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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  157人
村民 45人 大人 男 107人
村外 112人 大人 女 43人

子供 0人

12月の交通実績

船 ﾍﾘｺﾐｭｰﾀｰ 合計

来島者数 25人 193人 218人

出島者数 89人 207人 296人

人口と世帯数

平成28年1月1日現在

世帯数 109

人 男 96人

女 70人
口 計 166人

平成２８年１月５日    青ヶ島村成人式 
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平成 28 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。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。 

昨年はノーベル賞を二人の日本人が受賞されるなど大変喜ばしいニュースがある一方で、世界各地で多くの方がテロ

リズムの犠牲になるなど悲しい事件もありました。そのなかで、１２月にフランスで開催された気候変動枠組条約第２１回

締約国会議（ＣＯＰ２１）が開催され、日本は２０３０年度に２０１３年度比２６％のＣＯ２を削減する約束草案を提出してい

ます。また、このなかで家庭部門のＣＯ２については約４０％の削減目標が設定されています。各国、意見が鋭く対立し

ていますが、確実なことは、地球温暖化はすすんでおり、温暖化を抑制するためには温室効果ガスの排出を抑制する必

要があるということです。 

現在、村では低炭素社会の実現に向けた将来の計画策定に取り組んでいます。東日本大震災以降、災害対策として

も自ら電源の確保が求められるなど環境が大きく変化している中で、本年４月より電力の小売り自由化が始まるなど段

階的に電気事業制度が改められることも村にとって大きな課題です。再生可能エネルギーによる発電の可能性につい

て、民間の方と一緒にこの数年取り組んできました。昨年は村内で地熱発電の勉強会の開催や先進地視察など、具体

的な取組により多くのご意見を伺うことができました。火山島である青ヶ島は噴火のリスクもありますが、地熱という重要

な資源があることも忘れてはいけません。地域資源を活用した新たな事業の創出は、将来の雇用拡大、定住促進といっ

た地域活性化につながることですので、今後も、積極的に取組んでまいります。もうひとつ地域資源の活用として、池之

沢地区での地下水調査の結果、温泉としての利用に目途が立ちました。今後は、この温泉利用について村営サウナ施

設の更新も含め検討を進めてまいります。 

「地域活性化」や「地域おこし」は全国的なテーマではありますが、成功した事例の多くは、民間が主体となって活動し

ているケースが多いように見受けられます。一方で、成功例を参考に同様の手法で取組んでも、違う結果になることもよ

くあることです。必要なことは、冷静に地域の課題や状況を分析し、将来、どのような姿であるべきかを、ひとりひとりが考

え行動することだと思います。これからも皆様にはよりよい行政運営ができるよう、日頃からご参加をくださいますようお

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。

 

青ヶ島村出初式 

１月７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。ヘリポートでは、今年は暖かく子どもたちも大勢見学に来てくれており、筒先から放水さ

れると虹ができ歓声があがりました。団員の皆さんの活動に頼もしさを感じつつ、火災には気を付けなければと身が引き

締まる思いでした。今年も『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)
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青ヶ島村役場職員（保育士有資格者）募集 

勤務地：青ヶ島村保育園及び青ヶ島村役場 

職種：保育業務及び一般事務 

資格等：平成２８年４月１日現在で保育士登録されている者    地方公務員法第１６条の欠格事項に該当しない者 

       年齢 55 歳位まで  性別不問 

給与：村給与規定による 

採用日：平成２８年４月１日 

応募期日：平成２８年２月２２日(月)必着 

応募書類：履歴書及び職務経歴書（市販の様式を使用してください。） 

試験日：平成２８年３月４日(金) 

試験地：青ヶ島村役場 

その他：採用試験の詳細は、書類選考結果とあわせて通知します。 

問合せ・書類郵送先：〒１００－１７０１ 東京都青ヶ島村無番地 

青ヶ島村役場総務課 保育士採用担当  ＴＥＬ０４９９６－９－０１１１ 

 

給与支払報告書の提出について 

 平成２７年中に、給料、賃金等の給与を支払った雇用者の方は、平成２８年２月１日（月）までに「給与支払報告書」を提出し

てください。アルバイトや退職者などの給与支払報告書も、必ず提出をお願いします。           

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２７年度 個人住民税 第４期 平成２８年 ２月 １日（月） 

平成２７年度 固定資産税 第４期 平成２８年 ２月２９日（月） 

※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。 

納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。納期内納付を心がけましょう。 

 

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 時  １月２３日（土）    サッカークリニック １４：００～１５：００ 

