
平成 29 年 6 月 15 日発行 ・ 第 323 号 広報あおがしま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

広報 

あ

お

が

し

ま
編集・発行 

青ヶ島村総務課 

〒100-1701 

東京都青ヶ島村無番地 

電 話 04996-9-0111 

F A X 04996-9-0001 

 

2017 
6 月 15 日号 

●平成２８年度事業説明会（Q&A）について ···························································· ｐ．２ 

●青ヶ島村長及び青ヶ島村議会議員選挙事前説明会について····················· ｐ．３ 

●東京都議会議員選挙について ················································································· ｐ．３ 

●投票立会人募集 ············································································································· ｐ．４ 

●図書館だより 教育委員会からのお知らせ ························································· ｐ．５ 

●児童手当について ·········································································································· ｐ．６ 

●牛祭り実行委員会からのお知らせ ·········································································· ｐ．６ 

●事業主健診について ····································································································· ｐ．７ 

●今月の保健福祉 ············································································································· ｐ．７ 

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  395人
村民 57人 大人 男 271人
村外 338人 大人 女 117人

子供 7人

来島者数 309人 (7人) 230人 (5人) 539人 (12人)

出島者数 299人 (11人) 261人 (2人) 560人 (13人)

5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6月1日現在

世帯数 110

人 男 90人

女 77人
口 計 167人

６月６日～８日  青年団主催春季バレーボール大会 
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平成２９年度青ヶ島村事業説明会について 

平成２９年６月５日午後７時から老人福祉館において、平成２９年度青ヶ島村事業説明会が開催されました。菊池利光村長

挨拶の後、担当職員より平成２９年度の予算や各事業についての説明を行いました。質疑応答の要旨は次のとおりです。

なお、現時点で進捗のあった事項については当日の回答と異なりますのでご了承ください。 

 

【保健事業について】 

Q：人間ドック等補助事業について 

A：本年度制度改正により、補助対象が「①人間ドック②人間ドック以外のドック③診療所での診療が困難で島外医療機関で 

の受診を必要とする専門診療及び診療所医師の指示による島外受診④がん検診及び再検査」となりました。 

Q：がん検診について 

A：１０月～１２月で調整中  

【浄化槽について】 

Q：自宅の増築等による浄化槽の設置について 

A：使用人数により大きさも異なり、更新の必要もあるかと思います。事前に相談ください。確認します。  

【サウナ蒸し器について】 

Q：キャンパーが増えて、常に使用中なので台数を増やしてほしい。   A：検討します。 

【漁協の請求書について】 

Q：請求書を毎月出してください。  

A：善処します。  

【棺桶について】 

Q：事前に用意しておくものではないが、この島の状況を考えたら、島内で 1 つ用意しておくことも検討すべきでは。    

A：役場では難しいが、社協等での準備は可能かと思います。検討します。 

【介護事業について】 

Q：週１回の転倒骨折予防教室を週２回に増やしてもいいのではないでしょうか。また、年２回 PT 来島も回数を増やしてほしい

A：検討します。 

【役場の対応について】 

Q：職員の交代で、引き継ぎがされていないのか、お願いしていた案件について何の回答もない。 

A：確認して、対応します。  

【池の沢堆肥について】 

Q：値段が高すぎる。  

A：組合の収支で金額が決まっています。制度スタート時から時間も経過し、見直しも必要と考えます。 

【インフラ整備について】 

Q：携帯電話通話困難地区の対応について。 

A：現状、村での対応は難しいと思います。H３２年度光ケーブルが通じた場合、改善されると考えています。 

【コミュニティースクールについて】 

Q：コミュニティースクールについて 

A：国の施策で、学校を地域の人で支えるために、関連条例の整備、学校協議会の開催、関連設備の整備を進めていきます。

学校運営に参加していただき、みんなで学校つくりをしていくために、村民の皆さんのご協力をお願いします。 
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青ヶ島村長及び青ヶ島村議会議員選挙について 
 

平成２９年９月３０日青ヶ島村長及び平成２９年９月５日青ヶ島村議会議員の任期満了による青ヶ島村

長選挙の日程を下記のとおり決定し準備を進めています。           

告示日   平成２９年８月２９日（火）       投票日   平成２９年９月３日（日） 

 

 立候補予定者説明会  

村長選挙及び村議会議員選挙への立候補を予定されている方を対象とした、立候補の手続等に関する説

明会について、次のとおり開催しますので立候補予定者または関係者はご出席ください。当日、ご出

席いただけない場合でも、立候補を予定している方には書類の交付及び説明をいたしますのでお問

い合わせください。 

 

村長選：平成２９年７月２０日（木）午前１０時～ 村役場２階会議室     

 村議選：平成２９年７月２０日（木）午前１１時～ 村役場２階会議室 

 

