 土地面積 土地面積 土地面積 土地面積 土地面積
82㎡（約24坪）約 75㎡（約22坪）約 50㎡（約15坪）約 305㎡（約92坪）約 240㎡（約72坪）約 211㎡（約63坪）約 224.35㎡（約67坪）約
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　市では11月の児童虐待防止推進月間にひとりでも多く
の方が児童虐待防止のために何ができるかを考え、行動
につなげていけるよう、オレンジリボンキャンペーンや
講演会などの啓発事業を実施します。
　2020年の児童福祉法等改正により、法律においても体
罰を明確に禁止しています。「しつけのつもり」でも体罰
は虐待に当たり、中には命にかかわる虐待へとエスカレ

ートすることがあります。また虐待は子どもの脳の発達
に深刻な影響を及ぼすとも言われています。
　虐待を見聞きした場合には、ためらわずに
ご連絡ください。通告は子どもを守るだけで
はなく、家庭の支援につながります。周囲の
子どもたちに関心を持ち、社会全体で子育て
世代を見守り、応援していきましょう。

1010239ID

問子ども家庭支援センター（☎042-599-6670）

※ ☎189は児童相談所
全国共通ダイヤル189「だれか」じゃなくて「あなた」から189「だれか」じゃなくて「あなた」から

11月は児童虐待防止推進月間
いちはやく

、

　オレンジリボンには、児童虐待を防止するというメッセージが込められています。
　11月の児童虐待防止推進月間中、子ども家庭支援センターをはじめ、日野市役所の職員は、オレンジリボンを
付けて啓発活動を行います。

日 11月16日㈫午後2時～4時場ひの煉瓦ホール（市民会館）内

児童相談所職員から見た児童虐待の実態講橋場満氏（八王子
児童相談所虐待対応協力員）

　児童虐待防止啓発のためのパネル展示を行います。
日・場 11月1日㈪～30日㈫…七生支所展示スペース、11月2日
㈫～15日㈪…市役所1階市民ホール

　市HPから「日野市児童虐待防止啓発動画」が視聴
可能です。右記QRコードを読み込むか、YouTube
で「日野市児童虐待防止啓発動画」と検索してご覧ください。

　11月の児童虐待防止月間中、市庁用車へ着装し、啓発を
行います。
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　東京都では、児童虐待を防止するためのLINE
を利用した子どもや保護者からの相談窓口を開設
しています。子育ての悩みや困っていることなど、
ひとりで抱え込まず、気軽に相談してください。
日午前9時～午後9時※土曜・日曜日、祝日は午
後5時まで問東京都福祉保健局少子社会対策部計
画課（☎03-5320-4137）

■オレンジリボンキャンペーン

■児童虐待防止講演会

■児童虐待防止啓発パネル展示

■児童虐待防止啓発動画

■児童虐待防止啓発マグネットシートの
　庁用車への着装

子子
ここ

どもにどもに知知
しし

っておいてほしいことっておいてほしいこと ■ LINE相談

、·��子どもの泣き叫ぶ声が頻繁に聞こえる。
·��子どもが夜遅くまで遊んでいる。
·��親が子どもに大声で怒鳴ったり、暴言を吐いたりしてい
る。

·��学校や幼稚園、保育園を理由もなく休みがち。
·��子どもがけがをしたり、病気になったりしても医者に連
れて行かない。

·��イライラして、つい、子どもに当たってしまう。
·��自分の子どもなのにかわいいと思えない。
·��夫は仕事で忙しくて、何もかもひとりでやっている。話
せる相手もいなくて、つらい。
·��子育てがうまくいかない。自分を責めてしまう。
·��一緒に住んでいる人が、子どもを虐待している
気がする。

周囲の
方保護者

☎042-599-6670
☎042-599-5454（虐待相談専用電話）

子ども家庭支援センター（高幡）
☎042-586-1312
☎042-586-1171(相談電話)

地域子ども家庭支援センター万願寺「にこにこ」
☎042-589-1260
☎042-589-1262(相談電話)

地域子ども家庭支援センター多摩平「はぴはぴ」

▲
友
だ
ち
登
録
用

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

LINE公式アカウント名
子ゴコロ・親ゴコロ相談＠東京

こんな時は、子ども家庭支援センターにご連絡を 気づいてほしい子どもと保護者のSOS
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日とき��場ところ��内内容��講講師��対対象��定定員��￥費用��持持ち物��他その他・注意事項��申申し込み��問問い合わせ

税金

子ども

催し・イベント

しごと

講座

スポーツ

健康・検診障害のある方

高齢者 お知らせ

障害のある方

障害のある方の給与を
一部助成 1003787ID

　障害のある方を雇用する従業
員数43.5人未満の事業者に対して
給与の一部を助成します。詳細
は市HPをご覧ください。
￥例月給与（基本給＋各種手当）
の2分の1※月額30,000円を上限問

障害福祉課（☎042-514-8485）

高齢者

シルバー人材センター入会案
内説明会
日 11月5日㈮午前10時～正午、22
日㈪午前9時30分～正午内 事業
紹介、概要説明対 60歳以上の方
※22日は女性限定定申込制で各
日先着15人申電話場・問日野市
シルバー人材センター（☎042-581-
8171）

懐
なつ

唄
うた

会
かい

秋～オーラルフレイル
予防運動をしてみんな
で歌おう 
日 11月24日㈬午前10時～正午場

勤労・青年会館定申込制で先着
30人申 11月1日㈪から電話問 地
域包括支援センターすてっぷ（☎
042-582-7367）

医師によるまちの在宅
医療相談会 1018196ID

日 11月25日㈭午後2時～4時場生
活・保健センター対自宅での介
護、在宅医療、自宅でのみとりを
考えている方定申込制で先着4人
申 11月4日㈭～19日㈮に電話問在
宅療養支援課（☎042-514-8189）

子ども

キュータ＆のっちと防
災訓練をやってみよう
幼児向けの防災教育動画を

YouTubeで配信中。東京消防
庁公式マスコットの「キュータ」、
日野市放課後子ども教室ひのっ
ち公認キャラクターの「のっち」
と一緒に、地震や火事のときに
自分の体を守るためには、どの
ような行動をとれば良いか学び
ましょう。
問日野消防署（☎042-581-0119）

令和3年度教育委員会
1016529ID

▶第8回定例会開催
日 11月11日㈭午後2時から※傍聴
の可否は市 HPなどで確認を
▶第5回臨時会（8月22日開催）議事
録公開
内協議事項…1件

▶第6回定例会（9月10日開催）議事
録公開

内可決事項…3件、請願審査…1
件、報告事項…3件
　いずれも問庶務課（☎042-514-
8692）

多摩・島しょ子ども体験塾
たにぞうファミリー
コンサート 1010516ID

　幼稚園、保育
園、小学校を中
心に歌とダンス
が大人気の「ヒ
ノソング」。作者
である「たにぞ

う」こと谷口國博さんによるファ
ミリーコンサート（2回公演）の参
加者を募集します。
日令和4年1月30日㈰1回目…午後
1時～1時50分、2回目…午後4時～
4時50分※時間選択不可場ひの煉
瓦ホール（市民会館）対日野市・
八王子市に在住・在学の18歳以
下の子どもと保護者※小学生以
下は保護者同伴定申込制で各回
500人※申込多数の場合は抽選￥

1席500円申 11月22日㈪（消印有効）
までに〒191-0001栄町2-13-4さか
えまち児童館へ 往復はがき（1枚につ
き5人まで）で。往信用裏面に参
加者全員の氏名、年齢、代表者
の電話番号、必要な席数（最大5
席）、返信用表面に宛名を記入他

日野市・八王子市共同事業問子
育て課（☎042-514-8636）
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市政のお知らせ・催し

子ども

焼き板を作ってみよう
1017944ID

日 12月5日㈰午前10時～正午場

仲田の森蚕
さん

糸
し

公園対市内在住の
小学生定申込制で15人※申込多
数の場合は抽選申 11月15日㈪ま
でに電子申請問子育て課（☎042-
514-8579）

講座

東部会館いきいき教室
骨盤なめらか体操教室
日毎週金曜・土曜日午前9時30
分～10時30分と午前11時～正午
場同会館集会室定申込制で各回
先着5人￥ 5回で5,500円のチケッ
ト購入制申電話問同会館温水プ
ール（☎042-583-5266※午前9時30
分～午後8時30分）

（動画）ゲートキーパー
養成講座 1015862ID

悩んでいる方に気付き、声を
掛け、話を聞いて必要な支援に
つなげ、見守る人がゲートキー
パー（いのちの門番）です。
内QRコードから動画を視聴問

セーフティネットコールセンター
（☎042-514-8542）

市民後見人養成講座
1006073ID

日基礎講習（集合研修3日間含む）
…令和4年4月中旬～5月、実務研
修（集合研修8日間含む）…6～7
月、現場実習…8～12月場多摩南
部成年後見センター（調布市）な
ど対集合研修に出席できる日野・

調布・狛江・多摩・稲城市在住
者定申込制で15人程度他応募方
法など詳細は募集要領（市 HPか
ら ダウンロード 可、市役所3階福祉
政策課にあり）を参照問同センタ
ー（☎042-498-5802）

パソコン講習会（12月）

日・内下表の通り対文字入力が
できる方￥ ①～⑥各3,060円⑦
1,530円⑧1,020円※いずれもテキ
スト代含む申 11月22日㈪（必着）ま
でに〒191-0011日野本町2-4-7日
野市シルバー人材センターPC教
室係へ はがきまたはQRコードから。
希望講座名と番号、住所、氏名、
電話番号、OS（分かる方）を記入
場・問同センター（☎042-581-8171）
番号・講座名 日時

①��Word-1～文字変換、簡
単な案内文作成など

11日㈯・18日㈯
午前10時～正午

②� �Word-3～地図・写真入
り案内の作成など

4日㈯・11日㈯
午後1時～3時

③��Excel-1～基本操作と
計算など

3日㈮・10日㈮
午前10時～正午

④��Excel-2～グラフの変
更など

17日㈮・24日㈮
午前10時～正午

⑤��Excel-3～複合グラフ、
IF関数など

12日㈰・19日㈰
午前10時～正午

⑥��Scratch～プログラミ
ング入門

3日㈮・10日㈮
午後1時～3時

⑦��Wordで絵を描く～
Wordの図形を使う

18日㈯
午後1時～3時

⑧��スマートフォン（お持ち
の方）～LINEの使い方

19日㈰
午後1時～3時

たま学びテラスが始ま
ります 1018193ID

▶多摩市「関戸地球大学院」（オン
ライン・会場参加）
日・講 11月18日㈭午後6時から…
右代啓佑氏（国士舘大学）、19日
㈮午後6時から…森功次氏（大妻
女子大学）、21日㈰午前10時から
…鈴木隆雄氏（桜美林大学）、12

月11日㈯午後2時から…小島基永
氏（東京医療学院大学）、19日㈰
午前10時30分から…上村英明氏
（恵泉女学園大学）、午後2時から
…落合孝彦氏（多摩大学）場関戸
公民館（多摩市）
▶日野市「ひの市民大学」
　詳細は市 HPをご覧ください。
　いずれも申11月4日㈭から電話、
Eメール、電子申請または来館※
月曜日、祝日を除く問中央公民館
（☎042-581-7580� pubhall@city.
hino.lg.jp）

生ごみ処理器～ダンボールコ
ンポスト使い方講習会

1011572ID

日 11月19日㈮午後2時から場 平
山交流センター定申込制で先着
13人申電話問ごみゼロ推進課（☎
042-581-0444）

平山台文化スポーツ
クラブから 1003186ID

▶会員募集のお知らせ
　子どもからシニアまで、少額
の会費で好きな活動に参加でき
るクラブです。詳細はお問い合
わせください。
▶山歩き～高

たか

畑
はた

山
やま

（982㍍）
日 11月23日㈷場午前8時10分JR中
央線高尾駅ホーム前方（甲府寄
り）集合、午後3時鳥

とり

沢
さわ

駅解散￥

600円※会員500円。交通費別途・
弁当持参
▶ノルディックウオーキング体験会

日 11月20日㈯午前9時30分～正午
場京王グラウンド（八王子市）対

家族での参加歓迎持飲み物、ポ
ール※貸し出しあり
▶ボッチャ体験会

日 12月12日㈰午後1時～3時場平
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日とき  場ところ  内内容  講講師  対対象  定定員  ￥費用  持持ち物  他その他・注意事項  申申し込み  問問い合わせ

山台健康・市民支援センター対
家族での参加歓迎持飲み物、上
履き他暖かく動きやすい服装で
　いずれも申電話、ファクスまた
はEメール問同クラブ（☎・FAX
042-506-9979 hirayamadai
@hop.ocn.ne.jp）

スマートフォン使い方
講座 1018192ID

日①11月22日㈪午前10時～正午
②22日㈪午後2時～4時③26日㈮
午前10時～正午④30日㈫午後2
時～4時場①平山交流センター
②福祉支援センター③中央福祉
センター④多摩平交流センター
定申込制で各回先着30人
　いずれも対おおむね60歳以上
の方申 11月4日㈭午前9:00から電
話問日野市ボランティア・セン
ター（☎042-582-2318）

普通救命講習
1002423ID

日 11月28日㈰午前9時～正午（毎
月第4日曜日開催）内心肺蘇生法、
AEDの使用方法など定申込制で
先着10人￥ 1,500円（テキスト代）
申電話場・問日野消防署（☎042-
581-0119）

Zoomおためし講座

▶入門編
日 11月26日㈮午後2時～3時場①
自宅（Zoom）②中央福祉センタ
ー定②のみ申込制で先着10人
▶ステップアップ編
日 11月29日㈪午後2時～3時場自
宅（Zoom）
　いずれも申上記QRコードまた
はEメールで。氏名、電話番号、

希望日時、参加方法（Zoomまた
は会場）、使用機器を記入問日野
市ボランティア・センター（☎042-
582-2318 hino-vc@hinosuke.
org）

みんなの環境セミナー～黒川
清流公園の冬を探そう!