                   デモンストレーションゲーム 昼の部１５：１５～１６：００  夜の部１９：３０～２１：００ 

場 所  サッカークリニック、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。 

教室フラダンス 

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 時 １月３０日（土） フラダンス教室     昼の部 １４：００～１５：３０      夜の部 １９：３０～２１：００ 

場 所 フラダンス教室昼・夜の部 老人福祉館 

    ☆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。 
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1 月の村立図書館                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「子ども生け花・お茶とお作法教室」と「生け花教室」のご案内 

八丈島から講師を招いて行います。皆様のご参加をお待ちしています。 

 
●子ども生け花・お茶とお作法教室   

対象：園児・小中学生、保護者 
  園児や小中学生だけでの参加も可能です。親子での参加も歓迎します。 

生け花をつくったあと、おじぎなど日常に役立つ簡単な作法を、お茶とお菓子をいただきながら行います。 
日時：１月２０日（水） 午後３時３０分から５時 

 
●生け花教室 
  日時：１月２０日（水） 午後７時３０分から９時   
▼場所：学校和室 
▼参加費：一講座あたり５００円（当日お持ちください）  ※中学生以下 無料     
▼申込み、問合せ：教育委員会事務局９－０２０１ 

教室の内容に対応した「生け花」「お茶」のテキスト（各１，０００円前後）を希望される方は、 
申込の際にお知らせください。 

12 月の図書館 

開館日数 

（うち日曜日） 
１９日（２日） 

来館者数 

（うち日曜日） 

２８人（０人） 

大人    ９人（０人） 

小中学生 １７人（０人） 

未就学児  ２人（０人） 

貸出数 

図書２７冊 

(一般１５冊  児童書絵本１

２冊) 

ビデオ・ＤＶＤ ０点 

都立協力貸出数 ２４冊 

 

☆休館日  

    毎週土曜、毎週日曜、 
祝日（１月１６日、１７日、２３日、 
２４日、３０日、３１日、２月６日、 
７日、１３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 
※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 

来島予定なし 

 

 

 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 22 日(金)－25 日（月）    

                   ② 2 月 5 日(金）－9 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。 

 
  

 診療所・歯科から 

１１月の「歯科検診」にはお子様から６０歳代の方々まで多数おいでいただきました。 

今回は「オーラルフレイル（口腔内虚弱）」というテーマでお話をさせていただきました。痛みがないからといって虫歯や歯

周病を放置してしまい、歯を失うことによりご飯が美味しく召し上がれないばかりか，全身の健康にまで影響があることに

驚かれた方もいらっしゃったかも知れません。 

歯周病に関しては、口腔内の清掃状況が良好な方と普通の方をあわせて７２％であったにも関わらず、歯周病の症状

が中等度と重症の方をあわせて８２％でした。このことは、お口の健康に関心の高い方は多いのですが、日頃の歯磨き

はなおざりにしてしまっている可能性があることを示しています。 

お口の健康は全身の健康につながります。この機会にご自身の健康について考えてみるといいかもしれません。

元気で楽しくが一番！ 診療所歯科も応援しています。 

                            日本大学歯学部付属歯科病院    担当：松吉沙季 

 

 

 



平成 28 年 1 月 15 日発行 ・ 第 306 号 広報あおがしま 

 

6
 

 

 

 

 

 

 

(調整金 5.4%） 1 月中の乗船運賃は次のとおりです｡

片道　　　　　　　　　大人 2,550円 小人 1,280円

往復 (青ヶ島からのみ 大人 3,320円 小人 1,660円

(調整金 5.4%） 2 月中の乗船運賃は次のとおりです｡

片道　　　　　　　　　大人 2,550円 小人 1,280円

往復 (青ヶ島からのみ 大人 3,320円 小人 1,660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。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17日 18 19 20 21 22 23

配食 生け花教室
転倒骨折
予防教室 歯科診療

サッカークリニッ
ク

歯科診療

図書館休館 図書館休館

24 25 26 27 28 29 30

歯科診療 歯科診療

転倒骨折
予防教室 フラダンス教室

サウナ開館 老人クラブ

図書館休館 図書館休館

31 2月1日 2 3 4 5 6

節分交流会
転倒骨折
予防教室 歯科診療 歯科診療

老人クラブ

図書館休館 図書館休館

7 8 9 10 11 12 13

歯科診療 歯科診療 歯科診療 建国記念の日

サウナ開館

図書館休館 図書館休館 図書館休館

14 15 16 17 18 19 20

配食
転倒骨折
予防教室

歯科診療 歯科診療

図書館休館 図書館休館

1月17日～
2月20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28年2月3日(水)
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