平成 年三宅村議会第１
回定例会の開会にあたりま
して︑村政の方針を申し述
べ︑議員の皆さま並びに村
民の皆さまのご理解とご協
力を賜りたいと存じます︒
昨年 月に実施された衆
議院選挙では自・公連立与
党が圧勝し︑第３次安倍内
閣が発足しました︒アベノ
ミクスがもたらした最大の
効果は︑デフレからの脱却
と株高により大手企業の収
益が改善し︑就業者数は増
加して完全失業率は低下︑
賃上げ率が高水準を記録す
るなど︑雇用・所得環境の
改善も進みました︒
また︑２０２０年東京オ
リンピック・パラリンピック
開催に向けた準備が始動す
るなど︑日本経済にも明る
い兆しが見えてきました︒
しかしながら︑イスラム
国問題をはじめとする世界
情勢は依然緊迫し︑国内で
は小笠原諸島で中国漁船の
違法操業という事態が発生
するなど︑われわれ三宅島
民にとっても大きな不安を
抱かせるものでした︒
一方︑村内に目を向けま
すと︑火山ガスの放出は帰
島時に比べその量は激減し
たもののいまだ続いてお
り︑島内産業の疲弊︑定住
人口の減少︑後継者不足な
どが復興の大きな足かせと
なっています︒
しかしながら︑昨年４月
から新中央航空株式会社に
よる調布飛行場〜三宅島
間︑１日３便の航空路線が
就航し︑心配した火山ガス
の影響もほとんど受けるこ
となく︑約９割の安定した
就航率が保たれ計画的な利

用が可能となりました︒こ
れにより︑朝獲れの鮮魚を
調布市や小金井市などの飲
食店に届けることも可能と
なり︑多摩地域との新たな
交流も生まれています︒
さらに︑６月より東海汽
船株式会社﹁橘丸﹂が就航
し︑大手旅行会社のツアー
が組まれるなど観光客の増
大も期待され︑島内の各団
体や島民の皆さまの取り組
みが実を結びつつあります︒
このような中︑平成 年
の噴火災害から４年５カ月
に及んだ全島避難から帰島
して 周年という節目の年
を迎えました︒
私はこれまでも第５次三
宅村総合計画の基本理念で
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▽子育てへの支援
子供家庭支援センターの
運営︑旧阿古保育園での子
育て支援︑学童クラブの運
営︑みやけキッズパス︑高
校生の通学援助︑準要保護
児童生徒就学支援など各種
制度を引き続き実施し︑子
育て支援の充実を図るとと
もに旧阿古保育園の広場を
解放し︑親子で安心して遊
べる場所を提供します︒
▽魅力ある学校づくり
昨年︑小・中学校に整備
したタブレット端末の活用
を推進していくため︑ＩＣ
Ｔ環境をさらに整備し︑児
童・生徒一人一人に応じ
た︑きめ細かく分りやすい
授業を展開して学力向上を

した歴史と文化を次世代へ
と継承していきます︒ま
た︑各史跡の維持管理や三
宅島古文書調査整理を引き
続き行い︑
︵仮称︶多目的施
設を活用した島内文化活動
の保護・拡充を図ります︒
さらに︑芸能保存会︑三宅
島体育協会への補助や離島
交流野球大会の参加などを
引き続き実施し︑子供たち
に多くの試合を経験させる
とともに︑他地域との交流
を通して社会性や協調性の
向上を図ります︒
③支えあいコミュ
ニティーづくり
▽地域支え合いの支援
地域見守り事業︑高齢者
配食サービス︑紙おむつ等

の人工透析や専門診療︑訪
問診療などを引き続き実施
するとともに︑医療環境の
整備やスタッフの確保な
ど︑一次医療機関としての
充実を図ります︒
④快適な暮らしづくり
▽道路の整備
各路線の舗装・安全施設
の維持管理をはじめ︑村道
﹁伊豆海岸線﹂
﹁今崎線﹂
﹁阿
古 幹 線﹂
︑農 道﹁薄 木 １号 線﹂
の改修を行います︒また︑
村道﹁大久保・橋辺線﹂
﹁釜
方１号線﹂の排水整備や海
岸部保護整備を行います︒
▽快適な居住環境づくり
防水や外壁の改修工事に
より村営住宅の長寿命化を
図ります︒

平成 年度の﹁施政方針﹂
昭正

に︑引き続き島内公共施設
にＷｉ Ｆｉ︵ワイファ
イ︶フリースポットを順次
整備するなど︑災害時の情
報通信機能の確保や観光客
などへの情報通信サービス
を提供します︒
⑤災害に強い島づくり
▽防災対策の構築
二酸化硫黄濃度常時観測
などの火山ガス対策を引き
続き行うとともに︑今後の
観光資源調査の一環として
雄山周辺における二酸化硫
黄濃度の測定を継続して実
施します︒さらに︑
かねてか
らの計画の通り消防無線の
デジタル化を実施します︒
また︑昨年︑全国消防操
法大会に参加した経験を生
かし︑消防団の錬度と意識
のさらなる向上を図るとと
もに︑今後想定される東南
海地震や元禄型関東地震へ
の備えとして︑昨年︑台風
の影響で中止となった東京
都との総合防災訓練をあら
ためて実施し︑関係機関お
よび住民の意識︑防災力の
向上に努めます︒
⑥自然と共生した
産業基盤づくり
▽地域特性を生かした農
林業の振興

