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防災訓練の成果なども活か
し︑今後も村民の皆さまが
﹁安心して活き活きと安全
に﹂生活できる環境を整備
し︑災害に強い島づくりを

推進して行くことが重要で
あると実感しております︒
さて︑昨年︑帰島 周年
を迎えた本村では︑国・東
京都をはじめ関係機関︑村
民の皆さまのご支援・ご協
力の下︑三宅村村民憲章の

会において議長に選ばれ︑
その重責を痛感するととも
に身が引き締まる思いで︑
誠心誠意努力していこうと
心に誓ったことを今でも鮮
明に覚えております︒
当時は︑帰島してから７

制定︑帰島 周年記念式
典︑首都圏飲食店連携宿泊
推進事業︑東京都交響楽団
演奏会など多様な記念事業
を行いました︒また︑ 周
年を冠した事業やイベント

跡

せき

が︑村民の日常生活におけ
るソフト事業については︑
脆弱な財政力であることか
ら課題の解決に至っており
ませんでした︒
このような状況の中︑議
会が行政とともに早期実現
に向けてまず取り組んだ村
き

歩を合わせるかのように火
山ガスの観測結果が低下し
たことから︑昨年９月に解
除し︑島内における居住制
限を完全撤廃することがで
きました︒当該地区にお住

昭正

辰昇
区域における規制が全て無
くなり︑安堵の気持ちで一
杯です︒航空路線について
は︑運航開始当時の搭乗率
が低く伸び悩んでいました
が︑現在では利用客の増加

野

﹁調布〜三宅
島﹂間の新た
な航空路線の
確立︑人工透析医療問題︑
災害時における第３の避難
港︵伊ヶ谷漁港︶の整備促
進などでした︒
昨年９月には︑火山ガス
の規制緩和により沖ヶ平地
区の準居住地区規制も解除
され︑雄山山頂を除く居住

まいだった方々の 年余に
及ぶ大変なご苦労を無駄に
しないためにも︑今後も皆
さまと力を合わせ︑村の活
性化に取り組んでまいりま
す︒なお︑環状林道から火
口にかけては︑引き続き立
入禁止となっていますが︑
将来︑火口周
辺を含めた火
山観光が可能

櫻田

を開催していただくなど︑
多くの方々に﹁帰島 周年
記念イヤー﹂として大いに
盛り上げていただき深く感
謝申し上げます︒
また︑三宅島の最重要課
題の一つであった準居住地
区の規制も︑帰島 周年と

三宅村長

新たな一歩に向けて

10

10

10

三宅村議会議長 平

軌

10

10

政の重要課題は︑高濃度地
区規制解除に向けた働きか
けはもちろんですが︑﹁羽
田〜三宅島﹂間の定期航路
で使用していた﹁ＤＨＣ８
Ｑ３００﹂退役に伴う

文化会館の愛称命名︑そし
て総合防災訓練への参加な
ど島の若者や子どもたちの
頼もしい姿を見る機会が多
くありました︒私は︑この
無限の可能性を持った次代
を担う島の宝とも共に力
を合わせ︑より良い明日
の三宅村を築きたいと思
っております︒
村民の皆さまにおかれ
ましても︑
﹁ あ な た︵ ワ
レ︶が笑顔で暮らす島﹂の
実 現 に 向 け ︑﹁ 生 ま れ て ︑
育 っ て︑住 ん で ︑ 働 い て ﹂
良かったと思える笑顔あふ
れる﹁村づくり・島づく
り﹂に一層のご理解とご協
力をお願いいたします︒
今年一年が皆さまにとっ
てより良い年になることを
祈念いたしまして︑新年の
あいさつといたします︒

ことで︑以前から本村がク
ライミング施設を整備し︑
活発に利用されている様子
が注目されています︒そこ
で先日︑同競技の実施会場
を誘致すべく関係方面に要

になれば︑三宅島ならでは
のダイナミックな自然を体
感していただける素晴らし
い観光資源となります︒今
後︑立入禁止区域の一部解
除が実現する日を見据え︑
安全対策の推進を図って
いく必要があると考えて
おります︒
話は変わりますが︑今
年は節目の年を経て新た
な一歩をしるす年となり
ます︒今後も弛︵たゆ︶まず
歩み続けるために火山観光
に限らず既存観光資源の魅
力向上や潜在的観光資源の
掘り起しなども積極的に行
い選ばれる観光地を目指し
ていかなければなりません︒
先般︑スポーツクライミ
ングが２０２０年東京オリ
ンピック・パラリンピック
の追加種目候補に選ばれた

