（外国人含む）

2017.1.1（平成29年）

で発生した巨大地震︑北海
道・東北地方を襲った台風
による土砂災害などの自然
災害が全国に甚大な被害を
もたらしました︒尊い生命
よう︑災害から生命・財産
を守るための対策や津波な
ど自然の脅威に十分配慮し
た減災対策︑火山ガスへの
対応策など防災島づくりを
積極的に推進するため︑防

よう︑私たちは一層注力し
ていく必要があります︒現
在︑小中学校ではＩＣＴを
さらに活用するため︑効果
的な教材や手法を取り入
れ︑学力向上を図るととも

櫻田

昭正

心ひとつ次代へつなぐ
三宅村長
災・危機管理体制の充実強
化に努めてまいります︒
今後︑このような島づく
りを推進していくために
は︑島の力となる人材が必
要不可欠です︒人材が︑島
を支え島が必要とする優秀
な逸材﹁人財﹂に成長する

に情報活用能力の向上に努
めております︒子どもたち
が知性や感性を高め︑道徳
的心情や体力の向上を図
り︑人間性豊かに成長する
よう学校・家庭・地域社会
がそれぞれの役割を担い︑
三宅島一体となって島の宝
の育成に取り
組んでまいり
たいと考えて
年度東京都
島しょ町村議
員セミナー﹂
を開催いたしました︒
その他にも︑小池都知事・
安藤美姫さんが訪れ﹁オリ
ンピック・パラリンピック
フラッグツアーセレモニ
ー﹂が行われるなどさまざ
まな出来事がありました︒
一方︑島外では熊本県地

おります︒
私は︑その次代を担う子
どもたちが人財となった将
来︑胸を張って島づくりの
バトンを渡すことができる
よう︑現在山積している課
題の解決に今後とも一層ま
い進いたします︒
重要課題のひとつである
産業振興においては︑今後
とも後継者育成や担い手確
保︑鮮魚・新鮮野菜などの
販路拡大やＰＲに取り組ん
でまいります︒特産品の新
規開発においても︑昨年４
月に友好交流に関する覚書
を交わした群馬県みなかみ
町と相互の発展につなげて
いくため︑農産物交流事業
の実現に向け協議を進めて
いるところです︒
観光面では︑三宅村レク
リエーションセンターを体

では︑ 月に友島でありま
す﹁大島町﹂で昭和 年の
三原山大噴火から 年を経
過したことから︑島内全域
において︑約４０００人の
町民などが参加して東京都
と同島による大規模な総合
防災訓練が行われました︒
本村におきましても︑噴
火災害は︑もちろんのこと
南海トラフ地震に備えた整
備など防災対策の推進をは
じめ︑子育て支援の推進︑
高齢者福祉の充実︑観光産
業振興など多くの課題に積
極的に取り組んでいかなけ
ればならないと考えており
ます︒
しかしながら︑年々高齢
化が進む本村においては︑
財政力が脆弱であることか
ら一度に多岐にわたる問題
解決は難しいため︑村政の
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を失われた方々に深く哀悼
の意を表するとともに︑被
災された皆さまに心よりお
見舞いを申し上げます︒
本村におきましても︑村
民の皆さまが今後も安心し
て住み続けることができる

学生による愛らんどリーグ
︵フットサル競技︶での健
闘︑中学生による全国離島
甲子園での初勝利︑高校生
においては︑島内緑化プロ
ジェクトの一員となり緑化
の再生に取り組んでいただ
き︑三宅村の将来を担う世

鵜の目 鷹の目
寿 文
震をはじめ各地でおきた自
然災害や福岡県博多駅前の
道路陥没など︑日本各地に
おいてさまざまな予期せぬ
出来事が起こりました︒
また︑防災への取り組み

三宅村議会議長 谷
代の姿が輝いていました︒
議会においても︑ 月に
伊豆諸島・小笠原諸島の町
村議会議員が三宅島に一堂
に集まり︑三宅村文化会館
で三宅村議会主催の﹁平成
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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︑希望に満ちた清々
しい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︒
私は昨年２月︑引き続き
村政の舵取りという重責を
担わせていただくことにな
りました︒平成 年の新春
を迎え︑２期目４年間の合
言葉﹁島に育ち︑島に生き
未来につなぐ三宅島〜心ひ
とつに三宅の創造〜﹂の実
現のため︑その責務を果た
す決意を新たにしていると
ころです︒
昨年は︑熊本県や鳥取県