農業者に対する各種補助
を行うとともに︑農産物Ｐ
Ｒ︑三宅島産業祭︑笠地ス
トックマネジメント事業な
どを実施し︑三宅島農業の
振興を図ります︒また︑緑
化対策植栽事業などを引き
続き行い被災した森林の再
生に努めます︒
▽地域特性を生かした水
産業の振興
島しょ漁業振興施設整備
事業による燃油供給施設の
整備や冷蔵コンテナを整備
し︑三宅島漁業の振興を図
ります︒さらに水産観光ふ
れあい事業として︑定置網
やトコロテン作り体験など
観光とも連携し︑島内産業
の振興を図ります︒
また︑高齢化の進む農漁
業者の後継者対策として︑
引き続き後継者育成事業を
実施し︑農漁業への就業希
望者を短期・長期研修とい
う形で島内へ受け入れ︑担
い手の確保を行います︒
▽地域特性を生かした観
光業の振興
オートバイレースなどを
引き続き実施するほか︑火
山観光の一層の推進を図る
ため遊歩道整備を東京都に
︵２面に続く︶

２万人を超す死者と行方 三宅島も長い避難生活を経
不明者が生じた東日本大震 て帰島を果たし︑復興と発
展に向け歩み続けて今年は
災から４年を迎えた３月
日︑村役場臨時庁舎では議 帰島 周年を迎えました︒
イベントな
員と職員が発
３・ 東日本大震災
どを通じて全
生時間の午後
犠牲者を悼み黙とう 国に元気な三
２時 分 に 黙
村議と村職員 宅島の姿を発
とうを行い︑
信することで︑ご支援くだ
犠牲者を悼みました︒
今もなお 万人におよぶ さった方々への恩返しと︑
方が被災地や避難先で困難 被災した方々へのエールに
な暮らしを続けています︒ つなげていきましょう︒
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櫻田

▽快適な生活環境づくり
ごみ・し尿の収集︑クリー
ンセンターと汚泥再生処理
センターの管理運営を行い
廃棄物の適正処理を図ると
ともに︑合併処理浄化槽設
置補助を引き続き実施し︑
生活排水対策を推進します︒
また︑水道施設の効率的な
管理を図りながら安定した
給水体制を確保します︒
また︑火葬場は施設の適
正管理に努めるとともに︑
新たな火葬場の整備に向
け︑三宅村火葬場整備検討
委員会からの意見を踏まえ
建設計画を推進します︒
▽情報基盤の整備
ＩＰ告知端末の新たな利
活用の推進を図るととも
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三宅村長

助成︑心身障害者タクシー
料金補助を引き続き行い︑
高
齢者や障害者などが安心し
て暮らせる地域づくりを目
指します︒併せて︑社会福
祉協議会など福祉関連団体
に補助を行い︑地域福祉の
推進を目的とした福祉サー
ビスの充実を図ります︒
▽健康づくりへの支援
母子保健事業︑健康増進
事業による健康診断や各種
がん検診︑歯科保健事業を
行い︑健康づくりや生活習
慣病の予防を図り医療費を
抑制するとともに︑国民健
康保険や介護保険︑後期高
齢者医療制度に繰り出しを
行い制度の安定運営に努め
ます︒さらに︑中央診療所
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図るとともに︑情報活用能
力の向上を進めます︒
また︑島への誇りと豊か
な人格を育むため︑島内の
外部講師などを活用した郷
土学習を実施するととも
に︑ますます国際化する社
会に対応していくため︑外
国人補助教師の派遣を引き
続き行います︒このほか︑
スクールバス２台を更新
し︑児童・生徒の安全を確
保します︒
②島の文化を発信す
る生きがいづくり
▽多様な学習機会の支援
現存する貴重な郷土資料
を電子化し︑閲覧を容易に
することで郷土理解を深め
るとともに︑先人たちが残
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ある﹁火山とともに生きる︑
新たな島づくり﹂と 年後
の島の将来像﹁あなた︵ワ
レ︶が笑顔で暮らす島﹂の
実現に向け︑さまざまな施
策を展開してきましたが︑
今年２月１日から１年間を
帰島 周年記念の年と位置
付け︑復興の更なる弾みと
なるような事業を遂行する
とともに︑山積する諸課題
に対し﹁焦らず︑弛まず﹂着
実に取り組んでいきます︒
それでは︑平成 年度の
行政課題に対する対応と主
要施策について︑第５次三
宅村総合計画の施策に基づ
き︑申し述べます︒
①島に誇りと愛着
をもつ人づくり
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☎04994‑5‑0981
（FAX：0932） Ｅメール miyake03@miyakemura.com
〒100‑1212 三宅村阿古497 三宅村役場臨時庁舎
編集：総務課
発行：三宅村

