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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 

 6月のふれあいサウナ利用状況 

入館者総数  136人
村民 50人 大人 男 95人
村外 86人 大人 女 40人

子供 1人

来島者数 89人 (4人) 180人 (5人) 269人 (9人)

出島者数 106人 (6人) 169人 (5人) 275人 (11人)

6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7月1日現在

世帯数 111

人 男 91人

女 77人
口 計 168人

７月８日  PTA 親子浜遊び 
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   税金納期限について  

平成２９年度 固定資産税 第２期 平成２９年 ７月３１日（月） 

平成２９年度 個人住民税 第２期 平成２９年 ８月３１日（木） 

平成２９年度 国民健康保険税 第２期 平成２９年 ８月３１日（木） 

※ 平成２９年度の各種税金の通知書は全て送付が済んでおり、第１期納期限も迎えております。 

各種税金の第１期をまだ納付されていない方は、速やかに納付してください。納付書を紛失された方

は、村役場までご連絡ください。 
 

      7 月の図書館 

休館日 

 

毎週土曜、毎週日曜、祝日（７月１５日 

１６日、１７日、２２日、２３日、２９日、３０日、８月５日、 

６日、１０日、１１日、１２日、１３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  

夏休み期間 午前８時３０分から１２時、 

午後１時から５時１０分 

 

開館日数 
（うち日曜日） 

２２日（０日） 

来館者数 
（うち日曜日） 

９３人（０人） 

大人   ３９人（０人） 

小中学生 ５４人（０人） 

未就学児 ５人（０人） 

貸出数 

図書４０冊 

(一般２３冊 児童書絵本１７

冊) 

ビデオ・ＤＶＤ ０点 

都立協力貸出数 １９冊 

６月の図書館 

あおがしま丸ドック入りにともなう、代船（ゆり丸）運航のおしらせ 

期間中ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。 
 

期 間：平成２９年８月４日(金)～８月２９日(火) 

※運航一覧を６月広報に同封してお配りしておりますが、８月９日のみ発着時間が変更となります。 

<変更前> ８月９日(水)八丈発８：５０ 青ヶ島着１２：２０ 青ヶ島発１２：５０八丈着１６：２０ 

<変更後> ８月９日(水)八丈発９：３０ 青ヶ島着１３：００ 青ヶ島発１３：３０八丈着１７：００ 

〇八丈での荷物受付 ８：４０～９：１０  乗船受付 ９：１０～９：２０ 

〇青ヶ島での荷物及び乗船受付 １２：００～１２：１５ 

※八丈発の ANA 最終便への乗り継ぎはできません。  
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〇航空路旅客運賃の島民割引が始まります！ 

平成２９年９月１日搭乗分から始まります。 

この島民割引は、「有人国境離島法」に基づき、離島住民の交通費軽減のため国・都・航空事業者

の協力により、割引運賃が設定されるものです 

■島民割引運賃（八丈島アイきっぷ）の対象者 

 ・青ヶ島村に住民票があり、かつ居住している方で青ヶ島村役場が発行する「東京都離島住民航空

割引カード」の交付を受けた方。 

■割引運賃（対象路線：八丈島 ⇔ 羽田 間） 

現在の運賃 

※国内線旅客施設使用料含 

 
八丈島アイきっぷの運賃 

※国内線旅客施設使用料含 

22,390円 
（片道運賃：一般） 

13,790円 
（片道） 15,190円 

（往復割引運賃：一般・片道分）

※運賃は平成２９年６月１日現在です。 

■予約の変更など 

予約期限 当日 
 

取消手数料 

（航空券購入後～ 

出発時刻前） 

無料 

※払戻手数料は 

発生します 
予約変更 可能 

座席指定 可能 取消手数料 

（出発時刻以降） 

運賃の 

約２０％ 

相当額 
払戻手数料 430円 

 

■島民割引を受けるための手続き 

①役場窓口で「東京都離島住民航空割引カード」発行申請を行う。 

【申請に必要な書類】 

・必要事項を記入した申請書（申請書は村役場窓口にあります） 

・本人確認できる公的な書類（パスポート、運転免許証、健康保険証等） 

・顔写真※大きさは、縦３０mm、横２５mm 

（脱帽等、本人が確認できる状態のもの。６ヶ月以内に撮影） 

・代理申請の場合は、委任状 

※申請の詳細は申請の手引きをご覧ください。 

②カード発行後に、「八丈島アイきっぷ」の航空券を購入する。 
次頁に続く 
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～教育委員会からのお知らせ～ 