1012593ID

日 12月2日㈭午前10時～正午場
黒川清流公園講小倉紀雄氏（東
京農工大学名誉教授）、市職員
定申込制で先着6人申 11月5日㈮
から電話問カワセミハウス（☎042-
581-1164※月曜日を除く午前9時
～午後5時15分） 

見て聞いて知ろう・くろかわ
シリーズ

1015508ID

日 12月4日㈯午後1時～4時場 カ
ワセミハウス、黒川清流公園内
冬の雑木林で落ち葉かき～落ち
葉の役割を考えよう対小学生以
下は保護者同伴定申込制で先着
12人申 11月13日㈯から電話問カ
ワセミハウス（☎042-581-1164※月
曜日を除く午前9時～午後5時15
分）

東光寺大根でたくあん
作り講座 1018139ID

日①12月4日㈯②11日㈯③令和4
年1月8日㈯いずれも午後2時～3
時30分場①福島農園（栄町）②③
中央公民館講福島幹男氏（市内
農業者）対全回参加できる市内
在住・在勤・在学者定申込制で
先着20人￥ 600円（干し大根2本）
申 11月4日㈭午前9時から電話ま
たは来館※月曜日、祝日を除く
問中央公民館（☎042-581-7580）

お正月のお飾り、わら
細工講座 1018183ID

日 12月11日㈯午前9時30分～11時
30分講尾形重男氏（田んぼの学
校役員）など対市内在住・在勤
者定申込制で先着10人程度申 11
月4日㈭午前9時から電話または
来館※月曜日、祝日を除く場・問
中央公民館（☎042-581-7580）

稲わら・竹細工講習会お正月
用ミニ門松作り
日 12月17日㈮午前9時30分からと
午後1時30分から場 緑化交流セ
ンター￥ 300円定申込制で各回15
人※申込多数の場合は抽選申 12
月3日㈮（必着）までに〒191-0016
神明2-13-1日野市環境緑化協会
へ 往復はがき（1枚につき1人まで）で。
往信用裏面に「稲わら・竹細工講
習会参加希望」、希望する時間帯
（第2希望まで）、住所、氏名、電
話番号、返信用表面に郵便番号、
住所、氏名を記入問同協会（☎
042-585-4740）

女性限定～傷ついた心の回復
をめざす講座

1016630ID

日 12月18日㈯午後1時30分～4時
30分場多摩平の森ふれあい館※
直接会場へ内Bさん（加害者）は
変われるのか？を考えてみよう!
講 Shiori氏（レジリエンスファシ
リテーター養成講座修了）など他
1歳～未就学児の保育、手話通訳
あり※12月8日㈬までに電話また
はファクスで申し込みを問平和と
人権課（☎042-584-2733 FAX 042-
584-2748）

広報ひの　令和3年11月号 17



市政のお知らせ・催し

催し・イベント

薄
はくおうき

桜鬼 真
しんかい

改×新選組のふるさ
と日野ラッピングタクシー運行
延長～市内ラッピングタクシー
事業者応援特別企画

1015417ID

　ラッピングタクシー実施事業
者を利用した方の中から抽選で、
薄桜鬼キャラクターをデザインし
た乗車記念証9枚セットを50人に
プレゼントします。
日 11月1日㈪～30日㈫内市内タク
シー会社3社（都民交通、日野交
通、南観光交通）に乗り、日野～
高幡不動間を利用申 12月7日㈫
（消印有効）までに〒191-8686日野
市役所産業振興課へ領収書また
はレシート原本を郵送。住所、氏
名、連絡先を記入※申込多数の
場合は抽選他当選者の発表は賞
品の発送をもって代えさせてい
ただきます（12月下旬発送予定）
問産業振興課（☎042-514-8461）

カワセミハウスから
▶写真展「日野の魚たち」

1015120ID

日11月2日㈫午前9時～ 9日㈫午後
8時※8日㈪を除く他写真提供…
鶴田大三郎氏
▶企画展「日野の植物たち」

1015509ID

日 12月3日㈮～5日㈰午前9時～午
後8時※5日は午後4時まで他協力
…日野植物研究グループ
▶工作教室「木の実でつくろう！」

日 12月4日㈯午前10時～11時対お
おむね5歳以上の方※未就学児
は保護者同伴定申込制で先着10
人申 11月4日㈭から電話※月曜日

を除く午前9時～午後5時15分他

協力…ひのどんぐりクラブ
　いずれも場・問カワセミハウス
（☎042-581-1164）

日野市表彰式
1000576ID

　日野市の市制施行（昭和38年）
記念日に当たる11月3日「文化の
日」に、市民生活と文化の向上に
貢献された方々の功績をたたえ、
日野市表彰式を行います。
　受章者は、各分野から推薦さ
れた22人と、1団体です（敬称略・
順不同）。なお、一般の方は参加
できませんのでご了承ください。
�個人�▶市民自治功労…石原洋
一（多摩平）、有賀信夫（多摩平）、
滝容子（日野台）、橋本保子（日野
台）▶防災功労…小島忠夫（大坂
上）▶交通安全功労…土方政江
（南平）、林睦子（南平）▶生活文化
功労…山下和美（落川）▶社会福
祉功労…清水渡（大字日野）、後
藤秀子（大坂上）、戸丸久惠（南
平）、坂本那江（栄町）▶保健衛生
功労…石塚康人（八王子市）、久
木元延宏（高幡）▶環境保全功労
…小倉紀雄（平山）、小野寺勲（日
野本町）▶社会教育功労…北島季
彦（大坂上）、野崎賀一（日野本町）
▶青少年育成功労…片野静枝（落
川）▶農林水産功労…阿川良一
（平山）、清水良夫（大字宮）▶技能
功労…関谷初枝（八王子市）
�団体�▶文化事業功労…光バン
ド（旭が丘）
問総務課（☎042-514-8128）

第61回日野市都市計画
審議会 1018120ID

日 11月8日㈪午後2時から場市役

所5階505会議室内付議予定案件
…日野都市計画生産緑地地区の
変更・特定生産緑地の指定定申
込制で先着3人申11月2日㈫～5日
㈮午後1時に電話またはEメール
（ tosikei@city.hino.lg.jp）

問都市計画課（☎042-514-8354）

京王百草園紅葉まつり

日 11月13日㈯～12月5日㈰他紅葉
の色づき状況は、京王百草園HP

参照場・問京王百草園（☎042-591-
3478）

平和派遣事業報告会・被爆体
験伝承者による平和講
話会 1017885ID

日 11月14日㈰午後2時30分～4時
30分場多摩平の森ふれあい館定

申込制で先着40人他 1歳～未就
学児先着4人の保育、手話通訳あ
り※11月4日㈭までに電話またはフ
ァクスで申し込み申11月10日㈬午
後5時までにQRコードのフォー
ムまたは電話問平和と人権課（☎
042-584-2733� FAX 042-584-2748）

日野に在住していた作家山代
巴を学ぶ～映画『荷車の歌』の
上映とお話

1018151ID

日 11月20日㈯午後1時30分～4時
場多摩平交流センター定申込制
で先着25人申 11月4日㈭午前9時
から電話問 郷土資料館（☎042-
592-0981）

ひの・たまガイドウオ
ーク 1015589ID

日Aコース…11月20日㈯、Bコー
ス…21日㈰内Aコース…日野の
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浅川・多摩川沿いと聖蹟桜ヶ丘
駅周辺の有名映像作品のロケ地
を巡る旅、Bコース…紅葉の百草
園と聖蹟桜ヶ丘駅周辺の観光地と
ロケ地を巡る旅、定申込制で先
着各20人他詳細は市 HP 参照申

11月2日㈫午前10時～10日㈬にひ
の・たま観光連携事業事務局（㈱
JTB東京多摩支店内）（☎042-521-
5550）へ電話問産業振興課（☎042-
514-8461）

虹
にじ

友
とも

カフェ～ LGBT とその
家族・友人のためのコミュニ
ティースペース

1016631ID

日 11月21日㈰午後1時30分～ 4時※
入退室自由場多摩平の森ふれあ
い館※直接会場へ対当事者、親
族、支援者など他人数制限する
場合あり問平和と人権課（☎042-
584-2733）

2021 ひの まなびの
まつり 1018305ID

日11月21日㈰午後1時～4時30分場

①多摩平交流センター②You�
Tube（オンライン配信）内「日野ま
なびあいプラン」の進捗状況につ
いて、ひの21世紀みらい塾の紹介
など定①申込制で先着30人申11
月17日㈬までにEメール（ sgaku
syu@city.hino.lg.jp）または電話で。
氏名、電話番号、参加方法（会場
またはオンライン）を記入問生涯
学習課（☎042-514-8765）

11月・12月の自然観察会 
▶秋深まった七生公園の紅
葉を訪ねよう 1007973ID

日 11月27日㈯午前9時30分京王線
多摩動物公園駅前集合、午後0時

30分南平駅前解散※雨天中止対

小学生以下は保護者同伴定申込
制で先着20組 ￥ 1家族300円（資
料代）他案内…日野みどりの推進
委員申 11月4日㈭～12㈮に電話
▶クリスマスリースとしめ
縄作り� 1010285ID

日 12月4日㈯午前9時30分～午後
0時30分場カワセミハウス講石
坂亜紀氏（石坂ファームハウス）
定申込制で先着20人￥ 1人当た
り300円（材料費）申 11月15日㈪～
12月3日㈮に電話
　いずれも問緑と清流課（☎042-
514-8307）

名作鑑賞会～朗読サロ
ン 1018135ID

日12月10日㈮午後1時30分～2時30
分場中央公民館内朗読サークル
「蘭

らん

陀
だ

夢
む

」による朗読会。婿入り
の朝（古川薫作）など定申込制で
先着20人申 11月4日㈭午前9時か
ら電話または来館※月曜日、祝
日を除く問中央公民館高幡台分
室（☎042-592-0864）

ひの煉瓦ホール（市民
会館）から 1000966ID

▶赤レンガプロジェクト
飛火野ジャズフェスティ
バル2021
日 12月5日㈰午後4時30分から￥

2,000円※全席指定申ひの煉瓦ホ
ール（市民会館）、同オンラインチ
ケットサービス（同会館 HP内）で
販売
▶和太鼓グループ彩-sai-
日野公演
日令和4年1月16日㈰午後3時から
￥ 5,000円※全席指定。当日券は
5,500円申ひの煉瓦ホール（市民会

