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●青ヶ島村事業説明会について ·················································································· ｐ．２ 

●土地家屋台帳縦覧について ······················································································ ｐ．２ 

●青ヶ島村特定事業主行動計画について ·······················································ｐ．２～３ 

●図書館だより ···················································································································· ｐ．４ 

●今月の保健福祉 ············································································································· ｐ．５ 

 

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 

 5月のふれあいサウナ利用状況 

入館者総数  153人
村民 33人 大人 男 108人
村外 120人 大人 女 45人

子供 0人

4月の交通実績

船 ﾍﾘｺﾐｭｰﾀｰ 合計

来島者数 139人 198人 337人

出島者数 79人 206人 285人

人口と世帯数

平成28年5月1日現在

世帯数 107

人 男 94人

女 65人
口 計 159人

こいのぼり （青ヶ島村保育園庭より） 
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事業説明会の開催について  ～住民の皆様のご来場をお待ちしております～ 

平成２８年度青ヶ島村事業説明会を次のとおり実施します。 

本年度の本村主要事業の概要についてご説明いたします。 

日時：６月６日（月）午後７時から     会場：老人福祉館 

 

税金納付のお願い 

「固定資産税 第１期」及び「軽自動車税 全期」の納期限は以下のとおりです。 

（※５月２日に、通知書等発送しております。郵便物をご確認願います。） 

平成２８年度 固定資産税 第１期 平成２８年 ５月３１日（火） 

平成２８年度 軽自動車税 全期 平成２８年 ５月３１日（火） 

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。 

※住民税（普通徴収）及び国保税の通知書等は、６月上旬に発送いたします。 

 

「固定資産税にかかる土地、家屋の価格がご覧になれます」 

 土地・家屋価格等縦覧帳簿は、４月１日(金)から５月３１日(火)までの期間、村役場で縦覧することができます。縦覧

できる方は、村内に所在する土地または家屋に対して課される固定資産税の納税者の方です。 

代理人の方が縦覧する場合には、委任状が必要となります。 

<期間> ４月１日(金)～５月３１日(火) ※土、日、祝日を除く 

<時間> 午前８時３０分～午後５時１５分 

<場所> 青ヶ島村役場 

 

青ヶ島村特定事業主行動計画の公表について  ～第１５６回通常国会において、我が国における急速な少子

化の進行等に鑑み、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生

まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とした「次世代育成支援対策推進法」（平成 15 年 7 月 16 日法

律第 120 号）が成立しました。同法第１９条において、国の各府省や地方公共団体等は「特定事業主」として、自らの職

員の子どもたちの健やかな育成のための特定事業主行動計画（特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関す

る計画）を策定することとされています。 

 これを受けて青ヶ島村では、女性活躍推進法第１５条の規定に基づき、特定事業主行動計画を策定いたしました。次

のとおり公表いたします。～ 

青ヶ島村特定事業主行動計画 

青ヶ島村 

青ヶ島村議会 

青ヶ島村教育委員会 

青ヶ島村農業委員会 

青ヶ島村選挙管理委員会

第１ 総論 

１ 目的 

                                         次頁に続く 
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前頁に続く                                        

  行動計画策定指針に掲げられた基本的指針をふまえつつ、職員が仕事と子育ての両立を図ること 

ができるよう、職員のニーズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進するため、女性活躍推

進法に基づき、本行動計画を策定し、公表することとする。 

２ 計画期間 

  平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間 

３ 計画の推進体制 

  ①この計画を効果的に実施するため、必要に応じて実施状況を点検し、その後の対策や計画の見直しを行う。 

  ②この計画の内容の周知徹底を図るため関係資料を配布し、職員へ情報を提供する。 

 

第２ 具体的な内容 

１ 妊娠中における配慮 

 ①母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇の制度について周知する。 

 ②出産等にかかる経済的支援措置について周知する。 

 ③妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担を見直す。 

 ④職員の希望に応じ、超過勤務を原則として命じないこととする。 

 

２ 子どもの出生時における父親の休暇の取得の促進 

  子どもの出生時における父親の特別休暇及び年次休暇の取得の促進を図る。 

 

３ 育児休暇等を取得しやすい環境の整備 

 ①育児休暇に関する制度の周知を図り、男性職員の育児休暇の取得促進を図る。 

 ②育児休暇取得や経済的支援措置に関する情報を提供する。 

 ③育児休暇を取得しやすい環境をつくり、育児休暇取得の申し出があった場合は、業務分担を見直す。 

 ④育児休暇中の職員の業務に支障がでないよう、必要に応じて臨時的任用制度による代替要員の確保に努める。 

   

以上のような取組を通じて、育児休業の取得率を、男性１０％、女性８５％とする。 

 

４ 超過勤務の縮減 

 ①所属長は、職員の健康状態や家庭の事情を考慮し、超過勤務を命ずる。 

 ②定時退庁の徹底を促す。 

 ③業務内容を見直し、業務の簡素化、合理化を図る。 

 

