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来島者数 118人 (2人) 238人 (8人) 356人 (10人)

出島者数 119人 (6人) 246人 (3人) 365人 (9人)

9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
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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 
10月15日号

●東京都・八丈町・青ヶ島村合同総合防災訓練 ···················································· ｐ．２ 

●島嶼会館宿泊モニター募集 ······················································································· ｐ．３ 

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

●インフルエンザ予防接種 ····························································································· ｐ．５ 

●健康診断・理学療法士来島 ······················································································· ｐ．６ 

●成人歯周病検診 ············································································································· 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 

 9月のふれあいサウナ利用状況 

入館者総数  254人
村民 82人 大人 男 173人
村外 172人 大人 女 68人

子供 13人

人口と世帯数

平成29年10月1日現在

世帯数 110

人 男 90人

女 77人
口 計 167人

９月２１日 青ヶ島小中学校運動
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１１月５日（日）東京都・八丈町・青ヶ島村合同総合防災訓練 

～防災訓練にご参加ください～ 

 

例年は１０月第１日曜日に青ヶ島村防災訓練を実施していますが、今年は、【東京都・八丈町・青ヶ島村合

同総合防災訓練】として１１月５日（日）に実施します。 

訓練は例年どおり、「火山噴火を想定とした避難訓練」を実施、合わせて警視庁や NTT 東日本、消防庁な

どの関係機関による展示体験訓練などを行います。 

 

防災訓練に参加して、避難経路等を確認し、防災意識の向上にお役立てください。 

（庶務民生係) 

 

第１４回くらしの法律税金相談 

日ごろ法律相談・税金相談を受ける機会の少ない島のみなさまのために、弁護士・司法書士・税理士等の法律関係

者の「ＮＰＯ司法過疎サポートネットワーク」主催により、くらしの法律税金相談会を開催いたします。 

法律や登記、税金など何でも結構です。お悩みのある方・ご相談のある方は、ぜひお気軽にお立ちよりください（当日の

相談は無料です）。秘密は守ります。 

【日時】１１月１０日（金） 午前１１時～午後４時 

【場所】老人福祉館 

※ 相談の事前予約も受け付けます。下記お問い合わせ先にご連絡ください。 

※ お仕事の都合など、相談会場にお越しいただくことが難しい場合には、ご自宅等に伺う出張相談も可能です。

また、事前にご連絡をいただければ、相談時間外（当日の夕方や夜）も可能です。 

みなさまの法律相談、税金相談等に無料で応じます 

お問い合わせ先   ＮＰO 司法過疎サポ―トネットワーク 03-5919-3530（担当：弁護士 小海
こ か い

範亮
のりあき

）

 

 

 

航空路旅客運賃の島民割引（八丈島アイきっぷ）の対象者変更について 

 

    現行：「青ヶ島村に住民票があり、かつ居住している方」  →変更後：「青ヶ島村に住民登録をしている方」 

  

※ご注意   申請にあたって、郵送による提出（申請）は受け付けておりません。 

申請の際は、青ヶ島村役場窓口にて申請をお願いいたします。 

なお、代理による申請は、委任状の提出が必要となります。 

（企画財政係）    

 

 

節水のご協力ありがとうございました 
 

   ８月より節水のご協力をお願いしてまいりましたが、９月中旬のまとまった降雨により、１０月１日現在の貯水率は 

９０％を超えるまでに回復しました。 

 皆様には、節水にご協力いただきましてありがとうございました。 

 今後も無理のない範囲で節水にご協力お願いいたします。     

 (事業係) 
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ハロウィンジャンボ宝くじ １０月１１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や環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます～ 

 

▼発売期間 １０月１１日（水）～１０月３１日（火）   ▼抽せん日 １１月９日（木） 

▼賞金  

  

 

 

 

 

＜（公財）東京都区市町村振興協会 ＞電話 03-5210-9945 
 

島嶼会館宿泊モニター募集 

■募集期間            平成２９年１０月２日（月）～１１月１０日（金） ※郵便の場合：必着 

■募集定員            ３０名以内（島しょ全町村） 

■応募資格            満２０歳以上の島嶼地域在住者（ただし、公務員、各議会議員、町村の行政委員を除く。）で、 

島嶼会館の運営に関心のある方（性別は問わない。） 

■宿泊モニターの業務    ① 島嶼会館の運営、サービス、施設に関する意見を述べること。 

② 事務局が依頼するアンケートに回答すること。 

③ その他、事務局が依頼する内容について意見を提出すること。 

■任 期                １年間 

■宿泊モニターの条件    任期期間中において１回以上島嶼会館に宿泊することが宿泊モニターになる条件です。 

■モニターが宿泊する場合の宿泊料の減免 

                 任期期間中に島嶼会館に宿泊したときは、宿泊モニター１人につき１泊までを限度として 

宿泊料の減免を受けることができます（１人１泊まで宿泊料が無料）。 

ただし、事前の申請が必要となります。 

■応募方法（※電話・ＦＡＸ不可） 

①郵便はがき  〒105-0022 港区海岸 1-4-15 島嶼会館２階 島嶼会館事務局 宿泊モニター受付係 

②インターネット島嶼会館ホームページ  

島嶼会館宿泊モニター申込みフォーム （https://ws.formzu.net/fgen/S92828173/） 

※詳しくは、島嶼会館事務局（東京都島嶼町村一部事務組合）03-3432-4961 

 
 

