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青ヶ島村ホームページ 

http://www.vill.aogashima.tokyo.jp/index.php 

青ヶ島村メールアドレス 

aogashima@vill.aogashima.tokyo.jp 

 6月のふれあいサウナ利用状況 

入館者総数  139人
村民 63人 大人 男 92人
村外 76人 大人 女 43人

子供 4人
 

6月の交通実績

船 ﾍﾘｺﾐｭｰﾀｰ 合計

来島者数 91人 138人 229人

出島者数 104人 132人 236人

 

人口と世帯数

平成26年7月1日現在

世帯数 110

人 男 99人

女 72人
口 計 171人

 

平成２６年７月７日  七夕飾り 
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平成２６年度 青ヶ島村事業説明会     

平成２６年６月１１日午後７時から老人福祉館において、平成２６年度青ヶ島村事業説明会が開催されました。菊池利光村長挨拶の後、担当

職員より平成２６年度の予算や各事業についての説明を行いました。質疑応答の要旨は次のとおりです。なお、現時点で進捗のあった事項

については当日の回答と異なりますのでご了承ください。 

【ホームページの改修について】 

Q：改修期間（７月～９月）のホームページの閲覧は可能か。観光客が多い時期で、 

閲覧者も多いと思うがどう考えているか。 

A： 改修中はホームページの情報がうまく閲覧できない可能性があるため、古い情報 

のまま掲載せざるを得ない。ツイッターなどで最新の情報を発信していく予定。 

Q： 星のページの撮影には特殊なカメラが使われており、実際より見えすぎている。天候等で見え方も違うので、ホームページ上の画像そのま

まには見えないことなど注意書きをいれてはどうか。 

A： 文言を検討し、掲載したい。 

【パンフレットについて】 

Q： 新規作成にあたり、高齢者にも見やすいものにしてほしい。危険箇所の表示をしてほしい。民宿のお客さんにも配布したい。 

A：誰にでもわかりやすいパンフレットを目指して作成する。また、危険箇所も合わせて掲載したい。現在のパンフレットであれば要望のあった民

宿さんにはお渡ししている。新規作成のパンフレットも同じ取扱とする予定。 

【村道について】 

Q：村道であるが、長年整備がされておらず、２年前、やっと草刈りがなされたものの、いまだ未舗装。何か理由があるのか。 

A：発電所前の都道の工事もあるので合わせて検討する。未整備の理由としては、道路の整備には費用がかかるため、補助金を活用せざるを

得ない。補助金申請には「１００ｍ以上の道路」といった要件があり、それを満たしていないため、今まで整備に着手できなかった。 

【農業用水について】 

Q：利用するには、どうしたらよいか。 

A：組合に申請する。具体的には役場の担当に申請してください。村でメーターまでは設置するが場所等により工事に時間がかか 

ることもあるので早めの申請をお願いしたい。   

【あおがしま丸について】 

Q：１～４月は冬の海で海上の状況もあり、青ヶ島着が１３時３０分を過ぎることが多かった。夏と冬で海上の状況が違うので、それに合わせ出航

時間を変更できないか。運航予定見直しについて詳しい説明がほしい。  

A：船自体１７ノットの速度を持つが、青ヶ島周辺の海上では１４ノットくらいしかでないという現状もあり、今後も様子をみて検討していく。７月より 

すべて１０時発及び、火曜日を運航日とする。この件については６月９日に国交省の認可済。ただし、この変更により、貨物船を兼ねた場合、 

ANA 最終便への乗り継ぎはできない。また、八重根港の整備を引き続き要望していく。 

Q：月曜、火曜が欠航となった場合、水曜は運航予定日となるのか。代船対応を要望しており、許可を得たはずだがどうなったか。 

A：欠航が続いた場合には水曜日の運航をお願いすることになると思う。代船については現時点で認可はおりておらず、今後も要望していく。 

許可を得た件については、録音資料などを確認する。 

【物流センターの使用対応時間について】 

Q：貨物船就航時は１１時頃青ヶ島着でも、対応時間の１３時まで待たなくてはいけないのか。  

A：役場に連絡をもらえれば、できる限り対応する。土日（役場閉庁日）は、あおがしま丸就航日に限り、１３時～１４時、１５時～１６時に対応。 

【ふるさと納税システムについて】 

Q： ふるさと納税システムの活用を検討してほしい。 

A：検討する。  
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【職員住宅及び村営住宅について】 

Q：毎年村営住宅修繕の要望を出しているが、対応にもばらつきがみられる。修繕状況はどうなっているか。 

A：順次対応しているが、すべてに手が回っていない状況。できる限り進めていきたい。 

Q：職員住宅建設についてもう少し詳しく説明をお願いしたい。なぜ村営でなく、職員か。 

A：現在計４戸の建設を予定している。その後は２階建て６戸を計画中。村営住宅は公営住宅に関する法律があり、入居に 

所得制限があるため、入居者が限られている。現在、村営住宅に役場職員が入居しているが、入居の所得制限の観点から見 