館）、同オンラインチケットサービ
ス（同会館 HP内）で販売
▶H

エイチ
�ZE

・
T
ゼットリオ
TRIO�LIVE�2022

日野搾り
日令和4年2月12日㈯午後5時から
￥ 6,000円※全席指定申 11月13日
㈯午前10時からひの煉瓦ホール
（市民会館）、同オンラインチケッ
トサービス（同会館HP内）で販売
　いずれも場・問ひの煉瓦ホール
（☎042-585-2011）

第15回たかはたもみじ
灯路を延期 1014929ID

11月22日㈪・23日㈷に開催を
予定していた「たかはたもみじ灯
路」は、次年度へ延期します。
問たかはたもみじ灯路実行委員
会事務局（日野市観光協会☎042-
586-8808）、市産業振興課（☎042-
514-8461）

歳末たすけあいバザーを中止
12月の日曜日に開催を予定し

ていた「歳末たすけあいバザー」
は中止します。
問日野市社会福祉協議会（☎042-
582-2319）

しごと

ものづくり体験入校
1008142ID

メカトロニクス科によるコン
ベア装置制御の体験入校です。
日 12月4日㈯午前9時45分～正午
対入校を検討している17～35歳
の方※初心者歓迎定申込制で先
着10人申 11月15日㈪から多摩職
業能力開発センター HPの申し込
み手順によりEメール場・問同セン
ター八王子校（☎042-622-8201）
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市政のお知らせ・催し

しごと

キャリアアップ講習
（11月） 1008142ID

内 P
パ イ ソ ン

ython【初級】など6講習対中
小企業に在職中の都内在住・在
勤者申 11月10日㈬まで問多摩職
業能力開発センター府中校（☎
042-367-8204）

東京しごとセンター多摩の就
業支援（11月）

1003501ID

内①全年齢対象・直前対策セミ
ナーおよび地域就職面接会など
多数他詳細は同センター HP参照
問同センター（☎042-329-4524）

公共職業訓練1月入校生
募集 1008142ID

日見学会…11月11日㈭午後2時か
ら※直接会場へ内介護サービス
科、電気設備管理科対求職中ま
たは転職を希望する方申 11月22
日㈪までに住所地のハローワー
クへ問多摩職業能力開発センタ
ー八王子校（☎042-622-8201）

新規大卒者等就職面接
会 1010271ID

日 12月1日㈬場八王子市学園都
市センター（八王子市）申 11月11
日㈭から来所または電話問八王
子新卒応援ハローワーク（☎042-
631-9505）

PlanTチャレンジショップ（2
店舗）使用者募集

1003487ID

日令和4年2月から※1年ごとの更
新で最長2年￥月40,000円他募集

要項は市役所3階産業振興課で配
布または市 HP から ダウンロード可。
申請書および面接に基づき審査。
詳細は問い合わせを申 11月1日㈪
～30日㈫（消印有効）に〒191-8686
日野市役所産業振興課へ郵送ま
たは持参※土曜・日曜日、祝日を
除く問産業振興課（☎042-514-84
42）

スポーツ

スポーツ推進委員会から
①スポーツ体験会
②ちょこっとウオーキング
▶①グラウンド・ゴルフ

1011865ID

日 ①11月7日㈰②21日㈰いずれ
も午前10時～11時30分※雨天中
止場①七生緑小②夢が丘小※午
前9時45分～10時に受け付け。直
接会場へ
▶①ポールウオーキング

1011866ID

日 11月23日㈷午前10時～正午※
荒天中止場多摩平第一公園※午
前9時45分～10時に受け付け。直
接会場へ定先着30人程度
▶②体力測定ウオーキング

1012707ID

日 11月28日㈰※荒天中止場午前
9時～9時30分（体力測定のみ参加
は午前10時～11時15分）に市民の
森スポーツ公園管理棟前で受け
付け※直接集合場所へ。受付後
随時スタート他急坂あり。ウオ
ーキング後に体力測定
▶②ひの煉瓦コース

1012584ID

日 12月5日㈰※荒天中止場午前8
時45分～9時八坂神社（日野本町）
集合、正午ファーマーズマーケ

ット東京みなみの恵み解散
　いずれも対運動の制限を受け
ていない方持飲み物、汗拭きタ
オル、②のみ雨具※動きやすい
服装、運動靴で。①のみ用具の
貸し出しあり他自宅での朝の検
温、マスク着用を問文化スポー
ツ課（☎042-514-8465）

市民体育大会～ロード
レース競技 1003171ID

日 12月4日㈯午前9時20分から場

浅川スポーツ公園対小学5年生
以上の市内在住・在勤・在学者
他詳細は要項（市民陸上競技場、
日野市体育協会 HP、日野市陸
上競技協会 HP 、市役所3階文化
スポーツ課にあり）参照問日野
市体育協会事務局�（☎042-582-
5770）

税金

今月の税金の納期限は
11月30日㈫ 1008395ID

今月は国民健康保険税第5期
の納期です。便利な口座振替を
ご利用ください。
問納税課（☎042-514-8259）

固定資産税・都市計画税の適
正課税にご協力を

1002658ID

　令和4年1月1日時点で令和4年
度の課税内容を決定します。
　令和3年中に家屋を取り壊した、
土地の利用状況が変わったなど
の場合はご連絡ください。
問資産税課（土地について…☎
042-514-8252、家屋・償却資産
について…☎042-514-8257）
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日野法人会主催～年末調整の
仕方についての説明会 

1009998ID

日 11月10日㈬午後2時～3時場ひ
の煉瓦ホール（市民会館）他用紙
の配布はありません。申し込み
など詳細は問い合わせを問同会
（☎042-593-9900）

健康・検診

ちょっとお散歩＆青空
たいそう 1016960ID

　詳細はひの社会教育センター
HPをご参照ください。
持タオル、飲み物、帽子他動き
やすい服装で。抽選で各回15人
に鉢植えプレゼントあり問同セ
ンター（☎042-582-3136）

地域介護予防活動団体の登録
募集
　高齢者が中心となり、体操や
運動などに取り組み、健康増進
に努める団体を募集します。令
和3年度に登録した団体に対し、
立ち上げ費用として機材購入な
どの助成金を交付します（諸条件
あり）。詳細はお問い合わせくだ
さい。
問日野市社会福祉協議会（☎042-
584-1294）

お口の健康診査
1003853ID

対令和3年4月1日現在35歳以上5
歳刻みの方※対象者には無料受
診券を送付済み。手元にない場
合は問い合わせを申市内指定歯
科医療機関へ電話問健康課（☎
042-581-4111）

健康づくり推進員から
1018085ID

▶ウオーキンググループ～裏道・
細道・田んぼ道�高幡不動周辺編
日 11月10日㈬※雨天中止場午前
9時30分福祉支援センター集合、
午前11時30分落川公園解散申 11
月1日㈪午前9時～8日㈪に電話
▶第2グループ～日野市内のいち
ょうコースを歩こう
日11月18日㈭※雨天中止場午前9
時30分新町交流センター集合、午
前11時30分多摩平第七公園解散申

11月4日㈭午前9時～15日㈪に電話
　いずれも定申込制で先着20人
問健康課（☎042-581-4111）

街頭献血にご協力を
1006071ID

日11月25日㈭午前10時～11時20分、
午後0時30分～4時場市役所第3駐
車場問東京都赤十字血液センタ
ー立川事業所（☎042-529-0405）、
日野市献血推進協議会事務局（☎
042-514-8467）

お知らせ

令和3年度駐車監視員
資格者講習
日・内令和4年1月17日㈪・18日㈫
（2日間）…講習、24日㈪…考査￥

20,000円他詳細は警視庁 HP参照
申 11月1日㈪～26日㈮に都内各警
察署交通課へ問警視庁放置駐車
対策センター（☎03-3581-4321）

国民年金について
1002827ID

▶国民年金制度
対第1号被保険者…自営業、学生、
無職の方など、第2号被保険者…

厚生年金保険に加入している会
社員や公務員など、第3号被保険
者…第2号被保険者に扶養されて
いる20歳以上60歳未満の配偶者
￥ 1カ月16,610円（令和3年度）他任
意加入・付加保険料については
市HP参照または問い合わせを
▶国民年金保険料を納めることが
困難な方は相談を
内①法定免除②産前産後期間の
免除③申請免除④納付猶予制度
⑤学生納付特例制度他対象など
詳細は市 HP 参照または問い合
わせを
▶こんな年金が受けられます

内①老齢基礎年金…原則65歳か
ら支給②障害基礎年金…病気や
けがで日常生活に著しい支障が
あると認定されたときに支給③
遺族基礎年金…加入者などが亡
くなったときに支給④年金生活
者支援給付金制度…年金に上乗
せして支給対①国民年金を納め
た期間（免除期間含む）が10年以
上ある方②国民年金加入中に初
診日があり、保険料納付などの
要件を満たした方③亡くなった
方によって生計を維持されてい
た子のある配偶者または子④公
的年金等の収入や所得額が一定
基準以下の年金受給者他②20歳
前に障害の状態になった場合は
20歳から年金の請求可。いずれ
も詳細は問い合わせを
▶社会保険料控除証明書（国民年
金保険料分）の送付
　1～9月に納付された方に、11
月中に送付されます。年末調整
や確定申告にご利用ください。
　いずれも問日本年金機構立川
年金事務所（☎042-523-0352）、市
保険年金課（☎042-514-8289）
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市政のお知らせ・催し

お知らせ

緑の写真展出品作品募集
内テーマ…①日野の四季②わが
家の緑、規定…単写真で未発表
のもの。1テーマ1人3点まで。A4
サイズ。詳細は応募要領（市役所
1階市民相談窓口、七生支所、豊
田駅連絡所、日野市環境緑化協
会で配布）申 12月17日㈮（必着）に
〒191-0016神明2-13-1日野市環境
緑化協会（ qq789ngk9@vanilla.
ocn.ne.jp）へ郵送、持参またはE
メール※持参の場合は土曜・日
曜日、祝日を除く問 同協会（☎
042-585-4740）

図書館集会施設定期利用の抽
選受付（令和4年4～9月
分） 1018148ID

内中央・高幡・百草図書館①午
前10時～午後0時30分②午後1時
～4時30分③午後5時～9時※百草
は午後7時まで。土曜・日曜日、
祝日は午後5時まで対市内在住・
在勤・在学者により構成される
非営利目的の団体※音楽など実
技を伴う場合は利用不可申 11月
2日㈫～26日㈮（必着）に各館（中
央図書館…〒191-0053豊田2-49-
2、高幡図書館…〒191-0032三沢
4-1-12、百草図書館…〒191-0033
百草204-1）へ申込書（中央・高幡・
百草図書館にあり。11月2日より
図書館 HPから ダウンロード 可）を持
参、郵送、ファクスまたはEメー
ル（ lib-event@city.hino.lg.jp）
※持参の場合は月曜日を除く他 12
月3日㈮～10日㈮に結果通知問中
央図書館（☎042-586-0584� FAX 04
2-586-0579）、高幡図書館（☎042-

591-7322 FAX 042-594-2655）、百草
図書館（☎042-594-4646� FAX 042-
594-4647）

還付金詐欺に注意を
1013447ID

　市内では市職員を名乗り「医療
費の払い戻しがあります」などと
言ってATMに誘導し、犯人の口
座に送金させる還付金詐欺の被
害が連続発生しています。ATM
でお金は戻りません。怪しいと
思ったらすぐに電話を切り、110
番通報しましょう。
問日野警察署（☎042-586-0110）

市営墓地使用者募集
1006053ID

内所在地…東豊田2丁目32番地
の4、区画数…2区画、面積…約
3.3㎡。1家族で1区画まで対市内
に住所を有する方。手元にお骨
がある方を優先￥ 231,000円※別
途管理料年間2,200円申 11月1日
㈪～15日㈪に申込書（市役所1階
市民相談窓口・3階環境保全課、
七生支所、豊田駅連絡所で配布）
を市役所環境保全課へ持参※土
曜・日曜日、祝日を除く。申込多
数の場合は抽選問環境保全課（☎
042-514-8298）

ユニバーサルデザインまちづ
くり推進協議会市民委
員募集 1018195ID

日任期…令和4年1月1日から2年
間対市内に住民登録（1年以上）
している18歳以上の方でユニバ
ーサルデザインのまちづくりに
関心があり、積極的に参加する
意思のある方定 3人￥報酬…1会
議当たり10,500円申 11月22日㈪（必