希望いたします︒
結びになりますが︑本年
２月は三宅村長および三宅
村議会議員の改選が予定さ
れており︑３月からは新体
制のもと議会も一新します︒
次期４年間も﹁三宅島の発
展﹂のために議員一人ひと
りが︑新たな時代感覚と崇
高なビジョンを持って議員
活動に邁進するとともに︑
﹁見ざる・言わざ
る・聞かざる﹂の
三猿になることな
く村民の声が村政
に届くよう積極的
に議会の中で議論
してまいりたいと思います︒
どうか本年も︑村民の皆
さまからの一層のご指導と
ご協力を賜りますよう重ね
てお願い申し上げ︑新年の
あいさつといたします︒

望書を提出しましたが︑結
果がどうであれ何らかの形
で協力できればという思い
は変わりません︒同競技の
盛り上がりとともに新たな
観光資源にもなり得ること
から︑その時に備え︑何が
できるか検討を進めたいと
考えております︒
結びになりますが︑昨
年︑村民憲章制定や三宅村

とともに就航率も ％台を ︵おおなん︶町における人口
維持する運航となり︑航空 減少対策について議員視察
機を利用した仕事やプライ を行い︑そこで感じたこと
ベートでの利便性が向上し は︑行政と議会が努力して
も住民の協力がなければ成
ております︒
一方︑海路については︑伊 し得ないということです︒
これらの問題について
ヶ谷漁港の延伸整備により
悪天候においても定期船の は ︑ 住 民 の 皆 さ ま の ご 意
安定した入港が可能となり︑ 見︑ご要望を拝聴させてい
島民の皆さまが安心して船 ただき︑住民の立場で最善
便を利用することができ
策を探求してまいりたいと
るようになりました︒
このような重要課題が
解決できましたのも︑島
民一人ひとりのご理解と
ご協力があったからこそ
成し遂げられたと︑心よ
考えております︒今後も︑
り感謝申し上げます︒
しかし︑生活環境が整っ 老若男女問わず島を愛する
ても︑そこで暮らす人々が 気持ちをますます持ち続け
いなければ島の発展は望め ていただき︑夢のある島づ
ません︒
一昨年︑愛媛県西予 くりのために大所高所より
︵せいよ︶市と島根県邑南 ご指導を賜りますよう切に

カットは
平松 譲画伯
(1914〜2013)
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年を迎え︑火山ガス監視シ
ステムや砂防ダムなどのハ
ード事業については︑国・
東京都のご尽力によりおお
むね完了しておりました

90

新年明けましておめでと
うございます︒
村民の皆さまにおかれま
しては︑健やかに新年をお
迎えのことと心よりお慶び
申し上げます︒また︑日ご
ろから村政全般にわたり温
かいご理解とご支援を賜
り︑厚くお礼申し上げます︒
昨年もまた︑口永良部島
の噴火や茨城県常総市での
水害など大きな災害に見舞
われ︑日本各地に災害の爪
跡が残った年でした︒被災
された方々に対し︑心から
お見舞いの意を表します︒
頻発する災害を目の当た
りにし︑本村における防災・
減災対策の重要性をあらた
めて認識した一年でした︒
昨年︑大久保地区で実施
した津波避難訓練や東京
都・三宅村・御蔵島村総合
明けましておめでとうご
ざいます︒村民の皆さまに
おかれましては︑輝かしい
初春を夢と希望︑さらには︑
ご家族の幸せを願ってお迎
えのことと存じ上げます︒
年頭にあたり三宅村議会
を代表し︑謹んで新年のご
あいさつを申し上げます︒
旧年中は︑東京都島嶼議
会議長会副会長の要職を賜
り︑公私共に充実した日々
を送ることができました
が︑私たち三宅村議会議員
の任期も残すところあとわ
ずかとなりました︒
さて︑議長就任中の４年
間を振り返ってみますと︑
平成 年２月の三宅村議会
議員改選において︑議員定
数２人を削減して新人議員
３人が加わり８人体制でス
タートいたしました︒初議
24
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今月の人口と世帯数

.550

１月号

2,632人 （−７人）
1,708世帯（−１世帯）
平成27年12月１日現在
※カッコ内は前月１日比

興を図ってゆかなければな
りません︒
安全安心への対応
一方︑関東や東北を襲っ
た記録的な大雨では︑鬼怒
川が氾濫するなどあらため
て水の怖さを痛感させられ
た年でした︒また︑口永良
部島では噴火による全島避
難を余儀なくされました︒
三宅島もいつ自然災害が発
生するかもしれません︒災