 

1． 教育委員会では、社会教育事業の拡充を計画しております。グループ活動や習い事などを企画される団

体への支援を検討しております。つきましては、村民の皆様のご意見・ご要望を募集します。 

ご意見箱『ぱぶこめ』もしくは教育長あてにぜひご意見・ご要望をお寄せください。 

2． 図書館の改善策も引き続き募集しております。 

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。 

4． ７月の教育委員会定例会は７月２０日（木）に村役場２階で開催します。傍聴できますので、ぜひご参加く

ださい。 

 

 

■カード発行申請受付開始日 

 平成２９年７月２４日（月）～ 

■留意事項 

・一部運賃を除き、他の航空運賃にて購入済みの航空券に対して、「八丈島アイきっぷ」をあとから

適用させることはできません。 

一旦、購入済みの航空券を払い戻したあと、再度「八丈島アイきっぷ」の航空券を購入する必要が

あります。 

この場合、払い戻し手数料が発生するほか、予約の取り消しになるため、多客期等、満席状態の航空

便を予約している場合は、同じ航空便の予約および購入が出来ない可能性があります。十分ご注意く

ださい。 

 

・ＡＮＡでは、「旅割」「特割」など、特定の条件のもとで利用できる様々な割引運賃を提供してい

ます。利用者の条件によっては「八丈島アイきっぷ」より安くなる割引運賃があります。他の運賃

の詳細は、ＡＮＡウェブサイトをご覧いただくか、航空券販売代理店または下記までお問い合わせ

ください。 

ＡＮＡ国内線予約・案内センター℡０５７０-０２９-２２２  

受付：６:３０～２２:００ 

 

・この他の取扱いについては、ＡＮＡの国内運送旅客約款によります。 

 

島民割引運賃に関するお問い合わせ：総務課 
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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前日までに 

総務課担当にご連絡ください。 

７月１９日（水）～７月２０日（木）    

堀越美保（ほりこしみほ）保健師 

 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 

 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。 

 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 

 

    

7 月～8 月の歯科診療  予約制です 

 

 ①７月２２日(土)－２５日（火）    

       ② 8 月５日(土）－８日(火)  ※8 月は 1 回のみの診療となります  

       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） 

 

ヘリコミ臨時便について 

青ヶ島～八丈島間のヘリコミ（愛らんどシャトル）が慢性的に満席となっており、住民のみなさまの移動に

支障をきたす状態が続いているため、試験的に臨時便の運航を実施します。 

 

実施期間：平成２９年７月２０日（木）～９月２８日（木） 

実施要領：上記期間の毎週木曜の夕方 青ヶ島～八丈島１往復（８月１０日は除く） 

     １６：１５八丈島発→１６：３５青ヶ島着、１６：４０青ヶ島発→１７：００八丈島着 

     八丈島搭乗受付時間１５：２５～１５：４５、青ヶ島搭乗受付時間１５：４５～１６：０５ 

     ・運賃、超過手荷物料は愛らんどシャトル定期便と同じ  

運賃大人１１,５３０円／小人８,０７０円／障害をお持ちの方８,６４０円 

超過手荷物料２３０円（１㎏毎） 

    ○通常の臨時便やチャーター便と同様に CATV のテロップで搭乗希望者を募集します。運行予定日の

１ヶ月前から受付。申し込みは村役場（04996-9-0111）までご連絡ください（窓口受付も可）。

    ○料金の支払いは青ヶ島ヘリポート（八丈島発便は青ヶ島到着後支払）で現金のみ 

    ○搭乗者にはアンケートに回答していただきます。ご協力お願いいたします。 

     ※往復５名以下の場合は運休になることもありますので、ご了承ください。 
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(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 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%） 8 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

7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

7月16日 17 18 19 20 21 22

海の日 配食サービス

転倒骨折
予防教室

歯科診療

みんなであそぼう

図書館休館 サウナ休館 図書館休館

23 24 25 26 27 28 29

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

30 31 8月1日 2 3 4 5
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

6 7 8 9 10 11 12

歯科診療 歯科診療 歯科診療
転倒骨折
予防教室

(休み)
山の日

図書館休館 図書館休館

13 14 15 16 17 18 19
転倒骨折
予防教室

図書館休館 サウナ休館 図書館休館

7月16日～
8月19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8月2日(水)
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