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人口と世帯数 

令和２年１１月１日現在 

世帯数 １１０ 

人口 

男 ９５人 

女 ６８人 

計 １６３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 ６２（０）人 ２２２（０）人 

出島者数 ５２（０）人 ２１２（０）人 

１０月のふれあいサウナ利用状況 

入館者総数 187 人   

村民 66 大人 男 104 

村外 121 大人 女 73 

    子供  10 
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aogashima@vill.aogashima.tokyo.jp 
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平成 31 年度一般会計決算 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年度特別会計決算            （単位：千円） 

  歳入 歳出 

国民健康保険事業特別会計 48,585  26,569  

国民健康保険事業診療特別会計 56,394  43,472  

介護保険事業特別会計 25,947  20,644  

介護サービス事業特別会計 534  0  

簡易水道事業特別会計 151,850  81,935  

合併処理浄化槽事業特別会計 35,107  9,097  

後期高齢者医療事業特別会計 6,633  2,209  

合計 325,050  183,926  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(企画財政係) 
 

 
令和２年 秋の叙勲 

元村長佐々木宏さんが、令和２年秋の叙勲「旭日小綬章」を受章されました。 

佐々木宏さんは平成元年から三期にわたり青ヶ島村長を務め、長年の自治功労に対する功績が認められ 

今回の受章となりました。  

 
 
令和 3 年 消防団出初式 

令和 3 年  消防団出初式は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とします。 

 
    
 

令和２年青ヶ島村議会第４回定例会について 

令和２年１２月１０日（木）  午前９時～  青ヶ島村役場２階 議会室 

※傍聴を希望する方は受付を済ませてから議会室へお入りください。 

※マスクの着用と手指消毒にご協力お願いします。             

   （議会事務局） 

 

平成 31 年度一般会計決算は、前年度に比べ 

歳入は 1 億 3,958 万 2 千円 

歳出は 1 億 8,652 万 7 千円 の増額となりました。 

平成 31 年度の主な事業は、 

単独住宅建設、大凸部・尾山展望公園道路整備です。 
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人権週間  １２月４日～１０日  

 
 
 税金納期限について 
 

令和２年度 国民健康保険税の第３期納期限は、１１月３０日（月）です。 
村役場または郵便局窓口にて、期限内に納付してください。 
 

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

 
 
 

(企画財政係) 
 
 
 
  令和２年度 村教育委員会第６回定例会     令和２年１０月２９日（木） 

議案第 1 号   議決  聖火リレーミニセレブレーション実施概要（案）について 

議案第 2 号   議決  青ヶ島村立学校における食育の推進に関する指針（案）について 

報告第 1 号  －    聖火リレートーチの巡回展示について 

報告第 2 号  －    学校給食について 

報告第 3 号  －    第３回学校運営協議会の実施状況について 

報告第 4 号  －    令和２年度学習発表会について 

次回開催予定：１１月２６日（木）        （教育委員会） 

 

１０月の図書館 

開館日数 ２２日 
来館者数 １０人(大人１０小中学生０) 
貸出数 １２(一般１０児童・絵本２) 
都立協力貸出 ０ 

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

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！ 

  納税のご相談窓口  

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 

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）
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日々の生活に欠かせない家電製品、いわゆる「家電 4 品目」については「特定家庭用機器再商品化法」 

(通称 家電リサイクル法)によって適切な処理をすることが義務付けられています。 

今回は青ヶ島で家電を処分する際の流れについて簡単にご紹介します。 

     
対象品目 

□エアコン(室外機)   □洗濯機(乾燥機)  □テレビ(ブラウン管/液晶/プラズマ) □冷蔵庫（冷凍庫）    

 

 

 

※業務用は対象外です。業務用のエアコン、冷蔵庫等の処分についてはお問い合わせください。 

 
１.郵便局で家電リサイクル券を購入する 

・金額は、品目・サイズによって異なります 

・購入時は↓の情報が必要です。メモを取って郵便局へ。 

           □ 品目(テレビはブラウン管、液晶・プラズマの区別) □ 製造メーカー 

□ 画面サイズ(テレビ)      □ 内容積(冷蔵庫・冷凍庫) 

 ２.村役場で処理料金を納付する 

        ・リサイクル券をお持ちください。 

・処理料金（村で廃家電を保管し、島外に搬出するための費用）を納付してください。 

・役場で保管拠点への搬入についてご案内します。 

3.保管拠点へ搬入する 

       ・手続き前の持ち込みはしないでください。 

       ・ご自身で搬入できない方は、運搬を申し込むこともできます（※手数料 1 台につき 1500 円 2 台めから 500 円） 

★家電製品にはフロンガス等有害物質が含まれることや、希少金属の再利用などが見込まれることから 

家電リサイクルシステムが運用されています。                            (事業係) 
 

