三宅村

記念式典

とから︑ 三
｢ 宅村火山ガス
に対する安全確保に関する
条例 に
｣ より︑今まで通り
雄山環状線より内側の区域
︵オレンジと赤の区域︒図

三宅村認定農業者へ証書授与

６月１日︑認定農業者制
度に係る三宅村農業改善計
画認定証書授与式が行われ
ました︒櫻田村長から﹁地
域農業のスペシャリストと
して活躍し︑作成した計画
を目標に農業経営をすすめ
ることを心から期待した
い﹂と激励の言葉が贈ら
れ︑認定農業者の方へ証書
が手渡されました︒
今回︑新規認定７人︑再認
定７人が認定され︑継続１
人と併せ三宅村の認定農業
者数は 人となりました︒
問い合わせは観光産業課
農林水産係☎⑤０９９２︒

民生児童委員委嘱状伝達式

三宅島に観光などで来島
された方々が設置されてい
る看板に接近すると︑日本
語︑英語︑中国語︑韓国語
に対応した三宅島の観光情
報を見ることができます︒
︵自動翻訳システム利用︶
なお︑利用には事前に無
料アプリ﹃ｈｕ ｂｅａ ︵ヒ
ュービー︶﹄をスマートフォ
ンにインストールする必要
があります︒
問い合わせは観光産業課
観光商工係☎⑤０９２０︒

新たに委員となった方の
連絡先は次のとおりです︒
悩み事などがあれば気軽に
ご相談ください︒
▽伊豆地区＝山本登美子
☎②００３３
▽伊ヶ谷地区＝髙松英夫
☎②０３８３
問い合わせは三宅支庁総
務課福祉係☎②１３１１︒

地区の新委員決まる

伊 豆
伊ヶ谷

６月１日︑欠員となって
いた伊豆地区と伊ヶ谷地区
の民生児童委員の委嘱状伝
達式が三宅村役場臨時庁舎
にて行われ︑新たに委員と
なった山本登美子さんと髙
松英夫さんのほか︑三宅島
民生児童委員協議会の早川
マス子会長も来賓として出
席しました︒

島内に設置している三宅
島総合案内板４カ所︵三宅
島空港・三池港・錆ヶ浜
港・伊ヶ谷港︶と観光案内
標識２カ所︵錆ヶ浜入口・
三宅支庁前︶でビーコンシ
ステム︵位置・近接検出技
術︶を活用した︑観光案内
情報を発信するシステムの
運用を開始しました︒

島内６ヶ所で運用開始

観光情報ビーコンシステム
三宅島

授与式に出席した認定農業者と関係者

帰島 周年
文化会館完成

気象庁地震火山部は６月
５日︑三宅島の火山活動が
低下し︑噴火の兆候は認め
られなくなったとして︑噴
火警戒レベルを２︵火口周
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噴 火 警 戒レベルの引 き 下 げについて

危険区域
坪田地区

22

沖ヶ平地区

阿古地区

立入禁止区域

参照︶への立ち入り規制は
継続します︒
問い合わせは総務課防災
危機管理係☎⑤０９３５︑
火山防災連絡事務所☎⑤０
９８０︒

三池地区

準居住
地区

辺規制︶から１︵活火山で
あることに留意 旧表記
﹁平常﹂︶に引き下げまし
た︒
ただし︑依然として火山
ガスの放出が続いているこ
御子敷地区

危険区域

７月 日㈯に開催します
帰島 周年を記念した式
典を︑坪田地区にこのほど
完成した三宅村文化会館の
完成記念式典と併せ︑７月
日㈯に開催します︒
式典は 時開始ですが会
場の都合により村民の皆さ
んへの開場は午後０時 分

からとなります︒午後０時
半ごろから坪田の郷土芸能
﹁観音丸上下節﹂の披露な
どがあり︑午後１時半ごろ
からは建物前で餅まきも行
いますので皆さんぜひご来
場ください︒
なお︑会場に入れる人数
には限りがあるため入
場できない場合があり
ます︒
また︑高齢の方や体
の不自由な方のための
席は若干数あります
が︑その他の方は立ち
見となりますのでご了
承ください︒駐車場は
旧坪田小学校のグラウ
ンドをご利用ください︒
問い合わせは企画財
政課企画情報係☎⑤０
９８４︒
ニンジャーショー﹂﹁小金
井市の貫井囃子︵ぬくいば
やし︶﹂を予定していま
す︒皆さんのご来場をお待
ちしています︒