ても身を引き締めて職務を
遂行してまいります︒
本年の安全かつ安心を願
いつつ︑村民の皆さまの生
命財産を守るため︑都議会
や村役場などと連携し︑し
っかりと対処してまいりま
す︒
昨年の他のできごと
この他︑昨年春には空港
ビルの配置換えにより待合
室が広くなるとともに︑大

哲也

さらなる島の振興に向けて
土本
路池を一周する遊歩道が完
成しました︒三ノ輪地区に
まちかど庭園も整備され︑
運が良ければウミガメを見
つけることができます︒４
月にお魚センターも改装さ
れ︑買い物がしやすくな
り︑ 月には保健所が新庁
舎に移って業務を開始しま
した︒また︑阿古漁港の日
除け雨除け施設も整備され
ました︒
こうしたことを生かし

て︑観光や産業振興︑福祉
の向上に努めてまいります︒
今年の主要な取り組み
東京都では︑このほど東
京都総合戦略をまとめまし
た︒その中で﹁多摩島しょ
の振興なくして︑東京の持
続的発展はなし得ないこと
から︑交通や生活基盤の整
備が進展し︑誰もがいつま
でも安全・快適に住み続け
られる︑豊かな自然と調和
したまちの実現を目指しま
す﹂としています︒
そこで︑平成 年の三宅
支庁における特徴ある事業
を概括すると︑坪田地区の
道路拡幅工事を引き続き実
施する他︑公園園地の整備
や土砂災害防止に向けた基
礎調査や砂防堰堤の除石な
どの管理も着実に進めてい

島しょ

総合センター通信

きます︒また︑三池港や阿
古漁港の整備︑海岸護岸改
修工事などを進めていきま
す︒さらに︑林道の整備や
﹁主な堆肥の種類と特徴﹂
金曽沢などの治山事業も引
き続き実施します︒
あけましておめでとうご ような効果があります︒
こうしたハード面のみな ざいます︒
①空気や水の通りを良く
らず︑農業や漁業などの産
一年でもっとも寒い季節 し︑耕しやすくする②水分
業振興や福祉保健︑教育な となり︑早くも春作の作付 保持力を高めて乾燥しにく
どソフト面の充実も本庁と 計画を考える時期でもあり くする③肥料成分を保持し
連携し進めてまいります︒ ます︒今回は農作物の栽培 やすくする④土壌に有害物
ご理解とご協力を
に 欠 か せ な い 堆 肥 に つ い 質や酸性肥料が入っても害
三宅支庁としては島のさ て︑主な種類と特徴をご紹 や酸度の急変を和らげる⑤
らなる振興のため︑この一 介します︒
有害微生物を抑制する有用
年︑都議会や村役場をはじ
堆肥とは落ち葉や家畜ふ 微生物を増やす︒
め島のさまざまな団体︑島 んなどが微生物の力で分解
また︑堆肥は材料によっ
民の皆さま方と連携協力し︑ され︑作物が利用しやすい て含有成分や効果が違いま
職員一丸となり事業の一層 状態になったもので︑次の す︒落ち葉などが材料の堆
の推進に精一杯努めてまい
会議では冒頭︑浅沼徹哉
平成 年度三宅村総合開
ります︒さらなるご理解と
ご協力を賜りますようよろ 発委員会が 月 日に開催 会長からあいさつがあり︑
しくお願い申し上げます︒ され︑櫻田村長より諮問さ その後︑事務局より変更の
れた第５次三
宅村総合計画
︵平成 年度
策定︶の ヶ年事業実施計 あった事業や新規事業の説
画の見直しについて審議さ 明が行われ︑それについて
各委員から質疑などが多数
れました︒
三宅村消防団による新春 一斉放水を披露します︒雨
恒例の出初式を︑１月 日 天の場合は会場を阿古体育
館に変更し︑
㈰午前 時よ
１月 日㈰出初式
式典のみとな
り三宅村役場
三 宅 村 消 防 団 ります︒
臨時庁舎駐車
問い合わせは三宅村消防
場で行います︒
式中では︑各分団による 本部☎⑥０１１９︒