健康診断を受けましょう！  こんにちは、保健師です。 

みなさん、年に 1 度の健康診断とがん検診を受けていますか？ 

車は安全に走るために、日々の点検や、車検を行います。ガタガタと異音のする状態で走るのは、怖いですよね。 

私たちの体は、車よりもっともっと複雑。 定期点検とケアが必要です。 

日々の食事や運動（または運動不足）、お酒やたばこは自分の体にどのように影響しているでしょうか？ 

健康診断はその影響をたしかめ、「変化のサイン」をキャッチする機会であり、 

「次の一年をより元気で過ごすためにどうしたらいいのか？」 

を立ち止まって考えるチャンスです。機会を逃さずに、健康診断を受けましょう。 

 

～今年度の健診予定～ 

協会けんぽ、教職員            11 月 26 日(木) 

国民健康保険、市町村職員共済組合  令和 3 年 ２月２１(日)・２２日（月） 

住民がん検診                     令和 3 年 ２月２１(日)・２２日（月） 

   ・詳しくは各保険者などからのお知らせを確認してください。 

・がん検診・国保特定健診の申し込みは、１２月 1５日まで村役場で受け付けています。 

青ヶ島村ごみの捨て方⑦  家電を捨てる時  

 

健診は・・・ 
☆「変化のサイン」発見のチャンス！ 
☆食事、運動、休養、たばこ、お酒 

など生活習慣を整えるチャンス！ 

☆1 年間がんばった自分への 

ねぎらいと未来のために 

受診しましょう 
 

 ご不明な点は 

お問い合わせ 

ください 



令和２年１１月１５日発行 ・ 第３６４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 

毎週木曜日 午前 10 時から 

おじゃれセンター2 階 

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います。  

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 

      

保健師来島 

12 月日程未定 

定期予防接種・乳幼児健診  

・定期の予防接種は、年度の初めに村から保護者、 

対象者の方に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。 

・乳幼児健診は個別にお知らせを送付します。  

 

 

こころとからだの健康相談（住民健康相談） ～まずは保健師とお話ししてみませんか？～ 

ご自身やご家族の健康のこと、悩みや心配事、育児についてなど。 

保健師の来島期間中、個別の相談を行っています。相談希望の方は、保健師に直接お声がけください。 

村役場での事前申し込みもできます。 

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

  令和 2 年度  国保特定健診・住民がん検診    

2 月 21 日・22 日実施予定    12 月 15 日（火）までに村役場で申し込んで下さい。 

対象者・検診項目等詳しくは折込の案内をご覧ください。 

 

 
私たちひとりひとりが手洗い・マスク着用を心がけ、感染を防ぎましょう 

 

受診の際、「発熱」「強いだるさ」「息苦しさ」「風邪のような症状」のある方は 
来所前に診療所へ電話でご連絡ください。 

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

                              
専門医が来島して診療を行います。予約は診療所にご連絡ください。 

整形外科専門診療（予約制）11 月 16 日（月）・17 日（火） 

眼科専門診療（予約制）    12 月  3 日（木）・ 4 日（金） 

夜間・休日の救急受診、専門診療の予約等 診療所への連絡は 📞📞 04996-9-0123 

夜間・休日は診療所に電話をかけると医療スタッフに電話が転送されます。少しの間お待ちください。 

 
 
歯科診療   (予約制) 

①１１月２１日(土)～２５日(水) 5 日間   ②１２月 12 日(土)～17 日(木) ６日間 

  午前 9 時～正午  午後 2 時～午後 5 時 

歯科診療の予約・お問い合わせは  

歯科診療室 04996-9-0124(診療期間中) ・診療期間外は村役場 04996-9-0221 

 

予約制 
です 
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日 月 火 水 木 金 土
11月15日 16 17 18 19 20 21

整形外科診療 整形外科診療 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

22 23 24 25 26 27 28
勤労感謝の日

事業主検診
歯科診療 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 図書館休館 図書館休館

29 30 12月1日 2 3 4 5

眼科専門診療 眼科専門診療
転倒骨折予防教室

図書館休館 サウナ休館 図書館休館

6 7 8 9 10 11 12

村議会定例会
転倒骨折予防教室 歯科診療

図書館休館 図書館休館

13 14 15 16 17

歯科診療 歯科診療 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

図書館休館 サウナ休館

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（役場玄関・おじゃれセンター1階・保育園に設置）

村ではいただいたご意見を、関係職員の職務や各事業の村政運営に、住民の皆様の声が反映されるようつとめています。

乗船運賃等のお知らせ 伊豆諸島開発(株)

・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｡ ※往復運賃は青ヶ島からのみ適用

１２月中の運賃

片道 大人 2520円 小人1260 円

往復※ 大人3280円 小人1640 円

１１月中の運賃

片道 大人2520 円 小人 1260円

往復※ 大人3280円 小人 1640円

家畜飼料（えさ）申込しめきり 12月2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。
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