着）までに〒191-8686日野市役所
3階都市計画課へ応募理由（100字
以内）、作文「ユニバーサルデザイ
ンのまちづくりを進めるために市
が取り組むべきこと」（600～1,200
字）を郵送、持参またはEメール
（ tosikei@city.hino.lg.jp） で。
住所、氏名、年齢、生年月日、職
業、居住年数、電話番号を記入
※持参の場合は土曜・日曜日、祝
日を除く。提出書類は返却不可問

都市計画課（☎042-514-8369）

豊田南土地区画整理審議会委
員の選挙人名簿を縦覧

1017243ID

　令和4年1月16日㈰執行予定の豊
田南土地区画整理審議会委員の
選挙人名簿を縦覧します。
日 11月19日㈮～12月2日㈭午前8時
30分～午後5時15分場市役所3階
区画整理課問区画整理課（☎042-
514-8405）

剪定枝のクリーンセンターで
の受け入れ（無料）

1015943ID

日 11月20日㈯午後1時30分～3時
30分内 剪定枝は太さ5㎝以内、
長さ20㎝以上100㎝以内、1束の
直径50㎝以内で必ずひもで束ね
る。落ち葉・小枝は小枝の長さ
20㎝未満で袋に入れる持本人確
認書類他 10束（袋）以上の持ち込
みは事前に連絡を。土や砂の混
入、草花は受け入れ不可問ごみ
ゼロ推進課（☎042-581-0444）
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日とき��場ところ��内内容��講講師��対対象��定定員��￥費用��持持ち物��他その他・注意事項��申申し込み��問問い合わせ
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都営住宅入居者募集
1008444ID

日 11月1日㈪～10日㈬（日曜日、祝
日を除く）に市役所1階市民相談
窓口、七生支所、豊田駅連絡所
で募集案内を配布※東京都住宅
供給公社 HP から ダウンロード 可申

11月15日㈪（必着）までに申込用紙
を郵送問同公社都営住宅募集セ
ンター（11月1日～15日☎0570-010-
810、前記以外☎03-3498-8894※
土曜・日曜日、祝日を除く）

地域支え合い福祉活動
助成追加募集
内新規立ち上げ団体助成…上限
3万円※継続団体は相談を対サ
ロン活動など地域の交流活動を
している団体の地域支え合い活
動他 12月下旬までに決定通知書
を送付申事前に日程調整の上、
11月30日㈫までに申請書類（日野
市社会福祉協議会 HP参照）を持
参※土曜・日曜日、祝日を除く
問日野市社会福祉協議会（☎042-
584-1294）

秋の市内一斉清掃
1003047ID

日 11月28日㈰午前9時～10時※雨

天中止。実施の可否は当日午前7
時ごろに判断。市 HP参照問環境
保全課（☎042-514-8298）　

日野市ごみ分別アプリ
のご利用を 1002861ID

　収集スケジュールやごみ分別
辞典などの確認、ごみの出し忘
れ防止アラームなどの設定がで
きるスマートフォン、タブレッ
ト用の無料アプリです。
問ごみゼロ
推進課（☎04
2-581-0444）

家計の立て直しを支援
1003811ID

内家計改善支援員による情報提
供や助言対家計収支の不均衡な
ど家計に関する課題を抱え、生活
に困窮している方他予約制。詳細
は問い合わせを問セーフティネット
コールセンター (☎042-514-8574)

離職や減収した方の家
賃を支給 1014390ID

内支給期限…原則3カ月※延長あ
り対①②いずれかに該当し住宅
を喪失しているまたは喪失する恐
れのある方①離職後2年以内②給
与などを得る機会が当該個人の
責めに帰すべき理由・当該個人の
都合によらず減少し離職や廃業
と同程度の状況他詳細は市 HP

参照問セーフティネットコールセ
ンター(☎042-514-8574)

ハローワーク八王子の
巡回相談 1003811ID

日原則毎週木曜日午後1時～4時
内職業相談・紹介、履歴書・職
務経歴書の作成や面接の受け方

▲iOS版▲Android版

のアドバイスなど他予約制。相談
日など詳細は問い合わせを問セ
ーフティネットコールセンター(☎
042-514-8574)

福祉オンブズパーソン
に相談を 1003301ID

　市や実施機関(市が財政的・人
的に支援する団体)から受けた保
健福祉サービスに関する苦情相談
を受け、調査・判断を行います。
　なお、実施機関以外の実施主
体が行う保健福祉サービスについ
ても相談を受け、関係機関と連携
し、問題解決への協力を求めます。
ご自身ほか家族や法定代理人も
苦情の申し立てができ、秘密は厳
守されます。
日月4回※詳細は今号29ページま
たは市 HP 参照他予約制問福祉
政策課(☎042-514-8469)

市営住宅駐車場使用者
募集 1003414ID

場下田団地内(石田二丁目)対当
該駐車場から2㌔以内に住んでいる
または業を営んでいる方￥月8,000
円問財産管理課(☎042-514-8156)

11月9日㈫～ 15日㈪は秋の火
災予防運動

1012591ID

　市内では昨年同時期より火災
件数が増加しています。これか
らの時期は空気が乾燥し、火災
が発生しやすいため、日野消防
署 HPを参考に、身の回りの確認
をお願いします。
問日野消防署（☎042-581-0119）

令和3年度東京消防庁防火標語
もう一度��確認��安心��火の用心
（菅野珠加さん作・江戸川区在住）
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母子保健健康通信

日野市の子育て情報

※掲載希望は1歳になる月の前月5日まで（5
日が土曜・日曜日、祝日の場合はその直前の
平日まで）に市長公室広報担当へ
郵送、持参または電子申請でお申
し込みください

すくすくクラブ
日いずれも午前10時30分～11時30分
内歌や手遊び、お友達作り
対 3～12カ月児と保護者
他申し込みなどの詳細は各児童館へ問い合わせを

11月10日㈬　みさわ児童館（☎042-591-3456）
11月10日㈬　たまだいら児童館（☎042-589-1253）
11月16日㈫　さかえまち児童館（☎042-585-8281）
11月17日㈬　ひの児童館（☎042-581-7675）
11月18日㈭　ひらやま児童館（☎042-592-6811）

健康診査 内 3～4カ月児、1歳6カ月児、3歳児健診※通知した日時に来場を
ママパパクラス沐浴
対妊婦（おおむね16～27週）とその家族

日 11月20日㈯※時間予約制内赤ちゃんのお風呂の入れ方※3密を避けるた
め沐浴体験のみ申開催3日前までに電話または電子申請

オンライン講座（予約制）
※�ご自宅のパソコン・ス
マートフォンなどで視聴

ママパパクラス
保健

日・内 11月15日㈪…妊娠期について、11月29日㈪…産後の生活について対
妊婦（妊娠週数は問いません）とその家族申電子申請※詳細は市HPを参照

ママパパクラス
医師講話

日・内 11月21日㈰…妊娠中の健康管理、出産に向けての心構えなど対妊婦
（妊娠週数は問いません）とその家族申電子申請※詳細は市HPを参照

　いずれも日程を変更する場合あり。詳細は市 HPを参照問子ども家庭支援センター（☎042-843-3663）

転入された方へ 妊婦、3～4カ月児、6・9カ月児、1歳6カ月児、3歳児健診を受けていない方は子ども家庭支援セ
ンター（☎042-843-3663）へご相談ください。

離
乳
食
講
座

ステップ1
1回食

日①11月16日㈫午前中②12月16日㈭午前中対①おおよそ令和3年6月生まれの乳児と
その保護者②おおよそ令和3年7月生まれの乳児とその保護者定申込制で①②各24組
※申込多数の場合は抽選

ステップ2
2回食

日①11月11日㈭午前中②12月14日㈫午前中対①おおよそ令和3年4月生まれの乳児と
その保護者②おおよそ令和3年5月生まれの乳児とその保護者定申込制で①②各24組
※申込多数の場合は抽選

ステップ3
3回食

日①11月9日㈫午前中②12月9日㈭午前中対①おおよそ令和2年11月～ 3年2月生まれ
の乳児とその保護者②おおよそ令和2年12月～3年3月生まれの乳児とその保護者定申
込制で①②各24組※申込多数の場合は抽選

オンラインマタニティ栄養教室
※��ご自宅のパソコン・スマート
フォンなどで視聴

日 11月13日㈯午前10時30分～11時15分
内妊娠中の食事の話と質疑応答

　いずれも日程を変更する場合あり。詳細は市HPを参照申 11月分は受け付け中、12月分は11月4日㈭午前9時から。離乳食
講座は開催1週間前までに、オンラインマタニティ栄養教室は開催3日前までに電子申請問健康課（☎042-581-4111）

　新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、せきが出る・体がだるい・熱っぽいなどの症状がある
方は来所せず、医療機関を受診してください。

1007346ID 場生活・保健センター

菅野 紗那
かんの さな

令和2年11月27日
午後4時35分生まれ
程久保在住

とにかく好奇心旺盛で、嬉し
い時はいつもニコニコしてい
る紗那ちゃん。毎日の成長が
とても嬉しくて親もニコニコ
です。これからも強く・優し
く・しなやかに、そして美し
く育ってね！

さん
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母子保健健康通信

日野市の子育て情報

※掲載希望は1歳になる月の前月5日まで（5
日が土曜・日曜日、祝日の場合はその直前の
平日まで）に市長公室広報担当へ
郵送、持参または電子申請でお申
し込みください

日とき��場ところ��内内容��講講師��対対象��定定員��￥費用��持持ち物��他その他・注意事項��申申し込み��問問い合わせ

子どもの健康　子ども・保護者向けイベント

令和4年度市立幼稚園園児募
集

1006553ID

　1年保育（5歳児）・2年保育（4歳児）
を募集します。詳細は、募集要項（11
月1日㈪～6日㈯に各園で配布※3日
を除く）をご確認ください。
対入園時に幼児・保護者とも市内
在住で住民登録をしており、幼児の
生年月日が、1年保育は平成28年4月
2日～29年4月1日生まれ、2年保育は
平成29年4月2日～30年4月1日生まれ
定 1年保育…各園5人、2年保育…第
二幼稚園30人、第四幼稚園30人、第
七幼稚園60人※申込多数の場合は抽
選申 11月2日㈫～6日午前9時30分～
午後4時に申込書（11月1日～6日に各
園で配布）を入園希望する園へ持参
※3日を除く他申し込みは1園のみ。
健康診断と面接あり場・問第二幼稚
園（平山4-5-4 ☎042-591-4125）、第
四幼稚園（石田431-6 ☎042-583-39
03）、第七幼稚園（旭が丘2-42 ☎042-
586-3770）

乳幼児歯科相談
1007575ID

日 11月5日㈮・10日㈬・12日㈮・17
日㈬・19日㈮の午後1時30分、1時45
分、2時、2時15分、2時30分から場
生活・保健センター内歯科医師に
よる健診・相談、歯科衛生士による
歯磨き指導対 1歳6カ月～4歳の誕生
月までのお子さま定申込制で各回
先着3人他既にむし歯がある場合は
医療機関の受診を申電話問健康課
（☎042-581-4111）

BCG（結核）予防接種
1007623ID

日 ①11月8日㈪・25日㈭②17日㈬い
ずれも午前9時30分～11時場①生活・
保健センター②福祉支援センター
対生後1歳未満でBCG予防接種未
接種のお子さま※生後5～8カ月未満
推奨持母子健康手帳、予診票、バ
スタオル、長袖服問健康課（☎042-
581-4111）

プレママ＆子どものお食事な
んでも相談

1016704ID

日 11月2日㈫午前、12月7日㈫午前
場生活・保健センター、オンライン、
電話対妊婦、乳幼児のいる保護者
申電話問健康課（☎042-581-4111）

幼稚園からのお知らせ
1004228ID

▶ 幼稚園においでよ～自然物を使っ
て遊ぼう！

日 11月4日㈭午前9時15分～11時対
乳幼児と保護者場・問第二幼稚園
（☎042-591-4125）
▶ひよこの日～木の実で遊ぼう！
日 11月16日㈫午前9時15分～11時対
乳幼児と保護者場・問第四幼稚園
（☎042-583-3903）
▶�なかよしきっず～木の実を使って

