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人口と世帯数 

令和２年３月１日現在 

世帯数 １１３ 

人口 

男 １００人 

女 ６８人 

計 １６８人 
１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 ４９（０）人 ２４２（２）人 

出島者数 ４３（０）人 ２５８（２）人 

２月のふれあいサウナ利用状況  

入館者総数２９２ 人   

村民 ８５ 大人 男 ２１１ 

村外 ２０７ 大人 女 ６４ 

    子供 １７ 
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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 

２月２４日 海の口明け  

漁協、船主らが安全と豊漁を祈願して大里神社へ鳥居を奉納  
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分別にご協力ください  ～引越し等で生じる不燃ごみの捨て方～ 

！！電池、バッテリー類は必ず外してください！！ 

 

 

 

 

  

 

 

【鉄箱に分別の表示をしています。分類に従って入れてください。】 

事業で排出するものは産廃として処分してください 

 

 

 

 

 

【鉄箱に投入できないもの】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様のご協力をお願いします。不明な点は、役場担当におたずねください。    （事業係） 

 
       

島嶼会館からのお知らせ      〈オリンピック期間中の島嶼会館宿泊予約について〉 

 

本年７月から 9 月にかけて東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。 

開催期間中は東京に多くの観光客が集中し宿泊施設の確保が難しくなることが予想されますが、島嶼会館 

では、オリンピック期間中も通常期と変わらず、島民の方を優先に予約を受付け、通常料金で運営します。 

予定がお決まりの方はお早めにご予約下さい。7 月の予約は 4 月 1 日から受付開始します。 

また、宿泊予定日近くでのキャンセルが大変多くなっております。キャンセルの連絡は早めにお願いします。 

 

小さなものは……岡部クリーンセンターの「小型不燃物」表示のあるところに置いてください。 

（例 台所用品、金具類、洗濯ハンガー、おもちゃ など） 

 
大型のものは……池之沢ストックヤード前の鉄箱に持込んでください。 

（例 小型家電、ガスコンロ、家具、金属の入ったマットレス など） 

 

金属ごみ 

鉄、アルミなど 

金属のみの物 

プラスチック類 

小型家電、おもち

ゃ、衣装ケースな

ど 

廃材      

家具などを解体 

した木材ごみ等 

その他    

ガラス、陶器類、 

分解できない 

    大型物 

発火・爆発の危険があるもの 等 

オイル・塗料等液体、消火器類、薬品類、バッテリー、 
スプレー類、リチウムイオン電池（充電式機器の電池）、 
タイヤ、パソコン  等 

家電リサイクル法によって定められたもの 

洗濯機、テレビ、エアコン、冷蔵庫 

収集日に回収する燃やすごみ、生ごみ 

クリーンセンターで回収している資源ごみ     

アルミ缶・スチール缶、びん類、段ボール、電球類・蛍光
灯、乾電池 など  

 

絶対に入れないでください 

処分は役場担当までご相談ください 

 

郵便局でリサイクル券を購入し、 

役場窓口で手続きをしてください 

収集日（月水金）の朝、 

指定の場所に出してください 

分別して岡部クリーンセンターに 

持ち込んでください 
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青ヶ島小学校での短期体験 
 
 
２月２１日、小笠原村母島小学校から来た小学４年生の児童１名が、青ヶ島小学校で短期体験を終え 

 島を離れました。およそ 1 か月の間、小学 4 年生の同級生とともに授業を受け、来島して翌日のマラソン

大会に始まり、島踊り講習会、国際交流会やフンクサなど多くの行事にも参加して、短期間ながら充実し

た時間を過ごしました。青ヶ島の子供たちにとっても、良い経験となりました。 

（教育委員会） 

 

～スクール・サポート・スタッフ募集～ 

青ヶ島小中学校で、学習プリント等の印刷や 

教員業務の補助をしてくださる方を募集します。 

 

１．応募資格： 青ヶ島在住で学校教育に理解のある方  

２．勤務場所： 青ヶ島小中学校 

３．勤務日時： 1日 4時間以内、月 20日以内  

４．期  間： 令和 2年 4月～令和 3年 3月 

５．募集人数： 1名 

６．募集期間： 令和 2年 3月 27 日まで 

           (教育委員会) 

2 月の図書館 

開館日数 １８日 

来館者数 
５４人 
（大人７小中学生４７未就学児 0） 

貸出数 
図書 ５冊 
(一般５冊 児童書絵本 0 冊) 
ビデオ・ＤＶＤ 0 点 

都立協力貸出 0 冊 

 

 

          
 
所得税の確定申告書提出期限が延長されました 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、国税庁より所得税の確定申告書提出期限 

の延長が発表されました。平成３１年（令和元年）分の所得税確定申告書の提出期限は、 

４月１６日（木）午後 5 時まで となり ます。提出先は芝税務署です。（村役場窓口でも受け付けます）。 

軽自動車等の廃車及び所有者変更等の手続きをお忘れなく 

   軽自動車税は４月１日現在の所有者に、「主たる定置場」として申告している自治体で課税されます。 

「使用していない」又は「所有者が変わった」、「転出の予定があり車を廃車・譲渡又は異動したい」 

というバイクや軽自動車については３月３１日までに手続きを行って下さい。 

平成３１年度 国民健康保険税の第４期納期限は、令和２年３月３１日（火）です 

期限内に郵便局又は村役場で納付してください。 

村税等の未納があると村からの助成金等の交付はできません。 

固定資産税にかかる土地、家屋の価格がご覧になれます 

土地価格等縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿は、村役場で縦覧することができます。 

縦覧できるのは、村内に所在する土地または家屋に対して課される固定資産税の納税者の方です。 

代理人が縦覧する際は、委任状が必要です。 

<期間> ４月１日(水)～６月１日(月) ※土、日、祝日を除く 

<時間> 午前８時３０分～午後５時<場所> 青ヶ島村役場        （企画財政係） 

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） 

休館日  土・日・祝 
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令和２年 
社会福祉協議会チャリティーバザー 