今月の人口と世帯数

.541

４月号

（外国人含む）

2015.4.1（平成27年）

2,699人 （−1人）
1,741世帯（＋1世帯）
平成27年３月１日現在
※カッコ内は前月１日比
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発想力︑提案力の向上を目
標とした視察研修を実施す
るなど︑将来的に三宅村を
支えていく職員の育成に取
り組んでいきます︒
▽財政の健全運営
財政運営の充実強化を図
るとともに︑引き続き総合
徴収を実施して未収債権の
確保に努め︑徴収率を向上
させて財政基盤の充実を図
ります︒歳出面では人件
費・物件費︑補助費などの
経常的な経費はもとより︑
投資的事業についても機能
品質を維持しつつコスト縮
減に努めます︒
また︑各特別会計繰出金
についても独立採算の原則
にのっとり︑受益者負担の
観点から料金の見直しも含
め︑一般会計繰出金を縮小
するよう努力します︒
その他︑昨年度に引き続
き︑ふれあい交流事業を実
施し︑都市住民との交流事
業を推進し定住化の促進を
図るとともに︑将来を担う
若者による﹁村おこし推進

委員会﹂の活動を通じて︑
本村の現状を踏まえた課題
などに対しさまざまな取り
組みを行います︒
また︑帰島 周年事業と
して帰島 周年記念式典や
村民憲章の制定︑マリンス
コーレ フェスティバルの
拡充や観光客誘致事業︑コ
ンサートやスポーツイベン
トなどを実施します︒
以上︑私が目指すところ
の行政課題に対する対応と
主要施策です︒
平成 年度は消防のデジ
タル化にかかる予算が大変
大きくなりますが︑﹁ワレ
が笑顔で暮らす島﹂の実現
を目指し︑最少の予算で最
高のサービスが実施できる
よう職員一丸となって取り
組みます︒
平成 年度の予算は︑一
般会計予算が 億１２７４
万４千円︑国民健康保険
︵事
業勘定︶特別会計が４億８
０８９万８千円︑国民健康
保険︵直営診療施設勘定︶
特別会計が３億７５３７万

４千円︑介護保険︵保険事
業勘定︶特別会計が３億６
７２万４千円︑簡易水道特
別会計が１億９８７８万８
千円︑後期高齢者医療特別
会計が７９７９万２千円︑
旅客自動車運送事業会計が
１億１２９８万９千円︑７
会計合わせて 億６７３０
万９千円となりました︒
しかし︑これらの事業を
確実に実施していくために
は︑国や都の補助事業を積
極的に活用することはもち
ろんのこと︑自己財源の安
定確保が必要不可欠です︒
平成 年度も村税︑使用
料︑貸付金などの自己財源
について強い意志をもって
確保にあたる所存です︒
最後となりましたが︑こ
れからの三宅島の復興・振
興は行政のみで成し得るも
のではなく︑議員の皆さま︑
村民の皆さまとの強い連携
が必要不可欠となります︒
議員各位をはじめ︑村民の
皆さまの変わらぬご理解と
ご協力をお願いします︒
56

は主に次のとおりです︒
①農地の所在や地番︑地
目︑面積②農振法などの地
域区分③農地中間管理機構
が借りている農地かどう
か︱︒

窓口で農地台帳公表
農 業
委員会

島しょ

総合センター通信
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年度の試験成績﹂

のが出てくることが分かり
ました︵図参照︶︒
また︑植える間隔を ×
㌢㍍にすると単位面積あ
たりの収量が最も高く︑
× ㌢㍍にすると葉の太い
ものが収穫できることも分
かりました︒
農作物や病害虫の試験に
対する要望は当センター☎
⑥１４１４までご相談くだ
さい︒

収穫本数︵本／㎡︶
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どは募集案内または島しょ し︑申請件数もほとんど無
振興公社ホームページをご い こ と か ら ︑ 平 成 年 度
︵国は平成 年２月末︑東
覧ください︒
▽申請締切＝４月 日㈮ 京 都 お よ び 村 は 同 年 ３ 月
▽募集案内配布と申請書 末︶で申請の受け付けを終
提出先＝総務課企画情報係 了しました︒
▽国の支援﹁被災者生活
問い合わせは島しょ振興
公社☎
５４７２ ６５ 再建支援金﹂＝①引越し経
４６︑または総務課企画情 費②民間住宅の家賃など③
被災住宅の再建のための解
報係☎⑤０９８４︒
体・撤去・整地費用など
▽都の支援﹁東京都三宅
国︑都︑三宅村の
島災害被災者帰島生活再建
支援金﹂＝被災自己住宅の
噴火災害支援終了
修繕費
▽村の支援﹁被災住宅劣
噴火災害に係る国および
東 京 都 ︑ 三 宅 村 の 各 支 援 化保全支援金﹂＝準居住地
は︑これまで特例で延長し 区内被災自己住宅の修繕費
問い合わせは村民生活課
てきました︒しかし︑避難
指 示 解 除 か ら 年 が 経 過 福祉係☎⑤０９０４︒
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﹁平成