伊ヶ谷地区

ＷＥＲＩＤＥ三宅島

美茂井・島下地区

親子サマー
キャンプ開 催

立入禁止区域

との交流会や海遊びなどさ
まざまなイベントも企画し
ていますので︑皆さんの参
加をお待ちしています︒
▽期間＝８月 日㈯〜
日㈪の３日間
▽対象＝自転車に乗れる
小学生から中学生まで
▽申込締切＝７月 日㈮
まで︵定員 組︶
申し込みと問い合わせは
ＮＰＯ法人三宅島スポーツ
振興会☎②１３８１︒

新たに委員となった山本さん
（右）
と
高松さん
（中央左）

無料

for
Android

伊豆・神着地区

バイクを通じて親子で一
緒に交通ルールやマナー︑
バイクの正しい乗り方を楽
しみながら学ぶ﹁親子サマ
ーキャンプ﹂を開催します︒
バイクに乗ったことがな
い子供たちでも安全にバイ
クの運転が体験できます︒
島外から参加する子供たち
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島内の認定者15人に
for
iphone

準居住地区
立根地区
薄木・粟辺地区

都道から見た三宅村文化会館

詳細はポスターや戸別配
布されるチラシをご覧くだ
さい︒
問い合わせは三宅村商工
会☎②１３８１︒
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発令地区名称と規制区域
図
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７月25㈯、
26日㈰開催
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（外国人含む）

2015.7.1（平成27年）
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三宅村商工会による第
回ふれあいらんど三宅島マ
リンスコーレ フェスティ
バルが開催
されます︒
▽開催日
＝７月 日
㈯︑ 日㈰
▽会場＝
ふるさと体
験ビレッジ
︵ふるさと
の湯・味覚
館︶駐車場
今年は帰
島 周年記
念として︑ 日に﹁演歌歌
手の瀬川瑛子歌謡ショー﹂
︑
日には﹁手裏剣戦隊ニン

歌手の瀬川瑛子さん

25

帰島10周年記念
マリンスコーレ21フェスティバル
26

☎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：企画財政課
発行：三宅村

今月の人口と世帯数

.544

７月号

2,652人 （−2人）
1,725世帯（−3世帯）
平成27年６月１日現在
※カッコ内は前月１日比

収に関することなどです︒
今年度は帰島 周年を記
念する年であることから︑
特に企画情報係では１年を
通して三宅村復興のさらな
る弾みとなるような︑さま
ざまな記念事業を計画して
います︒
今年１月
の都庁での みんなの
パネル展 コ ラ ム
︵三宅支庁
共催︶や２
月の綱引き大会︑３月のレ
ディース・ランへの補助な
ど︑そして今月 日㈯には
三宅村帰島 周年記念式典
及び三宅村文化会館完成記
念式典を︑同日と翌日には
帰島 周年を記念した商工
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海ではルールを守ろう

島しょ

総合センター通信

﹁サザエの放流について﹂

このサザエの消化管を調
べたところ︑紅藻︵こうそ
う︶など複数種の海藻片や
石灰藻︑微細な貝類が確認
でき︑ ％以上を紅藻が占
めていました︒
︻ＤＮＡ分析︼
紅藻の欠片を詳しく調べ
るためにＤＮＡ分析を行っ
たところ︑その構造が
紅藻綱スギノリ目オキ
ツノリ科と最も近く︑
海藻片は周辺に生えて
いたオキツノリ科の
﹁ハリガネ﹂と考えら
れます︒
これまでハリガネと
いう海藻は固く︑貝類
の餌には適さないと思

水浴場の遊泳状況はＩＰ告
平成 年度の
知端末や三宅島観光協会ホ
定時総会開催
ームページ http://www.
シルバー人材センター
miyakejima.gr.jpで/ 最 新 の
情報をお知らせします︒
６月 日︑公益社団法人
問い合わせは観光産業課 三宅村シルバー人材センタ
観光商工係☎⑤０９２０︒ ーの平成 年度定時総会が
三宅村レクリエーションセ
ンターで開催され︑会員１
７６人のうち１５０人︵委
任状︑議決権行使書を含
む︶が出席しました︒
総会では平成 年度事業
報告と決算︑平成 年度事
業計画と当初予算などにつ
いて審議と報告が行われま
した︒
任期満了に伴う理事と監
事の選任では︑代表理事に
晝間孝夫さん︵会長︶と高
松英夫さん︵副会長︶︑理
事に島崎広光さん︑彦坂晶