肥は肥料効果が低く︑土壌
改良効果に優れるため土づ
くりに適しています︒
一方︑家畜ふんが材料の
堆肥は肥料効果が高く野菜
栽培に適しています︒なお︑
家畜ふん堆肥は種類によっ
て含有成分が異なります︒
鶏ふん堆肥は肥料分が多
いですが︑牛ふん堆肥は比
較的肥料分が少ないので︑
土壌改良資材としても使用
できます︒農作物の栽培に
より効果的な使用を心がけ
てください︒
農作物栽培についての質
問は当センター☎⑥１４１
４まで︒

挙がりました︒
今回︑新規事業として小
学校の校庭緑化改修工事や
農業後継者育
成事業︑魚価
向上のための
殺菌冷海水装置設置事業︑
地域住民生活緊急支援事業
などが追加されました︒

三宅村総合開発委員会を開催

林組合大会で平松一成森林
組合長が功労者︵永年勤
続︶表彰を受賞しました︒
平松氏は平成３年に三宅
村森林組合代表理事組合長
に就任し︑森林整備の向
上︑植林ボランティア団体

の継続受け入れなど︑ 年
以上にわたり三宅島の緑化
や治山に尽力しました︒
全国森林組合大会は︑組
合の運動方針について採択
を行うとともに︑功績が認
められた組合や連合会︑推
薦された個人の表彰などを
目的として３年から５年間
隔で開催されます︒

月１日付︶

︻新規採用︼村民生活課
保健係＝有野千鶴︑村民生
活課医療係＝坂瀬正︑観光
産業課観光商工係＝伊藤正
章︒

人事異動 ︵
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東京都三宅支庁長
害への備えをしっかりする
必要性を痛感させられた年
でした︒その意味で︑ 月の
合同総合防災訓練で小中高
生の参加も得て︑火山噴火・
津波避難訓練や住民共助訓
練などが実施できたことは
大変意義がありました︒
さらに︑パリでは同時テ
ロ事件が起きましたが︑こ
れは決して遠い国の出来事
ではありません︒空港など
の施設を管理する支庁とし

第４回庁舎に関する検討会

舎の設置場所は︑現在使用
している臨時庁舎の駐車場
が適地③庁舎新築時には︑
バリアフリーや災害時対
応︑耐食性の確保など機能
面での配慮が必要④既存本
庁舎の有効活用を︒
村では︑この答申を踏ま
え︑今後事業執行に向け進
めていきます︒
問い合わせは総務課庶務
係☎⑤０９８１︒

回全国森

全国森林組合

日の第

12

18

28

12

水 農
産 林

12

三宅村森林組合
平松組合長功労賞
月

功労表彰を受けた平松組合長(左)

27

24

10

28

28

櫻田村長に答申書提出
月１日︑第４回庁舎に
関する検討会が開催されま
した︒会議では︑これまで
議論された本庁舎の在り方
を中心にまとめた答申案に
ついて協議を行い︑一部を
修正の上︑翌２日に長沼会
長から櫻田村長に答申書が
提出されました︒答申内容
は次のとおりです︒
①今後の役場庁舎は︑新
庁舎の新築が望ましい②庁

10

19

11月11日 ｢広尾病院｣開設百二十周年記念催事出席
13日 東京都議会に対する都予算重点要望活動
参加、平成27年度第1回都市町村協議会
及び都市町村懇談会出席
14日 2015ＷＥＲＩＤＥ三宅島エンデューロレ
ース出席
16日 平成27年度第３回全国簡易水道協議会理事
会、第60回簡易水道整備促進全国大会出席
17日 平成27年度第２回東京都離島航空路地域
協議会出席
18日 全国町村長大会、平成27年度島しょ地域
保健医療協議会出席
19日 水産業振興・漁村活性化推進大会・定期総
会、平成27年度第２回島じまん実行委員
会、平成27年度第４回伊豆諸島・小笠原諸
島地域力創造対策協議会、平成27年度第２
回東京都島しょ振興公社評議員会出席
20日 平成27年度東京都砂防協会要望活動参
加、平成27年度東京都島嶼町村一部事務
組合第1回組織団体長会議、平成27年度
第4回臨時島嶼町村長会議出席
21日 第16回三宅島産業祭出席
24日 広尾病院視察、平成27年度東京都島嶼町
村戸籍事務協議会総会出席
25日 東京自治会館を拠点とした多摩島しょに
おける2020年大会に向けた事業に係るオ
ープン記念式典、平成27年度第4回東京
都町村長会議、東京都市町村職員退職手
当組合構成団体長会議出席
26日・27日 平成27年度東京都町村会町村調査
視察
29日 自由民主党立党六十周年記念式典出席
12月１日 役場庁舎に関する検討会会長来庁対応
２日 役場庁舎に関する検討会答申受領
８日・９日 平成27年第４回三宅村議会定例会
出席