東京都議会議員選挙について ～投票の際は、郵送された投票入場券（はがき）を持参してください～ 

 

告 示 日 ６月２３日（金） 

投  票  日 ７月２日（日） 

投 票 時 間 午前７時 ～ 午後８時 

投 票 所 青ヶ島村老人福祉館 

投 票 で き る

方 

年齢：平成１１年７月３日以前に生まれた方 

住所：平成２９年３月２２日以前から都内の区市町村に引き続きお住まいで、選挙人名簿

に登録されている方 

期日前投票 
６月２４日（土） ～ ７月１日（土） 

仕事やレジャーなどで投票日に投票に行けない方は、期日前投票をご利用ください。 

期日前投票

所 
青ヶ島村役場 投票時間は午前８時３０分 ～ 午後８時まで（土日含む） 

不在者投票 郵便等による不在者投票用紙の請求は６月２８日（水）まで 

選 挙 公 報 ６月３０日（金）までに各戸に配布予定 

▼担当：青ヶ島村選挙管理委員会 TEL９－０１１１ 

※期日前投票期間の土曜日曜は、投票のために村役場玄関を開けておりますが、閉庁日のため、証明書の 

発行など村役場の一般業務を行うことができません。予めご了承ください。 
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～投票立会人を募集しています～ 

選挙管理委員会では、選挙の投票立会人を募集しています。 

・投票立会人は有権者の代表として、投票が公正・適正に行われているかを見守る方です。 

・投票立会人の主な仕事は 

   ①投票所の開閉に立ち会います。 

   ②最初の投票をする際に、投票箱が空であることの確認に立ち会います。 

   ③選挙人が入場してから、投票用紙を間違いなく投票箱に投入し、退場するまでの一連の行為に立ち会います。 

   ④投票時間終了後、投票箱の封鎖に立ち会い、投票箱の鍵を封印します。投票録の記録が真正あることを確認し、署名しま

す。 

 ・投票立会人になれる方 

   青ヶ島村の選挙人名簿に登録されている方 

 ・立会う日時と場所 

   立会日：①平成２９年７月２日（日）東京都議会議員選挙    

   ②平成２９年９月３日（日）青ヶ島村長選挙・青ヶ島村議会議員選挙 

  時 間： ①午前７時 ～ 午後２時まで      ②午後２時 ～ 午後８時まで 

  場 所：青ヶ島村老人福祉館 

  報 酬：１５，０００円 

  備 考：投票立会時間中は投票所から外出することはできません。なお、立会人の方にはお弁当を用意しています。 

 ・応募方法等 

青ヶ島村選挙管理委員会事務局（０４９９６-９-０１１１）までご連絡ください。 

ご応募いただいた方は投票立会人候補者として登録を行い、その都度、選任します。 

 

 

平成２８年度東京都島嶼町村一部事務組合情報公開実施状況の公表 

 東京都島嶼町村一部事務組合の情報公開制度（平成１８年条例第９号）は、島しょ９町村の住民の組合行政への参加をより一層

推進するとともに、組合の公正な運営を確保することを目的に制定され、毎年１回の情報公開実施状況を公表することになってい

ます。 平成２８年度の情報公開実施状況を、次のとおり公表いたします。      

平成２８年度東京都島嶼町村一部事務組合情報公開実施状況 

開示請求件数     １件 

開示決定件数     １件（一部開示決定を含む） 

○ 問い合わせ    東京都島嶼町村一部事務組合総務課庶務係   担当：鈴木     電話 ０３－３４３２－４９６１ 

 

 

サマージャンボ宝くじ ７月１８日発売開始！！ ～収益金は、区市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます～ 

 

▼発売期間  ７月１８日（火）～８月１０日（木） 

▼抽せん日  ８月２０日（日） 
 

【サマージャンボ】  賞金１等   ５億円          【サマージャンボミニ  1 億円】    賞金   １等      1 億円 

前後賞   各１億円                                               ２等  １０００万円           

２等      １，０００万円                                            ３等     １０万円 ほか      

３等     ３千円 ほか                                                  

＜（公財）東京都区市町村振興協会 ＞電話 ０３－５２１０－９９４５ 
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 ６月の村立図書館                       教育委員会ＴＥＬ９－０２０１ 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

教育委員会からのお知らせ 

1． 青ヶ島村教育ビジョン２０１７を制定しました。 

役場・学校・図書館に掲示してありますのでぜひご覧ください。 

2． 青ヶ島村図書館の振興策について、皆様の意見を募集します。 

７月１日より図書館玄関に意見箱を設置しますので、どんなものでも構いませんので 

お寄せください。 

3． ９月１日付で臨時の給食調理補助員を募集します。 

給食調理員が欠勤時もしくは多忙時の不定期で補助をお願いすることになります。 

ご興味がある方は、教育委員会までご連絡ください。 

 