認知症予防に興味がある
方や実際の介護でお困りの
方など︑多くの方のご参加
をお待ちしています︒
▽日時と場所＝７月
日㈬午後６時〜午後
７時半︑特別養護老人
ホームあじさいの里▽
講師＝井上悟︵精神科
医師／東京都立精神保
健福祉センター所長︶
問い合わせは島しょ保健
所三宅出張所保健指導係☎
②０１８１︒

われてきましたが︑サザエ
が積極的に食べ︑成長も良
好であることが分かりまし
た︒
豊かな磯根資源を目指
し︑大島事業所では今後も
調査を継続していきます︒
ご不明な点やご要望があれ
ば大島事業所☎０４９９２
④０３８１まで︒
︽お願い︾ステンレス標
識が付いたサザエ︵写真︶
を見かけた場合は︑採取せ
ずそのままにしてください︒

子さん︑山田清一さん︑監
事には北川章子さんが新た
に就任しました︒

東海汽船窓口で

クレジットカード
支払いができます

島内の東海汽船窓口で︑
クレジットカードでの支払
いができるようになりまし
た︒利用できるカード会社
の種類や支払い回数などに
ついては︑三宅島マリンサ
ービス㈱☎⑤０２２１まで
お問い合わせください︒

人事異動 ︵６月１日付︶

︻新規採用︼消防本部消
防救急係＝石川真司︵消防
士︶︒

ステンレス標識を付けたサザエ

水 農
産 林

大島事業所では栽培漁業
センターと協力し︑サザエ
稚貝の︑より良い放流場所
を探すための試験を行って
います︒放流する稚貝には
ステンレス製の標識をあら
かじめ付け︑天然のものと
区別ができるようにしてい
ます︒
︻平成 年の調査結果︼
昨年放流した場所は︑丈
が短い海藻がまばらに生え
る程度で栄養状態はあまり
良くありませんでしたが︑
調べたところ稚貝の成長は
良好で︑サザエには住み易
い場所であることが分かり
ました︒
︻サザエの食性について︼
26
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いよいよ夏本番︑マリン すい場所に気をつける
レジャーシーズン到来です︒
操船・乗船での注意
海水浴やサーフィン︑釣り︑
ダイビングなど海を楽しむ
①船や人との接触事故を
方が多くなります︒しかし︑ 防ぐため︑脇見操船をせず
楽しみと危険は紙一重︑ル に安全運転②ライフジャケ
ールを守って事故のないよ ットの常時着用③携帯電話
うに注意しましょう︒
は防水パックで携帯し︑連
絡手段を確保
海水浴での注意
※水難事故などを発見し
①遊泳禁止区域では泳が た際は消防本部☎１１９ま
ない②離岸流︵沖に向かう たは海上保安庁☎１１８︒
強い流れ︶に注意する③自
各海水浴場への監視員設
分の技能レベルを知り︑無
置と遊泳状況をお知らせ
理はしない④悪天候のとき
は海に出ない⑤飲酒後は海
三宅村では７月 日㈯〜
に入らない⑥深みや滑りや ８月 日㈰の間︑錆ヶ浜︑
大久保浜︑大船戸︑長太郎
池︑三池浜の海水浴場に監
視員を配置します︒監視員
の指示に従い快適な海水浴
をお楽しみください︒
また︑この期間中︑各海
18

高齢化社会を迎え︑ 歳
以上の約４人に１人が﹁認
知症﹂といわれています︒
いつまでも心身と
もに健康でいたいと
思っていても︑認知
症は完全に防ぐこと
が難しい病気です︒
本講演会では認知
症の予防や身近な認
知症患者さんとの上
手な付き合い方について︑
専門医が具体的な例を用い
て解説します︒

90

い︑ 日㈮は臨時休業とな になれませんのでご注意く
坪田郵便局が
り︑ＡＴＭコーナーも機器 ださい︒
移転します
問い合わせは坪田郵便局
移設のため 日㈭午後４時
旧坪田小学校内にある坪 から 日㈪９時までご利用 ☎⑥０００１︒
田郵便局は︑新しく建設さ
れた三宅村文化会館へ移転
し︑７月 日㈪から平常ど
おり営業を開始します︒
楽しみと危険は紙一重
この移転作業にともな
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27
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27

