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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 

 12月のふれあいサウナ利用状況 

入館者総数  153人
村民 56人 大人 男 104人
村外 97人 大人 女 48人

子供 1人
 

12月の交通実績

船 ﾍﾘｺﾐｭｰﾀｰ 合計

来島者数 18人 203人 221人

出島者数 66人 228人 294人

 

人口と世帯数

平成27年1月1日現在

世帯数 111

人 男 93人

女 74人
口 計 167人

 

平成２７年１月８日  青ヶ島村消防団放水訓練 
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平成 27 年 年頭挨拶                      青ヶ島村長 菊池利光 

新年あけましておめでとうございます。 

村民の皆様には日頃より多くのご支援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

昨年末は衆議院の解散により衆議院議員選挙が行われるなど、慌ただしい年末となりました。消費税

増税が先送りされたことについては様々な意見がありますが、税収を確保し財政収支の均衡を保つこと

は国や自治体を問わず、極めて重要な課題であります。現に青ヶ島村においても、平成 26年度は村税収

入が平成 25 年度と比較して約 20%程度の減収が見込まれることや、普通交付税も 16%の減収となってい

ます。平成 27 年度以降も同様の状況が見込まれるため、今後も引続き効率的な行財政運営に取組んで

まいります。 

さて、御嶽山の噴火により俄かに火山防災が注目されています。青ヶ島村においても関係各機関の協

力により監視体制が整えられ常時、監視が行われています。毎年実施している防災訓練も、火山噴火を

想定していますが、津波や土砂災害など総合的な防災計画の見直しをすすめてまいります。 

また、今年は第６期介護保険事業計画が始まります。これまで、介護保険事業には多くの方のご協力

を頂き、小規模ではありますが円滑に事業がすすめられておりますことに感謝申し上げます。しかし、一

方では給付の増加により現在の保険料収入では現在のサービス水準を保つことが難しい状況となりつつ

あります。そのため、来年度から保険料額の引上げを検討しておりますので、ご理解いただきますようお

願いいたします。 

つぎに、産業分野では来年度から池之沢丸山地区に農道の設置工事を開始します。これにより、遊休

地の解消をすすめ切葉や野菜類等の生産量や出荷額の増加が見込まれます。農地の増加により池之沢

地区では農業用水の使用量増加による水不足も懸念されるところですが、昨年度から取り組んでいる池

之沢地区での地下水調査の結果を踏まえ、来年度は具体的な水利用計画の策定などに取組んでまいり

ます。土木分野では簡易水道施設の老朽化がすすんでいることもあり、来年度より複数年にわたり改修

を実施する予定です。水道施設の改修は事業費が高額になることもあり過去には水道料金の引上げも実

施していますが、今後の事業の実施については、引上げを最小限にとどめられるよう計画的に取り組ん

でまいります。 

全般的なことですが、風雨や塩害など厳しい環境にあることもあり、施設の老朽化対策が必要な箇所

が増加しているため、各施設の状況調査を実施し補修等を実施してまいります。今後とも住民の皆様に

はよりよい行政運営ができるよう、日頃からご参加を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに本年が皆様にとってより良い年となりますよう祈念いたしまして、新年のご挨拶といたします。 

 

平成 27 年 年頭挨拶             青ヶ島村議会議長 菊池正 

村民の皆様、新春の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご指導、ご鞭撻を賜り、厚く御礼申し上げます。 

一昨年に続き、昨年も青ヶ島に多大なるご尽力された方々がお亡くなりになり悲しみに暮れる一年となり

ました。ご冥福をお祈りいたします。ご先祖、諸先輩方が築かれてきたこの島の未来をより良きものにし、

子供たちに引き継いでいくよう、粉骨砕身努力してまいりたいと思います。 

最後になりますが皆様方のご健康とご活躍を祈念し、年始の挨拶とさせていただきます。  
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青ヶ島村出初式 