11

︻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︒

12

10

新年明けましておめでと
うございます︒三宅村の皆
さま方にとりまして新年が
良き一年となりますよう心
からお祈り申し上げます︒
さらなる島の振興を
昨年は︑帰島 周年の記
念すべき年であり︑７月の
文化会館の開設に合わせ︑
盛大な記念式典が開催され
ました︒また︑噴火警戒レ
ベルが２から１に引き下げ
られ︑居住地における火山
ガス規制もなくなりまし
た︒こうしたことにより︑
復興に向けて大いに弾みが
つく１年となりました︒
今年はこの良い流れをさ
らに盛り上げ︑ 年のラグ
ビーワールドカップ開催︑
年のオリンピック・パラ
リンピック開催という追い
風を生かし︑さらに島の振

村長室だより

10 10

櫻田村長(右)に答申書を手渡す長沼会長

20

１月は村都民税︑
後期高齢者医療保険料︑
介護保険料︑

平成27年11月11日から平成27年12月10日まで

10

(2)

2016年（平成28年）1月1日
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記入
が必要です
提示

す︒別表の必要なものを持
参して手続きしてくださ
い︒
また︑このほかにもマイ
ナンバーが必要になる場合

国民健康保険税︑
保育料の納付月︒
２月１日㈪まで︒
１月から村民生活課保健
係の手続きでマイナンバー
の記入や提示が必要になり
ます︒
国民健康保険︑後期高齢

﹁マイナンバー﹂の
１月から 村民生活課保健係

割引がありおトクです

国民年金

国民年金では︑保険料を
前払いすると割引がある
﹁前納﹂という制度があ
り︑口座振 みんなの
替による前
納と︑現金
納付やクレ
ジットカード納付による前
納があります︒
口座振替での前納は︑現
金納付やクレジットカード
納付による前納よりも割引

ケ

中央診療所医師

舘野 佑樹

ガの初期対応について

時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒

額が多くお得です︒
口座振替による６カ月前
納︵４月から９月分︶と１
年および２年前納の申込期
限は平成 年２月末です︒
︵４月末に振
替の手続きを
した口座から
引き落としさ
れます︒︶
前納についての相談は港
年金事務所☎
５４０１
３２１１︑または村民生
活課保健係☎⑤０９０２︒

︻防災行政無線︼放送内容を確認したい場合は
三宅村では︑集められた
ペットボトルをリサイクル
しています︒ペットボトル
を出す際はふた・
ラベルを取り外
し︑中を水洗いし
て他のごみと分け
て出すようにお願
いします︒
ペットボトルを
正しく出して貴重
な資源を無駄にしないよう
にしましょう︒
問い合わせは地域整備課
環境整備係☎⑤０９３８︒

１/11㈪

がありますので︑詳しくは
各担当にお問い合わせくだ
さい︒
問い合わせは︑村民生活
課保健係☎⑤０９０２︒

三宅島
柔剣道連盟

午前10時から
場所：三宅村コミュニ
ティセンター

償却資産の
申告について

問い合わせは
三宅島警察
☎②０５１１

者医療保険︑介護保険︑母
子保健に係る手続きをする
場合は︑今までの必要書類
に加え︑マイナンバーの提
示と本人確認書類が必要で

まりお勧めできません︒ま
ずは﹁その場所を圧迫﹂と
覚えてください︒
次に︑打ち身についてで
す︒捻挫であれ骨折であ
れ︑打ち身は必ず腫れて赤
くなるという特徴がありま
す︒打ち身の炎症を放置す
ると痛みが長引くことにな
りますので︑打った直後か
ら﹁冷やす﹂ことが重要で
す︒実は湿布で冷やすのは
あまり効果がありません︒
最も良い方法は︑氷をビニ
ール袋で包み︑さらにタオ
ルなどで包んで患部を冷や
す方法です︒可能であれば
患部を心臓より上に上げ
る︑固定して動かさないよ
うにするという初期対応も
腫れを最小限に抑える手段
として有効です︒
切り傷も打ち身も︑自宅
で対応困難な場合は︑診療
所にご相談ください︒来院
される際も自宅で様子を見
る際も︑この初期対応を参
考にしてください︒