27

27

７月
月は
は後
後期
期高
高齢
齢者
者医
医療
療保
保険
険料
料︑
︑
保育
育料
料︑
︑
介護
護保
保険
険料
料︑
︑
国民
民健
健康
康保
保 ︻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︒
７
保
介
国
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27

会のマリンスコーレ も開 性化が期待されます︒
催されます︒
さらに︑定住促進事業と
記念式典では郷土芸能披 して今年度も島婚ツアーを
露や餅まきなどが︑マリン 実施する他︑三宅村への移
スコーレ では大々的な歌 住を希望する方を対象に︑
謡コンサートが予定されて 一定期間滞在して就業体験
いますので︑大勢の皆さん ができる新たな事業も計画
のご来場をお待ちしていま しています︒
今後も︑
第５次三宅
帰島 周年事業で復興へさらなる弾みを
村総合計画
の基本理念
企画財政課長 吉田 稔彦
﹁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﹂を目指し︑さま
ざまな事業を展開していき
ますので︑皆さんのご理解
とご協力をお願します︒

10

す︒
また︑今年は地方創生の
取り組みとして︑プレミア
ム商品券事業や帰島 周年
記念宿泊促進事業を実施予
定で︑島内消費の拡大と観
光客の増大による経済の活

16

18
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５月12日 平成27年度関東甲信越ブロック簡易水道大
〜13日 会出席
14日 平成27年度東京都市町村林野対策協議会監
査・通常総会出席、帰島10周年記念式典出
席依頼に伴う東京都総務局・議会局訪問、
東京都危管理監表敬訪問、東京都島嶼町村
会平成27年島嶼町村長会議（第１回臨時
会）、伊豆諸島・小笠原諸島地域力創造対
策協議会、島嶼町村会議長会・東京都行政
部との合同行政懇談会出席
15日 平成27年度東京都町村長個別連絡会、東京
都町村議会議長会意見交換会出席
20日 三宅島観光協会総会出席
21日 三宅村商工会総会出席
22日 三宅支庁事業説明会出席
25日 東京都町村会役員会、平成27年度第１回東
京都町村長会議、平成27年度関東町村会ト
ップセミナー出席（〜26日）
26日 東京都治山林道協会役員会・通常総会出席
27日 東京都簡易水道協会正副会長会議、東京都
簡易水道協会理事会出席
28日 平成27年度全国簡易水道大会出席
29日 東京都漁港漁場協会平成27年度理事会、伊
豆七島建設業協同組合50周年記念式典・祝
賀会出席
６月１日 三宅島民生・児童委員委嘱状伝達式、三宅
村農業経営改善計画認定授与式出席、三宅
島火山コアグループ会議委員来庁対応
４日 東京都議会公明党来庁対応
６日 みやけ保育園運動会出席
８日 公益財団法人日本離島センター理事会出席

27

10

坪 田 地 区 に 建 設 さ れ た 会議室︑調理室があります
︵仮称︶多目的施設の正式 ので皆さんぜひご利用くだ
名称が︑６月 日の議会で さい︒なお︑ご利用には事
前の申し込み
﹁三宅村文化
三宅村文化会館完成
が必要です︒
会館﹂に決定
７ 月 日㈪供用開始
申込方法な
しました︒
供用開始は７月 日㈪か どの詳細は三宅村教育委員
らとなり︑施設内にはホー 会教育課社会教育係☎⑤０
ル︑和室︵ 畳×２室︶︑ ９５２︒

村長室だより

企画財政課は企画情報
係︑財政係︑税務係と３つ
の係で構成され︑私は企画
情報係と税務係を担当して
います︒
それぞれの担当業務は︑
企画情報係が村の基本方針
や長期総合計画︑自然公園
法︑エネルギー資源︑統計
調査︑空海路対策︑広報に
関することなど︑税務係が
村税︑土地家屋調査および
評価︑村税や債権などの徴

26

27

85

認知症講演会
7月15日㈬開催

平成27年５月11日から平成27年６月10日まで

(2)

