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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  211人
村民 80人 大人 男 122人
村外 131人 大人 女 78人

子供 11人

12月の交通実績

船 ﾍﾘｺﾐｭｰﾀｰ 合計

来島者数 41人 237人 278人

出島者数 67人 272人 339人

人口と世帯数

平成29年1月1日現在

世帯数 108

人 男 91人

女 69人
口 計 160人

平成２９年１月１２日    消防団出初式 
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平成 29 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。 

昨年もさまざまな出来事がありました。４月に熊本県で発生した地震は多くの被害をもたらし、現在も各

地で復旧に向けた取組がされています。 

都市部は比較的、早く復旧していますがそれ以外の地域では、復旧に時間を要している地域もあります。

被災後の速やかな復旧が大きな課題であることは言うまでもありませんが、行政として外部からの人的・物

的な支援についてスムーズに受け入れられるよう、体制を検討する必要があります。 

 ブラジルのリオデジャネイロでオリンピックが開催されました。ロンドン大会を上回る４１個のメダルを

獲得するなど、多くの日本人選手の活躍がありました。 また、１０月には２０２０年東京オリンピック・

パラリンピックの開催に向けて「フラッグツアー」が島内で開催され、多くの方にご参加いただきました。

今後も、皆様のご協力をお願いいたします。 

 昨年４月に「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置

法」が成立し、青ヶ島もこの対象地域に含まれることとなりました。 

 この特別措置法は「航路航空路運賃の低廉化・輸送コストの低廉化・漁船燃油の低廉化・雇用の確保」の

４つが柱となっています。 

全国的に人口減少がすすむなか各地域で活性化策に取組んでいます。離島の場合、都市部との距離など物

理的な条件に不利な点が多いことが、生活コストの上昇を招くなど定住促進の妨げになっている部分があり

ます。本村でも安定的な地域の維持のために、この法律を活用し既存の事業と併せて様々な取組をすすめて

まいります。 

 さて、昨年の６月に消費税の１０％への引き上げが平成３１年１０月まで延期されることが決まりまし

た。 これには、メリットもデメリットもありますが消費税が社会保障の目的税とされていることを考えれ

ば、今後、社会保障分野では様々な影響が考えられます。 

例えば、６５歳以上の低所得に対する介護保険料の軽減など、その影響は徐々に現れてくるかもしれませ

ん。 

 加えて、平成３０年度からは国民健康保険制度が大きく変わります。現在、各自治体が主体となって財

政運営を行っていますが、こちらが、都道府県に代わります。 

青ヶ島村では、２年ごとに保険税額の見直しを実施し適切な水準となるよう努めていますが、都内の団体

と比較すれば依然として低い水準となっている部分があります。また、被保険者数は減少しているものの１

人当たりの給付額は増加するなど、保険税額を引上げざるを得ない状況となっています。村では、人間ドッ

クの利用助成等を実施していますので、定期検診の受診と併せて自分の体の状態をきちんと把握し、健康の

増進を図っていただきたいと思います。 

来年度実施予定の事業については、池之沢地区の東屋は老朽化が著しいため建て替えを予定しています。

この数年、星空を目あてに来島される方が増えていますが、長時間観察するのに適した場所がないため、

東屋の屋上にウッドデッキを備えて周りの明かりを気にせず、観察できるようにする予定です。  

活性化の推進には地域資源の活用不可欠です。「星空」や「地熱」は活性化の軸になる魅力があります。

 住民と来島者が上手に調和できるよう今後も取組んでまいります。 

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。 
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平成 29 年 年頭挨拶           青ヶ島村議会 議長 菊池 正 

村民の皆様明けましておめでとうございます。 

初春の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げま

す。 

さて、２０１６年は築地盛土問題、オリンピック・パラリンピック問題と問題山積のまま２０１７年を迎えた感があ

ります。また小池都知事には女性力を活かし細やかな行政運営を期待しております。都議会議員とのやり取

りも連日テレビ放映され注目を集めていますが、都民にとって有意義な議論になることを願っています。 

 ２０１７年皆様のご健勝を祈念し年頭のご挨拶とさせていただきます。 

 

給与支払報告書の提出について 

 平成２８年中に、給料、賃金等の給与を支払った雇用者の方は、平成２９年１月３１日（火）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。 

給与支払報告書の用紙が必要な雇用者の方は、村役場までお越しください。 

 

