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人口と世帯数 

令和元年１１月１日現在 

世帯数 １１２ 

人口 

男 ９７人 

女 ７０人 

計 １６７人 
１０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 １６６（３）人 ２２７（６）人 

出島者数 １３３（３）人 ２０５（２）人 

１０月のふれあいサウナ利用状況  

入館者総数 １９７ 人   

村民 ５３ 大人 男 １４１ 

村外 １４４ 大人 女 ４９ 

    子供 ７ 
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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 

10 月 27 日 秋のウォーキング大会 

ゴミ拾いの成果とともに集合 
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チャリティー食堂、秋のウォーキング大会へのご参加・ご協力ありがとうございました 

    

１０月２７日（日）「チャリティー食堂」「秋のウォーキング大会」を開催しました。 

 

午前中は、「秋のウォーキング大会」。 

２5 名の参加者が５チームに分かれ、池の沢でゴミを拾いながらウォーキング。拾った缶やペットボ 

トルの数（１本１点）を得点として、１９６点を獲得したチームがみごと優勝しました。勝負だけでなく、 

親子での参加あり、参加者どうし普段はあまり会わない方との会話あり、楽しい交流の場になりました。 

ウォーキング大会をきっかけに島内美化意識の向上のきっかけとなれば幸いです。 

午後からおじゃれセンターで開店した「チャリティー食堂」は、新メニューのかき揚げ、今川焼、おな

じみの焼きそば、親子丼、からあげなど、どのメニューも大変好評でした。用意した食数はほぼ完売しま

した。 

春のチャリティーバザー、秋のチャリティー食堂の売り上げと寄付金から 91,917 円を「令和元年台風

１５号により被災した町村に対する義援金」へ送ります。 

社会福祉協議会では今後も皆さまのご意見を取り入れて、よりよい催しを企画していきたいと考えて 

います。食材のご提供、当日の運営ボランティア、ならびに参加者の皆様、ご協力ありがとうございまし

た。 

（青ヶ島村社会福祉協議会） 
 

 

 

平成３１年度 国民健康保険税の納付について 

国民健康保険税の第３期納期限は１２月２日（月）です。郵便局又は村役場で、期限内に

納付してください。口座振替のかたは納期限に引き落としができるようご準備願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (企画財政係) 

12 月は「オール東京滞納ＳＴＯＰ強化月間」です 

 東京都と区市町村では、安定した税収と納税の公平

性確保を目指して、納期内納税の呼びかけや滞納者へ

の催告、差押えやタイヤロック等の滞納処分など、多

様な徴収対策に取り組んでいます。 

納期内納税にご協力をお願いします！ 

税金の種類 23区内 多摩・島しょ地域

個人住民税 各区役所 各市役所・町村役場

個人事業税

固定資産税・都市計画税 各都税事務所 各市役所・町村役場

自動車税

軽自動車税 各区役所 各市役所・町村役場

各都税事務所・各支庁（島しょ地域）

各都税事務所・各支庁（島しょ地域）

詳細は納税通知書等により確認して下さい。 

お問い合わせ 青ヶ島村 総務課   ０４９９６－９－０１１１ 
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NTT 東日本（東日本電信電話株式会社）による光サービス相談会について 

 

  現在実施している、東京都による青ヶ島－八丈島間の光海底ケーブル敷設工事は、2020 年 3 月 

に完了の予定です。 

敷設工事の完了後、各種通信試験などを終えた後、青ヶ島での光サービスの提供が開始されます。 

 

  サービス提供開始にあたり光サービス提供事業者の NTT 東日本による、光サービス相談会を下記の 

日程で実施します。サービスの内容や料金、宅内工事等、ご不明な点は、ぜひこの機会にご相談ください。 

 

  日時 ： 1 日目 １２月７日（土） 午後 1 時３０分～午後 6 時  

２日目 １２月８日（日） 午前１０時～正午 

午後１時３０分～午後５時 

  場所 ： 老人福祉館 

 

※光サービス開始の正式な日程は別途ご案内します。 

※相談は、先着順の受付となります。お待ちいただく場合もあります。 

(企画財政係) 

 

 

第 16 回くらしの法律税金相談 

 

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、くらしの法律税金相談会を開催します。 

 法律や登記、税金など何でも結構です。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 23 日（土）午前 11 時～午後 4 時   

会場 老人福祉館 

 

*相談の事前予約も受け付けます。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できます。 

事前にご連絡いただければ、時間外の相談（当日の夕方

や夜）も可能です。 

 

お問い合わせ先   

NPO 司法過疎サポートネットワーク 03-5919-3530  

担当 弁護士 小海範亮(こかいのりあき) 

 

令和元年 TOKYO 交通安全キャンペーン 

 

～世界一の交通安全都市 TOKYO を目指して～ 

令和元年１２月１日（日）～１２月７日（土） 

 

 

子供と高齢者の安全な通行の確保 

高齢運転者の交通事故防止 

自転車の交通事故防止 

二輪車の交通事故防止 

飲酒運転の根絶 

違法駐車対策の推進 

   