 

「個人住民税 第３期」及び「国民健康保険税 第３期」の納期限は以下のとおりです。 

 

平成 2９年度 個人住民税 第３期 平成 2９年 10 月 31 日（火） 

平成 2９年度 国民健康保険税 第３期 平成 2９年 11 月 30 日（木） 

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 

（企画財政係） 

【ハロウィンジャンボ】 

１等    ３億円

前後賞  各１億円            

２等    １０００万円 

３等     １００万円 ほか 

【ハロウィンジャンボミニ】 

１等    ３０００万円 

前後賞  １０００万円 

２等     ５０万円 

３等    １万円 ほか 
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図書館だより                  教育委員会 TEL9-0201 

   １１月１日より開館時間がかわります 

    午後３時～午後７時                         

                             ９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） 

８７人（０人） 

大人   ３７人（０人） 

小中学生 ４９人（０人） 

未就学児 １人（０人） 

貸出数 

図書１４冊 

(一般１３冊 児童書絵本

１冊) 

ビデオ・ＤＶＤ ０点 

都立協力貸出数 １２冊 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京文化財ウィーク 2017 

東京文化財ウィークは、より多くの皆様に文化財を身近に感じていただくために、都内にある約４７０件

の文化財を一斉に公開する事業です。青ヶ島でも文化財を公開します。  

   

都指定有形文化財 「紙本着色佐々木次郎太夫伊信肖像幷伝」 展示 

  １０月２８日（土）～１１月５日（日）     場所：青ヶ島村立図書館 

(図書館の開館時間中自由にご覧いただけます) 

都指定無形文化財  「青ヶ島の島踊り」 

１０月２９日（日） 午後２時～５時   場所：青ヶ島郷土芸能保存館 

(教育委員会)
 
 

平成２９年度青ヶ島村教育委員会 第５回定例会報告   ９月２５日（月）午後６時半～ 村役場会議室 

 

① 青ヶ島チャレンジ進学助成制度の発足 

高校を受験する際の交通費・宿泊費・受験料を助成し、中学生のチャレンジを応援します。 

② 青ヶ島村教育委員会処務規定の改正 

教育委員会事務局長職（総務課長兼任）を廃止しました。 

③ 図書館の開館時間の変更 

１１月１日より開館時間を、午後３時から午後７時とします。 

（その他の時間は、教育長室にお越しくださればできる限り対応しますので、お気軽にお申し出ください） 

第 6 回教育委員会定例会は、１０月２４日（火）の予定です。 

(教育委員会)

休館日   毎週土曜、毎週日曜、祝日 

（１０月２１日、２２日、２８日、２９日、 

１１月３日、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 

１１月１日より 午後３時から午後７時  
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インフルエンザ予防接種のお知らせ 

広報９月１５日号でお知らせした２回目の日程と、接種費用の助成について一部表記に誤りがありました。

ご迷惑をおかけしました。訂正して、改めておしらせいたします。 

 

【日程】 

第１回：  平成２９年１０月３０日（月）午後２時３０分～午後５時 

１０月３１日（火）午後２時３０分～午後５時 

１１月 １日（水）午後２時３０分～午後７時  (←この日のみ時間延長) 

第２回：  平成２９年１１月２９日（水）午後２時３０分～午後５時 

                

【費用】 

接種一人１回につき  ３歳以上 ￥２，５００   ３歳未満 ￥１，０００ 

 

予約された日時での実施にご協力ください。 

出島や体調不良などで予約の日時に接種できない場合は、直接診療所にご相談ください。 

 

《接種と助成の流れ》 

・予診票を持って予約した日時に診療所にお越しください。 

・接種後、費用をお支払いと、「青 ヶ島 村 インフルエンザワクチン接種費用助成申請書」を提出してくださ 

い。(「申請書」は接種後、助成対象の方にお渡しします。「申請書」には印鑑が必要です) 

  （診療費を口座振替にしている方は翌月末の引き落としとなります。「申請書」をご提出ください） 

・審査後、接種費用の一部を助成いたします    ３歳以上   ２，０００円助成(１回) 

３歳未満・６５歳以上は全額助成 

 

（*助成対象は青ヶ島村に住民登録のある方で、かつ村の債務を滞っていない方となります） 

(庶務民生係)

 