１月８日(木)に毎年恒例の青ヶ島村消防団出初式が行われました。 

荒井清団長による年頭訓示に始まり、村長の挨拶の後、出動・放水訓練となりました。 

今年は冷たい風が吹き荒れていましたが、ヘリポートで放水訓練が行われました。筒先から放水されると、寒

い中見学に来ていた子ども達から歓声があがりました。 

今年１年も『火災ゼロの島』を継続していけるよう、住民の皆様も「火の用心」にご協力、お願いいたします。 

(青ヶ島村消防団事務局) 

 

アルバイト募集のお知らせ  ～詳細は、各担当(9-0111)にお問い合わせ下さい～ 

①ヘリポート業務補助（アルバイト）募集 

日時 月～日（このうち２日休み有） 午前９時～１０時 

ヘリポートの運航担当の補助のお仕事です。資格の有無は問いません。 

  問合せ：村役場ヘリ担当  

 

②青ヶ島診療所 医療事務員 募集 

   勤務場所：青ヶ島診療所 

勤務時間：９時～１３時 

問合せ：村役場医療担当  

 

③介護(予防)事業スタッフ募集 

日時 週１回（木曜日：午前中２～３時間程度） 

高齢者向けの介護予防、健康増進のための体操教室の補助です。 

送迎のみのスタッフも募集しています。詳細お問い合わせください。                   

   問合せ：村役場介護担当  

 

④おじゃれセンター＆老人福祉館清掃 

   週１回～２回 ８時間程度  

   問合せ：村役場福祉・保健担当 

 

税金納付のお願い 

「個人住民税 第４期」及び、「固定資産税 第４期」の納期限は以下のとおりです。 

 

平成 26 年度 個人住民税 第４期 平成２７年２月２日（月） 

平成 26 年度 固定資産税 第４期 平成２７年３月２日（月） 

納付書払いの方は、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。納付書を紛失された

場合は、再発行いたしますのでご連絡ください。 

口座振替払いの方は、残高不足となりませんよう納期限前日までにご用意願います。 

納期限を過ぎますと、督促手数料や延滞金がかかる場合がありますのでご注意下さい。 
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～お詫びと訂正～ 
12 月 15 日発行、広報あおがしま P5 歯科診療について 
1 月 11 日（土）は、正しくは 1 月 11 日（日）です。訂正してお詫び申し上げます。 

『確定申告が始まります』 

 所得税確定申告書の提出期間は、平成２７年２月１６日(月)～平成２７年３月１６日(月)です。 

確定申告書の提出先は芝税務署ですが、村役場でも受け付けます。 

確定申告書用紙等が必要な方は、村役場までお越しください。 

 また、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)では、簡単に確定申告書の作成ができる 

「確定申告書等作成コーナー」があるほか、「e-Tax」での手続きもできますので是非ご利用ください。 

  

◎確定申告が必要な方 

1. 自営業を営む個人（個人事業主）や年金収入がある人。 

2. 給与の年間収入額が２，０００万円を超える人。 

3. 給与を１ヶ所から受けており、「給与収入・退職所得以外の所得」の合計が２０万円以上の人。 

4. 給与を２ヶ所以上から受けており、「年末調整をされなかった給与所得」と「給与収入・退職所得以外の

所得」の合計が２０万円以上の人。 

5. 給与の支払いを受ける際に、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されていない人。 

また、「高額の医療費がかかった」、「年の途中に退職後未就職で、年末調整をしていない」等の場合、 

確定申告をすると税金が戻ってくる場合があります。 

 

『確定申告出張相談を行います』 

 今年も芝税務署職員による確定申告出張相談を行います。どなたでも無料でご相談できます。 

当日は確定申告書、印鑑、源泉徴収票などの収入のわかる資料、平成２６年中に支払った国民健康保

険料や国民年金保険料、生命保険料、地震保険料の証明書、医療費(通院、入院のための交通費)等の

領収書をお持ち下さい。 

<日時> ２月９日(月)午前１１時～午後４時(ただし正午～午後１時を除く) 