たしました︒
昨年を思い起こします
と︑４月には２０００年の
噴火災害で島外避難中に子
供たちが雪国体験でお世話
になった︑群馬県の旧新治
村との交流がきっかけで︑

﹁みなかみ町﹂との友好交
流事業の締結が行われまし
た︒今後は︑人と農産物の
交流が始まるでしょう︒
子供たちの活躍では︑小
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あ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︑希望に満ちた新年
を健やかにお迎えのことと
心からお慶び申し上げます︒
年頭にあたり︑三宅村議
会を代表いたしまして謹ん
で新年のごあいさつを申し
上げます︒
日ごろより︑村政の発展
と議会運営に対しまして多
大なるご理解とご支援・ご
協力を賜り︑深く感謝を申
しあげます︒
さて︑昨年２月に三宅村
長選挙並びに三宅村議会議
員選挙が行われ︑私ども議
会は︑新人６人を含む８人
の議員による新たな体制
で︑櫻田村長とともに﹁火
山とともに生きる︑新たな
島づくり﹂を目指し船出い

10

☎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

.562

１月号

2,592人 （−２人）
1,681世帯（−２世帯）
平成28年12月１日現在
※カッコ内は前月１日比

験型観光施設と位置づける
ことによるブランド化や︑
国や都の支援を得て行なう
雄山火口の観光資源化の推
進などを新たな観光の起爆
剤として活用できるよう働
きかけてまいります︒
福祉や医療の面について
は︑安心して子育てがで
き︑穏やかに老後の生活を
送ることができるよう対策
を充実させ︑医療面でもス
タッフの充実︑専門診療の
実施など体制の充実強化を
進めていきます︒
また︑現在進めているふ
れあい交流事業や島暮らし
体験事業などを通じて三宅
島の魅力を発信することに
より︑定住人口・交流人口
の増につなげていきたいと
考えております︒
結びになりますが︑昨年︑

基本となる﹁第５次三宅村
総合計画﹂に基づき現状に
即した︑住民のニーズを十
分に満たす取り組みに向け
た行政効率について︑村民
の代表機関として監視︑適
宣︑提案を行ってまいりた
いと考えております︒
今年は︑酉年︵とり年︶で
すが︑古くから酉は縁起の
良い動物と言われており酉
︵鳥︶にちなんだことわざの
一つに﹁鵜の目鷹の目﹂と
言うことわざがあります︒
私ども議会は︑ことわざ
のように一つの問題解決に
向け細心の注意をもって最
大の効果を導き出すことが
できるように議会機能の一
層の充実強化に努めるとと
もに︑今後も︑より身近な議
会︑開かれた議会の実現を
目指し︑議員一人ひとりが

東京２０２０オリンピッ
ク・パラリンピックフラッ
グツアーに伴い︑小池百合
子東京都知事が来島され︑
祭典のバトンが小中学生代
表に引き継がれました︒そ
のバトンは︑次世代への志
のバトンにも見え︑フラッ
グをしっかりと受け取る姿
に力強さを感じました︒そ
の次代を担う若い力に負け
ることのないよう︑私も弛
︵たゆ︶まず着実に島づく
りを進めてまいります︒
村民の皆さまにおかれま
しても︑元気と笑顔あふれ
る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︒

村政の課題の解決に向け︑
村民の皆さまの声を十分に
お聴きして住民参加型の議
論を重ね︑村民全体の福祉
の向上および村政の発展の
ため︑誠心誠意尽くしてま
いる所存でございます︒
結びになりますが︑村民
と行政の懸け橋としての役
割と責任を自覚し︑行政と
議会がともに連携を密にし
て一意専心︵いちいせんし
ん︶の気持ちを忘れず邁進
してまいりますので︑本年
も村民の皆さまのご支援︑
ご協力をお願い申し上げま
すとともに︑新しい年が皆
さまにとりまして幸せで実
り多く︑大いなる飛躍ので
きる素晴らしい年となりま
すよう心よりお祈り申し上
げまして︑新年のごあいさ
つとさせていただきます︒

