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●確定申告出張相談について ······················································································ ｐ．２ 

●発電所点検に伴う停電のお知らせ ········································································· ｐ．２ 

●物流センター棚卸について ························································································ ｐ．３ 

●青ヶ島村保育園児募集について ············································································· ｐ．３ 

●ピアノ発表会について ·································································································· ｐ．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 

 1月のふれあいサウナ利用状況 

入館者総数  176人
村民 47人 大人 男 120人
村外 129人 大人 女 56人

子供 0人

来島者数 45人 (4人) 237人 (5人) 282人 (9人)

出島者数 13人 (7人) 196人 (1人) 209人 (8人)

1月の交通実績　（括弧内は外国人者数）

船 ﾍﾘｺﾐｭｰﾀｰ 合計

人口と世帯数

平成29年2月1日現在

世帯数 107

人 男 90人

女 69人
口 計 159人

２月３日  節分 
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所得税の確定申告及び住民税の申告について 

 平成２８年分の所得税確定申告書の提出期限は、３月１５日（水）の１７時までです。 １７時を過ぎますと受

付ができませんので、お早目の提出をお願いいたします。  提出先は芝税務署です。（村役場窓口でも受け

付けます）。 また、所得がない方でも住民税の申告が必要です。（申告書は村役場にございます。）無申告の

場合「非課税証明書」が発行できなくなりますのでご注意ください。 

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 

◎ 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  ～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～ 

「固定資産税 第４期」及び「国民健康保険税 第４期」の納期限は以下のとおりです。 

平成２８年度 固定資産税 第４期 平成２９年 ２月２８日（火）

平成２８年度 国民健康保険税 第４期 平成２９年 ３月３１日（金）

「軽自動車等の廃車及び所有者変更等の手続きについて」 

 軽自動車税は４月１日現在の所有者に課税されます。「使用していない」又は「所有者が変わった」、

「転出の予定がある」等のバイクや軽自動車がありましたら、３月３１日までに各種手続きを行って下

さい。 

 

発電所点検に伴う停電のお知らせ 

青ヶ島内燃料発電所の電気設備法定点検の伴う島内全停電について、下記のとおり実施します。 

ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をいただけますようお願いいたします。 

なお、点検終了時は午前６時を待たずに、順次電気をお送りさせていただきます。 

停電日時：平成２９年２月２６日（日）午前０時～午前６時 

      ※雨天でも実施いたします。 

問合せ：東京電力パワーグリット株式会社 八丈島事務所 

        ０４９９６-２-０００９ 
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物流センター棚卸のお知らせ 

物流センター冷凍庫・冷蔵庫内の持ち主不明荷物について、３月末に処分を行います。 

台帳に記載のある方には、役場より個別に確認のご連絡をする予定です。 

お心当たりの方は、役場までご連絡ください。 

担当：総務課 吉野 

 

平成２９年度保育園児の募集 

 青ヶ島村保育園の入園申請の受付をおこないます。 

 入園を希望される方は、３月１５日（水）までにご連絡ください。 

    対象：本年４月 1 日現在 

        就学前２歳６カ月（本年４月２日から９月３０日の間に３歳になるお子様）から 

５歳までのお子様 

    用意するもの：印鑑 

                                                 問合せ：総務課 ９-０１１１ 

 

保育園 作品展のお知らせ 

今年度１年間の子ども達の作品や写真を展示する『作品展』を開催します。 

子ども達の保育園での生活をぜひご覧ください。 

日時   ２月２６日(日) １２：００～１６：００ 

場所   保育園 

 

平成２８年度ピアノ発表会のお知らせ 

子どもたちが１年間練習してきた成果をどうぞお聴きください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

日時：平成２９年３月１２日（日）  開場：午後１時５０分  開演：午後２時 

会場：青ヶ島小中学校 玄関ホール 

 

転倒骨折予防教室 お休みのお知らせ  

３月９日（木）の転倒骨折予防教室は都合によりお休みします。 

ご理解ご協力のほど、お願いいたします。 
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      2 月の村立図書館                       教育委員会ＴＥＬ９－０２０１ 

 

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   １５人（０人） 

小中学生 ７人（０人） 

未就学児 ２人（０人） 

貸出数 
図書９冊 

(一般６冊 児童書絵本３冊) 

ビデオ・ＤＶＤ ０点 

都立協力貸出数 ９冊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

みんなで一緒に｡ちょこっとサイズのたしかな安心。  

交通災害共済｢ちょこっと共済｣に加入を！  

｢ちょこっと共済｣は、東京都３９市町村の住民が会費を出し合い、交通事故にあった時、見舞金を受けられ

る助け合いの制度です。  

選べる２コース制です。  

Ａコース年額１，０００円の会費で最高３００万円の見舞金  

Ｂコース年額５００円の会費で最高１５０万円の見舞金  

さらに、どちらのコースも、会員が交通災害で死亡したときに、中学生以下のお子さんがいる場合、 

年額１０万２千円の交通遺児年金が支給されます。  

詳しくは、村役場 共済担当へ  

加入申込書付パンフレットは､２月号の広報と同時に各家庭に配布します｡  

ちょこっと共済ホームページ http://www.ctv-tokyo.or.jp/ 

 

 

 

休館日   

毎週土曜、毎週日曜、祝日（２月１８日、 
１９日、２５日、２６日、３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  

１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 

総務課担当にご連絡ください。 

３月の来島日未定    

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。 

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。 

※３月９日（木）は都合によりお休みとなります。 

 

    
3 月の歯科診療  予約制です 
 

① 3 月 3 日(金)－7 日（火）  
  

② ３月 24 日(金）－2８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） 

 
  

八丈保健所からのお知らせ  ～ 高血圧予防教室開催！！ ～ 

３月６日（月）、老人福祉館で、高血圧予防教室を開催します。 

講演のほか、味覚実験・塩分濃度測定実験をおこないます。血圧が気になる方は是非ご参加ください。 

詳細は、同封のお知らせをご覧ください。 

 

 

外から帰ったら、こまめに 

うがいと手洗いを！！ 
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(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

(調整金 5.4%） 3 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

2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

2月12日 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

19 20 21 22 23 24 25
転倒骨折
予防教室

図書館休館 図書館休館

26 27 28 3月1日 2 3 4

保育園作品展
転倒骨折
予防教室 歯科診療 歯科診療

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

配食サービス

転倒骨折
予防教室は
お休みです

図書館休館 図書館休館

12 13 14 15 16 17 18
転倒骨折
予防教室

図書館休館 サウナ休館 図書館休館

2月12日～
3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3月7日(火)


	1702-01
	1702-02
	1702-03
	1702-04図書館
	1702-05
	1702-06(裏）