遊ぼう！
日 11月16日㈫午前9時30分～11時対
乳幼児と保護者場・問第七幼稚園
（☎042-586-3770）

図書館おはなし会
1018147ID

高幡図書館
日 11月10日㈬①午後3時から②午後3
時30分から対①0～2歳児②3歳～未
就学児場・問同館（☎042-591-7322）
中央図書館
日①11月10日㈬午後3時30分から②
10日㈬午後4時から③25日㈭午前10
時30分から対①3歳～未就学児②小
学生③0～2歳児定②申込制で先着5
人申②は11月2日㈫午前10時から電
話または来館※月曜日を除く場・問
同館（☎042-586-0584）
多摩平図書館
日①11月11日㈭午前10時30分から（ひ
よこタイム）②24日㈬午後3時30分か
ら③24日㈬午後4時から対 ①0～2歳
児②3歳～未就学児③小学生定③申
込制で先着6人申③は11月2日㈫午前
10時から電話または来館※月曜日を
除く場・問同館（☎042-583-2561）
百草図書館
日 11月17日㈬①午後3時から②午後

3時30分から③午後4時から対①0～
2歳児②3歳～未就学児③小学生定
③申込制で先着5人申③は11月2日
㈫午前10時から電話または来館※月
曜日を除く場・問同館（☎042-594-
4646）
日野図書館
日 11月17日㈬午後3時30分から対 3歳
～未就学児場・問 同館（☎042-584-
0467）
平山図書館
日 11月18日㈭午前10時30分から（ひ
よこタイム）対 0～2歳児場・問同館
（☎042-591-7772）
　いずれも他 0～2歳児、3歳～未就
学児は15分間、小学生は20分間。詳
細は図書館HP参照または各館に問
い合わせを。ひよこタイムとは、乳
幼児連れの保護者が気兼ねなく来館
できる時間

べビーマッサージ
パパも一緒にどうぞ

1008503ID

日 11月20日㈯午後3時15分～4時対生
後3～5カ月児と保護者※初めての方
優先定申込制で先着6組申 11月4日
㈭午前10時から電話場・問地域子ど
も家庭支援センター多摩平「はぴは
ぴ」（☎042-589-1260）

みんなで話そう！シングルマ
マ・パパの集い

1008504ID

日 11月28日㈰午後3時30分～5時場万
願寺交流センター対ひとり親で子育
て中の方問地域子ども家庭支援セン
ター万願寺「にこにこ」（☎042-586-
1312）

ネットスポーツタイム
1006001ID

日11月6日㈯午後5時～6時45分内①バ
レーボール②バドミントン対中学・
高校生定先着①10人②8人場・問た
まだいら児童館ふれっしゅ（☎042-
589-1253）
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乳幼児自由参加ひろば
プレイルーム　

1016430ID

日 11月8日㈪・19日㈮午前10時～11
時30分対乳幼児と保護者申 8日は6
日㈯、19日は18日㈭までに電話また
は来館場・問もぐさだい児童館（☎
042-591-7001）

移動児童館～みんなであそぼ
うIN七ツ塚

1011621ID

日 11月10日㈬午前10時30分～11時30
分場七ツ塚ファーマーズセンター
対乳幼児と保護者定申込制で先着
20組申 11月2日㈫午前9時30分から電
話または来館問さかえまち児童館
（☎042-585-8281）

てがたカレンダー 
1006364ID

日 11月12日㈮午前10時30分～11時15
分と午前11時15分～正午内てがたを
とってカレンダーを作る対乳幼児と
保護者定申込制で各回先着5組申 11
月2日㈫から電話または来館場・問
みなみだいら児童館ぷらねっと(☎
042-599-0166)

乳幼児自由参加ひろば～プレ
イルームわいわいワ
ールド 1004025ID

日11月15日㈪・29日㈪午前10時～11時
30分対乳幼児と保護者定申込制で先
着12組申 2日前までに電話または来館
場・問みさわ児童館（☎042-591-3456）

ドリーム号がやってきた！
in上田

1008628ID

日 11月16日㈫午前10時30分～正午と
午後2時30分～4時30分場上田地区セ
ンター対 18歳以下の方と保護者※乳
幼児は保護者同伴申 11月13日㈯まで
に電話または来館問ひらやま児童館
(☎042-592-6811)

おしゃべりタイム
1010359ID

日 11月16日㈫午前10時30分～11時30
分対乳幼児と保護者※保護者のみも
可定 申込制で先着6組申 11月4日㈭
午前9時30分～15日㈪に電話または
来館場・問あさひがおか児童館（☎
042-583-4346）

ドッチボールの日
1003983ID

日 11月17日㈬午後3時30分～5時対小
学生定申込制で低学年先着14人、高
学年先着14人申 11月2日㈫午前9時30
分～16日㈫午後6時に電話または来
館場・問しんめい児童館（☎042-583-
6588）

プレイルーム
1006294ID

日 11月22日㈪午前10時～正午内す
べり台などの大型遊具で遊ぶ対乳
幼児と保護者定申込制で先着15組
申 11月4日㈭午前9時30分から電話
または来館場・問まんがんじ児童館
（☎042-583-3309）

乳幼児自由参加ひろば
わくわくひろば 

1011279ID

日 11月24日㈬午前10時30分～11時30
分内手遊び、ふれあい遊びなど対
乳幼児と保護者申 11月12日㈮午前9
時30分から電話または来館場・問ひ
の児童館（☎042-581-7675）

ファミリー・サポート・セン
ター養成講座～会員
交流会 1010367ID

日 12月3日㈮午後1時～4時30分場多
摩平の森ふれあい館内養成講座…
①やってみよう骨盤体操②出前講
座、ごみの分別に困ったら！、会員
交流会…私たちにできるSDGsしん
ぶん紙エコバッグ作りパート2講①
藤田ももこ氏（カイロプラクター）②
市職員￥ 300円（資料代）他保育希望
の方は問い合わせを申 11月19日㈮
までに電話問ファミリー・サポート・
センターたまだいら（☎042-589-7616）

日とき��場ところ��内内容��講講師��対対象��定定員��￥費用��持持ち物��他その他・注意事項��申申し込み��問問い合わせ

子どもの健康　子ども・保護者向けイベント

母子健康手帳交付窓口（妊娠届け出・妊婦面接）の事前予約が可能に

　事前予約をしていただくことで、お待たせすることなくご案内ができます。
日日曜日、祝日を除く午前8時30分～午後4時30分場生活・保健センター1階他医療機関
で妊娠の確定を受けてから、原則、妊婦ご本人がお越しを。転入者で母子手帳をお持ち
の方も妊婦面接可申来所希望日の2週間前（12月来所分は11月15日㈪）から前日の午後3時
までに、ぽけっとなびのアプリ内の「日野市子育て予約システム」で

▲iOS版

▲Android版

1003896ID 問子ども家庭支援センター（☎042-843-3663）

日野市の子育て情報が手に入る「ぽけっとなび」
アプリダウンロードをお願いします！
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新しい住民情報システム稼働開始
～サービス向上へ立川市・三鷹市と共同利用
　市では、住民サービスの向上および業務の効率化などを目的に、立川市・三鷹市と共同
で新しい住民情報システムの導入に向けた準備を平成30年度から進めており、11月29日㈪
から新住民情報システムの共同利用を開始することになりました。今後も住民の皆さまの個
人情報を厳格に管理し、住民サービス対象範囲拡大や業務の効率化を目指します。

①見やすく、分かりやすい通知書の導入②来庁予約システムの導入③申請書の記入を軽減する窓口やシステムの導
入④キャッシュレスシステムの導入（令和4年4月から）　※導入時期など詳細は市 HPなどで別途ご案内します

　わたしたちの暮らしにどんな変化があるの？

▶サービスの停止
　システムの入れ替えに伴い、以下
の通りサービスの停止があります。
ご理解・ご協力をお願いします。
�土曜窓口の閉庁�…11月27日㈯※市
政図書室は利用可
�コンビニ交付停止�…11月27日㈯～
12月14日㈫

▶臨時の夜間窓口
　コンビニ交付停止期間中のサービ
ス代替措置として、証明書交付の夜
間窓口を開設します。
日 12月1日㈬～14日㈫午後5時15分～
8時※土曜・日曜日を除く場市民窓
口課、七生支所他マイナンバーカー
ドをお持ちの方はご提示を

▶サービスの終了
　市役所1階および七生支所に
設置していた証明書交付機は、
11月26日㈮をもってサービスを終
了します。12月15日㈬か
らはお近くのコンビニ
で引き続きご利用くだ
さい。

1018313ID

問情報政策課（☎042-514-8969）、
　市民窓口課（☎042-514-8206）

映画『彼女が好きなものは』12月３日㈮より全国ロードショー
東邦歯科医療専門学校（三沢）で撮影が行われました。
―交わるはずのなかった2人の純粋でいびつな恋物語。―

　本作は、2019年4月にNHKで『腐女子、うっか
りゲイに告る。』のタイトルでドラマ化された、浅
原ナオトの小説『彼女が好きなものはホモであっ
て僕ではない』（角川文庫刊）を映画化した恋愛
青春映画です。
出演神尾楓珠、山田杏奈、前田旺志郎、三浦獠太、今井翼ほか監督・脚本草野翔吾原作浅原ナオト
「彼女が好きなものはホモであって僕ではない」（角川文庫刊）

日野映像支援隊からのお知らせ
◉日野映像支援隊のロケ情報！

©2021「彼女が好きなものは」製作委員会

問産業振興課
　（☎042-514-8461）

　健康課（☎042-581-4111）問

日野市健康課
公認キャラクター
ひのった

「ひのった」健康NOTE

日野市健康課

「ひのった」健康NOTE

ひのべりーさん
ID 1018296

●気軽に相談できる「かかりつけ歯科医」を持
ちましょう。

今回の
まとめ

第67回 テーマ：
かかりつけ歯科医

歯が痛むこともないし、気が付いたら何年も
歯医者に行っていないけど問題ないかな？

歯医者さんに定期的に通っていると他にも良
いことがあるの?

痛みがなくても定期的に行った方が良いですよ。
自分では気が付かない所までチェックをして

もらえるので、虫歯や歯周病の早期発見・早期
治療につながります。また、歯のクリーニングも
定期的にしてもらいましょう。

将来的によくかめる、話せるなどのお口の健
康度に大きな差がでるようです。
気軽に相談できる関係であれば、急な痛みや

お口のトラブルが起きた時も安心して治療が受
けられるでしょう。
おいしい食事や笑顔で会話を楽しむためにも、

「かかりつけ歯科医」を持つことをお勧めします。

▶9月後半～10月前半
［9月16・17・21日］市議会定例会（一般会計決算特別委員会） ［22日］市
議会定例会（特別会計決算特別委員会）［25日］水と緑の日野・市民ネッ
トワークシンポジウム［27日］ヤマト運輸株式会社との協定締結式［28
日］市議会定例会（審査報告・議案上程）［29日］日野市特措法新型コロ
ナウイルス対策本部会議［10月8日］パラバドミントン山崎選手日野市民
スポーツ栄誉賞授与式［14日］三多摩島しょ公立病院運営協議会臨時会
議、東京たま広域資源循環組合理事会［15日］日野市ごみ減量・リサイ
クル等推進協議会

1016405ID 問市長公室秘書担当代表☎

市 長 の　
う ご き

　大事なお知らせ 1016393ID
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日野市立小島善太郎記念館の
ボランティアを募集

　晩年を日野の百草で過ごし、日本洋画史に多大な功績を残された
小島善太郎画伯のアトリエを活用した小島善太郎記念館の運営に当
たり、ご協力いただけるガイドボランティアを募集しています。興
味のある方は、ぜひご連絡ください。
日土曜・日曜日、祝日午前10時～午後4
時※夏季は午後5時まで
内来館者への作品説明・案内、庭園の手
入れ（毎月1～2回程度）※事前研修あり

1003197ID 問�文化スポーツ課（☎042-514-8462）

内変更前…プラスチック類ごみ袋（大
または中袋）の横に3本まで、�変更後…
不燃ごみ袋（小
袋以上）の横に3
本まで問ごみゼ
ロ推進課（☎042-
581-0444）

令和4年1月から
傘の出し方が
変わります

1018298ID

日とき��場ところ��内内容��講講師��対対象��定定員��￥費用��持持ち物��他その他・注意事項��申申し込み��問問い合わせ

　土地の情報などが記された「改正反別帳」は、明治6年
（1873）から13年にかけて実施された「地租改正」の時に
作成されました。
　郷土資料館には、七生村役場にあった、高幡・南平・
平山・程久保・百草・落川・三沢の7カ村分の反別帳51
冊が保存されており、これらは、現在の土地台帳が作
成される際の基礎資料となりました。広報10月号で紹
介した字