総合センター通信

月１日付︶
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島しょ

２−１２３９

新 年 の ごあいさつ
俊夫

６−０１１８

渡邊

同じ品目どうしでは大きさ
新年おめでとうございま 題となりました︒
野 菜 類 で は ︑ サ ト イ モ や色艶︑形の揃いなどを比
す︒
昨年 月に農産物品評会 ︵赤芽︶やショウガの出品 較して順位を決定していま
︵産業祭︶が盛大に開催さ が多くありました︒一方︑ すが︑異なる品目間︵例え
れ︑事前目標を上回る１０ アシタバが６点のみでした ばアシタバの上位品とサト
９点の出品がありました︒ ので︑産地としては少し寂 イモの上位品︶では優劣が
表彰式において講評しまし しい状況でした︒点数こそ 決められません︒そこで︑
たが︑ご列席されなかった 少ないものの︑キャベツ︑ どうしても出品点数の多い
方のために︑この誌面にも ダイコン︑キュウリなどに 品目や︑今後三宅島で推奨
あ ら た め て 概 要 を 記 し ま は市場流通品と遜色ないも したい品目などから上位入
賞品を選出することになり
のがみられました︒
す︒
ます︒その点
今年度は︑
はご理解をお
パッションフ
願いします︒
ルーツの 点
をはじめ︑三
﹁農産物品評会の審査にあたって﹂ 産業祭は島
外からのお客
宅島土産とし
上位入賞品は︑いずれも さまや島内住民の方々に︑
て徐々に浸透しつつあるド
ラゴンフルーツやキウイフ 品 質 や 出 荷 調 整 技 術 に 優 三宅島の産業の魅力や底力
ルーツなど果樹類の出品点 れ ︑ お 手 本 と な る も の で をご覧いただく絶好の機会
数が増えました︒また︑生 す︒他の生産者の皆さまに でもあります︒農産物品評
り年だったとみられる柑橘 も参考にしていただき︑三 会においても︑総出品点数
宅島全体の技術向上につな あるいは出品品目がますま
類も多くみられました︒
す増えるよう︑次回も積極
花き類では︑特産のキキ がることを期待します︒
最後に︑よくお問い合わ 的 な ご 参 加 を お 願 い し ま
ョウランやコルディリーネ
など鮮やかな切り葉が並び せいただく事項として︑審 す︒
島しょ農林水産総合セン
ました︒また︑タマシダが 査方法について触れておき
久々に出品されたことも話 ます︒品評会の審査では︑ ター電話☎⑥１４１４︒

２−１１６３

ない場合は︑そのままにせ
ず︑早めに税務係へご相談
ください︒
問い合わせは企画財政課
税務係☎⑤０９８３︒

長谷川利恵美

船リース事業による漁業研
修修了生への支援を行って
います︒今後とも︑施設整
備や漁業後継者への支援な
どを通じて漁業の支援を行
ってまいります︒
こうしたハード面の取り
組みのほか︑教育の振興や
島民の健康づくりの充実に
も努めてまいります︒
本年も︑村や各団体と連
携して︑島民の安全︑安心
および島の発展を進展させ
るために︑全職員が一丸と
なって事業運営に取り組ん
でまいります︒引き続き︑
皆さまのご理解とご協力を
賜りますようお願い申し上
げます︒

の貴重な税金を有効利用す
るためにも︑納期内納税に
ご協力をお願いいたします︒
また︑お亡くなりになっ
た方に滞納があった場合は
配偶者や子供などの相続人
に納税義務が発生しますの
で相続人となる方は納税状
況のご確認をお願いします︒
やむを得ない事情で納期
限までに納めることができ

２−０３８３

観光関係では︑村が実施
している大路池を眺望でき
る展望台の整備への支援を
行っています︒
農業関係では︑村が実施
する農業体験への支援など
を行いました︒今後とも︑
農業水利パイプライン改修
や遊休農地活用農業者への
補助など︑農業振興を図っ
てまいります︒
林務関係では︑雄山環状
林道︑坪田林道などの復旧
工事︑三池・金曽沢などの治
山工事などを実施しました︒
今後とも︑これらの工事を
着実に進めてまいります︒
水産関係では︑阿古漁港
に燃油供給施設の整備や漁

納期内納税されずに滞納
となった場合︑本来︑福祉
や教育などに使われるべき
税金を︑督促状や催告状の
発送︑金融機関や勤務先な
どへの調査や差し押さえな
どの徴収に係る費用に使わ
れることになります︒
税務係ではＩＰ電話や村
内放送などで納期内納税の
促進を図っています︒村民

人事異動 ︵

恒例の出初式を︑平成 年
三宅村消防団
１月８日㈰午前 時より湯
出初式を挙行
船グラウンドにおいて挙行
１月８日㈰
します︒式中では︑各分団
三宅村消防団による新春 による一斉放水を披露いた
します︒雨天の場合は︑会
場を三宅村コミュニティセ
ンターに変更し︑式典のみ
となります︒
問い合わせは三宅村消防
本部☎⑥０１１９︒