切り傷や打ち身といった
﹁ケガ﹂は︑子供から大人
まで誰でもなる可能性があ
る病気です︒病院を受診せ
ず自宅の処置で済ませる場
合もありますが︑正しい処
置をしないと治りが悪くな
ることがあります︒
まず︑切り傷についてで
す︒手を切ることが最も多
いのですが︑切ったものが
包丁であれ︑のこぎりであ
れ︑一番大切なのはまず︑
水道水でしっかり洗うこと
です︒洗うことで傷口表面
の汚れや細菌を落とすこと
ができます︒
次に大事なのは出血の確
認です︒一般的に手の切り
傷の多くは﹁静脈﹂の出血
なので︑傷口自体をしっか
りティッシュやハンカチで
圧迫をすれば止めることが
できます︒手首や腕をきつ
く縛って来院される方がい
らっしゃいますが︑血行が
悪くなって逆に傷の治りが
悪くなることもあるのであ
03

鏡開き

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

１/16㈯
午後２時半から
場所：三宅村コミュニ
ティセンター
武 道
はじめ

79.1％

問い合わせは
三宅島
漁業協同組合
☎⑤００１１

運転免許証
又は
パスポート
など
２ 本人確認

24

１/２㈯
・湯の浜漁港
午前10時から
・坪田漁港
午前10時から
・阿古漁港
正午から
船祝い

搭乗率

就航率

16

◆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】

28

28

年給与支払報告書

定期予防接種
ＤＰＴ‑ＩＰＶ (14:30〜14:40）
(14:40〜15:00）
21日㈭ 日本脳炎
ＭＲ
(15:00〜15:10）
ＤＴ２期
(15:20〜15:40） 【中央診療所】

28

平成 年１月１日現在三
宅村内で事業を営んでいる
方は︑村内に所有している
機械・備品などの償却資産
について所有状況の申告が
必要です︒
申告書の提出期限は２月
１日㈪です︒
申告書類については村の
ホームページに掲載してい
ますのでご確認ください︒
問い合わせは企画財政課
税務係☎⑤０９８３

89.4％

三宅
⇒調布

41.4％

調布
⇒三宅

27

村都民税（第４期）、後期高齢者医療保険料（第
２月
７期）、介護保険料（第４期）、国民健康保険税
１日㈪
（第４期）、保育料（１月分）納期限

平成

特設登記所開設（東京法務局）
15日㈮
（9:00〜12:00）
【役場臨時庁舎】

！

んの意見・感想・要望など
広報からのお知らせ
をお待ちしています︒
問い合わせは企画財政課
◎イベントなどの情報提
供は︑毎月 日ごろまでに 企画情報係☎⑤０９８４︑
メールまたはＦＡＸで内容 ＦＡＸ⑤０９３２︑ miyake
と連絡先を下記まで送付し
03@miyakemura.com
てください︒掲載は紙面に
余裕がある場合のみとなり
ます︒また︑文体はご一任
ください︒
◎広報担当者は取材の際
に腕章をしていますので撮
影にご協力ください︒
◎三宅村では村民の皆さ

航空機の運航状況

年末年始の主なイベント

個人番号カ
ード１枚で
マイナンバ
ーと本人確
認ができま
す。

元の役所へ提出︶
②平成 年中の退職者に
ついても提出
２月１日 まで企画財政課税務係へ提出を
③住宅取得控除は居住開
与などの支払者は必ず受給 始年月日を必ず記入
者へ交付してください︒
④控除対象となる配偶者
や扶養親族の氏名・続柄・
提出時の注意
生年月日を摘要欄に記載
⑤控除の対象とならない
①対象は平成 年１月１
歳未満の扶養親族も氏
日現在三宅村に住んでいる
受給者の分のみ︵平成 年 名・続柄・生年月日を摘要
月 日以前に転出した人 欄に記載
問い合わせは企画財政課
は転出先︑平成 年１月２
日以降に転入した人は転入 税務係☎⑤０９８３︒

※代理人による手続きの場合の本人確認について
は、各担当にお問い合わせください。

の緊急性のない１１０番で
三宅島寄席を開催
事件・事故の時は
す︒時には︑緊急通報の妨
１月９日㈯
﹁１１０ 番﹂通報を
げになることがあります︒
１ １ ０ 番 通 報 の 約 ３ 割 悩み事・心配事は警察相談
今年も﹃三宅島寄席﹄を
開催します︒新年を楽しい は︑問い合わせや相談など ダイヤル☎＃９１１０︒事
件・事故で警察官
﹁笑い﹂でスタートさせま
にすぐ駆けつけて
しょう︒
欲しいときは︑緊
詳細は折り込みの別紙を
急通報ダイヤル☎
ご覧ください︒
１１０へ通報して
▽日時と場所＝１月９日
ください︒
㈯午後１時半から３時半︑
問い合わせは︑
三宅村文化会館
三宅島警察署☎②
問い合せは教育委員会社
０５１１︒
会教育係☎⑤０９５２︒