三宅島では火山ガスに強
い切り葉としてキキョウラ
ンの栽培が増え︑主に３Ｌ
︵ ㌢以上の長さ︶のもの
を出荷しています︒
しかし︑草丈にあった栽
培方法に関するデータが少
ないため︑年間の
収穫回数︵収穫頻
度︶や︑植える間
隔を変えて収穫量
や品質がどのくら
い変わるかを調べ
ました︒
その結果︑収穫
頻度を減らすと収
穫量が多く草丈の
長いものが収穫で
きますが︑３カ月
間隔では出荷箱の
サイズを超えるも
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今回は昨年度の試験研究
の成果をご紹介します︒
①アシタバの水管理技術
アシタバは夏になると収
穫量が減ることが大きな問
題です︒さらに︑夏はアシ
タバの価格が上がるため︑
より多く出荷したいと考え
ている農家の方がいます︒
夏の減収は高温と乾燥が原
因と考えられ︑雨の少ない
時期に灌水︵かんすい＝水
をまく︶することで収穫量
が増えるかを調べました︒
その結果︑７月から９月
の高温期に３日間以上雨が
降らない場合︑灌水を行う
と収穫量が増えることが分
かりました︒
②キキョウランなど切葉
類の高品質安定生産技術

島しょ振興公社

第１回地域振興
補助事業を募集

150

20

40

200

26

60

20

３ヵ月

２ヵ月
収穫頻度

１ヵ月

0

70〜80㎝
60〜70㎝

250

90㎝以上
80〜90㎝

300

10

41

４月１日から閲覧できます

収穫頻度と年間のサイズ別収穫本数

図

24

21

水 農
産 林

島しょ地域の団体・法
人・個人事業者などの地域
振興に関する事業に対し︑
経費の一部を東京都島しょ
振興公社が補助します︒
今年度はこれまでの対象
事業︵地域振興に係る①特
産品②観光振興③島おこし
を担う人材育成に関する事
業︶のほか︑今年度限定で
﹁④その他地域振興に資す
る事業⑴調査研究⑵地元の
元気創生⑶第一次産業活性
化﹂が追加となります︒
追加された対象事業の詳
細や対象団体︑補助金額な

10

や人材育成などの効果も期
待できる日本ジオパークへ
の登録を目指します︒
▽地域に根差した商工業
の振興
島の商工業振興の中核を
担う商工会︑マリンスコー
レ への補助︑中小企業利
子補給など島内商工業への
支援を実施します︒
⑦島づくりの
推進のために
▽行政の健全運営と職員
の資質向上
人事評価制度の運用や行
政改革を引き続き実施する
とともに︑職員の自主性や

３月９日
３月10日
〜12日

４月１日付

２月26日
３月３日
３月７日

10

農地法の一部改正に伴い︑
平成 年４月１日から﹁農
地台帳﹂の整備と公表が義
務付けられ︑農業委員会窓
口︵観光産業課︶などで農
地情報が閲覧できます︒

27

なお︑所有者や賃借人︑
耕作者などの氏名・名称
は︑農業委員会窓口にて申
請により閲覧できます︒申
請には手数料が必要です︒
問い合わせは観光産業課
農林水産係☎⑤０９９２︒

03

村長施政方針︵１面から︶
引き続き要望し︑今後は火
口周辺への立ち入りができ
るよう東京都の支援を得な
がら積極的に取り組みま
す︒
また︑ふるさと体験ビレ
ッジなど観光施設の適切な
維持管理を行うとともに︑
レクリエーションセンター
のクライミングウォール設
備を拡充し︑利用率および
利便性向上を図ります︒
さらに︑火山観光の推進
とともに︑
﹁火山との共生﹂
をキーワードに︑各団体間
の連携を強化した地域振興

２月25日

27

27

27

﹁農地台帳﹂には三宅村
内の農地について︑所在や
地目︑面積︑所有者などが
記載され︑農地法により電
子化されています︒
農業委員会窓口に備え付
けの台帳で閲覧できる内容

納期内納付にご協力をお願いします。納付は便利な口座振
替をご利用ください。

21

２月24日

村税等の納付は便利な口座振替をご利用ください︒ ︻緊 急 連 絡 先︼平日夜間・休日の閉庁時の連絡は三宅村役場臨時庁舎☎０４９９４⑤０９８１︒

６月１日
７月31日
12月25日
２月29日

２月19日

年間団長を歴任しました︒
新たな団長には神着分団
長︑三宅村消防団副団長を
歴任した高橋清一氏が４月
１日付けで就任しました︒
高橋氏より﹁消防団員１
２３名とともにこれからも
島民の安全︑安心のために
尽力します﹂と抱負の言葉
をいただきました︒
なお︑副団長には神着分
団長を務めていた浅沼賢氏
が就任しました︒