2015年（平成27年）7月1日

け
や
み
報
広
（第544号）

から ％へ︑所得段階が国
の標準段階に合わせて８段
階から９段階へ︑ならびに
低所得者の保険料軽減が拡
充されることなどです︒
なお︑ 歳以上の方の平
成 年度介護保険料は︑７
月上旬に決定し通知しま
す︒別表は軽減後の介護保
険料となっています︒
詳細は村民生活課保健係
☎⑤０９０２までお問い合
わせください︒

険税
税︑
︑
固定
定資
資産
産税
税の
の納
納付
付月
月︒
︒
７月
月 日
日㈮
㈮ま
まで
でに
に納
納め
めて
てく
くだ
ださ
さい
い︒
︒
険
固
７

介護保険料が変わります
年度から

年度から 年度までの３
年間に見込まれる村の介護
サービスなどの費用を算出
し︑そのサービス費用のう
ち 歳以上︵第１号被保険
者︶の方で負担する分を人
数で割って算出します︒
主な改定内容は︑第１号
被保険者の負担割合が ％

第６期 平成

三宅村では３年間を１期
とする介護保険事業計画を
策定しています︒今回︑平
成 年度から 年度までの
３年間を第６期介護保険事
業計画として策定しまし
た︒
第６期介護保険料は︑国
が示した方針に基づき平成

︻防災行政無線︼放送内容を確認したい場合は

新後期高齢者医療被保険者証
自己負担割合変更の方に送付

子

中央診療所長

舘野

供の風邪について

時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒

７月下旬に郵送します︒
減額認定証は入院時だけ
でなく外来診療で医療機関
などに提示すると︑同一医
療機関へ月ごとに支払う保
険適用医療費の自己負担限
度額が減額されます︒
世帯全員が住民税非課税
の申告をし︑まだお持ちで
ない方はお問い合わせくだ
さい︒
問い合わせは村民生活課
保健係☎⑤０９０２︒

佑樹

を倒す薬であるため︑ウイ
ルス性ののど風邪には全く
効果はありません︒
ただし︑上気道炎をこじ
らせると気管支炎や肺炎に
なる場合があります︒この
特徴は︑①５日以上たって
も悪くなるばかり②朝も夜
も 度以上の熱が続く③咳
が ひ ど い︑ゼ ー ゼ ー し て い
る④不機嫌︑ご飯が食べら
れない︑などがあります︒
こういった場合には﹁細菌
性﹂気管支炎や肺炎を考
え︑抗生物質が追加になる
こともあり︑重症な時は採
血やレントゲンが必要にな
ることもあります︒
基本的に子供は風邪にか
かりながら成長していくの
で︑過剰に神経質になるこ
とはありません︒しかし︑
大切なお子さんが病気にな
れば心配になるのは当然の
ことです︒普通の風邪だと
思っても心配な症状がある
場合は︑遠慮なく診療所へ
ご相談ください︒

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

世帯に複数 収入合計額が520万円未満

額を超える方は該当しませ
ん︒また︑収支上の損益に
かかわらず確定申告したも
のはすべて収入額に含まれ
ます︒
限度額適用・標準負担額
減額認定証の更新は８月１
日
現在お持ちの減額認定証
の有効期限は７月 日です︒
すでに交付されていて︑
世帯全員が住民税非課税の
方には新しい減額認定証を

12

季節を問わず診療所には
風邪のお子さんがいらっし
ゃいます︒子供の風邪はの
どの風邪︑お腹の風邪を問
わず︑一般的には﹁ウイル
ス性﹂の感染症であること
が多いといわれています︒
診療所で﹁上気道炎﹂と
診断するのは﹁ウイルス性
ののど風邪﹂とほぼ同じ意
味です︒特徴は鼻水︑のど
の痛み︑咳︑痰などの症状
があることや︑朝は解熱し
て夜高い熱がでるという熱
型などが代表的です︒
この病気は︑本来は子供
自身がもつ免疫力でウイル
スを倒せることが多く︑薬
は不要なことが多いです︒
しかし︑子供の年齢によっ
ては夜の咳がつらくて眠れ
ない︑咳き込んで嘔吐︵お
うと︶する︑鼻水がひどく
て母乳が吸えない︑などの
症状がでます︒この場合は
咳や鼻水へのいわゆる﹁対
症療法﹂の薬が助けになり
ます︒﹁抗生物質﹂は細菌