（H27.11.1〜11.30）

12

27

平成 年中に給与・賃
金・賞与を支払った事業主
の方は︑金額の多少や常
勤・非常勤の別に関わら
ず︑２月１日㈪までに給与
支払報告書を企画財政課税
務係へ提出してください︒
また︑複写となっている
源泉徴収票は確定申告など
に必要となりますので︑給

1月の生活カレンダー

ペットボトルの
出し方について

28

マイナンバーの確認と本人確認書類で
必要なもの
別表

通知カード
マイナンバー
確認
１

27

・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。
問い合わせ先

10

27

特設登記所開設（東京法務局）
（9:00〜12:00、13:00〜16:00）【役場臨時庁舎】

14日㈭

31

任意予防接種
(14:20〜14:30）
定期予防接種
ＢＣＧ
(14:20〜14:30）
28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】
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櫻田村長と平野議長は広
瀬東京都町村会副会長︵御
蔵島村長︶らと 月 日に
東京オリンピック・パラリ
ンピック組織委員会と東京
都庁を訪れ︑２０２０年東
京オリンピック追加種目と
してスポーツクライミング
が正式採用された場合に︑
三宅村を開催会場として選
定していただけるよう要望
書を提出しました︒︵内容は
村ホームページで紹介して
います︒︶

に行われました︒

大会
日㈪＝振替休業日
日㈭＝ 新入生保護者説明会
問い合わせは三宅村教育
委員会☎⑤０９５２︒
︻新着本の紹介︼
〜九十五歳のわたしから﹄

﹃十歳のきみへ
日野原重明著・冨山房イン
ターナショナル

十歳の子供に対して書か
れた本ですが︑大人が読ん
でも感動させられ︑考えさ
せられる一冊です︒

﹃あかり﹄
林木林 文・岡田千晶 絵
光村教育図書

物を大切にする気持ち︑
そして家族の思いを大切に
する気持ち︒この本の中に
はその思いが詰まってい
て︑とても心に響きます︒
三宅村図書館☎⑤１４５
３︑開館午前 時〜午後５
時︑水曜日休館︒

くん

誕生日：平成27年
３月31日（阿古）

メッセージ

いきいきお魚センターに
行くと︑綺麗な黄金色をし
た三宅島産椿油が目に留ま
ります︒椿油というと大島
や利島が有名ですが︑三宅
島でも古くから椿油が生産
されてきました︒
近年では︑椿油が美容に

三宅島産椿油
﹁実った想い﹂

こここここここここここれ！！！！！！！！！！
島 のあれこ

もっと知りたい

沖山 結音

クライ
開催を
スポーツ ミ
ング
櫻田村長らが要望

三宅島

21 18

いのちについて︑家族に
ついて︑平和についてな
ど︑著者の経験から生まれ
た思いがつづられていま
す︒

と
ゆい
おきやま

東京オリンピック

伊豆諸島ウオーク

２１９人が参加

15

14

82
１月の小・中学校予定
︻小学校︼
８日㈮＝始業式
９日㈯＝三宅村学力調査
日㈭〜 日㈬
＝三宅村合同作品展
日㈯＝学校公開︑校内マ
ラソン大会
︻中学校︼
８日㈮＝始業式 書き初め
大会
９日㈯＝三宅村学力調査
日㈭〜 日㈬
＝三宅村合同作品展
日㈮＝百人一首大会
日㈰＝中高合同マラソン

家の周りにも野鳥がたくさん。身近な場所で野鳥観察を始めてみませんか。双
眼鏡は無料で貸し出します。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。

10

１月
8:00〜 アカコッ 受講費無料・
三宅島の自然の魅力を伝えるガイドの活動に参加し 27日㈬
コ館
17:45
定員8名
ませんか。内容について詳細はアカコッコ館まで。

【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。

も効果があると言われてい
ることから︑今まで購入し
ていた層だけでなく︑椿油
になじみが薄かった若い女
性にも買い求められるよう
になっています︒
今回ご紹介した椿油は︑
島外の女性から寄せられた
三宅産の椿油が欲しいとい
う声を背景に︑新たな三宅
島の特産品にしたいという
想いから生産を始めたそう
です︒
島で獲れた椿の実はカラ
カラと透き通った音が出る
までしっかり乾燥さ
せることを心がけて
おり︑時間をかけて
乾燥させることで︑
鮮度が良い黄金色の
油になります︒
この椿油が島の新
たな特産品やお土産
として︑定着してい
くといいですね︒
※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︒

