（外国人含む）

2016.7.1（平成28年）

H26年度末 H27年度末

97
98
97
98
100.0% 100.0%

便・船便の運行状況などを
配信しているが︑今後はさ
らなるコンテンツの充実
や︑高齢者の利用率向上を
図ることが課題であると考
えています︒

1680
1641
802
820
47.7% 49.9%

光客の利便性を高めること
ができました︒今後は︑公
共施設︑避難所への整備を
進めていく予定です︒
ＩＰ告知端末においては︑
防災情報や専門診療︑航空

H26年度末 H27年度末

﹁島暮らし体験﹂参加者募集

推進交付金事業

事業の概要

163,437千円

ＢＢ

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
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㈯から
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☎⑧５６８１︒

ＣＡＴＶ

三宅村人権擁護
委員２人に感謝状

東京法務局

６月３日︑東京法務局に
て開催された﹃東京都人権
擁護委員連合会定時総会﹄
において︑長年にわたり国
民の人権擁護と人権思想の
普及高揚に貢献してきた功
労者に対する各種表彰や感
謝状の贈呈が行われまし
た︒
三宅村では︑長谷川套雄
氏と彦坂明伸氏に東京法務
局長感謝状が贈呈されまし
た︒

FAX：04994 5 0932

電話：04994 5 0984

企画財政課 企画情報係

問い合わせ先
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参加者募集チラシ

三宅島への移住検討者を対象に

地域

まで︒最終受付は午後７時
です︒使用料は無料です︒
皆さんのご来館をお待ちし
ております︒
問い合わせは三宅村レク
リエーションセンター☎⑧
５６８１︒
親子サマーキャンプ

小・中学生の
参加者を募集

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︒

20

平成23年３月３日
490,311千円

事業完了日
補助対象事業費

平成21年度補正
490,311千円

事業年度
総事業費

20

三宅島に移住を検討して
いる方に短期間︑島内に滞
在しながら就業体験や移住
者交流会などを通じて島暮
らしへの不安を解消するこ
とで︑移住に繋げる﹁三宅
村島暮らし体験事業﹂の参
加者を募集中です︒
▽実施期間＝８月４日㈭
から 日㈭※４日夜竹芝発
定期船に乗船︒

の皆さんのご来場をお待ち
しています︒
詳細はポスターやチラシ
等をご覧ください︒
問い合わせは三宅村商工
会☎②１３８１︒

一般開放します

ボルタリングウォール

平成 年７月１日㈮から
平成 年９月 日㈬までの
間︑三宅村レクリエーショ
ンセンター内に設置のボル
タリングウォールを一般開
放いたします︒開放時間
は︑午前 時より午後８時
28

22

▽対象者＝島外に居住さ
れている方で︑本村への移
住を検討されている方︵概
ね 歳まで︶など
▽募集人数・締切＝３人
〜６人程度・７月 日㈮
▽参加費＝無料
※往復交通費︑滞在期間
中の食費︑島内移動用車両
の燃料費︵車両は村で用
意︶は参加者負担
詳しくは村
ホームページ
をご確認くだ
さい︒
問い合わせ
は企画財政課
地方創生推進
担当☎⑤０９
８４︒

30

整備対象地域
三宅村の全域
交付金額
サービス開始日 平成23年３月１日
サービス形態
公設民営（IRU）
契約先
東日本電信電話株式会社 東京支店
整備計画時の目標
実績
初年度
最終 H23年度末 H24年度末 H25年度末
整備地域の世帯数 1801
1801
1682
1715
1705
加入世帯数
360
900
585
707
762
加入率(％)
20.0% 50.0% 34.7% 41.2% 44.6%
サービス開始日 平成23年３月１日
サービス形態
公設公営
契約先
ー
整備計画時の目標
実績
初年度
最終 H23年度末 H24年度末 H25年度末
整備地域の世帯数
90
90
92
93
94
加入世帯数
90
90
92
93
94
加入率(％)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