７月31日
９月30日
11月30日
２月１日
６月30日
８月31日
11月２日
２月１日

６月１日

第１期
第２期
第３期
第４期

※軽自動車
税は第１
期のみ。
固定
資産税

２月18日
高橋

清一氏

高橋清一 氏が就任

20

国民健康
保険税
村都民税
（個人）

２月13日
２月14日
２月17日

東京管区気象台来庁対応
第21回三宅島文化会出席
東京都町村会役員会、東京都
町村長会議、東京都町村会自
治功労者表彰式、東京都町村
会行政懇談会出席
津波・地震に係る三宅村避難
訓練出席
平成26年度公益財団法人日本
離島センター第４回理事会出席
みなかみ町交流調査特別委員
会委員長他１名来庁対応
平成26年度東京都市町村職員
退職手当組合構成団体長会議
出席
三宅村森林組合総会出席
三宅高等学校卒業式出席
第５回三宅島レディース・ラ
ン出席
増田町消防団来庁対応
平成27年第１回三宅村議会定
例会出席

44

軽自動車税
納 期

村長室だより

三宅村消防団の新団長

31

３月 日をもって池田裕
城氏が三宅村消防団長を退
任しました︒池田氏は 年
の永きにわたり消防活動に
従事︑村民の生命と財産を
火災や災害から守るべく尽
力し︑平成 年４月から７

村税納期限のお知らせ
平成27年度

平成27年２月11日から平成27年３月10日まで

(2)

2015年（平成27年）4月1日

け
や
み
報
広
（第541号）

年度浄化槽法定検査実施機関

納税のご相談は財政課税務係☎⑤０９８３へ︒
平成

︻防災行政無線︼放送内容を確認したい場合は

４月11日㈯開催

03

新

任のあいさつ

中央診療所 医師

鈴木

時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒

となります︒
平成 年度国民年金保険
保険料の納め忘れがある
料︵月額︶１万５５９０円
と︑将来受け取る年金が少
国民年金保険料は︑急速 なくなるだけでなく︑年金
な少子高齢化に対応し制度 が受けられなくなる場合も
の安定を図るため︑平成
ありますので︑保険料は必

みんなの

亮士

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

27

国民年金

72.2％

ず納期内に納めましょう︒
国民年金に関する問い合
わせは港年金事務所☎
５４０１ ３２１１︑また
は村民生活課保健係☎⑤０
９０２︒

三宅
86.7％
⇒調布

年度から平成 年度までの
間︑年度ごとに引き上げら
れることとなっています︒
これにより平成 年度の
保険料は３４０円引き上げ
られ︑月額１万５５９０円

搭乗率

42.9％

軽にご利用ください︒
ＮＰＯ司法過疎サポート
ネットワーク＝裁判所や法
律家が存在せず市民の司法
アクセスに制約のある
地域で︑出張法律相談
や法律教室を行ってい
る弁護士︑司法書士︑税
理士などの有志で構成
している団体︒伊豆諸
島全島で巡回法律相談
を行っています︒
問い合わせは総務課
庶務係☎⑤０９８１︑また
はＮＰＯ司法過疎サポート
ネットワーク☎
５９１
９ ３５３０︒

就航率

調布
84.3％
⇒三宅

ＮＰＯ司法過疎サポート
ネットワークでは︑弁護士︑
税理士︑司法書士︑土地家屋
調査士︑公証人などの法律
関係者による法律・
税金などの無料相談
会を開催します︒
▽日時＝４月 日
㈯午前９時〜午後５
時︵終了時間は飛行
機のスケジュールに
より前後します︒︶
▽場所＝三宅村役
場３階
詳細はあらためてＩＰ告
知端末でお知らせします︒
悩みや相談のある方はお気

550円

29

障害者のタクシー
料金を一部助成

航空機の運航状況

物対策課施設審査係︵浄化
槽担当︶☎０３ ５３８８
３５８３︑または地域整
備課環境整備係☎⑤０９３
８︒

3,100円

注射済票
交付手数料

電話で無料
の法律相談

15:30〜16:00

東京都では島しょに住む
方を対象に︑電話で弁護士
に法律相談できる﹁島しょ

旧坪田小学校

機会が多く︑広尾病院の内
視鏡室や病棟・外来でお会
いしたことのある島民の方
もいるかと思います︒今ま
での経験を生かし︑他のス
タッフの方と協力して診療
所でできることをしっかり
行い︑内地医療機関とも連
携して皆さまの健康に寄与
できればと考えています︒
話はそれますが︑趣味は
自転車やランニング︑登山
など体を動かすことで︑三
宅島の周回道路を回ること
も楽しみにしています︒代
診時には自転車で回ったも
のの︑果たせなかった自分
の足での一周に機会をみて
挑戦しようと思います︒
赴任当初は不慣れなこと
もあるかと思いますが︑診
療所で︑島内で︑よろしく
お願い申し上げます︒
︻診療所からのお知らせ︼
診療所では受付番号札の
配布時間変更について︑利
用者の皆さんにアンケート
調査を行っています︒記入
用紙は受付にありますので
ご意見をお待ちしています︒

（H27.2.1〜2.28）

17

神障害者保健福祉手帳のい
ずれかを持ち︑三宅村に住
民登録があり現に居住し︑
施設に入所していない方︒
︻助成額︼
①平成 年度住民税が非
課税の方︵身体障害者１〜
４級︶は月額４０００円︒
②平成 年度住民税が課
税の方︑および身体障害者
５︑６級の方は月額２００
０円︒
問い合わせは村民生活課
福祉係☎⑤０９０４︒

