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人口と世帯数 

令和元年 6 月 1 日現在 

世帯数 113 

人口 

男 99 人

女 71 人

計 170 人

5 月のふれあいサウナ利用状況 

入館者総数 264 人 

村民 54 大人 男 164 

村外 210 大人 女 86 

    子供 14 

5 月の交通実績 (カッコ内は外国人数) 

  船 ﾍﾘｺﾐｭｰﾀｰ 

来島者数 177（4）人  222（7）人 

出島者数 195（6）人  218（5）人 
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青ヶ島村総務課 

〒100-1701 

東京都青ヶ島村無番地 
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6 月 15 日号 

第 347 号 

青ヶ島村事業説明会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ．２ 

第４３回牛祭り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ．３ 

東京愛らんどフェア２０１９・・・・・・・・・・・・・・・ｐ．３ 

税のお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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 
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平成 31 年度青ヶ島村事業説明会 

令和元年５月１３日午後７時から老人福祉館において、平成３１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３１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、 ドックに限らず、対象の拡大をお願いしたい。 

A：この補助事業の当初の目的は、疾病の予防、医療費の抑制、島外への交通費の負担を軽くする、というものでした。 

へリの助成により、交通費の自己負担が以前より抑えられたこと、また、本来、受けていただきたい方への周知が行き届 

かず、趣旨からはずれた利用が目立ったこと、生活習慣病等自己管理に負うところが多い医療費（全ての医療費が自己 

管理に負うわけではありませんが）に対する公費負担には、公平性に欠く部分があるということなどから、予防に特化した 

制度への見直しをしたという経緯があります。再度の制度変更については、十分精査する必要があります。 

【大凸部駐車場について】 

Q：大凸部入り口に十分な駐車スペースの整備を。 

A：土地の買収も予定しており、Ｕターンもできるように設計しています。 

【村営住宅の整備について】 

Q：①耐震診断の結果についての説明がほしい。②長期的な計画とは。③順次建替えをする時の候補地、住宅については。 

④修繕を依頼しているので、きちんとやって欲しい。   

A：①昭和５７年以前に建築された村営住宅（７棟）については、５月１６日付「村営住宅耐震診断調査結果について」で居住者 

に報告済。②③１０年くらいをめどに計画。優先的な建て替えが必要と判断したのは３棟であり、この３棟の入居者の転居 

先を確保するため、今年度２戸を（児童公園跡地）建設予定。（公園については、別途建設予定地を検討中です。） 

④順次対応していきます。 

【車両進入禁止の箇所に置いてある車止めについて】 

Q：倒れていることが多い。簡易的なものでなく、しっかりしたものを置く方がよい。  

A：善処します。  

【ヘリのキャンセル料について】 

Q：６月１日から変更となるキャンセル料が高すぎる。飛行機が引き返した時など配慮をしてほしい。村からの働きかけを。 

A：村の事業ではなく、他島や東邦航空、島しょ振興公社等愛らんどシャトル全体にかかわることなので、ここでの回答は控え 

させていただきます。村からの要望はあげていきます。 

【街灯について】 

Q：村道等、街灯がきれているところがある。 Ａ：対処します。 

【衛生】 

Q：野ネコが増えてきている。  A：避妊手術助成事業や、ケージの貸出の活用を。  

【光回線への切り替えについて】 

Q：他島で光回線切断による混乱があったがその状況を踏まえ、対策は。   

Ａ：村では、光回線が不通になった際でも、必要 低限の行政サービスの提供と、診療所の機能に必要な数のＡＤＳＬ回線を 

残す予定です。 

【体育館の扇風機について】 

Q：昨年度に要望し、導入するという回答があったがどうなっているか？ 

Ａ：２台導入済。社会教育団体でも使用できます。 
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８月１０日（土）開催 

前夜祭・花火打ち上げ  

８月９日（金） 

 

！牛祭り実行委員会 実行委員募集･･････詳細は役場牛祭り担当まで。 

！露店出店受付･････････････････････露店を出店する方は、「牛祭り露店出店営業許可願い」を提出してください。

「許可願い」は役場窓口にて配布します。 

食品を扱う方は必ず衛生講習会にご参加ください。 

衛生講習会（予定）：７月１６日（火）午後７時 老人福祉館  （詳細はテロップでご案内します） 

！カナブン駆除にご協力ください（詳細は折込をご覧ください） 

 

 

令和元年青ヶ島村議会第 2 回定例会  6 月 6 日（木） 

"議案第 15 号"【原案可決】青ヶ島村離島高校生修学支援助成金交付条例の一部を改正する条例 

"議案第 16 号"【承認】青ヶ島村選挙管理補充委員の選挙について 

"議案第 17 号"【原案可決】平成 31 年度青ヶ島村一般会計補正予算（第 1 号） 

"報告第 3 号" 【承認】平成 30 年度青ヶ島村一般会計繰越明許費繰越について 

"報告第 4 号" 【承認】例月出納検査の結果について 

「東京愛らんどフェア２０１９」 出展の報告 

５月２４日（金）２５日（土） 有楽町駅前広場  （主催）公益財団法人島しょ振興公社 

 

 

伊豆諸島と小笠原諸島、福島県のブース、ステージ、キッチンカーなどが並

ぶ会場は、当日気温が３５度近くまで上がり、あわや猛暑日という天候でした

が、雨に降られることもなく多くのお客さんでにぎわいました。 

青ヶ島のブースでは、青酎、ひんぎゃの塩、島だれ、鬼辛、塩クッキー、 

塩ケーキ、T シャツなどを販売。各島の PR タイムでは、会場の都合で太鼓の

披露はできませんでしたが、青ヶ島の写真を見せながら、日々の暮らしや渡航

のむずかしさなどを話しました。 

今回は販売スタッフとして、青ヶ島出身高校生の参加もあり、来場者の

中には青ヶ島への旅行経験のある方、かつて働いていたことがあるという

方もいらして、青ヶ島への思いや励ましの声をきくこともできました。 

 