29

21

31

総務省関東総合通信局所管地域情報通信基盤整備推進交付金事業に
おける整備計画の事後評価について

22

そこで︑これらの課題を
三宅村の光ファイバー網 心・安全な地域づくりに努
整備は︑総務省関東総合通 めていたが︑防災に備える 是正するため村がＦＴＴＨ
信局所管の交付金を用いて 体制が必要十分ではない現 による光ファイバ網を整備
し︑防災はＩＰ告知端末を
実施し︑平成 年３月１日 状にありました︒
すでに村内一部では地上 整備し︑住民に防災状況を
からエリア化され︑村内全
域が高速光インターネット デジタル放送が視聴可能と 提供することとしました︒
サービスの利用が可能とな なっていたものの地域内に 難視聴解消は受信点設備等
おいて視聴ができない箇所 を村が整備し︑村が事業主
りました︒
このことから︑地域情報 も存在しており︑住民から 体となり住民へのサービス
通信基盤整備推進交付金交 の難視聴解消対策の要望が を行うこととしました︒ま
た︑ブロードバンドサービ
付要綱により︑整備計画の 寄せられていました︒
情報通信利用環境におい スは東日本電信電話㈱へＩ
目標達成状況等について評
ては︑ブロードバンド環境 ＲＵ契約により施設を貸し
価し公表します︒
出し︑当該地
事業名 地
情報通信
区でサービス
域情報通信基
基盤整備
を行うことと
盤整備推進交
整備計画の事後評価について し
ました︒
付金事業
評価及び課題 事業全体
事業概要 三宅村は︑２ としてＡＤＳＬが利用でき
０００年の噴火により全島 る程度で︑都市部と比較し の達成度評価として︑整備
避難があり︑離島期間が７ て 情 報 通 信 格 差 ︵ デ ジ タ 地域の世帯数の減少はあっ
年と長かったため﹁若年の ル・ディバイド︶が深刻な たものの︑ＢＢ︑ＣＡＴＶ
定住化︑新規移住者﹂が促 問題となっており︑住民と 共に整備計画の当初の加入
進されず︑過疎化に歯止め の懇談会などでも超高速イ 率の目標値を達成できたこ
が掛からない状況にありま ンターネットの環境整備に とは評価できるものである
した︒２０００年の噴火に 強い要望があり︑早期の解 と考えます︒
また︑光ケーブルの高速
よる火山性ガスの放出︑台 決を求められていました︒
風等の自然災害︑集中的な また︑役場内においても︑ 通信の利点を活かし︑村内
雨量による土砂災害︑さら 地域公共ネットワークは未 の観光施設を中心に無線Ｗ
には津波・高潮対策等︑安 整備の状況にありました︒ ｉ Ｆｉ環境を整備し︑観

７月30日㈯、31日㈰に開催

15

25

23

三宅村商工
会では︑第
回ふれあいら
んど三宅島マ
リンスコーレ
フェスティ
バルを開催し
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︒
今年も盛りだくさんの内
容を計画中ですので︑多く

28

28

11

マリンスコーレ21

三宅村
商工会

11

19

平成 年に廃校になった 声 同 窓 会 合 唱 団 ︵ 世 田 谷
旧 阿 古 中 学 校 の 校 歌 が 再 区︶により︑校歌の復活が
実現しました︒
演︑収録されました︒
合唱は小山台
元校長の窪寺
旧阿古中学校
会館ホール︵品
昇さんと︑同中
の校歌が復活
川区︶にて︑窪
学の元音楽教員
で作曲者の長︵ちょう︶富 寺さんと長さん︑東京在住
江さんが︑校歌を再び合唱 の卒業生が立ち会う中で行
し︑記録を残そうと動き出 われ︑卒業生の思い出の中
し︑これに共感した松原混 にある校歌のテンポなど細
かい部分を確認しながら録
音されました︒
後日︑収録されたＣＤが
三宅村教育委員会へ届き︑
郷土資料館に集まった卒業
生は︑流れる校歌にうなず
いたり︑口ずさみながら校
歌を懐かしみました︒
その様子は︑５月 日に
ＮＨＫ総合﹁首都圏ネット
ワーク﹂で放送されまし
た︒
ＮＨＫ総合「首都圏ネットワーク」
の１コマ