ると本来入居できない。しかし、民間の住宅がないということで入居しているが、国からそれは認められないということで指導が 

きている。そのため、まず、職員住宅を建設し、現在の状況を解消したい。 

Q：国からの指導に対し、村はどう対応しているのか。 

A：民間住宅がないことなど村の状況を説明し、要望を出しているが、平行線である。村単で住宅を建てることは、公営住宅の 

基準から外れ、大きな費用がかかることなので、今後検討していく。 

【スポーツ振興の助成について】 

Q：大人向けの助成はないのか。  

A：具体的にあれば検討する。 

【漁業関係請求について】 

Q：発泡代金など、漁業関係の請求がここ数年きていない。一度に請求されても一括での支払いは困難。どうなっているのか。 

A： 至急確認して対応する。 

【水産加工場について】 

Q：加工場の使用状況について役場は把握しているか。個人の持ち物が置いてあったり、個人的な宴会をしたりしている。中に

は役場の職員もいる。 

A：現状を確認の上、対応する。 

 【担当者不在時の対応について】 

Q：役場窓口等で「担当がいないのでわかりません」と言われることがある。不在時でも対応できるシステムを考えてほしい。 

A：体制を検討し、改善していく。 

【災害支援物資について】 

Q：どのくらいの備蓄があるか。以前、備蓄の水の消費期限切れが間近とのことだったがどうなったか。期限の確認はしている

のか。期限が近いものについては１０月の防災訓練の時に村民に配布するなどしてはどうか。 

A：水については、期限は近いが、まだ切れてはいない。新規に購入し、入れ替え、処分については配布等も含め検討する。 

【子どもの教育環境及び児童生徒数の増加対策について】 

Q：今年度新１年生の入学がなく、来年度は低学年が１名という状況になる。一緒に学習できる仲間がいないという教育環境は

よくないと思うが、何か対策を検討しているのか。たとえば離島留学や本土の学校体験など。高学年は移動教室で体験に行く

が、低学年にはその機会もない。 

A：留学生の受け入れは困難である。お金の問題ではない分、預かり手の問題が大きい。何か提案があれば。 

Q：他の島では実際に立ち上げているところもある。行政側のやる気の問題ではないか。行政側からの提案があって、それが

あれば私たちはそれに協力はできるので検討してほしい。 

A：受け入れ体制の課題もあり、今後検討していく。 

Q：教育の問題については、教育長が不在であることにも一因があるのではないか。推薦したら、面接くらいはしてもらえるの

か。 

A：なかなか適任者がいない。推薦があれば面接も含め検討する。 
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       7 月の図書館 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

平成 26 年６月村長予定 

 ４(水) 全国過疎地域理事会  

１１(水） 青ヶ島村事業説明会 

１２(木) 青ヶ島村議会第２回定例会 

２４(火)  第２回伊豆諸島・小笠原諸島地域力創造対策協議会 

２６(木) 自衛官募集相談員連盟委嘱式 

 

三宝港 新堤・旧堤 映像配信について 

アナログ放送終了に伴い、三宝港の新堤と旧堤の映像をデジタル放送にて配信します。また、新堤の映像に

は、あおがしま丸運航の専用テロップを表示します。 

（今までの自主放送も変わらずご視聴頂けます。） 

※ご自宅の TV にて、チャンネルの設定（チャンネルスキャン）後、ご覧頂けます。チャンネルの設定（チャンネ

ルスキャン）方法は、TV の取扱説明書にてご確認をお願い致します。 

 

～７月は固定資産税の第２期納期です～ 

固定資産税 第２期の納期限は、７月３１日（木）です。 

納期限までに村役場窓口または郵便局にて納付して下さい。 

納期限までに納付いただけない場合は、督促手数料及び延滞金がかかる場合がありますのでご注意下さい。 

～未納の村税納付のお願い～ 

固定資産税 第１期、個人住民税 第１期、国民健康保険税 第１期、及び軽自動車税は、納期限が到来して

おります。 まだ納付をされていない方は、村役場窓口又は郵便局にて至急納付してください。 

納付書を紛失された場合はご連絡下さい。再発行いたします。 

また、口座振替ができなかった方は翌月末に振り替えますので、前日までにご用意ください。 

休館日 

毎週土曜、日曜 
★学校の夏休み期間中は日曜日は全日休館となり

ます。※その他、臨時で休館する場合があります。 
開館日 

      平日月曜から金曜 
※開館時間  午後２時３０分から午後５時１０分   

   ★７月２２日～８月１日 
     午前８時３０分から正午・午後１時から 

午後５時１０分 
 

 

開館日数 
（うち日曜日） 

２３日（３日） 

来館者数 
（うち日曜日） 

４２人（０人） 

大人    １５人（０人） 

小中学生 ２６人（０人） 

未就学児  １人（０人） 

貸出数 
図書２３冊 

(一般７冊  児童書絵本１６冊) 

ビデオ・ＤＶＤ ０点 
都立協力貸出
数 

5 冊 

 

6 月の図書館 
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今 月 の 保 健 福 祉    総務課 9-0111 