あざ

切
ぎり

図
ず

とともに、明治初めごろの土地所有の情
報が記された貴重な資料です。
　資料は虫などにより損傷を受けることがありますが、
専門の技術者によるクリーニングや和紙の裏打ちによ
り、元の状態に近いところまで修復をすることができ

ます。郷土資料館では、昨年度までの4年間をかけて、
修復が必要だった2冊のうち、ようやく1冊目の修復を
終え、今年度からは、残りの1冊の修復に取り掛かります。
　市民の財産である貴重な歴史資料を保存し、次世代
に伝えることは、郷土資料館の大切な役割の一つです。

「改
かい

正
せい

反
たん

別
べつ

帳
ちょう

」の修復
1018187ID

問郷土資料館
（☎042-592-0981）51

▲修復された平山村の反別帳

1018125ID
問日野市消費生活センター（☎042-581-3556）、
消費者ホットライン（☎

イヤヤ

188）

　注文や契約をしていないにも関わらず一方的に商品
を送り付け、代金を請求する「送りつけ商法」に係る法
改正が令和3年7月6日に改正されました。
　法改正後は、消費者は商品の送付があった日から起
算して14日が経過するのを待たず、直ちに処分するこ
とができます。事業者から金銭を請求されても支払う
必要はなく、また誤解に基づいて支払った場合でも、
返金の請求ができます。

▶アドバイス
　心当たりのない商品が届いた場合は、まずは家族や
友人が注文していないか、通販で購入したにも関わら
ず届いていない商品がないかなどを確認しましょう。

請求書が入っていない荷物の場合は、ギフトとして届
けられている場合もあります。
　請求書がなく商品の誤配送の可能性がある場合、通
常は送り主に連絡をすべきですが、送り主の連絡先が
分からないため連絡を取ることができないケースがほ
とんどです。
　ギフトあるいは誤配送の判断が
つかない場合は、一定期間は商品
を保管し、送り主から連絡がない
か反応を見たうえで処分しましょ
う。万が一業者から直接請求を受
けた場合には、支払わずに消費生
活センターに相談してください。

一方的に送りつけられた商品は直ちに処分可能に！

消費生活
センターから
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市役所1階　市民相談窓口で受け付ける相談 問市長公室市民相談担当（☎042-514-8094）

法律相談（多
重債務含む）

1日㈪・22日㈪午後1時30分～4時
2日㈫・9日㈫・16日㈫・30日㈫午前9時30分～午後4時
※相談時間30分。月曜日から次週分を予約受け付け。
12月6日㈪・7日㈫は11月29日㈪から予約を

土曜法律相談 20日㈯午前9時30分～午後4時
※相談時間30分。8日㈪から予約を

不動産相談 17日㈬午後1時30分～4時
※相談時間30分。相談日前日から予約を

交通事故相談 12日㈮午後1時30分～4時
※相談時間30分。相談日前日から予約を

税務相談 24日㈬午前9時30分～午後4時
※相談時間30分。22日㈪から予約を

登記相談 4日㈭午後1時30分～4時
※相談時間30分。2日㈫から予約を

行政相談 5日㈮午後1時30分～4時
※相談時間30分。相談日前日から予約を

相続・遺言等暮ら
しの書類作成相談

5日㈮・18日㈭午後1時30分～4時
※相談時間30分。相談日前日から予約を

労働相談 19日㈮午後1時30分～4時
※相談時間30分。相談日前日から予約を

※�市政に対する一般相談は毎週月曜～金曜日（祝日を除く）の午前8時30
分～午後5時15分に受け付け。予約などの受け付けは電話で午前8時
30分から（先着順）

いずれも祝日を除く。詳細は問い合わせを

市長相談

15日㈪午前9時30分～11時30分※日程変更・中止の
場合あり。相談時間30分
場エール（発達・教育支援センター）
申 1日㈪までに電話※土曜・日曜日を除く。事前に
相談内容を詳しくお伺いします
問市長公室市民相談担当（☎042-514-8094）

子どもの虐待
相談

子ども家庭支援センター
毎週月曜～土曜日午前9時～午後5時
問虐待相談電話（☎042-599-5454）

妊婦・乳幼児
健康相談（12
月実施分も掲
載）

あさひがおか児童館　
11月8日㈪午前
生活・保健センター
11月26日㈮午前、12月24日㈮午前
さかえまち児童館
12月6日㈪午前
ひらやま児童館
12月13日㈪午前
申時間予約制。開催前月の3日から開催日の前日ま
で（土曜・日曜日を除く）に電話※定員あり
問子ども家庭支援センター（☎042-843-3663）

子ども家庭
総合相談

子ども家庭支援センター
毎週月曜～土曜日午前9時～午後5時
問同センター（☎042-599-6670）

創業相談
PlanT（多摩平の森産業連携センター）
第1・第2・第4水曜日午後1時～5時、第3水曜日午後
5時～9時※電話予約制。相談時間1時間
問産業振興課（☎042-514-8442）

消費生活相談
生活・保健センター
毎週月曜～金曜日午前9時30分～正午、午後1時～4時
問消費生活センター（☎042-581-3556）

福祉オンブズ
パーソン苦情
相談

市役所1階市民相談室など
2日㈫・16日㈫午前9時15分～11時30分、12日㈮・26
日㈮午後2時15分～4時30分※いずれも事前予約制
問福祉政策課福祉オンブズパーソン担当（☎042-514-8469）

子育て相談

地域子ども家庭支援センター多摩平「はぴはぴ」
月曜日を除く毎日午前9時30分～午後5時�☎042-589-1262
地域子ども家庭支援センター万願寺「にこにこ」
火曜日を除く毎日午前9時30分～午後4時30分 ☎042-586-1171
あさひがおか児童館
毎週月曜～土曜日午前10時～午後4時�☎042-586-1184
さかえまち児童館
毎週月曜～土曜日午前10時～午後4時�☎042-585-8282
ひらやま児童館
毎週月曜～土曜日午前10時～午後4時�☎042-592-6888

健康相談・生
活習慣病予防
食生活相談

生活・保健センター
毎週月曜～金曜日午前8時30分～午後5時（電話予約）
問健康課（☎042-581-4111）

人権身の上相
談（子どもの
相談含む）

平和と人権課（多摩平の森ふれあい館2階）
11日㈭午前9時30分～午後4時、25日㈭午後1時30分
～4時※相談時間40分。相談日前日から予約を
問平和と人権課（☎042-584-2733� FAX 042-584-2748）

ひとり親家庭
相談

市役所2階セーフティネットコールセンター
毎週月曜～金曜日午前8時30分～午後5時15分（原則
予約制）
問セーフティネットコールセンター（☎042-514-8546）

女性相談

男女平等推進センター（多摩平の森ふれあい館）
毎月第1～第4火曜日午後6時～9時、毎月第1～第4水
曜日午前9時45分～午後4時、毎月第1・第3金曜日午
後1時30分～4時30分
※予約制（電話・ファクス・窓口）。どなたでも可。
手話・保育あり（10日前までに予約）
問平和と人権課（☎042-587-8177� FAX 042-584-2748）

発達・教育
相談

エール（発達・教育支援センター）
毎週月曜～金曜日午前9時～午後6時、第4日曜日午
前9時～午後5時
☎042-589-8877（総合受付）
毎週月曜～金曜日午前9時～午後6時
☎042-514-8028（子どものこころ電話相談）

障害を理由と
する差別に関
する相談

障害福祉課
月曜～金曜日午前8時30分～午後5時15分
☎042-514-8991� FAX 042-583-0294
エール（発達・教育支援センター）
月曜～金曜日午前9時～午後6時
☎042-589-8877� FAX 042-514-8740
自立生活センター日野
月曜～金曜日午前9時～午後5時
☎042-594-7401� FAX 042-594-7402
地域生活支援センターゆうき
月曜～金曜日午前9時30分～午後5時30分
☎042-591-6321� FAX 042-599-7203
やまばと
月曜～金曜日午前9時～午後5時
☎042-582-3400� FAX 042-582-3302

民間賃貸住宅
（アパートな
ど）入居相談

毎週木曜日午後1時～5時
市役所会議室（電話相談可）※電話予約制（各日先着4組）
申日野市社会福祉協議会（☎050-3537-5765）
問都市計画課（☎042-514-8371）

【事業者向け】
中小企業診断
士個別相談

日土曜・日曜日、祝日を除く午前9時～正午と午後
1時～5時※1人1時間
場日野市商工会館（多摩平）、市役所1階市民相談窓口
内経営・補助金申請など
申電話※事前申込制
問日野市商工会（☎042-581-3666）

【事業者向け】
社会保険労務
士個別相談

日問い合わせを
場日野市商工会館（多摩平）
内雇用調整助成金・労働関係など
申電話※事前申込制
問日野市商工会（☎042-581-3666）

【事業者向け】
弁護士による
経営相談

日申し込み後に調整
場日野市商工会館（多摩平）
内債権回収など
申電話※事前申込制
問日野市商工会（☎042-581-3666）

11月の市民相談
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原稿締め切り日

1月号…11月25日㈭
2月号…12月23日㈭　　

��ダンスサークルビギン～無料講習会
11月1日㈪・15日㈪・29日㈪午前10時
30分～正午／新町交流センター／男性
歓迎／同サークル（今中☎090-9951-
5767）へ申し込み
�ボランティア舞踊団わかさ会～無料体

験会
11月1日㈪・15日㈪午後1時～2時30分
／落川都営住宅地区センター／未経験
者歓迎／藤間（☎042-592-5157）
�コロナストレス解消の為の和楽器無料

体験講座①中高年のお琴講座②子育て
中の子連れママの琴・三味線講座
11月2日㈫・9日㈫・16日㈫①午後1時
～2時30分②午前10時～11時30分／い
ずれも三沢東地区センター／初心者・
未経験者対象／斉藤（☎042-592-5157）
へ申し込み
�ストレッチ講座
11月4日㈭・7日㈰・11日㈭・14日㈰・
18日㈭・21日㈰午後1時～2時／新町交
流センター／10人／1回700円／軽装で
／金光（☎080-5180-2204）
�縄文時代を知ろう
11月6日㈯、12月18日㈯、令和4年1月8
日㈯、2月5日㈯、3月5日㈯午前10時～
正午／社会教育協会ゆうりか／5人／
8,140円／同協会（☎042-586-6221）へ
申し込み
�成年後見制度説明会・相談会
11月9日㈫・24日㈬午前10時～正午／
多摩平の森ふれあい館／個別相談あ

り

／成年後見サポートひの（☎042-594-
9085）へ申し込み
�英語おしゃべりクラブから

▶外国人と気楽にお話しするためのゆ
っくりていねい英会話…11月20日から
毎週土曜日午後1時30分～3時／5人／
15,000円（全10回）／外国人ゲスト参加
あ
り▶Practice Xコース～外国人も交

えたオンライン日常英語繰り返し練習
会…11月9日から毎週火曜日午後7時～
8時30分、11月12日から毎週金曜日午後7
時～8時30分／1回1,500円※5回券を初回
前に送金▶お試し無料コース～外国人

のお友だちを作れる英会話…11月10日
㈬午後7時～8時／いずれもZoomを使
用／実施日の3日前までに同クラブ（☎
042-582-8691）へ申し込み

�樋口恵子講演会～人生後半「ヨタヘロ
期」をどう生きる！
11月12日㈮午後2時から／ひの煉瓦ホ
ール（市民会館）／500円※全席自由／
特定非営利活動法人あす・ねっと（☎
042-514-8061）へ申し込み

�日野・市民自治研究所から
▶日本国憲法が求める税制のあり方と
消費税の減税について…11月13日㈯午
後2時30分～4時30分／ゆのした市民交
流センター／会場10人、Zoom30人／
500円▶「気候危機」打開の道を考える
…11月20日㈯午後2時～4時／中央福祉
センター／35人／500円／いずれも同
研究所（☎042-589-2106）へ申し込み

�お華炭つくり体験講座
11月21日㈰午前10時～午後3時※雨天
中止／落川交流センター／先着10人／
500円／ひの炭やきクラブ（冨山☎090-
8807-5437※ショートメール（SMS）に
て）へ申し込み