☎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

.556

７月号

2,606人 （−１人）
1,698世帯（−１世帯）
平成28年６月１日現在
※カッコ内は前月１日比

長による任命制になりまし
た︒また︑農地の利用の最
適化を進める農地利用最適
化推進委員を設置すること
となりました︒三宅村農業

務︵農地利用状況調査︑農
地法にかかる許認可︑農業
経営基盤強化促進法の農地
利用集積計画の決定など︶
②農地等の利用の最適化の

浅沼 存

６月３日︑三宅支庁にて ゴ ラ 海 岸 等 の 護 岸 整 備 事
﹁サザエ稚貝の放流﹂に
都道の路面補修・園地整 関して︑今回はステンレス
平成 年度三宅支庁管内東 業︑
京都事業説明会を開催しま 備︑港湾・漁港・空港等の整 製標識を付けたサザエの追
した︒三宅支庁では︑東京 備︑砂防堰堤整備︑管理用通 跡試験から得られた調査結
都実施の事業についての説 路整備︑島しょのインター 果を報告します︒
明会を︑毎年年度当初に各 ネット環境改善事業の支援 ︻放流に適した場所とは︼
③島しょ保健所三宅出張
関係機関の皆さんに対して
禁漁区のアラキでは︑栽
所＝感染症対策︑健康相談︑ 培センターの協力により︑
行っています︒
今年度の三宅島︵三宅支 企業健診や各種指導︑食品 平成 ︑ 年の２年間でス
庁分︶の事業費は約 億７ 衛生・環境衛生監視業務︑ テンレス製標識︵タグ︶を
保健所旧庁舎 付けた稚貝６０００個を放
６００万円
の解体工事
で︑ほぼ例年 三 宅 支 庁 管 内 の
流しました︒
④島しょ農 平成 年 月 島しょ
どおりとなっ 都事業説明会開催
林水産総合セ に︑漁協が試
ております︒
なお︑各事業所管の主な事 ンター三宅事業所＝三宅島 験的に口開け
特産農産物の栽培管理に関 を行った際︑
業は次のとおりです︒
①三宅支庁産業課＝三宅 する試験研究︑普及指導
タグが付いたサザエ１４０
⑤教育庁三宅出張所＝若 ０個が水揚げされました︒
島観光施設整備への補助事
業︑農業用施設整備への補 手教職員に関する研修︑人 実に放流した稚貝の ・３
助事業︑林道復旧工事︑治 権教育の推進など
％が回収されたことになり
詳細は三宅支庁ホームペ ます︒伊豆諸島では︑サザ
山工事︑漁業振興施設整備
ージに掲載しています︒問 エの種苗放流が経営的に成
への補助事業
②三宅支庁土木港湾課＝ い合わせは三宅支庁総務課 立するための損益分岐回収
坪田地区道路整備事業︑ナ 行政担当☎②１３１１︒
率は３・１％以上であるこ
とから︑今回アラキにおけ
?る種苗放流は︑経営的にも
十分採算が取れることが確
12

26

海での事故に
注意しましょう

25

総会・理事会を開催

人︵委任状議決行使含む︶が
観光協会︑商工会︑社協
出席︑４月の人事異動に伴
い竹内規雄三宅支庁総務課
長の理事就任︑新たに長谷
５月に入り村内の各団体 んが退任し︑木村吉行さん 川崇さん︑北川多恵子さん
では総会や理事会が開催さ が副会長と飲食事業部を兼 が理事に︑長岡八千代さん
れ︑平成 年度事業報告や 任することになりました︒ が副会長に就任しました︒
日には公益法人三宅村
決算の承認︑平成 年度事
業計画や収支予算および役 商工会の第 回通常総会が
平成 年度の
員選任などについて審議が 開催され︑会員２３５人の
助成事業募集
うち１６６人︵委任状含む︶
行われました︒
日本離島センター
日に開催された一般社 が出席︑役員の改選はあり
団法人三宅島観光協会の第 ませんでした︒
日本離島センターでは離
また︑ 日︑社会福祉法人 島住民の自発的な島づくり
４回定時社員総会には会員
１０４人のうち 人︵委任 三宅島社会福祉協議会の今 を応援するため︑離島人材
状︑議決権行使書を含む︶が 年度第１回理事会が開催さ 育成基金助成事業を実施し
参加︑副会長の植松正孝さ れ︑現任理事 人のうち
ています︒本年度より新た
に①離島の地域づくりに貢
献する研究を支援する﹁研
究助成型﹂︑②離島と本土
との交流事業を支援する
﹁活動助成型﹂を６月１日
より募集開始しました︒
▽応募締切＝７月８日㈮
▽応募先＝研究助成型は
日本離島センター︑知的支
援型︵２月号参照︶と活動
助成型は役場企画情報係
▽応募対象＝離島在住の
方︑もしくは離島で活動し
46