<会場> 老人福祉館 

 

「にせ税理士にご注意を！」  － 東京税理士会からのお知らせ － 

税理士資格の無い者が税務相談、税務書類の作成、税務代理をすることは、法律で禁じられているばかり

でなく、専門的知識が欠けている等のため依頼者（納税者）が不測の損害を被るおそれもあります。 

「にせ税理士」及び「にせ税理士法人」にご注意ください。 

税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。 

 ・ＵＲＬ  http://www.tokyozeirishikai.or.jp 
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「平成２７年度離島人材育成基金助成事業」 の募集について 

 

離島住民の自主的な島づくり活動をバックアップするため、自分たちの住む島の将来を自ら真剣に考え、自ら

意欲的に行動する人材の育成を目的に、毎年度全国的に助成事業を行っています。 

 

 １ 募集期間  

    離島人材育成基金助成事業・同視察研修型事業に申請する場合 

平成２７年１月５日（月）から平成２７年２月９日（月）まで 

    知的支援型事業に申請する場合 

         随時受付、事業開始４０日前までに役場へ書類提出。 

 

 ２ 助成対象事業 

（１） 離島人材育成基金助成事業 

・離島の産業振興に係る事業 

・離島の生活と文化福祉の向上に係る事業 

・他地域との交流推進に係る事業 

・その他人材育成に必要な事業 

（２） 離島人材育成基金助成事業 《知的支援型事業》 

・島の人達が中心となり、自分の島のもつ可能性の発掘、協力し合っての実態調査、島づくりへ

の活かし方の議論を行う事業。 

・近隣地域も含め、島づくり・地域づくりに関する経験や創意工夫の交流を行い、新しい可能性を

探る事業。 

・前項の複合型 

（３） 離島人材育成基金助成事業 《視察研修型事業》 

・島づくり先進事例の収集や学習のための視察（研究会等への参加も含む）を目的とします。 

※本助成の対象は２名まで(夫婦や親子等は除く)の視察研修に係る経費とする。 

３ 事業実施期間 

平成２７年４月１日（水）から平成２８年２月２９日(月)まで 

 

４ 応募対象  

・離島に在住している人、もしくは離島で活動しているグループ・団体等 

 

 ５ 補助金額  

     助成率と助成限度額が決められています。詳細は冊子をご覧下さい。 

 

  お問い合わせ先 

   公益財団法人 日本離島センター 

   TEL：03-3591-1151  FAX：03-3591-0036  URL：http://www.nijinet.or.jp 

募集要項は村役場窓口で配布しており、ご自由にお持ちいただけます。 

詳細は冊子にてご確認をお願いいたします。 

 

http://www.nijinet.or.jp/
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                1 月の村立図書館                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多摩・島しょスポーツ振興事業各教室開催のお知らせ 

●青ヶ島サッカークリニック 

『ＦＣ東京』普及部のコーチを招き、青ヶ島サッカークリニックを開催します。また、参加者とコーチ陣混合でチー

ムを組み、デモンストレーションゲームを実施します。 

世代を超えて、サッカーを楽しみましょう。ぜひご参加ください。 

日にち  １月３１日（土） 

時 間  サッカークリニック １３：３０～１５：００ 

      デモンストレーションゲーム 昼の部１５：１５～１７：００ 

                        夜の部１９：３０～２１：００ 

場 所  サッカー教室、デモゲーム(昼の部) 青ヶ島小中学校 校庭 

      デモゲーム(夜の部) 青ヶ島小中学校 体育館(室内履きをご用意ください) 