衆議院議員選挙・ 高裁判所裁判官国民審査 

投票日   １０月２２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 

 
投票日に予定のある方は期日前投票ができます 

１０月１１日（水）～２１日（土） 
午前８時３０分～午後８時  青ヶ島村役場 

 
７月１０日以降に住民票を移された方は旧住所地での投票となります 

（青ヶ島村選挙管理委員会）

  

お詫びと訂正 

広報あおがしま９月１５日号掲載 

『東京都 低賃金改定のお知らせ』の 

記事内において、改正の日付が 

「平成２８年１０月１日から」 

となっておりましたが 

「平成２９年１０月１日から」の誤りです。 

お詫びして訂正 

いたします。 
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平成 29 年度青ヶ島村健康診断のお知らせ 

 

村役場窓口にて予約をお願いします。 

【予約受付期間】 平成２９年１０月１６日（月）～１０月２７日（金） 

             ※期限内に必ずご予約ください。 

 

【日時】  平成２９年１２月１２日（火） 午後１時００分～午後５時３０分（受付終了） 

        平成２９年１２月１３日（水） 午前７時３０分～午前１１時３０分（受付終了） 

【会場】 おじゃれセンター・老人福祉館 

 

【実施する検診】  国民健康保険被保険者対象の特定健康診査 

がん検診（胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん・前立腺がん） 

腹部超音波検診 

肝炎ウイルス検診 

【対象となる方】  ２０歳～３９歳までで、青ヶ島村に住民票のある方 

４０歳から７４歳までで、青ヶ島村国民健康保険の被保険者の方 

４０歳以上で、生活保護受給者の方 

７５歳以上の長寿（後期高齢者）医療の被保険者の方                

 

※７月２０日に事業所健診を受けた方も、腹部超音波検査、各種がん検診、肝炎ウイルス検診は受診できます。 

※がん検診費用について（対象外の方は自己負担があります）前立腺、腹部超音波⇒４０歳以上無料 

肺、大腸、乳、胃⇒４０歳以上無料 

子宮がん⇒２０歳以上無料 

※今回日程での島内受診が困難な方については、ご相談ください。       

(庶務民生係)
 

☆理学療法士来島☆ 

１０月２５日（水）理学療法士の伊原さんが来島し、個別相談、健康教室を開催します。 

『個別相談』   （予約制です） 

「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。ご予約は村役場にご連絡ください。    

１０月２５日（水）  場所：おじゃれセンター２階   

① １３：００～１３：４５ ②１３：４５～１４：３０ ③１４：３０～１５：１５  

④ １５：１５～１６：００ ⑤１６：００～１６：４５ ⑥１６：４５～１７：３０                  

『健康教室』 

  １０月２５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。               (庶務民生係)
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今 月 の 保 健 福 祉    庶務民生係 9-0111 

 

保健師来島 

個別相談を希望される方はご連絡ください。 

 

１０月１５日（日）～１０月２１日（土）    

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。 

※定期接種対象の方には年度初めに通知しています。 

 

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～金曜日の午前９時～午後５時 

連絡先：島しょ保健所八丈出張所 電話 2-1291 

 

        
歯科診療      ～歯科診療は予約制です～ 

 

１０月２１日(土)－２４日（火）    １１月１１日(土）－１４日(火)    

         

 午前９時～午後１時 午後２時～午後５時(受付)   おじゃれセンター歯科診療室 

                 

 電話 9-0124（診療日以外のご連絡は 9-0221 または村役場まで） 
 

青ヶ島村 成人歯周病検診 2017 のご案内 

 

今年度は「口腔ケアで老化防止」をテーマとして指導、歯周病検診、簡易な処置を実施します。 

 

日時    １１月１１日(土)～１４日(火) 

            午前９時～午後１時 午後２時～午後５時 

対象    青ヶ島村在住・在勤の方 

費用    無料(健康保険証は不要です)  

受診方法 予約制。あらかじめ日時をご予約ください。 

担当医師 日本大学歯科病院 保存科  歯科医師 須田駿一 

      

      期間中通常の歯科診療も同時に実施しています 

 

ご予約・お問い合わせは電話 9-0124（診療日以外のご連絡は 9-0221 または村役場まで） 
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(調整金 4.5%） 10 月中の乗船運賃は次のとおりです｡

片道　　　　　　　　　大人 2,520円 小人 1,260円

往復 (青ヶ島からのみ 大人 3,280円 小人 1,640円

(調整金 5.4%） 11 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

10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

10月15日 16 17 18 19 20 21

配食サービス

転倒骨折
予防教室

みんなであそぼ
う

歯科診療

図書館休館 サウナ休館 図書館休館

22 23 24 25 26 27 28

歯科診療 歯科診療 歯科診療
理学療法士
個別相談
健康教室

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 11月1日 2 3 4
転倒骨折
予防教室

文化の日

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

総合防災訓練 交流会
転倒骨折
予防教室

歯科診療

成人歯周病検診

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

10月15日～
11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）

インフルエンザ予防接種

成人歯周病検診（11-14）

 

◇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11月1日(水)
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