新しい体制になりました
三宅村農業委員会会長

27

23

いよいよ夏本番︑マリン
レジャーシーズン到来です︒
海水浴やサーフィン︑釣り︑
ダイビングなど海を楽しむ
方が多くなります︒しかし︑
楽しみと危険は紙一重︑ル
ールを守って事故のないよ
うに注意しましょう︒
海水浴での注意
①遊泳禁止区域では泳が
ない②離岸流︵沖に向かう
強い流れ︶に注意する③自
分の技能レベルを知り︑無
理はしない④悪天候のとき
は海に出ない⑤飲酒後は海
に入らない⑥深みや滑りや

20

73

19

︻主事級︼総務課人事係
＝塚田梢
︻新規採用︼消防本部消
防救急係＝國井謙︑消防本
部空港消防係＝小林哲也

人事異動 ︵６月１日付︶

ームページ http://www.
で最新の
miyakejima.gr.jp/
情報をお知らせします︒ぜ
ひご活用ください︒
問い合わせは観光産業課
観光商工係☎⑤０９２０︒

をお楽しみください︒
また︑この期間中︑各海
水浴場の遊泳状況はＩＰ告
知端末や三宅島観光協会ホ

総合センター通信

高 ・４㍉︑重量１０８・
認できました︒
回収率が高かった要因と ８㌘︵殻高は２・８倍︑重
して︑アラキは遠浅で水深 量は ・８倍︶まで成長し
も浅く︑光が差し込みやす ました︒さらに︑殻高４０
いことから︑サザエの餌と ㍉︵７月︶で放流するより
なる藻類の再生産も活発で も︑殻高 ㍉︵４月︶の時
あること︒また︑くしの歯 に放流した個体の方が︑そ
状に広がる岩盤により︑沖 の後の成長にとって︑良い
合からの波が遮られ︑サザ ことが確認できました︒
これまで︑種苗の放流方
エにとって住む場所が確保
されていることなど︑生息 法は︑初期減耗︵小さな時
の死亡︶を考
慮し︑なるべ
く大きく成長
﹁サザエの追跡調査﹂ した個体を放
流する方が良
いとされてきましたが︑生
残率が高いアラキでは︑小
さなうちに放流した方が良
いことが分かりました︒
豊かな磯根の資源を守る
ため︑大島事業所では今後
も調査を継続していきま
す︒
水産に関するご不明な点
やご要望は︑大島事業所☎
０４９９２④０３８１︒

に適した環境が広がってい
ると推定されます︒今後
は︑島内で類似するような
場所を探すことで︑放流貝
の回収率向上に期待が持て
ると考えています︒
︻いつ放流するのか︼
平成 年４月に放流した
個体︵殻高 ・５㍉︑重量
５・５㌘︶は︑ カ月後の
平成 年８月には平均で殻

水 農
産 林

すい場所に気をつける
操船・乗船での注意
①船や人との接触事故を
防ぐため︑脇見操船をせず
に安全運転②ライフジャケ
ットの常時着用③携帯電話
は防水パックで携帯し︑連
絡手段を確保
※水難事故などを発見し
た際は消防本部☎１１９ま
たは海上保安庁☎１１８へ︒
各海水浴場への監視員設
置と遊泳状況をお知らせ
三宅村では７月 日㈯〜
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

16

16

59

ている団体など
D e f a u l t . a s p x
詳細は日本離島センター
をご覧ください︒
itemid=67
ホームページ﹁しましまネ
問い合わせは︵公財︶日
ッ ト ﹂ http://www.nijinet.本離島センター☎
３５
o r . j p / n e w s / t a b i d / 1 0 4 /９１ １１５１︑または企
画財政課企画情報係☎⑤０
産物生産状況調査や農地台 ９８４︒
帳補完調査など︶④情報活
動︵制度の周知︑座談会の
開催︑農業委員会だよりの
発行など︶といった多岐に
わたっています︒
中でも︑担い手の確保と︑
農地の利用促進を重点課題
とし︑農業委員と農地利用
最適化推進委員が主体とな
り取り組んでまいります︒
また︑日々の農業経営の
事でお困りのことがあれ
ば︑いつでも相談に乗りま
すので気軽にお声かけいた
だければと思います︒