14:00〜14:30

今年度︑中央診療所勤務
となった鈴木亮士︵すずき
りょうじ︶と申します︒
短期間の代診などで幾度
と訪れたことのある三宅島
でしたが︑いずれも帰島後
のことで︑訪れるたびに緑
が増えていることを実感し︑
着実に変化していることを
感じた覚えがあります︒こ
のたび︑自分自身も住民と
なり︑三宅島の四季・自然
に包まれ生活できることを
楽しみにしていました︒
さて︑私は自治医科大学
を卒業後︑都立広尾病院を
中心に３年間勤務し︑一昨
年度は小笠原村診療所︑昨
年度は再び広尾病院の消化
器内科に勤務していました︒
広尾病院は都立病院の中
でも島しょ基幹病院として
の位置づけで︑三宅島を含
む島しょの皆さまと関わる

問い合わせは総務課企画
広報からのお知らせ
情報係☎⑤０９８４︑ＦＡ
◎イベントなどの情報提 Ｘ⑤０９３２︑
miyake03
供は︑毎月 日ごろまでに
@miyakemura.com
メールまたはＦＡＸで内容
と連絡先を下記まで送付し
てください︒掲載は紙面に
余裕がある場合のみ︑また︑
文体はご一任ください︒
◎三宅村では村民の皆さ
んの意見・感想・要望など
をお待ちしています︒

10

03

予防注射代

費 用

11

24

26

13:00〜13:30

伊豆老人福祉館

27

13

26

役場臨時庁舎

会場・
時間

４月13日㈪
実施日

法律
税金

なお︑飼い犬への予防注
平成 年度狂犬病予防注
射を別表のとおり実施しま 射を島外で済ませた方へも
す︒村に犬の登録を済ませ 注射済票を交付しますので
ている飼い主の方には個別 ご連絡ください︒
また︑新たに犬を飼う場
で案内済みです︒
合や譲渡し
飼い犬へ
狂犬病予防注射
た場合︑所
の狂犬病予
を実施します
有地を変更
防注射は毎
４月 日㈪
した場合な
年１回の接
種 が 義 務 付 け ら れ て い ま どは登録・変更届が︑死亡
す︒生後 日以上の犬を飼 した場合は死亡届が必要で
い始めた方は︑飼い始めか す︒
問い合わせは村民生活課
ら 日以内に接種させてく
保健係☎⑤０９０２︒
ださい︒

狂犬病予防注射の日時・会場・費用
別表

03

27

91

槽の所有者は﹁水質に関す
る検査﹂を受けることが義
務づけられています︒浄化
槽の使用開始３カ月以降５
カ月以内に行う﹁設置後等
の水質検査﹂︵７条検査︶
と︑その後毎年１回定期的
に行う﹁定期検査﹂︵ 条
検査︶があり︑浄化槽が適
正に維持管理され︑放流水
が河川などを汚していない
かを確認する重要な検査で
す︒検査を受けていない場
合はこの機会に受けるよう
お願いします︒
浄化槽は法定検査や保守
点検︑清掃を行うほか︑日
ごろの使用方法を守ること
も大切です︒トイレにおむ
つなどの衛生用品︑流しに
野菜くずや天ぷら油などを
流すと︑浄化槽の機能低下
につながります︒浄化槽は
正しく使いましょう︒
問い合わせは東京都環境
局資源循環推進部一般廃棄

問い合わせ先

30

11

検診、予防接種、子育て相談、健康相談など
…………………………村民生活課☎⑤０９０２
村税…………………財政課税務係☎⑤０９８３
特設登記所……総務課企画情報係☎⑤０９８４
東京法務局 不動産登記☎03 5213 1330
法 人 登 記☎03 5213 1337
※相談の際は関係する資料をご持参ください。

27

無料相談会

障害のある方が三宅村内
でタクシーを利用した際の
料金を一部助成します︒
申請のあった月から来年
３月までの間︑左記のとお
り助成券を交付しますの
で︑村役場または各出張所
にて申請してください︒
︻対象者︼
身体障害者手帳︵障害程
度１〜６級︶︑愛の手帳︑精
◆保健師による健康相談（毎週火・金曜日午前9:30〜
午前11:00 ※無料・予約不要）
【村民生活課】

11

任意予防接種（14:20〜14:30） 【中央診療所】
定期予防接種
BCG（14:20〜14:30）
23日㈭
小児用肺炎球菌、ヒブワクチン同時接種
（14:30〜14:40）
水痘（14:40〜15:00）
【中央診療所】

27

27

！

【旧阿古保育園】

14日㈫ 乳幼児健康診査（13:45〜）

27

特設登記所（9:00〜12:00、13:00〜16:00）
【役場臨時庁舎】

15日㈬

【役場臨時庁舎】
【伊豆老人福祉館】
【旧坪田小学校】
狂犬病予防接種
(13:00〜13:30）
13日㈪
(14:00〜14:30）
(15:30〜16:00）