72.4％

収入額が383万円未満
ただし383万円以上でも、同じ世帯
に他の医療制度に加入の70〜74歳
世帯に１人
の方がいる場合は、その方と被保
険者の収入合計額が520万円未満

13

後期高齢者医療制度で
は︑新年度の住民税課税所
得などに応じて︑自己負担
の割合を毎年８月１日に決
定しています︒
自己負担の割合︵別表１︶
が変更になる方には︑新し
い保険証を７月中旬に簡易
書留で送付しますので︑記
載内容をご確認ください︒
なお︑現在お持ちの保険証
は８月１日以降︑村民生活
課に返却してください︒自
己負担の割合が変わらない
方は︑現在お持ちの保険証
をそのままご使用ください︒
自己負担割合を変更でき
る場合があります
自己負担割合を３割から
１割に変更できる場合があ
りますので︑該当すると思
われる方には基準収入額適
用申請書を送付します︒収
入金額を証明できる書類
︵確定申告書の写しなど︶を
添えて提出してください︒
※収入額が別表２の基準

11

21

24

後期高齢者
収入判定基準
医療被保険
（平成26年中の収入で判定）
者数

眼科専門診療を
実 施 し ま す

航空機の運航状況

﹁わたしと年金﹂エッセイ
募集のお知らせ

搭乗率

就航率

みんなの

（H27.5.1〜5.31）

日本年金機構では﹁わた
しと年金﹂をテーマにした
エッセイを募集しています︒

18

38

み７月７日㈫︶※相談人数
心身障害者巡回
を早めに確定する必要があ
相談を実施します
り︑例年より早く受付を行
平成 年度心身障害者巡 いますのでご注意ください︒
申し込みは村民生活課福
回相談を開催します︒希望
される方は事前に電話でお 祉係☎⑤０９０４︒
申し込みください︒
▽日時＝９月 日㈮午前
▽場所＝伊豆避難施設▽対
象＝①肢体②視覚③聴覚④
知的▽相談内容＝①手帳の
申請︑級の変更︑障害部位の
追加②補装具の相談▽申込
期限＝７月 日㈮︵視覚の

11

負担割合変更の判定基準
別表２

しています︒応募先など詳
細は日本年金機構のホーム
眼科専門診療を中央診療
ページをご覧ください︒
所にて行います︒診療当日
▽応募締切＝９月 日㈮ に受診者が多い場合は︑受
︵当日消印有効︶
付を早めに終了することが
問い合わせは日本年金機 ありますのでご注意くださ
い︒なお︑眼鏡検査も併せ
て実施します︒
▽診療日時＝７月 日㈰
午前・午後︑ 日㈪午前のみ
構サービス推進部サービス
▽受付時間＝午前は８時
推進グループ﹁わたしと年 半から 時半︑午後は２時
金﹂☎
５３４４ １１ から３時半まで︒
問い合わせは中央診療所
００︑または村民生活課保
☎②００１６︒
健係☎⑤０９０２︒

92.9％

三宅
⇒調布

39.6％

調布
⇒三宅

国民年金
公的年金の大切さやご自
身や身近な方との公的年金
の関わりなど︑公的年金に
関するエピソードを盛り込
んだ内容のご応募をお待ち

27

３割

同じ世帯の後期高齢者医
現役並み
療被保険者の中に145万
所得
円以上の方がいる場合

31

同じ世帯の後期高齢者医
療被保険者全員が145万
円未満の場合
一般
１割

自己負担の割合の決定基準
別表１

本人が村民税課税で、前年の合計
97,776円
所得金額が290万円以上の方
第9段階

65

問い合わせ先

31

平成27年度住民税課税所
自己負担
所得区分 得（平成26年中の所得か
の割合
ら算出）

03

本人が村民税課税で、前年の合計
第8段階 所得金額が190万円以上290万円未 86,280円
満の方

22

本人が村民税課税で、前年の合計
第7段階 所得金額が120万円以上190万円未 74,772円
満の方
・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………………企画財政課税務係☎⑤0983
・特設登記所…企画財政課企画情報係☎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

31
31

世帯に村民税課税者がいて、本人
が村民税非課税で、本人の前年の 57,516円
第5段階
課税年金収入額と合計所得金額の （基準額）
合計が80万円を超える方

27

本人が村民税課税で、前年の合計
69,024円
所得金額が120万円未満の方
第6段階
◆保健師による健康相談（毎週火・金曜日9:30〜11:
00、無料・予約不要）
【村民生活課】