26

31

みんなの
コ ラ ム

28

推進︵農地利用の確保と農
業経営の規模の拡大︑農地
の集団化︑担い手や新たに
農業経営を営もうとする者
の参入等による農地の利用
促進など︶③調査活動︵農

26

25

委員会も５月 日より︑８
人の新たな体制で３年間︑
活動してまいりますのでよ
ろしくお願いいたします︒
農業委員会の業務は︑①
農地関係法に定める法令業

03

≪お問い合わせ先≫
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目4番15号 島嶼会館
TEL 03-3432-4961 FAX 03-3433-1929
ホームページアドレス http://www.tosho-kaikan.jp/

27

16

28

︻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︒

島嶼会館アンケートご回答のお願い

28

85

この度︑三宅村農業委員
会会長の任を務めさせてい
ただきます浅沼存と申しま
す︒農業委員会等に関する
法律の一部が改正され︑本
年４月１日から新たな農業
委員会制度がスタートしま
した︒
法改正の主な内容は︑公
選制が廃止され︑区市町村

平成28年５月11日から平成28年６月10日まで

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
７
保
介
国

島嶼会館の更なるサービス向上を図るため、皆さまか
らのご意見をいただきたく、各ご家庭へアンケートを送
付させていただきました。ご協力の程よろしくお願いい
たします。

27

５月11日

全国簡易水道協議会関東甲信越
ブロック簡易水道大会出席
12日 町村長個別連絡会出席
17日 東京都町村議会議長意見交換会
出席
23日 全国離島振興協議会通常総会出席
24日 同上
25日 東京都市町村職員退職手当組合構
成団体長会議、東京都市町村林野
振興対策協議会通常総会出席
27日 東京都漁港漁場協会第１回理事
会出席
28日 東京愛らんどフェア「島じまん
2016」出席
29日 同上
30日 関東町村会トップセミナー出席
31日 全国簡易水道大会第１回理事 13
会、通常総会出席
６月２日 公益財団法人日本離島センター
第１回理事会出席
５日 関綾二郎元小金井三宅島友好協
会長通夜参列
13

17

17

村長室だより

(2)
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ら一部変わります︒
一食につき２６０円から
３６０円になります︒
平成 年４月１日からは
一食につき３６０円から４
６０円になります︒
限度額適用・標準負担額
減額認定証の更新は︑８月

りません︒
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
療機関で毎月支払う保険適
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
ていてまだお持ちでない方
は保健係までお問い合わせ
ください︒
平成 年１月から個人番
号︵マイナンバー︶制度の
開始に伴い後期高齢者医療
制度に関する手続きをする
際には︑申請書等に個人番
号の記載と本人確認が必要
になります︒
問い合わせは村民生活課
保健係☎⑤０９０２︒

眼科専門診療
を実施します
中央診療所

▽診療日時＝①７月 日
㈰午前・午後②７月 日㈪
午前中のみ
▽受付時間＝①︻午前診
療︼午前８時 分から午前
時 分まで②︻午後診
療︼午後１時 分から午後
３時 分まで
※眼鏡検査もあわせて実
施します︒
問い合わせは中央診療所
☎②００１６︒

３割負担から１割負担に変更できる場合

平成 年度の国民健康保
険税納税通知書は︑７月上
旬に世帯主宛てにお送りし
ます︒
算定方法や税率などに関
する問い合わせおよび納期
限までの納付が難しい場合
のご相談は村民生活課保健
係☎⑤０９０２︒

介状やお薬手帳の持参を

鈴木 亮士

ま処方を希望されたり︑逆
に合わなかったと伺うこと
があります︒数多くの処方
薬は似た形のものがあり︑
また同じ名前の薬剤でも
㍉㌘・ ㍉㌘という容量
や︑口の中で溶ける薬剤か
そうでないかなど︑規格の
違いがあります︒
診療所に残る過去の記録
からの推測はできるもの
の︑他の医療機関からの処
方などは︑口頭で言われる
薬剤がどの薬剤をさすこと
か判断することが難しいの
が現状です︒その薬剤その
ものを持参いただくか︑名
前を確認できる紹介状・お
薬手帳を持参してくださ
い︒
お薬手帳・紹介状は︑当
診療所だけでなく︑内地の
医療機関を受診する際に
も︑皆さまの健康を把握す
る上で有用な情報であり︑
災害時にも役立ちます︒ぜ
ひともご活用ください︒