�精神障害福祉の現状についてオンライ
ン公開講演会
11月27日㈯午後1時～3時／同大学（程
久保）／100人／詳細は同大学 HP 参照
または問い合わせを／明星大学心理相
談センター（☎042-591-5933）

�子どもの成長を応援するすくすく講座
12月11日㈯午前10時～11時30分／多摩
平の森ふれあい館／先着15人／300円
／わくわくKidsランド（松田☎090-4726-
4141）へ申し込み

�第139回日野市モーニング・フォーラム
12月12日㈰午前6時30分～7時45分／日
野市商工会館（多摩平）／先着25人／
300円／いきいき・ふれあい塾（林☎090-
2656-1936）へ申し込み

�システムデザインフォーラム2021
12月12日㈰午後2時～4時30分／オンラ
イン開催／1,000人／東京都立大学 HP

から申し込み／同大学日野キャンパス
（☎042-585-8613）
�ひの社会教育センターから

▶ゆったりヨーガ…11月4日㈭・18日
㈭午後2時～3時30分／1回1,650円▶オ
ンライン講座「世界一しあわせな国のお
はなし～デンマークの子どもの学び」
…11月28日㈰午後3時～4時30分／2,200
円／いずれも詳細は問い合わせまたは
同センターHP参照／同センター（☎042-
582-3136）

�日野子育てパートナーの会から
▶みんなのはらっぱ南平～0歳児のマ

マあつまれ～！…11月2日㈫午後1時～
1時20分／南平駅西交流センター／0歳
児と保護者対象▶乳幼児あつまれ！～
in東宮下地区センター…11月5日～12
月10日の毎週金曜日午前10時～正午／
同地区センター／乳幼児と保護者対象
▶みんなのはらっぱ万願寺～子育て講
座「子どもにどう教える？『性』の話」
…11月26日㈮午前10時15分～11時15分
／万願寺交流センター／乳幼児と保護
者対象／いずれも同会（☎042-587-6276）
へ申し込み

�みんなで歌おう～カナリアの会スペシ
ャル企画
11月3日㈷・16日㈫午前10時30分～11
時45分／ひの煉瓦ホール（市民会館）／
童謡などを歌う／50人／1回1,000円※
指導あ

り／古沢（☎042-592-0203）へ申
し込み

�あかいやね～①バランスボールエクサ
サイズ（要申込）②ベビータッチ（要申
込）③セルフケア④よっちゃんのニコ
ニコシアター⑤こぶた座さんによる人
形劇（要申込）⑥親子で楽しむ小さな音
楽会（要申込）
①11月4日㈭②9日㈫③10日㈬④16日㈫
⑤20日㈯⑥27日㈯／午前11時から／同
施設（程久保）／子育て中の親子対象／
同施設（☎042-594-7841）

�バランスボールで産後の体力づくり＆
ダイエット
11月5日～26日の金曜日午前10時～11
時／多摩平の森ふれあい館／産後3カ月
から対象／5人／4回6,000円（単発2,000
円）／Shoko（☎090-9976-8269※ショ
ートメール（SMS）にて）へ申し込み
�ラ・ヴィ・アン・ローズダンスパーテ

ィー
11月7日㈰・11日㈭・21日㈰・23日㈷
午後1時～3時30分／新町交流センター
／21日ドレス限定トライアルあ

り／50
人／700円／マスク、飲み物持参／マ
ダム小夜子（☎090-5414-4858）

�歌で楽しむ元気会
11月10日㈬午前10時30分～11時30分／
三沢地区センター／季節の童謡・唱歌
な
ど／500円※指導あ

り／飲み物持参／小
川（☎042-594-9960）

�青空うたごえ広場
11月14日㈰午前10時～11時／湯沢福祉
センター／野外で歌謡曲などを歌う／
20人／500円※指導あ

り／道廣（☎080-
5437-1123）へ申し込み

�パンジーダンスパーティー
11月14日㈰午後1時30分～4時／新町交
流センター／500円／渡辺（☎090-2447-
2329）
�こども食堂～さくらちゃん
11月21日㈰午後4時～5時／日野キリス
ト教会（大坂上）／お弁当配布／小学3
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年生以下は大人同伴／300円※中学生
以下無料／山田（☎080-5491-8904）へ
申し込み
�楽しく唄おうカンツォーネ
11月26日㈮午後1時～3時／東部会館／
／15人／100円／サークルいっち（栁

やなぎ

田
た

☎090-2251-3893）へ申し込み
�朗読発表会～のんど会
11月28日㈰午後2時から／多摩平の森
ふれあい館／浅田次郎「青い火花」など
／多胡（☎042-584-5785）へ申し込み

�日野台囲碁・将棋クラブ
11月の毎週月曜日午後1時～5時／日野
台地区センター／初心者から上級者対
象／須山（☎042-583-1846）
�ヨガサークル
11月の①毎週月曜日（29日を除く）②毎
週金曜日（12日を除く）／午前10時から
／①平山交流センター②カルチャール
ーム百草（百草）／①30人②10人／1回
500円※指導あ

り／MIYUKI（☎090-5982-
1753）へ申し込み
�バザーのお知らせ
11月3日㈷・4日㈭午前10時～午後3時
／談話室ひなたぼっこ（大坂上）／日用
品、雑貨など／同施設（平賀☎042-58
1-1383）
�日野生活と健康を守る会から

▶暮らしの相談会（生活苦などの困り
ごと、共同墓所、葬儀など）…11月3日
㈷・17日㈬・24日㈬午前10時～正午／
ゆのした市民交流センター（日野本町）
／小林（☎090-9386-5303）へ申し込み
▶子ども勉強会…11月の毎週水曜日午
後5時～8時／コミュニティハウス・ア
ウル（豊田）／小学生、中学生、高校生
対象／若干人／月700円／安藤（☎080-
3016-7991）へ申し込み
�相続、遺言、生前贈与、成年後見、老

後の備えなど暮らしの無料法律相談
11月3日㈷・7日㈰・14日㈰・21日㈰・
28日㈰午前9時～正午／新町交流セン
ター／10人／望月（☎070-5467-2757）
へ申し込み
�日野精神障害者家族会から

▶交流会～情報交換・悩み相談などな
んでも…11月6日㈯午後1時30分～4時
▶家族相談（要申込）…11月18日㈭午後
1時からと午後3時から／家族対象／い
ずれもひの市民活動支援センター／同
会（☎080-1238-5960）
�「賭けない、飲まない、吸わない」の健

康麻雀しま専科
11月の毎週土曜日午前10時30分～午後
5時／杉田ビル4階麻雀ZOO（立川駅北
口）／あがり方の分かる方対象※中高齢
者歓迎／1日2,000円／尾﨑（☎090-5999-

1033）へ申し込み
�日野柳友会～川柳句会
11月7日㈰午後1時30分～3時30分／多
摩平交流センター／兼題…ヤング、や
わらかい※各2句／経験不問／1,000円
※見学無料／多胡（☎042-584-5785）へ
申し込み

�がんカフェひの
11月10日㈬午前10時～11時30分／市立
病院／交流な

ど／酒井（☎080-1144-2448）
�①ベビーマッサージ（②触れ合い遊び）

とアロマの癒しのバスボム作り
①11月10日㈬午前10時15分～11時45分
②15日㈪午後1時15分～2時45分／①東
部会館②万願寺交流センター／①2カ
月～あんよ前の乳児と母親対象②1歳
～未就園児と母親対象／①②各4組／
1,800円（材料費、茶菓子代含む）／伊
勢谷（☎090-4133-5417）へ申し込み

�相続・遺言（書き方）・成年後見・老後
の備えの準備など暮らしの無料相談
①11月10日㈬②18日㈭／午後1時～4時
／①平山交流センター②多摩平交流セ
ンター／相続・遺言を考える会（飯田
☎090-8564-5208）へ申し込み�

�実践女子大学第65回日野キャンパス常
磐祭
11月13日㈯・14日㈰午前10時～午後4時
／同キャンパス（多摩平、要予約）、オ
ンライン／詳細は常磐祭 HP参照／同
祭実行委員会（☎042-583-5329）

�心と体の健康クラブ
11月13日㈯・28日㈰午後1時30分～4時
／多摩平の森ふれあい館／丹田呼吸法
な
ど／25人／1回400円※指導あ

り／真鍋
（☎080-3015-0752）へ申し込み
�コーヒーで政治を学び、語る会～私た

ちの政治カフェ・日野
11月13日㈯午後1時30分～4時／愛隣舎
ホール（多摩平）※直接会場へ／300円
／林（☎090-7901-4301）

�フリーマーケット出店者募集
11月14日㈰、12月12日㈰午前9時～午
後3時※雨天中止／高幡不動尊境内／
2,000円／リサイクル運動友の会（☎
090-3222-5060）

�日野掃除に学ぶ会～高幡不動駅前お掃
除
11月14日㈰午前6時京王線高幡不動駅
南口バス停付近集合、午前7時解散／
小学生以上対象／軍手持参／同会（惟

これ

住
ずみ

☎042-594-7730）
�視覚障害者協会～相談会
11月17日㈬午後2時～3時30分／市役所
5階／同協会（富田☎042-582-3555）へ
申し込み

�癒やしのパステル画を描く会
11月21日㈰午前10時～11時30分／多摩
平の森ふれあい館／荒川（☎080-6643-
6952）

�第27回婚活テラスTAMA～コロナ禍
での出会い
11月21日㈰午後2時～4時／PlanT（多摩
平の森産業連携センター）／独身者と
独身者の親対象／500円※飲み物付き
／山中（☎090-1733-6661）へ申し込み

�日野市ひきこもり家族会
11月28日㈰午後2時～5時／多摩平の森
ふれあい館／当事者、家族、関心があ
る方対象／15人／500円※当事者は無
料／平野（☎090-6923-0003）

�創立50周年記念温習会～民謡に生きる
津山晶山トークショー
11月28日㈰午後1時～4時／中央福祉セ
ンター／津山（☎042-583-7612）

�東京都立八王子東特別支援学校～非常
勤看護師募集
令和4年3月31日まで雇用（年度ごとの
更新あ

り）／同校（八王子市）／正看護師
の免許を有し、臨床分野の実践経験を
有する方対象／同校（☎042-646-8120）

□ 日野市バドミントン連盟～ミックス選
手権大会
12月18日㈯午前9時～午後4時30分／市
民の森ふれあいホール／市内在住・在
勤・在学者対象／1ペア3,000円※連盟
登録者2,500円／11月15日㈪～12月2日
㈭に田中（☎090-9854-4728）へ

□日野市テニス協会～男子ダブルス・ベ
テランダブルス（硬式）大会
12月12日㈰※予備日19日㈰／多摩平第
一公園／市内在住・在勤・在学者、同
協会会員対象／詳細は同協会 HP参照
／11月10日㈬までに宮﨑（☎090-3687-
2807）へ

　　　　　　　　　　　　　　　

□ 第19回TAMAスケッチ同好会水彩画展
11月8日㈪～14日㈰午前10時～午後5時
※8日は正午から／関戸公民館（多摩
市）／同会（高木☎090-6102-8378）

□第14回あんずの会水彩画作品展
11月9日㈫～14日㈰午前10時～午後5時
※14日は午後4時まで／とよだ市民ギ
ャラリー／同会（安藤☎042-582-5739）

□霜月の作品展
11月9日㈫～14日㈰午前11時～午後6時
／ギャラリー・カフェ大屋（日野本町）
／天然石アクセサリーな

ど／同施設（☎
042-587-8563）

□小さな命の写真展IN日野
11月23日㈷～28日㈰午前10時～午後7
時／とよだ市民ギャラリー／どうぶつ
愛護活動隊K

キ ュ イ ー ン

yueen（トウショウ☎090-
9008-9367）
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石塚医院（内科）
多摩平2-3-4
オリエント丹野マンション豊田
☎042-584-4111�付近に有料駐車場あり