27

29

世帯に村民税課税者がいて、本人
が村民税非課税で、本人の前年の
第4段階
51,768円
課税年金収入額と合計所得金額が
80万円以下の方

27

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）
DT２期 （15:20〜15:40） 【中央診療所】

65

世帯全員が村民税非課税で、本人
第3段階 の前年の課税年金収入額と合計所 43,140円
得金額が120万円を超える方
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（14:40〜14:50）
【中央診療所】

世帯全員が村民税非課税で、本人
の前年の課税年金収入額と合計所
43,140円
得金額が80万円を超え、120万円以
下の方
第2段階

29

特設登記所開設（9:00〜12:00）
【役場臨時庁舎】

９日㈭

後期高齢者医療保険料（第１期）、保育料
（７月分）、介護保険料（第１期）、国民健
康保険税（第１期）、固定資産税（第２期）
の納期限

31日㈮

（第544号）

け
や
み

保険料年額
対象者
所得段階

７月の生活カレンダー

○生活保護受給者もしくは、老齢
福祉年金受給者で世帯全員が村
民税非課税の方
第1段階
25,884円
○世帯全員が村民税非課税で、本
人の前年の課税年金収入額と合
計所得金額が80万円以下の方
特設登記所開設（9:00〜12:00、13:00〜16:
８日㈬
00）
【役場臨時庁舎】

平成27年度〜平成29年度 介護保険料
別表

報
広
2015年（平成27年）7月1日
(3)

今月 の

一押

しは⁝

0

11

走り続けられない﹂鉄道と
ともに生きた自らの体験を
もとに︑戦前から戦後の鉄
道と人々との関わりをつづ
っています︒

0

24

﹃モモ﹄

0

レベル4
（5.0ppm超）

31

ミヒャエル・エンデ作／絵
大島かおり訳・岩波書店

0

時間分月平均

120

会︑
セーフティ教室
日㈮＝終業式︑大掃除
日㈰＝東京都大会︵野球
部︶︑島嶼大会︵バ
レーボール部︶
日㈬〜 日㈮＝三者面談
７月の小・中学校予定
日㈭〜 日㈫
︻小学校︼
＝学習会︑夏季水泳
指導前期
２日㈭＝東 京 都 学 力 調 査
︵小５︶
問い合わせは三宅村教育
日㈮〜 日㈯
委員会☎⑤０９５２︒
＝ 宿泊体験学習︵小４︶
﹃汽車ポッポ判事の
日㈮＝終業式︑大掃除
鉄道と戦争 ﹄
日㈪〜 日㈮
ゆたかはじめ著・弦書房
＝ 高遠体験学習︵小５︶
日㈫〜 日㈮

119

レベル2
（0.6ppm超）

レベル3
（2.0ppm超）

もっと知りたい

1,237

ここここここここここここれ！！！！！！！！！
島 のあれこ

1,477

年間

9.3

レベル1
（0.2ppm超）

三宅島ジオトレッキング
ルートを散策しませんか

【申込方法】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
先を添えて企画財政課へ持参、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。

9.0

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
（％）

10

りん

とう

さ

誕生日：平成26年
４月５日（坪田）

ちゃん

メッセージ

ルート上には地図で現在
地を示した案内看板︵写
真︶や︑次の地点までの距
離とおおよその所要時間を
表示した標識︵図１︶が設
置されています︒
詳しくは三宅島観光協会
制作の﹁東京・三宅島ジテ
ンシャ／ジオトレッキング
ＭＡＰ﹂︵図２︶をご覧く
ださい︒
※このコーナーに関する
問い合わせは企画財政課企
画情報係☎⑤０９８４︒

MAP

んだりしました︒春の植林
ボランティア
はこれで終了し︑また秋に
３団体が植林
予定されています︒
５月から始まったボラン
問い合わせは観光産業課
ティア団体による春の植林 農林水産係☎⑤０９９２︒
ですが︑６月は﹁富士ゼロ
ックス東京株式会社かけは
し倶楽部﹂﹁一般社団法人
エコロジー・カフェ﹂﹁特
定非営利活動法人園芸アグ
リセンター﹂の３団体が来
島して植林を行いました︒
それぞれの団体は植林の
他︑今まで植樹した場所を
訪れたり︑島内観光を楽し