中央診療所医師

７月に入り梅雨が明ける
と本格的な夏となります︒
昨年度熱中症で搬送された
方︑また熱中症により病気
を悪化された方がいらっし
ゃいました︒風が通る三宅
島でも︑屋内を締め切って
しまうと蒸し暑く︑また炎
天下での作業は熱中症の危
険が高まります︒まずは︑
日中にエアコンなしで締め
切った状態で過ごさないこ
と︑屋内で高温になる日中
の時間帯での作業を控える
ことに気をつけてくださ
い︒その上で︑発汗が多く
なるこの時期はこまめな水
分補給と︑適度な塩分の補
給もお願いします︒
さて︑話は変わります
が︑外来においてよくある
光景で﹁赤い粒の薬を飲ん
だらブツブツが出た﹂﹁細
いチューブの軟膏が効い
た﹂﹁青いキャップの目薬
がきれた﹂などと︑薬の名
前がはっきりわからないま

紹

時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒

収入合計額520万円未満

国民健康保険税
納税通知書について

世帯に複数

24

世帯に１人

収入額383万円未満
(ただし、383万円以上でも同世帯に国民健康保険
または会社の健康保険など、他の医療保険制度に加
入の70〜74歳の方がいる場合、その方と被保険者の
収入合計額が520万円未満)

保険
険税
税︑
︑
固定
定資
資産
産税
税の
の納
納付
付月
月︒
︒
８月
月１
１日
日㈪
㈪ま
まで
でに
に納
納め
めて
てく
くだ
ださ
さい
い︒
︒ ︻防災行政無線︼放送内容を確認したい場合は
保
固
８
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︒

後期高齢者医療制度
１日です︒現在お持ちの減
額認定証の有効期限は７月
日までとなっています︒
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７
月下旬に郵送しますのであ
らためて申請する必要はあ

保険証︑減額認定証について
なお︑収入額が＝表２＝
の基準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︒
入院時の食事療養標準負
担額が平成 年４月１日か

経営体 人

中央診療所で︑眼科専門
診療を行います︒受付は診
療当日に行います︒
受診者数が定数になった
場合は︑受付を終了します
ので︑あらかじめご了承く
ださい︒
▽場所＝中央診療所

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

3割

国民年金

10

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︒
◎イベントなどの情報提
問い合わせは企画財政課
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 Ｆ Ａ Ｘ ⑤ ０ ９ ３ ２ ︑
と連絡先を下記まで送付し
miyake03@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

70.0％

現役並み
所得
145万円以上の被保険者
およびその方と同じ世帯の被保険者

10

20

搭乗率

就航率

1割

度がありますので︑手続き 間については︑申請書を提
国民年金保険料免除等の
出した日から２年１カ月前
をしてください︒
申請について
平成 年度の免除などの までになります︒
失業などにより保険料を
受付は︑７月１日から開始
納付することが経済的に
みんなの
困難になったものの︑申
請を忘れていたために未
納期間を有している方な
どは︑一度ご相談ください︒
年金についてのご相談は︑
港年金事務所☎
５４０
１ ３２１１または村民生
活課保健係☎⑤０９０２︒

87.1％

三宅
⇒調布

39.9％

調布
⇒三宅

一般

され︑平成 年７月分から
平成 年６月分までの期間
を対象として審査をおこな
います︒
また︑申請できる過去期

航空機の運航状況

28

保険料が納め忘れの状態
で︑万一︑障害や死亡と
いった不慮の事態が発生
すると︑障害基礎年金や
遺族基礎年金が受けられ
ない場合があります︒
経済的な理由等で国民年
金保険料を納付することが
困難な場合には︑保険料免
除制度や若年者納付猶予制

（H28.5.1〜5.31）

145万円未満の被保険者（同じ世帯の被
保険者全員が145万円未満）

11

31

だくことを心から期待して
おります﹂と激励の言葉を
述べました︒
今回は︑新規認定者３
人︑再認定１人が認定さ
れ︑三宅村の認定数 経営
体 人となりました︒
問い合わせは観光産業課
農林水産係☎⑤０９９２︒

問い合わせ先

10

自己負担の
割合

30

収入判定基準
平成27年１月１日〜12月31日までの収入で判定

03

所得区分

30

表２

医療機関等にかかるときの自己負担割合
表１

11

被保険者数

28

平成28年度住民税課税所得(平成27年１月
１日〜12月31日までの所得から算出)

28

14

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】

手渡されるとともに︑櫻田
村長が﹁地域のリーダー︑
地域農業の世話役として活
躍し︑皆さんが目指してい
る農業経営を実現していた

定期予防接種
ＤＰＴ‑ＩＰＶ (14:30〜14:40）
日本脳炎１期 (14:40〜15:00）
21日㈭
ＭＲ
(15:00〜15:20）
日本脳炎２期、ＤＴ２期
(15:20〜15:40）【中央診療所】

