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人口と世帯数 

令和元年１２月１日現在 

世帯数 １１２ 

人口 

男 ９７人 

女 ７０人 

計 １６７人 
１１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 ９５（１）人 ２７２（４）人 

出島者数 １２３（０）人 ２７８（６）人 

１１月のふれあいサウナ利用状況  

入館者総数 ２８０人   

村民 ７２ 大人 男 ２１７ 

村外 ２０８ 大人 女 ５６ 

    子供 ７ 

 

広報 

あ

お

が
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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 

 

2019 
12月 15日号 

第 353号 

 
 

平成３０年度青ヶ島村一般会計決算・・・・・・・・・・・・・・・・P.2 

第４４回牛まつり日程について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3 

図書館だより・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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 

神子浦（みこのうら）展望台 

昨年リニューアルしました。双眼鏡は自由に使えます。 
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  歳入 歳出 

国民健康保険事業特別会計 64,468  49,764  

国民健康保険事業診療特別会計 64,532  57,463  

介護保険事業特別会計 25,821  20,699  

介護サービス事業特別会計 534  0  

簡易水道事業特別会計 163,747  132,114  

合併処理浄化槽事業特別会計 24,157  7,199  

後期高齢者医療事業特別会計 6,498  3,200  

合計 349,757  270,439  

(単位 千円） 

  

 

 
 

平成 31 年青ヶ島村議会第 4 回定例会 １２月 5 日(木) 

"議案第 23 号"【承認】  専決処分の承認を求めることについて  

"議案第 24 号"【原案可決】青ヶ島村税条例の一部を改正する条例  

"議案第 25 号"【原案可決】職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

"議案第 26 号"【原案可決】青ヶ島村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例   

"議案第 27 号"【原案可決】地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

"議案第 28 号"【原案可決】青ヶ島村印鑑条例の一部を改正する条例  

"議案第 29 号"【承認】   平成 31 年度青ヶ島村単独住宅建設工事（公園跡地）工事請負契約の承認について 

"議案第 30 号"【承認】  平成 31 年度青ヶ島村一般会計補正予算（第３号） 

"議案第 31 号"【承認】  平成 30 年度青ヶ島村一般会計決算書  

"議案第 32 号"【承認】  平成 30 年度青ヶ島村国民健康保険特別会計（事業勘定）決算書 

"議案第 33 号"【承認】  平成 30 年度青ヶ島村国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）決算書  

"議案第 34 号"【承認】  平成 30 年度青ヶ島村介護保険事業特別会計（保健事業勘定） 

"議案第 35 号"【承認】  平成 30 年度青ヶ島村介護サービス事業特別会計決算書  

"議案第 36 号"【承認】  平成 30 年度青ヶ島村簡易水道事業特別会計決算書  

"議案第 37 号"【承認】  平成 30 年度青ヶ島村合併処理浄化槽事業特別会計決算書  

"議案第 38 号"【承認】  平成 30 年度青ヶ島村後期高齢者医療事業特別会計決算書   

 
 

工事のおしらせ 児童公園跡地及び新規の公園設置について 
・児童公園跡地は、１２月より住宅建設が始まります。 

    期間：令和元年１２月中旬～令和２年５月末日 
なお、新しい公園については、保育園上の住宅取り壊し跡地に設置を検討しています。 

 

平成 30 年度 青ヶ島村一般会計決算 

平成 30 年度一般会計決算は、前年度に比べ歳入は

1 億 2,141 万 1 千円、歳出は 1,011 万 2 千円の増額と

なりました。 

歳出は、前年度とほぼ横ばいです。平成３０年度の

主要な事業は島内光回線網敷設工事や池之沢東屋な

どの改修工事です。 
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２０２０年(令和２年) 第４４回牛祭り日程について 

▼令和２年７月１９日(日)に決定！！▼ 

▼前夜祭 ７月１８日（土）▼ 

 