保健師来島 

個別相談を希望される方は前日までに 

総務課担当にご連絡ください。 

８月１８日（月）～８月２３日（土）    

堀越美保（ほりこしみほ）保健師 

 転倒骨折予防教室  

介護予防・健康増進のための体操教室です。 

ぜひご参加下さい。 

日時： 毎週木曜日 午前１０時～正午 

会場： おじゃれセンター２階 和室・デイルーム 

参加・送迎ご希望の方は、総務課までご連絡下さ

い 

 定期予防接種  

日時： 随時 （９時～１６時３０分） 

会場： 青ヶ島診療所 

※予約制です。予防接種を希望される方は、 

事前に診療所（電話 9-0123）にご連絡下さい。 

ワクチンの在庫の状況で、接種日の調整をします。 

※対象の方には年度初めに通知をしています。 

 一般健康相談（電話相談）  

島しょ保健所八丈出張所では、保健師による健

康相談を随時行っております。 

日時：月～金曜日の９時～１７時 

連絡先：島しょ保健所八丈出張所 電話 2-1291 

 

    
7 月～8 月の歯科診療  予約制です 

 

 ①７月１８日(金)－2２日（火）    
       ② 8 月１日(金）－５日(火)   ※８月２回目の診療はありません。 

       診療時間 9 時～１８時   おじゃれセンター歯科診療室 

 予約・キャンセル･確認は 電話 9-0124（診療日以外の予約は 9-0221 まで） 

 
休日･夜間等の救急連絡先のお知らせ 

休日・夜間等で、緊急に医師の診察処置が必要となった場合も、平日同様、青ヶ島診療所（９－０１２３） 

へご連絡下さい。電話が転送され、医師・看護師が直接対応致します。 

※休日夜間の９－０１２３への連絡は、救急受診の場合に限ります。 

受診以外の対応はお断りいたします。 

※『１１９』は、これまでとおり消防・防災の対応となります。 

 
 保健所からのお知らせ  ツツガムシ病に注意しましょう！！ 

 青ヶ島でもツツガムシ病が報告されました。ツツガムシ病は、かつて七島熱として伊豆諸島の風土病とい

われていましたが、今ではダニの一種のツツガムシに刺されて、リケッチアという細菌が体に入っておこる

病気だということがわかっています。症状は、風邪のような症状から重くなると、意識がはっきりしなくなった

りしますが、適切に治療すれば完全に治ります。症状があったら診療所を受診しましょう。 

予防法は、つつが虫に刺されないように、草むらなどに入るときは肌を露出しないようにすることです。旅

行者は、内地に帰ってから発症することがあるので、医師にツツガムシ病のことを伝えてください。 

詳しくは、広報と一緒に織り込んだ保健所のビラ「ツツガムシに注意！」をご覧ください。 
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(調整金 15.0%） 7 月中の乗船運賃は次のとおりです｡

片道　　　　　　　　　大人 2,940円 小人 1,470円

往復 (青ヶ島からのみ 　大人 3,830円 小人 1,920円

(調整金 15.0%） 8 月中の乗船運賃は次のとおりです｡

片道　　　　　　　　　大人 2,940円 小人 1,470円

往復 (青ヶ島からのみ 　大人 3,830円 小人 1,920円

燃料油価格変動調整金設定のため､青ヶ島～八丈島間航路
(あおがしま丸)の乗船運賃が変動します。また､東京～八丈
島～青ヶ島間の貨物運賃も併せて変動します｡

伊豆諸島開発(株)から乗船運賃等変更のお知らせ

 

7月8日 までに意見箱に寄せられたご意見は、ありませんでした。

　村ではいただいたご意見を、関係職員の職務や各事業などの村政運営に、住民の皆様の声が反映
されるよう努力しています。意見箱は村役場・おじゃれセンター（1階）・保育園に設置しています。

意見箱に寄せられたご意見について

 

日 月 火 水 木 金 土

7月13日 14 15 16 17 18 19
転倒骨折
予防教室

歯科診療 歯科診療

社協配食ｻｰﾋﾞｽ サウナ休館

図書館休館

20 21 22 23 24 25 2

歯科診療
海の日

歯科診療
歯科診療

転倒骨折
予防教室

サウナ開館 老人クラブ

図書館休館 図書館休館 図書館休館

27 28 29 30 31 8月1日 2
転倒骨折
予防教室

歯科診療 歯科診療

サウナ開館 サウナ休館

図書館休館 図書館休館

3 4 5 6 7 8 9

歯科診療 歯科診療 歯科診療

転倒骨折
予防教室 牛祭り前夜祭

サウナ休館 老人クラブ

図書館休館 図書館休館

10 11 12 13 14 15 16

牛祭り
転倒骨折
予防教室

サウナ開館

図書館休館 図書館休館

7月13日～
8月16日

村　　役　　場　TEL9-0111
教 育 委 員 会　TEL9-0201
休日・夜間救急　TEL04996-9-0123(青ヶ島診療所)※転送されます
消防・防災 119（090-7268-0142/090-9686-6417）

 
◇締切日を守って注文してください｡

◇申込用紙は注文するご本人がご記入ください。

◇入荷後は早めにお引取りください。長期間放置しておくと
破袋の原因となります。総務課　9－0111

家畜飼料申込締切は

平成26年8月6日(水)
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