２−００３３

髙 松 英 夫

納期内の納税について

民生児童委員改選

問い合わせは三宅支庁総
務課福祉担当☎②１３１
１︒

２−０２２８

11
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︻新規採用︼消防本部消
防救急係＝小林大将︑消防
本部空港消防係＝熊谷大
樹︑大宜味俊介︒

※阿古地区１人欠員。

６−０５２０

日 下 晋 輔

６−００９７

山 﨑 春 代

委嘱状
と退任式
伝達式

月２日㈮︑改選された
民生児童委員の委嘱状伝達
式および杉山優子委員の退
任式が︑三宅村役場臨時庁
舎にて行われました︒
各地区の民生児童委員の
連絡先は＝別表＝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︒

木 村 吉 行

坪

穴原 甲一郎

主
任
児童委員

090 4541 1774

田

節 美

石 井

５−１６０１

平 野 長 美

古

２−０１２５

水 農
産 林

５−００５０

浅沼 多津子

阿

２−０９８８

加 藤 民 子

豆

森下 久美子

伊

早川 マス子
着
神

山本 登美子

伊ヶ谷
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電 話

２−０９４６

賀浜園地の整備などを行い
ました︒今後とも︑道路の
維持管理︑園地の整備修繕
に努めてまいります︒ま
た︑伊ヶ谷地区における防
災強化に向けた道路整備事
業も推進してまいります︒
砂防関係では︑筑穴ケ
沢・厚木沢北支川の砂防堰
堤を整備したほか︑金曽沢
などの砂防堰堤上流の土砂
除去などを行いました︒今
後︑砂防施
設の維持管
理を着実に
進めてまい
ります︒ま
た︑土砂災害を防止するた
め︑警戒区域などを指定い
たします︒
港湾関係では︑三池港・
阿古漁港のケーソン据付工
事や阿古漁港の突堤建設工
事などを行いました︒今
後︑継続中の工事を着実に
実施するとともに︑三池港
船客待合所改修工事や三宅
島空港の改修工事などにも
着手してまいります︒
観光・産業の振興

11月12日 東京2020オリンピック・パラリンピック
フラッグツアーセレモニー、2016ＷＥＲ
ＩＤＥ三宅島エンデューロレース出席
13日 三宅保小中高合同音楽会出席
16日 全国町村長大会、平成28年度島しょ地域
保健医療協議会出席
17日 水産業振興・漁村活性化推進大会、定期
総会、平成28年度全国簡易水道協議会第
３回理事会出席
18日 第61回簡易水道整備促進全国大会出席
19日 第17回三宅島産業祭、三宅島1000本さく
ら植栽事業鍬入れ式出席
23日 富賀神社秋の大祭出席
24日 住民懇談会（伊豆避難施設）出席
25日 住民懇談会(三宅村文化会館)出席
26日 住民懇談会（ここぽーと）出席
28日 平成28年度公益財団法人東京都島しょ振
興公社第２回評議員会、平成28年度第２
回伊豆諸島・小笠原諸島地域力創造対策
協議会、平成28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28
年度島嶼町村長会議第１回臨時会出席
29日・30日 平成28年度東京都町村会管外町村
行政調査出席
30日 東京都島嶼町村会行政視察出席
12月１日 同上
２日 民生委員委嘱式対応
６日 三宅村議会運営委員会出席

10

委 員 名

長谷川万里子
区
地

民生・児童委員の連絡先
(平成28年12月１日現在)
別表

︻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︒

櫻田村長（前列左から３人
目）と各地区の民生児童員

っていますが︑今後も︑島
の持つ魅力を多くの人に伝
えるために︑さらなる情報
発信に努めてまいります︒
災害等への対応
昨年は︑熊本で大地震が
新年明けましておめでと 発生し︑東日本大震災の余
うございます︒三宅村の皆 震も続くなど︑各地で地震
さまにとって︑今年が良き が頻発しました︒三宅島で
年となりますことをお祈り も︑８月に︑大型の台風９
号や記録的な大雨により︑
申しあげます︒
倒木や小規模な土砂崩れが
島の魅力発信
昨年 月
に︑小池都
知事が三宅
島を訪問
東京都三宅支庁長
し︑オリン
ピック・パラリンピック旗 発生しました︒また︑世界
を披露するフラッグツアー 各地で︑空港でのテロやハ
に出席するとともに︑エン イジャックなどの事件が︑
デューロレースでスタータ 毎年発生しています︒
今後とも︑島民の安全を
ーを務めました︒また︑ボ
ルダリングにも挑戦しまし 第一に︑村をはじめ関係機
た︒これらの様子は︑マス 関と協力し︑災害などへの
コ ミ で 大 き く 取 り 上 げ ら 的確な対応に努力してまい
れ︑よい島のＰＲとなりま ります︒
道路・園地︑港湾︑砂防
した︒
支庁では︑ホームページ 施設の整備
道路・園地関係では︑坪
やフェイスブック︑パネル
展などで島の情報発信を行 田地区の道路拡幅工事︑富