14

保険証が新しくなります
新しい後期高齢者医療被保
険者証︵藤色︶は簡易書留
で７月中旬に送付します︒
有効期限は平成 年７月
日までです︒届きましたら
氏名や生年月日などの記載
内容をご確認ください︒
現在お使いの保険証︵オ
レンジ色︶は８月１日以降
に自身で破棄するか村民生
活課へ返却してください︒
※７月中は返却しないでく
ださい︒
なお︑医療機関などにか
かるときの自己負担割合は
＝表１＝をご確認くださ
い︒
自己負担割合が変更でき
る場合があります

特設登記所開設（9:00〜12:00）
【役場臨時庁舎】

30

30

28

29

新たに認定農業者４人誕生

７日㈭

30

・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。

28

31

三宅村 認定数は

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

17

◆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】

30

６日㈬

６月１日に認定農業者制
度に係る三宅村農業経営改
善計画認定証書授与式が行
われました︒
認定農業者の方へ証書が

７月の生活カレンダー

17
後期高齢者医療保険料（第１期）、保育料（７
８月
月分）、介護保険料（第１期）、国民健康保険
１日㈪
税（第１期）、固定資産税（第２期）の納期限
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んだりしました︒春の植林
ボランティア４団体
はこれで終了し︑また秋に
春の植林２０００本
予定されています︒
問い合わせは観光産業課
５月から始まったボラン
ティア団体による春の植林 農林水産係☎⑤０９９２︒
ですが︑６月は﹁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﹂﹁特定非営
利活動法人地球緑化センタ
ー﹂
の３団体が来島し︑約１
０００平方㍍内で２８００
本ほど植林を行いました︒
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

島じまん２０１６大盛況

︻中学校︼
７日㈭＝東 京 都 学 力 調 査
︵中２︶
８日㈮＝デイキャンプ
日㈬＝授業参観︑保護者
会︑セーフティ教
室
７月の小・中学校予定
日㈬＝終業式︑大掃除
︻小学校︼
日㈭＝東京都大会︵野球
部︶︑島嶼大会︵バ
４日㈪＝海浜教室
レーボール部︶
７日㈭＝東 京 都 学 力 調 査
︵小５︶
日㈮〜 日㈮
８日㈮〜９日㈯
＝三者面談
＝ 宿泊体験学習︵小４︶
日㈪〜 日㈭
＝学習会︑夏季水泳
日㈬＝終業式︑大掃除
日㈭〜 日㈮
指導前期
＝夏季水泳指導前期
問い合わせは三宅村教育
日㈯〜 日㈬
委員会☎⑤０９５２︒
＝ 高遠体験学習︵小５︶
13

29

21 20

︻新着本の紹介︼

まはら三桃著

﹃白をつなぐ﹄
小学館

中学生から社会人までの
世代の違う選手たちが︑ひ
とつの駅伝チームとして走
ります︒それぞれの思いを
胸に走る姿は人生そのもの
を見ているようです︒

文藝春秋

﹃長いお別れ﹄
中島京子

認知症を患った本人がど
のように年をかさねていく
のか︒そしてそれを見守る
家族がどのように生きてい
くのか︒厳しい現実の中に
も温かさとやさしさが伝わ
ってくる作品です︒
この他にも図書館には︑
一万冊を超える本が皆さん
を待っています︒
三宅村図書館☎⑤１４５
３︑開館午前 時〜午後５
時︑水曜日休館︒

み

ひ ろ

よ し ざ わ

誕生日：平成26年
６月10日（坪田）

メッセージ

カタツムリの表現

ここここここここここここれ！！！！！！！！！
島 のあれこ

もっと知りたい

吉澤 弘海 くん

歴史を大切にし︑地域に
根付く文化を次世代に受け
継ぐために島ことばを紹介
していきます︒各地域で日
常よく使われる表現を紹介
します︒
梅雨になるとよく見られ
るのがカタツムリです︒内
地では右巻きのカタツムリ
が多いですが︑２０００年
の噴火以降の三宅島では左
巻きのカタツムリ︵ヒダリ
マキマイマイ︶が目立ちま