次回は９月２０日(金)、２１日(土) 新橋駅前 SL 広場での開催です。 

愛らんどフェアで商品を販売してみたい事業者の方、販売スタッフとし

て参加してみたい方は役場（観光担当）にお問い合わせください。 

（事業係） 
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平成３１年度 個人住民税・国民健康保険税 第１期納期限は７月１日です 

 

６月３日に、グレーの窓空き封筒又は水色の封筒で、納税通知書等を郵送しました。 

第１期納期限は７月１日（月）です。郵便局又は村役場で納付してください。 

口座振替をご利用のかたは７月１日に口座から引落しとなります。 

※納税通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。     （企画財政係） 

 
平成 30 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 30 年度の情報公開状況を次のとおり公表いたします。 

平成 30 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 6 件 

 開示決定件数 6 件(一部開示決定を含む) 

問合せ 東京都島嶼町村一部事務組合総務課庶務係  

担当 國分 電話 03-3432-4961 

平成 30 年度事業主健診について 

  【主に協会けんぽ・教職員共済組合の方】

 

事業主健診を下記のとおり予定しています。 

 

◆日程・場所 ７月 18 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・教職員

共済保険に加入している者、およびその被扶養者

◆内容 基本健診 

対象の方には事業者等から通知があります。 

 

            
5 月の図書館 

開館日数 19 日 

来館者数 
30 人 
（大人 10 人小中学生 19 人未就学児１人）

貸出数 
図書  ６冊(一般２冊 児童書絵本４冊) 
ビデオ・ＤＶＤ 0 点 

都立協力 
貸出数 

11 冊 

  

 

～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、村から現況届を送付しますので、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。  

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。 

（庶務民生係）

開館日・時間 

平日  

午前８時３０分～午後５時１５分 

（正午～午後１時 休館） 

休館日  土・日・祝 

（教育委員会）



令和元年 6 月 15 日発行 ・ 第 347 号 広報あおがしま 

-5-
 

 

              

 

 

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・送迎希望の方は、ご連絡下さい。 

 

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。 

月～金曜日の午前９時～午後５時 

島しょ保健所八丈出張所 電話 ２-１２９１ 

 

定期予防接種  

定期の予防接種は、年度の初めに村から保護者の方

にご案内を送付します。接種時期を確認のうえ、診

療所で接種日時を予約してください。   

 

保健師来島 

 ７月 9 日（火）～12 日（金） 

 青木智子保健師 

 交通機関の状況により変更することがあります 

 

 

 

平成 31 年度青ヶ島村 

国保特定健診・がん検診 

予約の日時におじゃれセンター受付にお越しくだ

さい 

【日時】   

6 月 29 日（土）  

午後１時００分～午後５時３０分（受付終了） 

6 月 30 日（日）  

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 

 

献血がつなぐ 命と優しさを      ７月は「愛の血液助け合い運動月間」です 

 
 

歯科診療  ～歯科診療は予約制です～ 

6 月 22 日(土)～25 日(火)  ７月  6 日(土)～ 9 日(火) 

   午前 9 時～午後 1 時 午後 2 時～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） 

 

 

島しょ精神保健福祉巡回相談（青ヶ島村）のご案内 

  

東京都立精神保健福祉センターの精神科医が来島し、こころの健康相談を行います。 

ご本人、ご家族、支援者のかたが対象です。 

事前予約制です。前日までに村役場（保健担当）または島しょ保健所八丈出張所にご連絡ください。 

 

日時：8 月 1 日（木）午前１０時から正午まで 

担当：東京都立精神保健福祉センター 所長 平賀正司（医師） 

 

～外出が困難、ほかの時間帯の相談を希望したいなど、ご事情のある方はご連絡ください～ 

島しょ保健所八丈出張所 保健指導担当 04996-2-1291 

 
 

 

 

庶務民生係 9-0111 
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日 月 火 水 木 金 土
6月15日

図書館休館

16 17 18 19 20 21 22

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

23 24 25 26 27 28 29

転倒骨折予防教室
がん検診
国保特定検診

歯科診療 歯科診療 歯科診療

老人クラブ
図書館休館 図書館休館

30 7月1日 2 3 4 5 6

がん検診
国保特定検診

転倒骨折予防教室 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

7 8 9 10 11 12 13

転倒骨折予防教室

歯科診療 歯科診療 歯科診療

図書館休館 図書館休館

14 15
海の日

図書館休館 図書館休館

6月15日～
７月15日

村役場　　　TEL04996-9-0111
教育委員会　TEL04996-9-0201
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）

意見箱に寄せられたご意見について

6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。

伊豆諸島開発(株)から乗船運賃等のお知らせ

・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。

・東京～八丈島～青ヶ島間の貨物運賃も併せて変動します｡

（調整金9.0％）6月中の運賃 片道 大人 2,690円小人 1,350円

往復 (青ヶ島からのみ) 大人 3,500円小人 1,750円

（調整金9.0％）7月中の運賃 片道 大人 2,690円 小人 1,350円

往復 (青ヶ島からのみ) 大人 3,500円 小人 1,750円

家畜飼料申込締切は ７月4日（木）です

◇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。

◇入荷当日の引き取りをお願いします。

村では放置された飼料の管理責任はもてません。

ご協力をお願いします。
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