村長室だより

１月は後期高齢者医療保険料︑
保育料︑
介護保険料︑
国民健康

12

11

平成28年11月11日から平成28年12月10日まで

(2)

2017年（平成29年）1月1日
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定期予防接種
ＤＰＴ‑ＩＰＶ (14:30〜14:40)
日本脳炎１期 (14:40〜15:00)
19日㈭
ＭＲ
(15:00〜15:20)
日本脳炎２期、ＤＴ２期
(15:20〜15:40) 【中央診療所】

ダイヤルするなど︑あなた
の電話番号を通知してお掛
け直しください︒﹂と音声
メッセージで対応する機能
です︒
問い合わせ中央診療所☎
②００１６︒

禁

12

16

28

03

煙外来︑始めます

（H29.11.1〜11.30）

日㈯

12

１月

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１月
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︒
▽場所＝三宅村文化会館
問い合せは教育委員会社
会教育係☎⑤０９５２︒

12

名 映画鑑賞会
作
を開催します

三宅村文化会館で︑﹃名
作映画鑑賞会﹄を開催しま
す︒１月の鑑賞会では︑２
０１５年公開時に大ヒット
上映された︑新垣結衣さん
主演﹁くちびるに歌を﹂を
上映します︒詳細は折り込
みの別紙をご覧ください︒
▽日時＝１月 日㈯

２月１日㈬は﹁村民の日﹂

31

！

28

31

国民年金

14

29

綱引き大会は２月５日㈰開催
湯︑三宅村レクリエーショ
ンセンター︑すべてのバス
路線が無料となりますの
で︑ぜひご利用ください︒
また︑﹁平成 年三宅村功
労者表彰式﹂を２月１日㈬
午前 時より役場臨時庁舎
にて︑村民の日を記念して
行なう﹁村民の日綱引き大
会﹂は２月５日㈰に三宅高