アカコッコ館は7月16日から8月末まで無休です。
☎⑥0410、FAX⑥0458、ホームページの「アカコッコからの手紙」で検索。

三宅島ブースに長い行列

万人
来 場

人気番組「なりきり！むーにゃん生きもの ②8月7日㈰
※内容は同一
学園」でおなじみの山田さんと遊ぼう

山田陽治さんと一緒に磯遊び ①8月6日㈯

29

28

すぎ︑日本にもとからあっ
三宅島自然だより
た植物を駆逐してしまう恐
﹁きれいな
れがわかってきました︒そ
花だけど⁝﹂
のため現在は法律で販売や
栽培が禁止されています︒
身近で野生化しているこ
の花を見つけても種子を採
って撒いたり︑移植したり
しないでください︒できれ
ば種のできる前に根ごと抜
いてしまえると安心です︒
島の植物たちと共存でき
る花たちで庭を彩り︑楽し
んでいけると良いですね︒

ウミガメを知り、調べる方法お伝えします

植林をした園芸アグリのメンバー

82

女性部による明日葉の天ぷ
らや明日葉炊き込みご飯︑
うまかか棒などに長い行列
ができ︑三宅島のブースは
盛況でした︒
ステージではさかなクン
の授業のほか︑各島のステ
ージ披露があり︑三宅島か
らは 日に伊ヶ谷郷土芸能
保存会の獅子舞や神着郷土
芸能保存会の木遣太鼓が披
露され︑今年も多彩な内容
に会場は大盛況でした︒

必要(8月
3日まで)

10

必要(7月
14日まで)

三宅島のウミガメ調査隊になろう ７月16日㈯

申込

イベント情報

と仲良く、元気にすくす

す︒各地区のカタツムリの
表現は次のとおりです︒
▽神着地区＝ママンコ
▽伊豆地区＝マメン︑ジ
ュウマル
▽伊ヶ谷地区＝デンデン
虫
▽阿古地区＝マメン︑ジ
ュウマル
▽坪田地区＝デンデン虫
カタツムリを見たら︑島
ことばで表してみるのもい
いかもしれませんね︒
※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︒

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。

回目となる﹁東
京愛らんどフェア島
じまん２０１６﹂が
５月 日︑ 日に竹
芝桟橋で開催され︑
延べ約 万人が来場
しました︒
三宅島の物販ブー
スでは焼酎や明日葉
製品︑くさやなどが
販売されました︒飲
食ブースでは商工会

オオキンケイギクの花

27

22

52

21 20

25

長い茎に黄色い
大輪を咲かせてゆ
らゆら︒道路沿い
や空き地に目立つ
この花は︑北米原
産のオオキンケイ
ギク︵大金鶏菊︶
といいます︒
美しさに加え︑繁殖力が
強いため︑裸地や道路の法
面に植え
られてき
ました︒
地表を覆
い土砂流
出を防ぐ
ために役
立てられ
てきたの
です︒
し か
し︑あま
りにも強
アカコッコ

23

29

【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。

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/

三宅島のブース

５月 日から 日にかけ などは９月以降にお知らせ
て三宅島でのアカコッコの する予定です︒
また︑夏休みの間は月曜
個体数を調べました︒現
在︑解析中ですが︑２００ 日も開けてほしいという声
にお応えし
９年の調査時
アカコッコの
て︑この期間
︵４４００
個
体
数
を
調
査
中︑アカコッ
羽︶よりも増
アカコッコ館
コ館は無休で
え︑明るいニ
開館しています︒夏休みや
ュースとなりそうです︒
朝４時からの調査に参加 帰省のおりには︑遊びに来
いただいた皆さま︑地域の てください︒晴れた日は水
皆さま︑ご協力ありがとう 浴びに来るアカコッコも観
ございました︒具体的な数 察できます︒
26

く成長してね。

三宅島火山ガス濃度情報サービス

10

24

お兄ちゃん・お姉ちゃん

ヒダリマキマイマイ
撮影：アカコッコ館

不要
海辺の色とりどりの花の観察を楽しもう

７月９日㈯

13

28

10

参加費・定員
実施場所
時間
実施日
イベント名

釜方海岸(テングサ 無料・
9:00〜10:30
加工所前集合) 定員無し
中学生以上
10:00〜12:00 アカコッコ館
無料・定員15名
釜方海岸または 小学生以上
①13:00〜14:30
土方海岸※海況 各回定員
②12:30〜14:00
により決定
24名・無料

海岸植物観察会
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