法律相談﹂を無料で実施し
ています︒他の方の相談が
長引く場合もあり︑事前に
予約されると確実です︒
▽相談日時＝月︑水︑金
曜日の午後１時〜４時
▽事前予約＝月〜金曜日
の午前９時〜午後５時
※いずれも祝日・年末年
始の閉庁日を除く︒
相談・予約・問い合わせ
は東京都生活文化局都民の
声課☎
５３８８ ２２
４５︒

30日㈭ 保育料（４月分）納期限
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︵公財︶
東京都環境公社に指定

４月の生活カレンダー

東京都は︑平成 年度に
浄化槽法第７条第１項およ
び第 条第１項に定める浄
化槽の水質に関する検査
︵法定検査︶を行う機関
を︑公益財団法人東京都環
境公社に指定しました︒
申し込み先は︵公財︶東京
都環境公社多摩分室☎０４
２ ５９５ ７９８２３︒
業務開始は平成 年４月
１日からとなり都内全域が
対象です︒既に平成 年４
月１日以前に昨年度の指定
機関︵一般社団法人東京都
水環境システム協会︶に申
し込まれた方で平成 年４
月１日以降に検査を受ける
予定の方は︑あらためての
申し込みは不要で︑東京都
環境公社が実施します︒な
お︑検査手数料は昨年度か
ら変更はありません︒
浄化槽の検査・管理や使
用方法は適切に
浄化槽法に基づき︑浄化
特設登記所（9:00〜12:00） 【役場臨時庁舎】
定期予防接種
DPT‑IPV （14:30〜14:40）
16日㈭
日本脳炎 （14:40〜15:00）
MR
（15:00〜15:20） 【中央診療所】

（第541号）

け
や
み
報
広
2015年（平成27年）4月1日
(3)

一昨年より１隻増えた︑
帰 島 後 初 め て はえ
縄船団の水揚げにも期
漁獲高２億円超 待が寄せられ︑新規漁業後
三宅島漁協
継者の育成も順調に進んで
三宅島漁業協同組合の平 います︒帰島 周年を迎え
成 年度︵１月〜 月︶の た今年も水揚げのさらなる
水揚げは︑キンメダイの豊 飛躍が期待されます︒
漁と高値安定に加えて
キハダやカスリメジ
︵クロマグロの幼魚︶
などマグロ類の漁獲好
調も相まって︑帰島後
初めて２億円超えを達
成しました︒
周年記念

82
４月の小・中学校予定
︻小学校︼
１日㈬＝開校記念日
６日㈪＝始業式
７日㈫＝入学式
日㈫＝交通安全教室
日㈫＝全国学力学習状況
調査︵小６︶
日㈯＝学校公開・セーフ

日㈪〜 日㈮
＝学校公開週間
日㈫＝全国学力学習状況
調査︵中３︶
問い合わせは三宅村教育
委員会☎⑤０９５２︒
︻新着本の紹介︼

﹃スタンフォードの
自分を変える教室﹄

17

ケリー・マクゴニガル著
神崎朗子訳 大和書房

ル﹂することが最も重要だ
と示しています︒心機一転
を考えている方にはお薦め
の一冊です︒

﹃星座を見つけよう﹄
Ｈ・Ａレイ 文・絵
草下英明訳 福音館書店

今月 の

旬

な
スポット

0

帰島

0

12

レディース・ラン
２２７人が参加

0

レベル4
（5.0ppm超）

もっと知りたい

0

時間分月平均

127

ここここここここここここれ！！！！！！！！！
島 のあれこ

167

レベル2
（0.6ppm超）

レベル3
（2.0ppm超）

子供向けの絵本なので大
変読みやすく︑解りやすい
内容です︒星座の物語を通
して宇宙に導いてくれる天
文学の入門書です︒
三宅村図書館☎⑤１４５
３︑開館午前 時〜午後５
時︑水曜日休館︒

1,507

ツワブキ︵イソブキ︶

1,538

年間

レベル1
（0.2ppm超）

誕生日：平成26年
１月９日（伊豆）

メッセージ

三宅村商工会女性部では
季節限定の三宅漬︵イソブ
キの漬物︶を発売中です︒
※このコーナーで取り上
げてほしいことは総務課企
画情報係☎⑤０９８４へ︒

準居住地区内の二酸化硫黄濃度の観測状況 （Ｈ26.3.1〜Ｈ27.2.28）

お

たけ

とう

さ

くん

佐藤 丈朗

道端などでよく見るツワ
ブキ︵キク科ツワブキ属︶ むいたら水に入れ︑あくを
は ︑海 辺 に も 多 く﹁ イ ソ ブ 抜きます︵あく抜きの方法
キ﹂とも呼ばれます︒
﹁ミズ は水を数回替えたり塩を入
ブキ﹂と呼ばれているのは れて茹でたりと︑人によっ
フキ︵キク科フキ属︶です︒ てさまざまです︶︒
この後︑漬物や酢漬け︑炒
めものなどにしたり︑さら
に天日干しして歯ごたえの
ある佃煮にしたりします︒