牛まつり実行委員会では、第 44 回牛祭りの開催日程について、東京オリンピックの開催や、

村内の行事、また数年来続く台風の影響と住民の参加しやすい時期などを検討し、7 月開催とい

たしました。 

第 45 回(2021 年)以降の牛祭り日程については第 44 回牛祭りの実施を踏まえ調整、検討と

します。日程変更につきましてご理解、ご協力をお願いします 

（牛まつり実行委員会事務局） 

 

 

 

平成３１年度 固定資産税 

固定資産税の第３期納期限は１２月２５日（水）です。 

郵便局又は村役場で、期限内に納付してください。 

口座振替ご利用の方は引き落としができるようご用意ください。 

給与支払報告書の提出   

  平成３１年（令和元年）中に、給料、賃金等の給与を支払った雇用者の方は、令和２年１月３１日（金）までに 

「給与支払報告書」を提出してください。アルバイトや退職者などの給与支払報告書も、必ず提出をお願いします。 

 給与支払報告書の用紙が必要な雇用者の方は、村役場までお越しください。 

 

確定申告出張相談会 

芝税務署の職員による無料相談会を行います。 

申告書提出、申告、税についての相談、ID・パスワードの発行など。 

          日時： 令和２年２月１３日（木）   午前１１時～正午  午後１時～午後４時 

          会場： 老人福祉館 

申告書等各種用紙は、１月下旬に村役場へ届きます。必要な方は村役場までお越しください。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

税金・保険料及び各種料金の納付は、口座振替をおすすめします 

口座振替にすると  １．便利です！ … 納期ごとに金融機関や村役場へ足を運ぶ手間が省けます。 

               ２．確実です！ … 納め忘れがなくなります。 

               ３．簡単です！ … 通帳と印鑑を持って郵便局でお手続き。 

税金、保険料及び各種料金の納め忘れがあると、村からの助成を受けられないことがあります。 

口座振替にすると便利で安心です。是非ご利用ください。 

～青ヶ島村で口座振替のご利用可能な料金等一覧から 

         軽自動車税、個人住民税、国民健康保険税、固定資産税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 

         水道・浄化槽料金、診療費、住宅使用料、テレビ組合費、給食費、保育関連費 

         保冷施設利用料、船舶貨物運賃、農業機械等使用料、家畜飼料・肥料代金 

２/１3 

1/31 

12/25 

（企画財政係） 
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11 月の図書館 

開館日数 20 日 

来館者数 
45 人 
（大人7小中学生38未就学児0） 

貸出数 
図書 7冊(一般7冊 児童書絵本
7 冊)ビデオ・ＤＶＤ 0 点 

都立協力貸出 0 冊 

   
医療券（気管支ぜん息等）の更新を忘れずに 

大気汚染医療費助成制度 
 

都内に１年（３歳未満は６カ月）以上在住の１８
歳未満で気管支ぜん息等に罹患しているなど、要件
を満たす方に対して、認定疾病に係る医療費（保険
適用後の自己負担分）を助成しています。 

有効期間満了後も引き続き助成を受けるためには
更新手続きが必要です。有効期間満了の１カ月前を
目安に区市町村の窓口で手続きをしてください。 
もも色の医療券をお持ちの方は、有効期間満了まで
に更新手続きを行わない場合、資格喪失となり再度
認定を受けられなくなります。 

 
詳細はホームページへ。 
問合せは区市町村窓口 
又は福祉保健局環境保健衛生課 
☎０３（５３２０）４４９１ 

 

 

小中学校公開音楽会   ～声楽クラシックコンサート～ 

日時 １２月１８日（水） 午後１時 20 分～２時 05 分 

場所 学校多目的ホール 

講師 藤原歌劇団    清水 理恵 先生 ・ 所谷 直生 先生 

          東京音楽大学非常勤講師 八木 智子 先生 

     

国際文化交流   ～韓国の伝統芸能、青ヶ島の郷土芸能との共同創作活動～ 

日時 １２月１９日（木）午後１時 20 分～２時 20 分 

１２月２１日（土）午前８時 20 分～11 時 10 分 

場所 学校多目的ホール 

講師 韓国伝統芸能・農楽（ムンプル）伝承者  

チェ ジェチョル 先生  イム スンファン 先生 

 