 

 

日本年金機構からのお知らせ 

年金を受け取るために必要な保険料の納付期間が、２５年から１０年に短縮されました。 

対象となる方に日本年金機構より「短縮」と記載した黄色の封筒を順次お届けしています。 

 お手元に届きましたら、「ねんきんダイヤル（０５７０－０５－１１６５）」で予約の上、できるだけお早めに手続

きをお願いします。 

 

 

 

休館日  

毎週土曜、毎週日曜、祝日（６月１７日、 

１８日、２４日、２５日、７月１日、２日、８日、９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  

５月の図書館 

開館日数
 

２０日 

来館者数
 

合計   ３５人 

大人   ２８人 

小中学生 ６人 

未就学児 １人 

貸出数 
図書２８冊 

(一般１８冊 児童書絵本１０冊) 

ビデオ・ＤＶＤ ０点 
都立協力
貸出数 

２3 冊 
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６月は児童手当・特例給付現況届／児童育成手当現況届の提出月です。 

 

現在、児童手当・特例給付／児童育成手当を受給している方は、６月１日における状況を現況届により村に

届け出し、引き続き受給資格があるか審査を受ける必要があります。 

 対象の方には、村から６月上旬に現況届を送付しておりますので、必要事項を記入し、必要書類を添付し

て提出してください。 提出がない場合には、６月分以降の手当（１０月支給予定）が受けられなくなりますの

でご注意ください。 審査の結果については、審査終了後８月末以降、順次郵送にて通知いたします。 

 

なお、新規の認定請求は随時受付けていますので、村役場までお問合せください。 

 

 

第４１回牛まつり実行委員会からのお知らせ 

・「牛祭り実行委員会」開催のお知らせ 

第４１回牛祭りの開催に伴い、実行委員会を開催いたします。 

 

「牛祭り実行委員会」 

日時：６月２７日(火)１９時～ 場所：老人福祉館 

 

・「露店募集」のお知らせ 

昨年出店された方に｢露店営業許可願い｣を配布いたしました。昨年出店しなかった方で、今年出店を希望さ

れる方は、書類をお渡しいたしますので、役場(９－０１１１)までお問い合わせください。また、露店出店者向

け「島しょ保健所による衛生講習会」の日時が決定しました。今年出店される方は、必ずご参加ください。 

 

「島しょ保健所による衛生講習会」 

日時：７月３日(月)１９時～ 場所：老人福祉館 

 

 

ヘリコミ運賃助成金について 

 

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おります。 

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。 
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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 

６月の来島はありません 

 

 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。 

※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 

 

    
６月～７月の歯科診療  予約制です 

① ６月２４日(土)－2７日（火）    
                 ②７月８日(土）－１１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２９年度事業主健診について【国民健康保険以外の村民の方】 

 

今年度は事業主健診を下記のとおり実施を予定しております。 

◆日程・場所 ７月２０日（木） 老人福祉館 

◆委託機関 芝健診センター 

◆対象者 各事業所において社会保険・共済保険（村役場職員除く）に加入している者、 

およびその被扶養者 

◆内容 基本健診のみ （申込については事業所と医療機関で行っていただきます。） 

がん検診については１０～１２月に実施される国保加入者健診と同時実施を予定しております。 

  健診日については決定次第、広報でお知らせします。 

 

※７月２０日の島内受診が困難な方について 

島外での受診を希望される場合は、事業主健診担当までご連絡ください。   
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(調整金 6.3% 6 月中の乗船運賃は次のとおりです｡

片道　　　　　　　　　大人 2590円 小人 1300円

往復 (青ヶ島からのみ 大人 3370円 小人 1690円

(調整金 5.4% 7 月中の乗船運賃は次のとおりです｡

片道　　　　　　　　　大人 2550円 小人 1280円

往復 (青ヶ島からのみ 大人 3320円 小人 1660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

6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

6月11日 12 13 14 15 16 17

歯科診療 歯科診療
歯科診療

交流会

転倒骨折
予防教室

みんなで遊ぼう

図書館休館 図書館休館

18 19 20 21 22 23 24

配食サービス

転倒骨折
予防教室 歯科診療

図書館休館 サウナ休館 図書館休館

25 26 27 28 29 30 7月1日

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 図書館休館

2 3 4 5 6 7 8
転倒骨折
予防教室 歯科診療

老人クラブ

図書館休館 サウナ休館 図書館休館

9 10 11 12 13 14 15

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 図書館休館

6月11日～
7月15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７月５日（水）
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