(東京都都民安全推進本部 交通安全課) 
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10 月の図書館 

開館日数 22 日 

来館者数 
79 人 
（大人 10 人 小中学生 68 人 

未就学児 1 人） 

貸出数 
図書 12 冊(一般 12 冊 児童書
絵本 0 冊)ビデオ・ＤＶＤ 0 点 

都立協力貸出数 0 冊 

 

  

 

みんなで築こう人権の世紀 

第 71 回人権週間 

12 月 4 日～12 月 10 日 

 

考えよう相手の気持ち 

未来へつなげよう 違いを認め合う心 

 

みんなの人権 110 番（全国共通） 

0570-003-110 

子どもの人権 110 番（全国共通・通話料無料） 

0120-007-110 

女性の人権ホットライン （全国共通） 

0570-070-810 

 

 
    

  歯科診療室より       令和元年度 歯周病検診を終えて   

 

日本大学歯学部付属歯科病院 寺井理沙 

 

実施期間  １０月２６日～３０日   

受診者数  ２７名（男性１２名 女性１５名）  

                      

 

  １０月２６日からの５日間、歯周病検診を実施しました。 

今回は「徹底的に歯石除去コースと、口腔内ケアとしみるところもしっかり治そうコースで、お口の問題

を解決しよう！」をテーマに皆様の口腔内の現状を診察し、ケアを行いました。今回は２０歳代〜７０歳

代まで幅広い層の方が受診されました。 

 

   お口の中のトラブルの多くは細菌によるものです。 

歯垢の中には高密度の細菌が存在すると言われており、また歯周病菌が糖尿病や誤嚥性肺炎などの全身疾

患や低体重児出産に関係することは有名な話です。 

今回の検診では、しっかりと歯垢・歯石の除去を行った上で、テーマの一つでもある「しみる」部位を

検査しました。その結果、受診者の３７％の方に、虫歯や知覚過敏などを含む、すぐに治療が必要な歯の

疾患が発見されました。歯科疾患の早期発見・早期治療は、歯を長持ちさせるためには大変有効です。 

歯の疾患のみならず、全身を考えた口腔内の健康のために、今後も幅広くお役に立てればと思います。 

 

          

（教育委員会） 

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） 

休館日  土・日・祝 
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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。 

 

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

ご案内を送付しています 。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      

 12 月 3 日(火)～6 日(金) 

   乳幼児健診・ひよこママクラブなど 

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 午前９時～午後５時 

島しょ保健所八丈出張所 電話 ２-１２９１  

  

青ヶ島診療所 眼科専門診療    

専門医が来島し、専門診療を実施します。(予約は必要ありません) 

日時： 12 月 5 日(木) 

10:30～13:00【受付終了 12:50】 14:00～17:00【受付終了 16:50】 

12 月 6 日(金) 

09:00～13:00【受付終了 12:50】 14:00～17:00【受付終了 16:50】 

(青ヶ島診療所) 

 
 

歯科診療  ～予約制～     

 11 月 23 日(土)～26 日(火) 12 月 14 日(土)～18 日(水) 

   年内の歯科診療は 12 月１８日が最終です。1 月は少し間が空き 1 月 11 日からです。 

年末年始を快適に過ごせるよう症状がある方は早めに受診しましょう。 

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 04996-9-0124（診療日以外の予約・連絡は 9-0221 へ） 

 
 

 

寒さがいっそう厳しくなるこの時期は、空気が乾燥することも相まって、ノロウイルスなどによる 

胃腸炎やインフルエンザ、風邪が流行しやすい季節です。 

 

予防のため、手洗い・うがい、マスク着用を心がけましょう。 

食事・睡眠に気を付け、ウイルスに負けない体を作りましょう。 

こまめに水分を取り、よく休養しましょう。 

 

頭痛、咳・たん、嘔吐、下痢などの症状が強い場合は受診をお勧めします。 

症状がつらいときは我慢せず、診療所にご相談ください。 

 

 

～診療所から～ 
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日 月 火 水 木 金 土
11月15日 16

図書館休館

17 18 19 20 21 22 23
勤労感謝の日

配食サービス 転倒骨折予防教室

歯科診療
くらしの法律相談

図書館休館 サウナ休館 図書館休館

24 25 26 27 28 29 30

転倒骨折予防教室

歯科診療 歯科診療 歯科診療 事業主検診

図書館休館 老人クラブ 図書館休館

12月1日 2 3 4 5 6 7

村議会定例会
転倒骨折予防教室

眼科専門診療 眼科専門診療

図書館休館 サウナ休館 老人クラブ 図書館休館

8 9 10 11 12 13 14

配食サービス 転倒骨折予防教室

歯科診療

図書館休館 図書館休館

15

歯科診療

（18日まで）

図書館休館

11月15日～
12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

１１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。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｡

11月中の運賃

片道 大人 2670円小人1340 円
往復 (青ヶ島からのみ) 大人 3480円小人 1740円
12月中の運賃

片道 大人2670 円小人 1340円
往復 (青ヶ島からのみ) 大人 3480円小人1740 円

家畜飼料申込締切 12月4日
◇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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