年金生活者支援給付金の手続きをお忘れなく！ 

年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。 

■１０月から始まった年金生活者支援給付金については、 

９月以降に請求手続きのご案内を日本年金機構から送付しています。 

※ご案内が届いていない場合でも、世帯構成等が変更となった場合などは受給できることがあります。 

■手続きが遅れると、１０月分からの給付金を受け取ることができなくなってしまいます。 

      お早めに請求書（はがき）をご提出ください。 

詳しくは、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせください 

『給付金専用ダイヤル』：０５７０－０５－４０９２（ナビダイヤル） 

 

 日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意下さい。 

日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません 

 

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 

（教育委員会） 

学校から 

おしらせ 

（小中学校） 
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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      

   令和 2 年 1 月 14 日～17 日(予定) 

  乳幼児健診・ひよこママクラブなど 

  個別相談を希望される方はご連絡ください。 

   

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 午前９時～午後５時 

島しょ保健所八丈出張所 電話 ２-１２９１ 

  

  国保特定健診・住民がん検診申し込みの受付は１２月２６日(木)までです    
令和２年２月１５日(土)・１６日(日)実施  
今月号折込の案内をご確認のうえ、申し込み・予約をお忘れなく。 

 
 

歯科診療 予約制  

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 

12 月 14 日(土)～18 日(水)  2020 年 1 月 11 日(土)～14 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 04996-9-0124（診療日以外の予約・連絡は 9-0221 へ） 

 
 

休診期間中の急患受診は 電話 04996-9-0123  にご連絡ください 

今年の年末年始は、休診日が長くなります 

 ・定期受診中の方は、医師と相談の上、日程を調整してください。 

・薬局、郵便局が休みとなるため、薬が届くまでの日数が通常より長くかかります。 

普段使用している薬が不足しないようご注意ください。 

 ＜休診日＞ 12 月 28 日(土)～１月 5 日(日) 

2019 年 12 月 2020 年 1 月 

27 

(金) 

28 

(土) 

29 

(日) 

30 

(月) 

31 

(火) 

1 

(水) 

2 

(木) 

3 

(金) 

4 

(土) 

5 

(日) 

6 

(月) 

〇 休診 〇 

・診療時間外の急患発生時は、診療所に電話をかけると電話が転送され、医師または看護師が対応します。 

・患者処置中などで、すぐに電話対応ができないことがあります。電話が取れないときは診療所から 

折り返しご連絡します。 

・緊急性が低く状態が落ち着いていると医師が判断した場合は、平日の受診をお願いすることもあります。 

～診療所入口前の駐車について～ 

   診療所前のタイル部分への長時間の駐車はご遠慮ください。 

  （診療所前への送迎車、搬送車の乗り入れの妨げとなります。ご協力をお願いします。） 

 

 

～診療所からお願い～ 
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日 月 火 水 木 金 土
12月15日 16 17 18 19 20 21

転倒骨折予防教室 交流会

歯科診療 歯科診療 歯科診療 歯科診療 みんなであそぼう
小中学校

公開音楽会
小中学校

国際文化交流会
小中学校

国際文化交流会

図書館休館 サウナ休館 図書館休館

22 23 24 25 26 27 28

御用納
転倒骨折予防教室

図書館休館 図書館休館

29 30 31 1月1日 ２ 3 4
元日

サウナ休館 サウナ休館 サウナ休館 サウナ休館
図書館休館 図書館休館 図書館休館 図書館休館 図書館休館 図書館休館 図書館休館

5 6 7 8 9 10 11

御用始
交流会 転倒骨折予防教室

歯科診療

図書館休館 図書館休館

12 13 14 15
成人の日

配食サービス

歯科診療 歯科診療 歯科診療

図書館休館 図書館休館 サウナ休館

12月15日～
1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）

家畜飼料申込締切は １月８日(水)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。

意見箱に寄せられたご意見について

１２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｡

12月中の運賃

片道 大人 2,670円小人 1,340円
往復※ 大人 3,480円小人 1,740円

1月中の運賃

片道 大人 2,670円小人1,340円
往復※ 大人3,480 円小人1,740円
※往復運賃は青ヶ島からのみ適用
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