確定申告出張相談会について 

 芝税務署の職員による無料相談会を行います。 

    相談日： 平成２９年２月 1７日（金） 

    時 間： １１：００～１６：００（正午～１３：００は休憩） 

    会 場： 老人福祉館 

◎ 申告書等各種用紙は、１月下旬に村役場へ到着予定です。 

◎ マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または添付が必要となります。 

（控除対象配偶者及び扶養親族についても、マイナンバーの記載が必要です。） 

 ◎ ご相談の際は、以下のものをお持ちください。 

     ①印鑑・マイナンバー本人確認書類・還付先口座番号 

②前年分の確定申告書等の控え 

③源泉徴収票、国民年金保険料・国民健康保険料・介護保険料の支払いを証する 

書類、生命保険料・地震保険料控除証明書、その他申告に必要な書類 

 

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２８年度 個人住民税 第４期 平成２９年 １月３１日（火） 

平成２８年度 固定資産税 第４期 平成２９年 ２月２８日（火） 
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1 月の村立図書館                   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆理学療法士来島について☆ 

１月１８日（水）理学療法士が来島します。個別相談、健康教室を開催します。 

『個別相談』 

「肩こりがつらい」「以前ケガをした膝が気になる」「疲れがたまると腰が痛む」など、日ごろからお悩みのある方の個別

のご相談に応じます。   ※希望される方は予約をお願いします。 

１月１８日（水）  場所：おじゃれセンター２階  予約電話：村役場 9-0111  

①１４：００～１４：４５        

              ②１４：４５～１５：３０       

              ③１５：３０～１６：１５  

        ④１６：１５～１７：００                                      

『健康教室』    

１月１８日（水） １９：３０～２０：３０   場所：体育館 武道場 

             どなたでも参加できますので、お誘いあわせの上ご参加ください。 

 

ヘリコミ運賃の助成について 

青ヶ島村では、中学生以下のお子様のヘリコミ運賃に対し、申請により助成を行っています。 

小人料金→助成金額   ７００円 

大人料金→助成金額 １０００円 

申請は、村役場窓口にて受付けます。 

搭乗券、領収書の原本をご提出いただきます。また、印鑑をご持参ください。（搭乗券、領収書の原本はお返

しできません。必要な方には、写しをお渡ししますのでお声掛けください。） 

※運賃に対して村の補助を受けている場合は、申請できません。 

１２月の図書館 

開館日数 

（うち日曜日） 
１９日（０日） 

来館者数 

（うち日曜日） 

１７人（０人） 

大人   １４人（０人） 

小中学生 １人（０人） 

未就学児 ２人（０人） 

貸出数 

図書１８冊 

(一般９冊 児童書絵本９冊)

ビデオ・ＤＶＤ ０点 

都立協力貸出数 ２０冊 

 

☆休館日  

   毎週土曜、毎週日曜、祝日（１月２１日、２２日 

２８日、２９日、２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  
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今 月 の 保 健 福 祉    総務課 9-0111 

保健師来島 

１月３１日～２月３日予定 

堀越美保保健師 

 

 

 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 

 

    
2 月の歯科診療  予約制です 

 

① 2 月 3 日(金)－7 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・歯科より 

今回は歯周病の検査とともに「咀嚼力（噛む能力）」について，現在みなさんがどのくらい噛めているのか

意識してもらうことをテーマにさせていただきました。今回の結果を見て，自分たちが想像しているよりもキ

チンと噛んでいないとお感じになった方も多いと思います。歯周病に関しては，歯周ポケットが４㎜以上で

中〜重度歯周病の方が 7 割近くでした。歯茎の炎症は歯周病を進行させる原因になります。普段の歯ブ

ラシをしっかり行うことで歯肉炎は改善されます。  

お口は健康の入り口であり，その口腔機能は人が生きていくうえで食べること，話すことなど大切な働

きをしています。同時に咀嚼することによって栄養素を摂取し，認知症の予防や肥満防止にもつながりま

す。 

今回の検診でお口の健康，咀嚼に対する興味，関心を持っていただき今後の生活に生かしていただけ

ればと思います。 

                                 日本大学歯学部付属歯科病院   下山侑里子    
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(調整金 3.6%） 1 月中の乗船運賃は次のとおりです｡

片道　　　　　　　　　大人 2,480円 小人 1,240円

往復 (青ヶ島からのみ 大人 3,230円 小人 1,620円

(調整金 3.6%） 2 月中の乗船運賃は次のとおりです｡

片道　　　　　　　　　大人 2,480円 小人 1,240円

往復 (青ヶ島からのみ 大人 3,230円 小人 1,620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10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15日 16 17 18 19 20 21

配食サービス

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
転倒骨折
予防教室

老人クラブ

図書館休館 図書館休館

29 30 31 2月1日 2 3 4
転倒骨折
予防教室

歯科診療
節分交流会

歯科診療

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

歯科診療 歯科診療 歯科診療
転倒骨折
予防教室 建国記念の日

図書館休館 図書館休館

12 13 14 15 16 17 18

配食サービス
転倒骨折
予防教室

図書館休館 サウナ休館 図書館休館

1月15日～
2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29年2月1日(水)
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