24

平 成 年 中 に 給 与 ・ 賃 受給者の分のみ︵平成 年
金・賞与を支払った事業主
月 日以前に転出した人
の 方 は ︑ 金 額 の 多 少 や 常 は転出先の役所へ提出︶
亮士
中央診療所医師 鈴木
勤・非常勤の別に関わら
②平成 年中の退職者に
ず︑１月 日㈫までに給与 ついても提出
支払報告書を企画財政課税
③住宅取得控除は居住開
平成 年となりました︒ 定です︒火曜日の午後の受
務係へ提出してください︒ 始年月日を必ず記入
この１月から診療所は敷地 診 を お 願 い す る 予 定 で す
内禁煙となります︒タバコ が︑事情を勘案して︑調整
は︑高血圧︑肺がん・喉頭 することも可能ですので︑
給与支払報告書の提出について
がん・食道がんをはじめと 少しでも興味を持たれた方
また︑複写となっている
④控除対象となる配偶者 する各種のがん︑慢性閉塞 は︑インターネットで禁煙
源泉徴収票は確定申告など や扶養親族の氏名・続柄・ 性肺疾患の大きな原因とな について検索して情報収集
に必要となりますので︑給 生年月日を摘要欄に記載
り︑また周囲の方へも喘息 をしてみたり︑診療所へご
与などの支払者は必ず受給
⑤控除の対象とならない などの健康リスクを負わせ 連絡・お問い合わせくださ
者へ配付してください︒
い︒
歳 未 満 の 扶 養 親 族 も 氏 るものです︒
保険診療の３割負担で︑
名・続柄・生年月日を摘要
健康管理をする施設であ
提出時の注意
欄に記載
る診療所での喫煙は推奨で ８から 週の治療で︑１万
問い合わせは企画財政課 きるものではなく︑敷地内 ３０００円から２万円の自
①対象は平成 年１月１
での禁煙に関しまして︑皆 己負担になります︒
日現在三宅村に住んでいる 税務係☎⑤０９８３︒
毎日︑一箱４３０円のタ
さまのご理解とご協力をお
バコを吸った場合︑８週間
願いします︒
校体育館にて午後１時 分 覧ください︒
また︑同時に保険診療で で︑２万４０００円程度か
より開催します︒参加チー
▽日時＝１月 日㈯午後
のニコチン依存症である喫 かっている計算ですが︑今
ムの募集については︑別添 １時半〜午後３時半
折込をご確認ください︒皆
▽場所＝三宅村文化会館 煙に対しての禁煙外来を開 後も増税される可能性があ
さまのご参加や応援をお待
問い合せは教育委員会社 始します︒最初の受診日に るタバコです︒今のうちに︑
関しましては︑診療所にご これを機に家族や︑仲間で
ちしています︒
会教育係⑤０９５２︒
連絡いただいて設定し︑今 禁煙に挑戦しませんか？
問い合わせは総務課庶務
三宅
最後になりますが︑平成
までの喫煙の状態を伺い︑
係☎⑤０９８１︒
レクリエーションセンター
村
開館時間変更 一酸化炭素濃度の測定︑そ 年も︑三宅島の皆さまが
して禁煙補助薬の処方とな 健 康 な 一 年 で あ り ま す よ
﹁三宅島寄席﹂を
のお知らせ
う︑祈念しております︒今
ります︒
開催
１月 日㈯
その後︑２週︑４週︑８ 年もよろしくお願い申し上
新年１月８日㈰から毎週
今年も﹃三宅島寄席﹄を 日曜日の開館時間を午前９ 週︑ 週と再診いただく予 げます︒
開催します︒新年を﹁笑い﹂ 時から午後６時に変更いた
勝者の方の正しいお名前は
でスタートさせましょう︒ します︒皆さまのご利用を
広報からのお知らせ
伊藤亜佑実さんでした︒
詳細は折り込みの別紙をご お待ちしております︒
ご迷惑をお掛けしました
︻お詫びと訂正︼ 月号
の 記 事 に 誤 り が あ り ま し こと︑深くお詫び申し上げ
ます︒
た︒
﹁年末年始の業務内容﹂
の︑三宅村レクリエーショ
ンセンターの休館日の正し
い日程は 月 日㈭から１
月５日㈭でした︒
﹁第 回大田区秋季柔道
大会三宅島から 人参加﹂
の︑中学生女子の部 準優

【問い合わせ】
新中央航空㈱三宅島空港
☎04994‑6‑0006

29

14

１月31日㈫まで

30

31

28

▽現金︵納付書︶による 月末に納付いただきます︒
平成 年４月より︑現金・
現金・クレジットカード
前納＝任意の月から翌年度
クレジットカード納付によ
末までの前納が可能になり による２年前納の申出の受
る２年前納が始まります
付開始は平成 年１月を
みんなの
予定しています︒
平成 年４月より︑口
﹁前納﹂についてのご相
座振替に加えて現金・ク
談は︑港年金事務所☎
レジットカード納付につ
いても︑割引額の大きな２ ます▽クレジットカードに
５４０１ ３２１１また
年前納を利用できるように よる前納＝４月分から翌々 は村民生活課保健係☎⑤０
年３月分までの保険料を４ ９０２︒
なります︒

80.7％

29

12

搭乗率

就航率

29

航空機の運航状況

２月１日㈬の﹁村民の日﹂
は今年も三宅村郷土資料館
や自然ふれあいセンター・
アカコッコ館︑ふるさとの

問い合わせ先

92.7％

三宅
⇒調布

45.2％

調布
⇒三宅

29

24

29

12

69

29

29

10

29

29

20

任意予防接種 (14:20〜14:30)
定期予防接種
ＢＣＧ
(14:20〜14:30)
(14:30〜14:40)
26日㈭ Ｂ型肝炎
肺炎球菌、ヒブワクチン同時接種
(14:40〜14:50)
水痘
(14:50〜15:00) 【中央診療所】