☆小学生以上ならどなたでも参加できます。 

●フラダンス・レイメイキング教室 

フラハラウ コウ・リマ・ナニ・エ の講師をお招きし、フラダンス教室を開催します。経験者も未経

験者も大歓迎です。皆さんで体を動かし、リフレッシュしませんか。 

日にち ２月１４日（土） 

時 間 レイメイキング教室 １３：３０～１５：００ 

    フラダンス教室 昼の部 １５：３０～１７：００ 

            夜の部 １９：３０～２１：００ 

場 所 レイメイキング教室、フラダンス教室昼の部 老人福祉館 

    フラダンス教室夜の部 青ヶ島小中学校 体育館 

    ☆もちろん、昼の部のレッスンに大人の方が参加されたり、１回だけでも参加できます。 

12 月の図書館 

 開館日数 

（うち日曜日） 
２１日（２日） 

来館者数 

（うち日曜日） 

３４人（１人） 

大人   １６人（１人） 

小中学生 １１人（０人） 

未就学児  ７人（０人） 

貸出数 

図書１５冊 

(一般４冊  児童書絵本１１

冊) 

ビデオ・ＤＶＤ ３点 

都立協力貸出数 ６冊 

 

 

☆休館日  

    毎週土曜、第２・第４日曜、 
祝日（１月２４日、２５日、 
２月７日、８日、１１日、１４日） 
※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、第１・第３日曜 
※開館時間  
 午後２時３０分から午後５時１０分   
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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。 

１月１９日（月）～１月２４日（土）    

堀越美保（ほりこしみほ）保健師 

 

 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 

 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。 

 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 

 

    
1 月～2 月の歯科診療  予約制です 

 

① 1 月 23 日(金)－27 日（火）    

                   ② 2 月 6 日(金）－10 日(火) 

       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） 

※受診の際は、保険証･医療証をお持ちください。 

 
  
 空き缶等のごみポイ捨て防止にご協力ください 

 村では、公共の場所や他人が所有管理する場所にごみを投棄することを防止するため、「青ヶ島村ごみポイ捨て防

止条例」を定めています。 この条例に違反し、空き缶やたばこの吸い殻、その他ごみを捨てた場合は、３万円以

下の罰金に処せられることがあります。 ごみの分別や回収場所についてご不明の場合はご案内を村役場で配布

しています。 環境保全とマナー向上のため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。  

 

休日･夜間等の救急連絡先のお知らせ     

救急連絡先 ０４９９６－９－０１２３ 

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。 
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(調整金 13.5%） 1 月中の乗船運賃は次のとおりです｡

片道　　　　　　　　　大人 2,870円 小人 1,440円

往復 (青ヶ島からのみ 　大人 3,740円 小人 1,870円

(調整金 11.7%） 2 月中の乗船運賃は次のとおりです｡

片道　　　　　　　　　大人 2,800円 小人 1,400円

往復 (青ヶ島からのみ 　大人 3,640円 小人 1,820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

 

1月9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。ただし、内容により無記名のご意見については回答できない場合がありますのでご了承
ください。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

1月11日 12 13 14 15 16 17

歯科診療
成人の日
歯科診療 歯科診療

歯科診療
交流会(保育園)

転倒骨折
予防教室
歯科診療

サウナ開館

図書館休館 図書館休館 図書館休館

18 19 20 21 22 23 24
みんなであそぼう

(保育園)

転倒骨折
予防教室 歯科診療 歯科診療

サウナ休館 老人クラブ

図書館開館 図書館休館

25 26 27 28 29 30 31

歯科診療 歯科診療 歯科診療
転倒骨折
予防教室

サウナ開館

図書館休館 図書館休館

2月1日 2 3 4 5 6 7
節分交流会
(保育園)

転倒骨折
予防教室 歯科診療 歯科診療

サウナ休館 老人クラブ

図書館開館 図書館休館

8 9 10 11 12 13 14

歯科診療 歯科診療 歯科診療 建国記念の日
転倒骨折
予防教室

サウナ開館

図書館休館 図書館休館

1月11日～
2月14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27年2月4日(水)
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