暮 らしの中 に

村民憲章 を

このコーナーでは﹁三宅
村村民憲章﹂を少しずつ紹
介しています︒今回は︑前
回に続き大項目の２つ目
と︑これに続く３つの小項
目を紹介します︒
一 礼儀を重んじ︑互いを
敬う平和な村をつくります
・笑顔であいさつを交わ
し︑感謝の気持ちを伝えま
す
・思いやりの心を忘れ
ず︑互いに助け合います
・人に迷惑をかけず︑決
まりを守ります
背景
旅行などで見知らぬ土地
を訪れた時︑まず視界に入
る景色が第一印象を決めま
すが︑その土地で出会う
人々の人柄が良いと﹁良い
ところだな﹂という印象が
増すのではないでしょうか︒
このことから︑地元の人
と来訪者を分け隔てず︑出
会った人には笑顔であいさ
つをしよう︑感謝の言葉を
伝えよう︑互いを思いやり
助け合おう︑人の嫌がるこ
とはやめよう︑という意味
が込められています︒
問い合わせは企画財政課
企画情報係☎⑤０９８４︒

各観測点での火山ガス濃度の年平均値
やレベルごとの月平均時間などはＩＰ
告知端末で配信。火山ガス濃度の年平
均値の推移は村のホームページに掲載。

ＴＯＫＹＯウオーク２０
１５特別編三宅島帰島 周
年記念﹁伊豆諸島ウオーク
三宅島﹂が 月５日に開
催され︑２１９人の参加者
が︑ ㌔コースと ㌔コー
スに分かれて︑三宅島での
ウオーキングを満喫しまし
た︒参加者は全員無事にゴ
ールし︑夜の懇親会も郷土
芸能が披露されるなど盛大

自然ガイド養成講座

20

20

います︒海を行き来する野
三宅島自然だより
鳥にとって旅の途中で休ん
﹁三宅島で見られ
だり︑栄養補給できる陸地
た鳥は何種類？﹂
＝島はとても大切で︑多く
の渡り鳥が立ち寄ります︒
三宅島では年間１３０種ほ
どの野鳥が見られています
が︑そのうち１００種類ほ
どは渡り鳥です︒彼らが安
心して旅を続けられるよう
な環境をいつまでも大事に
して行きたいですね︒

１月
9:00〜
参加費無料・
街なかバードウオッチング（阿古編） 16日㈯ 10:30 郷土資料
館前
定員無し

イベント情報

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

富士ゼロックス東京

10

30

14

17 15

先月号に三宅島
初記録になったヒ
シクイのお話を書
きました︒ところ
で︑今までに三宅
島で記録がある鳥
は何種類あると思
いますか？現在︑日本の野
鳥︵インコ・ニワトリな
ど飼い鳥︑家禽︵かき
ん︶は除く︶とされてい
るのは６３０種ほどです
が︑その約４割︑実に２
７０種の野鳥が島で記録
されています︒日本全体
の面積に比べ︑とても小
さな三宅島になぜこんな
にたくさんの野鳥が確認
されているのでしょう？
実は﹁渡り﹂が関係して

三宅島火山ガス濃度情報サービス

46

in

20

毎日笑顔の看板息子。
みんな結音の笑顔が大好
きよ。天国のパパも
見守っててくれてるから
元気にスクスク
育ってね。

椿の実を乾燥させている様子

集合場所 参加費・定員
時間
実施日
イ ベ ン ト 名

12

人が雄山に植林

12

12

15

月４日︑富士ゼロック
ス東京株式会社﹁かけはし
倶楽部﹂から 人が来島し︑
植林活動が行われました︒
雄山中腹の旧村営牧場跡
地周辺で︑強風の中タブノ
キやヤブツバキ他計６００
本の植林を行い︑作業終了
後には島内観光を楽しみま
した︒
今年度の植林活動はこれ
が最後となり︑７団体で
回︑延べ３１５人の参加に
よって約９４００本が植林
されました︒来年度も４月
以降︑さまざまな団体によ
る植林が予定されています︒

大あくびの「ムナグロ」。
長旅おつかれさま。

10

15

記念写真に納まるウオークの参加者

12

in

布村副事務総長に要望書を
手渡す櫻田村長と平野議長
富士ゼロックスのメンバーら

(4)
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