償却資産の申告

保険税︑
村都民税の納付月︒
１月 日㈫までに納めてください︒ ︻防災行政無線︼放送内容を確認したい場合は 時間自動音声案内☎０４９９４⑥０８１３︒

13日㈮ 特設登記所開設（9:00〜12:00）【役場臨時庁舎】

21

中央診療所からのお知らせ

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

12日㈭

21

・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。

31

30

後期高齢者医療保険料（第７期）、保育料（１
31日㈫ 月分）、介護保険料（第４期）、国民健康保険
税（第４期）、村都民税（第４期）の納期限

▽開設時間＝産婦人科専
保険適用による禁煙外来
門診療日︵毎月１回︶およ
の開始について
び専門診療日２週後の妊婦
診療所では１月１日から 健診日︵完全予約制︶
▽予約方法＝中央診療所
保険適用による﹁禁煙外
☎②００１６
来﹂を開始します︒
▽料金＝面談一人 分１
禁煙を始めたいと思って
いる方で受診の結果﹁ニコ ０００円︑施術料︵乳房マ
チン依存症﹂と診断された ッサージ︶ 分２０００円
方が対象です︒受診は予約
中央診療所への電話につ
制となりますので受付へ相
いて
談ください︒
中央診療所へのお問い合
診療所敷地内は全面禁煙
ですのでご協力ください︒ わせや相談の電話の中には
﹁番号非通知による迷惑な
助産師による産後相談室
電話﹂がかかってくること
の開設について
があり対応に苦慮していま
す︒そこで︑平成 年１月
１日から﹁ナンバー・リク
エスト﹂を導入しますので
ご理解いただきますようお
願いします︒
※﹁ナンバー・リクエス
ト﹂とは︑電話番号を﹁通
知しない﹂でかけてきた方
に︑
﹁恐れ入りますが︑電話
番号の前に１８６をつけて

１月の生活カレンダー

診療所では島外からの助
産師による産後相談室を開
設します︒
▽対象＝授乳中の方︑産
後の体調に不安のある方︑
生後１年くらいまでのお子
さん
▽相談内容＝母乳相談︑
母乳ケア︑産後の体調につ
いて︑育児相談
◆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】

（第562号）

け
や
み
報
広
2017年（平成29年）1月1日
(3)

く
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学校５年︶のポスターが佳
作に入選しました︒
22

23

火災予防
ポスターで佳作入選

鵜殿 幸秀

日㈰＝中高合同マラソン 密 が 隠 さ れ た 東 京 の 地 下
大会
や︑巨大な地下壕の跡な
ど︑ふだん目にすることが
日㈪＝振替休業日
問い合わせは三宅村教育 少ない東京の姿を︑地図と
委員会☎⑤０９５２︒
模式図とカラー写真で紹介
︻新着本の紹介︼
しています︒
１月の小・中学校予定
東京の違う一面が発見出
﹁
﹃
地図と愉しむ東京
︻小学校︼
来る一冊です︒
歴史散歩﹄地下の秘密篇﹂
日㈫＝始業式
竹内正浩著 中公新書 ﹁東京映画地図﹂
日㈭＝三宅村学力調査
宮崎祐治著 キネマ旬報社
日㈯＝学校公開︑校内マ
ラソン大会
日㈪＝振替休業日
︻中学校︼
日㈫＝始業式・書き初め
大会
地下鉄の丸の内線はなぜ
日㈭＝三宅村学力調査
この本は︑銀座や新宿な
あちこちで地上に顔をだす
日㈮＝百人一首大会
日㈭＝ 新入生保護者説明会 のか︒など︑たくさんの秘 ど都心から伊豆諸島まで︑

東京を のエリアに分け︑
映画の撮影現場や映画にま
つわる事柄をイラストと一
緒に記した映画地図です︒
古い映画も登場し︑映画を
観た人なら︑懐かしく感じ
るはずです︒三宅島を舞台
にした︑１９６６年の作品
﹁哀愁の夜﹂も︑描かれて
います︒
この地図を片手に︑東京
を舞台にした映画のロケ地
を巡ってみませんか︒
この他にも１万冊を超え
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︒

つ き

と

た

誕生日：平成27年
11月28日（神着）

メッセージ

年始のイベント

ここ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

ふ じ

三宅小
５ 年

平成 年度秋の全国火災
予防運動が行われ︑この一
環として島嶼地区消防団連
絡協議会では島しょ地区の
小学校に火災予防ポスター
と標語を募集しました︒
審査の結果︑ポスター部
門で鵜殿幸秀くん︵三宅小

東京都交響楽団

アンサンブル
コンサート開催

月 日㈮︑ 日㈯三宅
村文化会館で東京都交響楽
団メンバーによる︑アンサ
ンブルコンサートが開催さ
れました︒
夜の部では︑軽快なマー
チやワルツなどの演奏のあ
とに︑クリスマスソング・メ
ドレーや︑ゴットファーザ
ーやタイタニックのテーマ
など︑懐かしい映画音楽メ
ドレーが演奏されました︒
日昼の部では楽器紹介