アカシアクリニック
（内・皮・小児・神内科）
日野本町4-1-9エンジュ1階
☎042-587-8616� 駐車場：5台

11月14日㈰

11月28日㈰

11月7日㈰

11月23日㈷11月21日㈰

休日診療医

あきのこどもクリニック
（小児・小児アレ科）
栄町1-5-11ウエストメゾン1F
☎042-581-2525� 駐車場：8台

いしかわ内科医院
（内・循内科）
豊田4-34-7オーチャード1階
☎042-589-2244� 駐車場：7台

※混雑状況により診療までお待ちいただくことや、午後の診療時間が変更になる場合があります。
　また駐車スペースも限られています。ご了承ください

11月3日㈷

受診前に必ず医療機関へ電話連絡を

多
摩
モ
ノ
レ
ー
ル

鈴木内科クリニック
（内・呼内科）
高幡1009-7TIKビル2階
☎042-599-7021�京王ストア1時間駐車無料

野田医院
（整・内・リハ科）
豊田3-27-8
☎042-581-0435� 駐車場：4台

診療時間 午前9時～正午、午後1時～5時

高瀬内科クリニック
（消・内科）
新町1-20-3エスぺラール1F
☎042-582-7228� 駐車場：5台

山本クリニック
（内科）
神明4-24-1
☎042-584-5633� 駐車場：5台

多摩平小児科
（小児科）
多摩平7-6-3
☎042-584-6002� 駐車場：6台

森久保クリニック
（内科）
高幡328�森久保医療モール101
☎042-594-6778� 駐車場：35台

百草園駅前クリニック
（内・消・小児・アレ科）
百草204-1ガーデンビュー石神D1F
☎042-599-3266� 駐車場：8台

牛尾医院
（小児・内科）
平山6-5-13
☎042-591-2001� 駐車場：5台

1006854ID

ガソリンスタンド

中央線至八王子駅

中央図書館

豊田
地区
センター

南口

ガソリン
スタンド

ショッピング
モール

川
立
至

駅
野
日

スーパー

日野駅北

日野保育園

スーパー

線
央
中

至
八
王
子

中央線

スーパー

中央図書館

南口
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必ず保険証をご持参ください
※来院の際は電話連絡を

二中

市立病院

JR中央線 至日野至八王子
豊田駅

多摩平交番前

多摩平五丁目

日野二中入口

ショッピング
モール

駅
園
草
百
至

消防署

京王線

至多摩動物公園駅

高幡不動駅

モノレール高幡不動駅
至新井橋

高幡不動尊

（歩行者のみ）

救急病院11月宿日直予定表

お願い　市立病院の土曜・日曜日は大変混雑しています。急病の患者さまやかかりつけ医紹介の患者さまの診療を中心に行っています。ご理解とご協力をお願いします。
※市立病院小児科は東京都の休日・全夜間診療体制のもと救急車・紹介などの対応を常時行っています

電話相談
♯8000 03-5285-8898

救急診療

保健師・看護師（必要に応じて
小児科医）などによる

内＝内科、外＝外科、耳鼻＝耳鼻咽喉科、整形＝整形外科、
泌尿＝泌尿器科、眼＝眼科、皮膚＝皮膚科、脳外＝脳神経外科

プッシュ回線の固定電話 プッシュ回線以外の固定電話、携帯、
スマートフォンなど

○子供の健康・救急に関する相談　※電話相談のため医師が診断をするものではありません
○月曜～金曜日（祝日を除く）の午後6時～翌朝午前8時／土曜・日曜日、祝日、年末年始の午前8時～翌朝午前8時

※診療科目は変更される場合があります。事前に東京消防庁救急相談センター（♯7119）へ問い合わせを

休日準夜診療所
（内科・小児科）
多摩平3-1-12医師会館1階
☎042-584-1661※土曜･日曜日､祝日午後7時30分～
10時30分。受け付けは午後10時20分まで

平日準夜こども応急診療所
（小児科※中学生まで）
高幡1011（福祉支援センター内）
☎042-592-9940※水曜･木曜･金曜日（祝日を除く）午
後7時30分～10時30分。受け付けは午後10時20分まで

休日歯科応急診療所
高幡1011（福祉支援センター内）
☎・ 042-594-2111※日曜日､祝日午前9時～午後4時

東京版 救急受診ガイド

東京消防庁救急相談センター
《24時間医療機関案内》

▶東京都保健医療情報センター

病院？救急車？迷ったら

日野消防署　☎042‒581‒0119
豊田出張所　☎042‒582‒0119
高幡出張所　☎042‒592‒0119

ひ ま わ り ☎03－5272－0303
外国人専用 ☎03－5285－8181

（午前9時～午後8時）

つながらない場合は
♯

1002357ID

1002359ID

■花輪病院

■市立病院

昼：午前9時～午後5時　夜：午後6時（土曜・日曜日、祝日は午後5時）～午前8時30分（土曜日、祝前日は午前9時）

※まずはお電話を
昼：午前8時30分～午後5時　夜：午後5時～午前8時30分

内科の宿日直予定は変更になる場合があります。来院前に市 HP をご確認
いただくか、お問い合わせください。

☎042-582-0061

☎042-581-2677

至立川駅

八坂神社

銀行
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広告欄

11⽉28⽇

開催場所：居酒屋たるすけ前・Cafe de Dango前

MAchi-kado march

＠高幡不動参道付近
皆様でお⽴ち寄りください

第⼀回

（⽇）9：00∼12：00

〒191-0031

東京都⽇野市⾼幡３−１０ 遠藤ビル1階

焼きたてパンや新鮮野菜、

↑詳しくはこちら

街角マルシェ

主催

お待ち
して
います！日野野菜 創作和食 パン ペルー料理 コーヒー お惣菜

ホッとあったまるフード。

お散歩がてらに⾼幡へ

「災害時における緊急物資輸送及び物資
配送等拠点の運営に関する協定」を締結

日野市消防団が消防総監賞を受賞

パラバドミントン金・銅メダリス
ト山崎悠麻選手が市長を表敬訪問

「地方創生に関する包括連携協定」を締結

市立中学校の生徒の皆さまが全国大会、関東大会で活躍

　災害時に救援物資の配送、
集配拠点の運営、運営に必要
となる資機材の提供の協力を
受けるため、ヤマト運輸株式
会社と同協定を締結しました。

　9月29日に、日野市消防
団が東京消防庁消防総監
から消防総監賞を授与さ
れました。これは、7月28
日に東京2020オリンピック
男子ラグビーの消防特別
警戒を適切に実施した功
労が認められたものです。

　東京2020パラリンピックバドミントン競技の女子
ダブルスWH1-2で金メダル、女子シングルス
WH2で銅メダルを獲得した山崎選手が、10月8日
に市長を訪問しました。市は、山崎選手の活躍に
対し、このたび新設した日野市民スポーツ栄誉賞
を授与しました。
山崎選手は大会
結果の報告と今
後の抱負を述べ
ました。今後も
活躍を応援しま
しょう！

　市民の暮らしの質の
向上、地域社会の持続
と発展に寄与するため、
明治安田生命保険相互
会社と同協定を締結し
ました。

　全国大会・関東大会で活躍した市立中学
校の生徒が10月8日に市長を訪問しました。
市は、文化・スポーツ功労者顕彰を授与しま
した。受賞者〈日野一中〉森野千春、小髙遥香、
志村三涼、中津原百音、岡部帆海、金子真優

〈日野四中〉 臼井瑠花、高谷咲妃、楠田乃愛、

▲左から清水岳治同社西
東京主管支店長、大坪市長

▲左から大坪市長、林道彦同社東
京本部常務執行役員東京本部長

▲左から日野市議会窪田議長、山崎
選手、大坪市長

▲上段左から東京消防庁消防団課長、
日野消防署長、日野消防署警防課
長、下段左から東京消防庁消防総監、
日野市消防団長、荻原副市長

1018268ID 問防災安全課（☎042-514-8962）

1015009ID 問文化スポーツ課（☎042-514-8465）

1018299ID 問防災安全課（☎042-514-8962）
1018226ID 問企画経営課（☎042-514-8038）

1012876ID 問文化スポーツ課（☎042-514-8465）
北林理桜、斎藤奏音、櫻井美紀、高谷
杏実〈大坂上中〉石黒櫻子、廣瀬結菜、
井上咲稀、工藤奈々、沓澤心音、伊藤
遥香、都田リコ、寺口茉莉、倉田あやか、
宮田葵衣、村上煌楽、伊藤香凛、池田
清花、榊日向、齊藤礼実
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広告欄

広告の内容その他広告掲載に関するすべての事項については、広告主が一切の責任を負うものとします。広告の内容は各問い合わせ先へお問い合わせください。広告の内容その他広告掲載に関するすべての事項については、広告主が一切の責任を負うものとします。広告の内容は各問い合わせ先へお問い合わせください。
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令和3年10月1日現在
※(　 )内は前月比日野市

の人口 1004620ID

1017629ID

うち外国人
人口
男
女
世帯

全体
3,259人
1,619人
1,640人
1,770世帯

187,293人
93,712人
93,581人
91,731世帯

（＋53）
（＋33）
（＋20）
（＋58）

転入
転出
その他
社会増減

出生
死亡

自然増減

117人
127人

－10人

613人
553人
3人

＋63人

人口増減
の内訳
（9月）

「広報ひの」にご意見をお寄せください 問市長公室広報担当（☎042-514-8092）
　〒191-8686日野市役所4階市長公室広報担当（ 042-581-2516　 kouhou@city.hino.lg.jp）へアンケート用紙（8月1日
号10ページにあり。市役所1階市民相談窓口・4階市長公室広報担当にもあり。市  　から　　　 可）を郵送、持参、ファク
ス、EメールまたはLINE（QRコードから。LINEでの回答は友だち登録が必要）※持参の場合は土曜・日曜日、祝日を除く
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掲載のイベントなどは新型コロナウイルスの影響で中止・延期する場合があります

農のあるまち日野
人事行政の運営などの状況を公表
令和2年度決算をお知らせ
新型コロナワクチン接種について　など
11月は児童虐待防止推進月間
日野市の子育て情報
11月の市民相談
みんなのメモ帳
休日診療医、救急診療、救急病院宿日直予定表

2
4
8
12
14
24
29
30
32

障害のある方、高齢者、子ども
講座
催し・イベント
しごと
スポーツ、税金
健康・検診、お知らせ

15
16
18
19
20
21

目次 10月20日時点の情報に基づき作成しています

市政のお知らせ・催し

別冊特集 地域かわら版
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月号令和３年
(2021年)11
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令和2年度 ひきこもり実態調査結果
1018297ID 問セーフティネットコールセンター（☎042-514-8542� s-net@city.hino.lg.jp）

　セーフティネットコールセンターでは、福祉の初期総合相談窓口としてさまざまなご相談を
お受けしています。
　今回は、ひきこもり状態を防ぐ施策や、適切な支援を検討するための基礎データを得ること
を目的として、令和2年度に実施した調査の結果をご報告します。

　その他結果の詳細などは市 HPをご覧ください。

調査概要
期間：令和2年12月～3年4月
対象：当事者・家族、民生・児童委員、市職員、関係機関、相談機関
◆本調査では厚生労働省の定義（仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに6カ月以上
続けて自宅にひきこもっている状態）にとらわれず、各回答者において「ひきこもりと思われる人」について回答

　ひきこもりで苦しんでいる当事者やご家族などの方々へ、問題解決に向けた支援のた
めのアプローチを行っています。当事者・ご家族に向けた個別相談（対面・オンライン）、
家族会のご紹介なども行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

調査結果と結果から見えた課題 
当事者の年齢 40～49歳が20％を占める
　�「就職氷河期世代（※）」でもあり、失業、退職、求職活動における挫折
や失敗に対して、就労支援に限らず幅広く解決策をコーディネートす
る相談体制の充実が必要　※平成5年頃～平成16年頃までに学校卒業期を迎えた人
ひきこもりの期間 1～5年が３2％を占め、6～21年以上も40％
♦長期化した状況への支援…保健・医療との連携、居場所へのつなぎ
♦長期化防止のための支援…学齢期の不登校などに対する早期支援など
同居人の状況 同居人あり76％、なし20％
ひきこもりの「きっかけ」 精神疾患などの疾病が多い
　保健・医療と連携した支援が必要
その他の問題点 親族の高齢化
　�家族も追い込まれていて「8050問題（※）」となっており、家庭も
含めた孤立・孤独問題の抱え込みに対する家以外の居場所につ
なぐことの必要性
※80代の親が50代の子どもの生活を支えるという問題

セーフティネットコールセンターへまずはご相談ください

延べ５６１人が該当