 

本年は軽食コーナーのみの開催となりました。 

皆様のご来場をお待ちしています。 

 

令和２年４月１２日（日） 午前１１時５０分～ おじゃれセンター 

※物品販売は行いません。 

出店者とボランティア募集 

 

 

 

 

 

 

 

申し込み・お問合せ 社会福祉協議会事務局（村役場内 TEL：9-0111） 

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

青ヶ島村社会福祉協議会では配食・見守り・サウナ送迎・（送迎サービス）といった事業、 

チャリティーバザーやチャリティー食堂のボランティア活動等を行っています。 

現在、理事として団体の運営に携わることのできる方、事業・ボランティア活動にご協力 

いただける方を募集中です。興味のある方はお気軽にお問合せ下さい。 

社会福祉協議会事務局（村役場内 TEL：9-0111） 

東京都シルバーパスのお知らせ－４月～９月・新規購入者用－ 

満７０歳以上の都民が対象で都営交通・都内を走行する民営バス等が利用できます。 

○申込方法  誕生月の初日（１日が誕生日の方は前月の初日）から申し込めます。 

 必要書類をご用意の上、最寄りのシルバーパス発行窓口（青ヶ島では村役場窓口）  

にお申し込みください。 

○対象者・費用   都内に住民登録されている満７０歳以上の方（寝たきりの方を除く。） 

対象者 費用 

① 令和2年度住民税「課税」で、③以外の方。全額(20,510円)の1/2：期間が短いため 10,255円 

② 令和2年度住民税「非課税」の方 
1,000円 

③ 令和2年度の住民税「課税」で、元年の合計所得金額が125万円以下の方 

○必要書類 ■全員 本人確認書類（保険証、運転免許証等）■②③の方は次のア～ウのうちい

ずれか 1 点が必要です 

ア「介護保険料納入（決定）通知書」イ「住民税非課税/課税証明書」ウ「生活保護受給証明書」      

一般社団法人東京バス協会シルバーパス専用電話 03(5308)6950 午前９時～午後５時（平日） 

福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課振興担当  03(5320)4275 

１ 出店者(軽食コーナー) 

準備から販売まですべて可能な方 

（委託販売希望の方はご相談下さい） 

・出店受付：３/１９（木）～３/３１（火） 

２ 前日･当日のボランティア 

前日 会場準備、軽食等の仕込み 

当日 会場でのお手伝い 

都合のよい時間帯だけでも可 

・ボランティア受付：３/１９（木）～４/３（金） 
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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４月 20 日～24 日(予定) 

交通機関の状況により変更することがあります。 

  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 

  
新型コロナウイルス感染症受診相談窓口 

平日(午前９時～午後５時)      島しょ保健所八丈出張所  04996-2-1291 

平日午後５時～午前９時、土日祝   都電話相談センター   03-5320-4592 

 

感染を疑う状況や症状があるときはいきなり受診をせずに 

診療所に電話でご連絡ください 04996-9-0123 

 
 

歯科診療 予約制   ３月２１日(土)～２４日(火)  ４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・連絡は村役場 9-0221 へ）  
 
 

 
令和２年度 青ヶ島診療所 専門診療 

 

 耳鼻咽喉科  ４月１４日(火)  武蔵野赤十字病院 

日程：4 月 14 日（火） 

午前１０時３０分～午後１時（最終受付 12 時 50 分）  

午後 ２時００分～午後５時（最終受付 ４時５０分） ※2:15～3:35 小中学生検診予定 

 整 形 外 科  ４月２０日(月)～２１日(火) 大森赤十字病院 

日程：4 月 20 日（月）午前１０時３０分～午後１時  午後２時～午後５時  

4 月 21 日（火）午前 ９時００分～午後１時  午後２時～午後５時 

  眼 科    日程調整中 

☆交通機関の状況によっては日程が変更になることがあります。 

☆当日は保育園・学校検診もおこないます。このため時間帯によりお待ちいただくこともあります。 

詳しくは看護師にお尋ねください。 

 
離婚時の年金分割制度について 

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。離婚

後 2 年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに、年金事務所または年金相談センターまでご相

談ください。港年金事務所：港区浜松町 1-10-14 住友東新橋ビル 3 号館  電話 03-5401-5649 

 

こまめな手洗いを 

心がけましょう 
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日 月 火 水 木 金 土
3月15日 16 17 18 19 20 21

春分の日
学校卒業式

配食サービス 転倒骨折予防教室

歯科診療

図書館休館 サウナ休館 図書館休館 図書館休館

22 23 24 25 26 27 28

保育園卒園式 学校修了式・離任式

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 老人クラブ 図書館休館

29 30 31 ４月１日 2 3 4

転倒骨折予防教室

図書館休館 サウナ休館 老人クラブ 図書館休館

5 6 7 8 9 10 11

学校入学式
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 16

チャリティーバザー 確定申告〆切
歯科診療 歯科診療 歯科診療 配食サービス 転倒骨折予防教室

耳鼻咽喉科
専門診療

図書館休館 サウナ休館

3月15日～
4月16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4月１日(水)です
◇締切日を守って注文してください｡

◇申込用紙は注文者がご記入ください。

◇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

３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

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｡

３月中の運賃

片道 大人 2,700円小人 1,350円
往復※ 大人 3,510円小人 1,760円
４月中の運賃

片道 大人 2,740円小人 1,370円
往復※ 大人 3,570円小人 1,790円
※往復運賃は青ヶ島からのみ適用
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