てにぎやかだったよ︒﹂と
いう言葉をよく聞きます︒
そこで︑昔のような三宅
島にするために﹁アカコッ
コとの暮らし方﹂というリ
ーフレットを作成しまし
た︒アカコッコの現状やア
カコッコを増やすために日
常生活の中でできる事を紹
介しています︒
アカコッコが増えれば︑
より多くの方が島に遊びに
来るでしょう︒活気あふれ
る三宅島にするために﹁ア
カコッコの島復活大作戦﹂
へのご協力お願いします︒

藤田 翔月 くん

今年の年始もさまざまな
イベントが開催されます︒
船祝い
▽日時＝１月２日㈪︑大
久保漁港＝午前９時から︑
湯の浜漁港＝午前 時か
ら︑坪田漁港＝午前 時か
ら︑阿古漁港＝正午から
問い合せは三宅島漁業協
同組合☎⑤００１１︒
鏡開き
▽日時＝１月９日㈪︑午

☎⑥0410、FAX⑥0458、ホームページの「アカコッコからの手紙」で検索。

！
11

10

アカコッコ館情報

前 時から
▽場所＝三宅村コミュニ
ティセンター
問い合せは三宅島柔道連
盟︑三宅島剣道連盟
三宅島警察署武道始式
▽日時＝１月 日㈯︑午
後２時半から
▽場所＝三宅村コミュニ
ティセンター
問い合せは三宅島警察署
☎②０５１１︒
※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︒

14

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。

17

００人が来場し︑大いにに
ぎわいました︒今回のテー
マは﹁笑顔で伝える感謝の
気持ち ﹂とし︑会場内に
は９月から募集した﹁あり
がとうカード﹂が展示さ
れ︑日ごろなかなか伝える
ことのできない感謝の気持
ちを伝える福祉まつりとな
りました︒

58

60

三宅島の自然を多くの人に伝え、三宅島ファンを増やす「自然ガイド」の入門講座を
開催します。興味のある方はお問い合わせください。

28 12 10

30

10

19 13 12

表彰状を持って写真に納まる
鵜殿くん（中央）

82

があり︑それぞれの楽器が
三宅島自然だより
奏でる音の違いや︑パート
﹁アカコッコの
ごとの役割など紹介されま
島復活大作戦 ﹂
した︒
会場の聴衆は︑生の演奏
広報みやけ 月
の迫力に魅了されました︒
号で︑三宅島には
推定７７７７羽の
アカコッコが生息
しているとお伝え
しました︒島民の
約３倍︒
多いようにも思えます
が︑過去の資料や１９９３
年のアカコッコ館開館以来
継続して行っている調査の
結果から︑イタチ導入前や
２０００年
噴火前に比
べるとはる
かに少ない
数であるこ
とは間違い
ありませ
ん︒島のお
年寄りから
も︑﹁昔は
たくさんい
多くの人でにぎわうまつり会場

【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/

10

三宅島火山ガス濃度情報サービス

12

れることを知っていました 分からない場合は︑交差点
か？来てもらいたい場所が や 建 物 な ど の 目 標 の ほ か
に ︑﹁ 標 識 の 管 理 番
号 ﹂﹁ 信 号 機 の 管 理 番
号﹂を見て伝えてくだ
さい︒
内容についてのお問
い合わせは三宅島警察
署☎②０５１１︒

11 10

16

！

白飯&お風呂が大好き‼
人見知りもせず、いつま
でも皆に可愛がられる翔
月でいてね♡

船祝いの様子(昨年)

福祉まつり開催
４００人が来場

月 日︑第 回三宅島
福祉まつり︵三宅島社協主
催︶が開催され︑恒例のフ
リーマーケットやステージ
発表︑キッズコーナー︑お
楽しみ抽選会などが行われ
ました︒関係者も含め約４

警察官にすぐに現場へ来
てほしいときは﹃１１０
番﹄することです︒
警察署や駐在所に直接連
絡するよりも︑１１０番し
た方が早く警察官に伝えら

警察官を呼ぶ
時は﹁１１０ 番﹂

14

無料・三宅村在住
で有償ガイドを実
践できる立場の方
アカコッコ館

8:00〜
18:00
(予定)

未定
(可能な限り
ご希望に
あわせます)

三宅島自然ガイド
入門講座

演奏する都交響楽団の
メンバー

28

23

受講費・対象
実施場所
時間
実施日
イベント名

11

17
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