早春から５月頃まで︑毛
で覆われたツワブキの若い
葉の葉柄︵ようへい 葉と地
中の茎をつなぐ部分︶は三
宅島でもよく食されます︒
葉柄はあくが強く皮も硬
いので調理の前には下処理
をします︒葉を落とした葉
柄はさっと湯通しし︑皮を

毛に覆われた若い葉

神着の大桜（東京都指定天然記念物）

ツワブキ
（上） フキ
（下）

13

著者は精神論に陥ること
な く ﹁ 意 志 力﹂が 大 切 で あ
る と 述 べ ︑科 学 的 に 分 析
し︑﹁行動をコントロー

※おきがるバードウォツチング／大路池ガイドウォークは5月にも実施します。
※集合場所はアカコッコ館、参加費は入館料を除いて無料。双眼鏡の無料貸し出しあり。
イベントなどの問い合わせは三宅島自然ふれあいセンターアカコッコ館
☎⑥0410、FAX⑥0458、ホームページの「アカコッコからの手紙」で検索。

21 14

25

30

21

丈夫︒無料貸出もあり︑使
い方も一から教えます︒地
面をちょこちょこ歩くアカ
コッコやコマドリ︑頭上を枝
から枝へ飛び回るイイジマ
ムシクイ︒彼らの習性を少
しずつ知りながら︑野鳥と
出会う楽しみを伝えます︒
双眼鏡を通して見る野鳥た
ちの表情や動きに︑魅了さ
れること間違いなしです︒

イベント情報

10.8

10

26日㈰
最少催行
人数5名
29日(水･祝)
さえずりを聞きながら春の大路池を歩きましょう。 10:00〜12:00

親子さえずりの道ウオーキング（申込制）

申込締切
実施日
イ ベ ン ト 名

なし

おきがるバードウオッチング(8:30〜9:30)
25日㈯、26日㈰
大路池ガイドウオーク(10:00〜11:00)

【申込み方法】写真（データ）・名前（ふりがな付）・性別・
生年月日・保護者からのメッセージに、保護者氏名と連絡
先を添えて総務課へ持参、またはメール（件名：みやけの
宝）をmiyake03@miyakemura.comへ送信。
【対象】２歳未満 ※写真は返却できません。

0.03

9.4

①☎04994 6 0565
②携帯サイト
http://www.miyake-so2.jp/keitai/
③ＩＰ告知端末
（テレビ電話）

0.03

三宅島火山ガス濃度24時間情報サービス

平均値
（ppm）

1時間値 0.1ppm超
（％）

※各地区の観測点の数値はＩＰ告知端末を、火山ガス濃度
の年平均値の推移（各観測地点）は村ホームページ
（http://www.miyakemura.com/）をご確認ください。

三宅島
空港

三宅村役場
（本庁舎）

長期的影響の目安に
達していない観測点

スタートするランナー
（３㌔の部）

10

３月７日︑第５回三宅島
ティー教室
レディース・ラン〜帰島
日㈭＝全校遠足
︻中学校︼
周年記念〜が開催され︑過
１日㈬＝開校記念日
去最高の２２７人が参加し︑
６日㈪＝始業式
最後にふさわしいにぎやか
７日㈫＝入学式
なレースとなりました︒
９日㈭＝交通安全教室
当日は強風のため代替コ
ース︵鉄砲場〜二島交差
点︶になりましたが︑朝か
三宅島自然だより
ら降っていた雨はスタート
﹁野鳥観察会に
直前にやみ︑ランナーが島
参加しませんか﹂
を軽快に駆け抜けました︒
競技後のアワードパーテ
森も家の近くも
ィーでは表彰式やじゃんけ
さえずりであふ
ん大会︑郷土芸能などで交
れ︑﹁バードアイ
流を楽しみました︒
ランド三宅島﹂の
春がやってきまし
た︒毎朝聞こえる
何種類もの鳥の
声︒その歌い手を見つ
けることができたら︑
もっと身近に感じられ
るかもしれません︒
朝８時半から始まる
観察会では︑気になる
その姿を探し︑館の周
辺をゆったり散策しま
す︒申し込みは必要な
いので︑早く起きた休
日の朝はふらっと参加
してみてください︒
双眼鏡がなくても大

37

26

訓練はすべて実践形式で
三宅島空港で
行われ︑一般の方など見学
総合訓練実施
者が見守る中︑参加者は本
２月 日︑三宅島空港に 番さながらに緊迫した表情
て平成 年度三宅島空港総 で取り組んでいました︒
合訓練が行われました︒
訓練では不法侵入事案対
応訓練︑ハイジャック対応
訓練および消火救難訓練が
行われ︑三宅島空港管理事
務所をはじめ三宅島警察
署︑三宅村消防本部︑新中
央航空㈱︑㈱今関商会︑三
宅支庁の関係者が参加しま
した︒

野鳥の観察会

キンメを荷造りする長
期研修生の水沼さん

10

不法侵入者
（左）
を捕捉しよう
とする警官

ちょっと小柄だけど、
元気いっぱいなたけ坊。
よく食べ、よく遊び、
よく寝て、一緒に成長
していこうね！

干された
「ツワブキ」

10

26 25
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