５ 休暇の取得の促進 

 ア 年次休暇の取得の促進 

  ①管理者に対して、職員の年次休暇の取得状況を把握させ、計画的な年次休暇の取得を指導する。 

  ②職員が安心して年次休暇を取得できるよう相互応援体制を整備する。 

  ③子どもの学校行事への参加における年次休暇の取得を促進する。 

  ④職員の家族の記念日における休暇の取得を促進する。 

 イ 連続休暇の取得の促進 

ゴールデンウィークや夏季休暇、祝日と合わせた休暇の取得を促進する。 

 

目 標 
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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。 

      5 月の村立図書館                       教育委員会ＴＥＬ９－０２０１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                   お知らせ：高津勉 
 

 

平成２８年度青ヶ島村社会福祉協議会チャリティバザー報告  

  今年も社協チャリティバザーを４月１７日（日）に開催しました。 

天候も何とかもち、多くの島民の皆様にご来場いただき、大盛況でした。ありがとうございました。 

おかげさまで昨年度を上回る収益でした。 

 

★バザー収益金及び募金額報告 

  ○社協売上金    ７６，６６４円（出店料・委託料含む） 

  ○出店者寄付金   ２６，５００円 

  ○募金          ４，９９５円 

   合  計       １０８，１５９円 

 

※例年、日本赤十字社歳末たすけあい募金に寄付させていただいていましたが、社協理事と協議の

上、今回は全額を平成２８年熊本地震災害義援金として寄付させていただきました。 

 

ボランティアの皆様、食事の販売や物品の提供にご協力くださった皆様、ご来場いただいた皆

様に御礼申し上げます。 

  今後とも青ヶ島村社会福祉協議会の事業の活動に更なるご支援、ご協力を賜りますようにお願い申し上

げます。 

４月の図書館 

休館日 

 毎週土曜、毎週日曜、祝日（５月２１日、 
２２日、２８日、２９日、６月４日、５日、 
１１日、１２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 

 

開館日数 
（うち日曜日） 

２０日（０日） 

来館者数 
（うち日曜日） 

２３人（０人） 

大人   １３人（０人） 

小中学生 ９人（０人） 

未就学児 １人（０人） 

貸出数 
図書２９冊 

(一般１３冊 児童書絵本１６冊) 

ビデオ・ＤＶＤ ０点 

都立協力貸出
数 

０冊 
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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 

総務課担当にご連絡ください。 

堀越美保保健師来島 

５月２１日（土）～２５日（水） 

    

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。

 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 

 

    
5 月～6 月の歯科診療  予約制です 

① 5 月 27 日(金)－31 日（火）    

                   ②6 月 10 日(金）－14 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） 

 
平成２８年度健康診断について 

平成２６年度まで、全ての健康診断（国保、事業所、がん検診）を４月に同時実施していましたが、国保加入者の減

少、受診者の費用負担の軽減、がん検診の受診率向上などを図るため、昨年度見直しを行いました。 

平成２８年度は、事業主と国保加入者の健診及びがん検診を下記のとおり実施する予定です。 

◆時期・主な内容 

国保加入者の方   １２月ごろ 

がん検診        １２月ごろ（前立腺、腹部超音波⇒無料）（肺、大腸、胃、乳⇒４０歳以上無料、） 

（子宮⇒２０歳以上無料） 

※国保健診と同時実施  

事業所          ７月下旬 午後半日で実施  

（申し込みなどは、事業所と医療機関で行っていただきます。） 

（前立腺がん検診、腹部超音波検査は同時実施）                            

※今年度国保加入者の方の特定健診が、２か月（昨年度は１０月実施）ほど遅くなります。 

１２月の島内受診が困難な方、早めのがん検診を希望される方など、今年度は島外受診も含め柔軟に対応してい

きたいと思っております。７月から翌年１月までの期間で島外受診を希望される方は、保健担当までご相談くださ

い。 

島外受診受付期間：平成２８年７月１日（金）～平成２９年１月３１日（火） 

  (土日祝日及び１２月２８日～１月５日除く) 上記期間外での受診は、自己負担となります。 
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(調整金 0.9%） 5 月中の乗船運賃は次のとおりです｡

片道　　　　　　　　　大人 2,380円 小人 1,190円

往復 (青ヶ島からのみ 大人 3,100円 小人 1,550円

(調整金 1.8%） 6 月中の乗船運賃は次のとおりです｡

片道　　　　　　　　　大人 2,410円 小人 1,210円

往復 (青ヶ島からのみ 大人 3,140円 小人 1,570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

5月11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

5月15日 16 17 18 19 20 21

歯科診療 歯科診療
配食

歯科診療

転倒骨折
予防教室

図書館休館 サウナ休館 図書館休館

22 23 24 25 26 27 28

みんあであそぼう

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

29 30 31 6月1日 2 3 4

歯科診療 歯科診療 歯科診療
転倒骨折
予防教室

老人クラブ

図書館休館 サウナ休館 図書館休館

5 6 7 8 9 10 11

交流会
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

12 13 14 15 16 17 18

歯科診療 歯科診療 歯科診療
転倒骨折
予防教室

図書館休館 サウナ休館 図書館休館

5月15日～
6月18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6月8日(水)
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