７月18日㈯〜８月31日㈪の夏休み期間中は月曜日も特別オープン！
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。

トコブシ漁の口開け
（解禁）
は7月14日㈫、
29日㈬の予定です。

﹁三宅島ジオトレッキン
グルート﹂は︑都道︵三宅
村一周道路︶から雄山環状
林道までを登っていく道を
つないで構成され︑火山景
観や大海原の眺望︑森林
浴︑鳥のさえずりが楽しめ
ます︒

0.03

※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

標識

図１

人々から時間を騙し取る
男たちに主人公が立ち向か
う勇気溢れる物語です︒大
人にもお勧めの一冊︒
三宅村図書館☎⑤１４５
３︑開館午前 時〜午後５
時︑水曜日休館︒

テングサ
加工場付近

28 31

﹁鉄道は平和でなければ

７月11日㈯
9:00〜10:30

園芸高校の生徒ら
親善訪問団の一行
（父島の二見港にて）

19 17

23 22

す︒春は水が冷たい？大丈
夫です︒春に比べたら少な
いものの︑夏でもきれいな
ミヤケヘビギンポが見られ
ます︒
探すコツは静かにシュノ
ーケルをしながら︑じっく
り岩の上や側面を探すこ
と︒水中が騒がしいと隠れ
てしまい︑見つけられなく
なります︒

釜方海岸

20 17

15

泣き虫さんだけど、
にぃにに負けず、
強く育ってください

図２

伊豆岬
灯台前

21

40

佐藤 凛

案内看板

10

なし
７月４日㈯
9:00〜10:30

イベント情報

山田陽治さんと一緒に
釜方海岸磯遊び（仮）

申込締切
対象・定員・参加費
所
場
実施日時
イ ベ ン ト 名

なし

伊豆岬

海岸植物
観察会

小学生以上・
釜方海岸
７月18日㈯
定員24名・ 7月15日㈬
（テングサ
10:00〜
12:00
（予定） 加工場付近） 参加費なし
森の遊び人 と磯の生き物を探そう

玉入れをする園児たち

82

６月６日︑みやけ保育園
＝夏季水泳指導前期
︻中学校︼
の運動会が三宅村コミュニ
２日㈭＝東 京 都 学 力 調 査
ティーセンターで開催さ
︵中２︶
れ︑家族や地域の方々が観
９日㈭＝デイキャンプ
覧に訪れました︒
日㈬＝授業参観︑保護者
子どもたちは一生懸命練
習してきたリズムをお披露
目し︑保護者はわが子の成
三宅島自然だより
長をしっかりとカメラに収
﹁海のなかにも
めていました︒
アカコッコ？﹂
この他にはかけっこや親
子競技などもあり︑会場に
頭が黒くて体が
は声援が飛び交い︑親子の
赤い生き物は？と
笑顔が溢れていました︒
聞くと想像するの
は﹁アカコッコ﹂
でしょうか︒で
も︑海の中にもよ
く似た色の生き物
が⁝︒その名も﹁ミヤ
ケヘビギンポ﹂︒三宅
島で発見された魚で
す︒普段はとても地味
な色をしていますが︑
繁殖期を迎えたオスは
アカコッコによく似た
婚姻色になります︒
繁殖期にあたる春に
は︑長太郎池や土方海
岸などの潮だまりの至
る所でこのアカコッコ
カラーの魚が見られま

婚姻色となったミヤケヘビギンポ
（全長５㎝ほど）

みやけ保育園
運動会を開催

88

りました︒翌日からは南
おがさわら丸初寄港
島・母島観光やシーカヤッ
親善訪問団小笠原へ
ク体験︑トレッキングなど
５月 日︑おがさわら丸 をそれぞれ楽しみました︒
が三宅島に初寄港し︑三池
港では大勢の島民が出迎え
ました︒三宅島からは小笠
原親善訪問団︵企画 三宅
島観光協会︶の一行 人が
乗り込み︑神着郷土芸能保
存会の木遣太鼓が響く中︑
おがさわら丸は出航してい
きました︒
父島に到着した一行は森
下小笠原村長らの歓迎を受
け︑初日は歓迎交流会もあ
31
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