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小笠原 ―OGASAWARA－

小笠原村長
森 下 一 男
明けましておめでとうございます。
昨年は、天皇陛下がご即位され、元号が平
成から令和へと代わる新しい時代の幕明けと
なりました。小笠原でも、返還 周年を経
て新たな一歩を踏み出す年となったところで
ございます。
そのような折り、昨年 月に立て続けに
台風が来襲しました。近年、温暖化などの影
響から自然の猛威は年々増加しているように
感じられ、ここ小笠原でも台風 号が勢力
を保ったまま直撃し、暴風により島内各所で
住居や施設、店舗等の建物、車両・船舶、生
産物や産業施設が多くの被害を受けました。
また停電、断水、電話の不通等により村民生
活も数日にわたる大きな負担を強いられまし
た。
被害にあわれた方々には心からお見舞いを
申し上げます。
国内では、伊豆諸島や各地で想定を超える
甚大な災害に見舞われ、自然の驚異を目の当
たりにし、あらためて備えを強化する必要を
痛感しているところでございます。
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さて令和２年の新春を迎え、村民の皆様が
「快適に安心して、希望を持ち、活気あふれ
る中で、自然環境と共存して暮らせる島づく
り」を目指し、村政各分野各事業における諸
課題に一つ一つ丁寧に取り組み、皆様と共に

村の発展に尽くしてまいりたいと思いを新た
にしております。

最大の課題は航空路の開設です。一歩ずつ
成熟したまちづくりを目指すにあたり、高度
な医療を近いものとし、流通を拡げ、産業を
活性化し、また災害時の孤立と輸送手段の遮
断を回避するため、何よりも安心・安定した
村民生活のために、航空路の確保は切実な願
いです。
これまでの経緯を踏まえ、引き続き東京都
と共に自然環境に配慮したあらゆる可能性を
模索してまいります。

硫黄島訪島事業につきましては、上陸して
の墓参の実施を切に願い、再開に向けて関係
機関への働きかけを行ってまいりました。係
船ブイの使用に関しては一定の気象条件下で
の利用の目途が立ち、隆起により遠浅となっ
た海岸への上陸方法についても、台船（ポン
ツーン）を利用する方向で、今月中に現地の
確認調査を行うこととしております。一日も
早く旧島民の皆様と上陸して、ゆとりある墓
参と里帰りができるよう、引き続き関係機関
と協力・連携して、今年の事業再開を目指し
てまいります。

村内には元気な子供たちの声があふれてお
り、それは島の元気そのものです。この恵ま
れた自然環境の中で心豊かに成長すること、
子供たちが将来への希望を持ちそれぞれの夢
に向かって進んでいけるよう、子育て環境や
教育環境の整備・充実を着実に進めてまいり
ます。施設整備にあたっては、国や都としっ
かり連携し、小笠原諸島振興開発事業に基づ
く計画や予算付けを着実に行ってまいりま
す。

新時代令和に込められた「一人ひとりが明

日への希望とともに、それぞれ花を大きく咲
かせることができる。
」という思いを胸に、
類まれな自然環境の中で動植物を愛し、人に
優しく、心豊かに暮らし続けられる小笠原村
の構築を目指し、いままで同様、一歩一歩着
実に、一つひとつ堅実に、そして何より誠実
に、をモットーとして努力してまいる所存で
ございます。

最後になりましたが、本年が皆様にとって
良い年になりますことを祈念し、新年のご挨
拶とさせていただきます。
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直撃し、甚大な被害をもたらしました。特に
母島での被害は凄まじく、家屋や農業施設、
漁船などにも被害が及び、台風来襲中から台
風が去った後まで長きに亘り停電が続く地域
もありました。長引く停電により携帯電話な
どの通信基地に不具合が生じ通信不能とな
り、外部との連絡が取れず、不安な状況が続
きましたが、被災者の方からは「打ちひしが
れるばかりでなく、一日も早く被災前の日常
に戻れるよう前向きに頑張って行こう」とい
う力強いお言葉もあり、救われる思いでし
た。
小笠原村も早々に各種金融支援など被災者
に寄り添う施策打ち出しました。どうかご利
用いただき復旧に役立てていただければと思
います。
村議会といたしましても行政と共に復旧復
興に向け、全力で臨む所存でございますので
村民全員、小笠原村ワンチームとして頑張っ
てまいりましょう。
昨年は、選挙の年でもありました。４月に
小笠原村議会議員選挙。７月には小笠原村長
選挙、同日で参議院議員選挙が行われまし
た。
結果については、皆様ご存知のとおりです
が、小笠原村議会議員選挙は、村政確立以来
初の無投票になりました。顔ぶれは変わりま
したが定数を超える立候補者がなく、候補者
全員の当選となりました。
全国的に、地方議会議員選挙の、無投票当
選の割合が増えていること等に見られるよう
に、議会に対する住民の関心が低下してお
り、人口減少・高齢化や報酬の低さに議員の
なり手不足も深刻化しています。
このような全国の地方議会の傾向がすべて
小笠原村に当てはまるものではありません
が、米軍統治などの特殊な歴史を経て私達の
村づくりが始まり、半世紀を経た今日では道

路や港湾などのインフラも整備され、医療も
離島にしては充実しています。特に海底光ケ
ーブルの敷設により情報通信においては、内
地と遜色ありませんし、世界自然遺産登録や
新造船の就航により安定的にお客様も来島さ
れています。このように課題が解決されてき
たことで過渡期とは思われますが、村政への
関心がうすれるという事があるのではないで
しょうか。
ただ返還以来悲願の航空路開設は達成され
ておりませんし、住宅不足など住民生活に直
結する様々な課題を抱えています。
議会は地方自治体の意思を決定し、執行機
関を監視する大事な役割等を担っています。
その議会が、役割を十分に果たすためには、
幅広い人材が議員として活躍できるような方
策を講じる必要があります。
そこで今年は、議会報告会を開催し、村政
に関心を持っていただくと共に、議会活動へ
の村民参加の機会を広げ、皆さんの多様な意
見を集約して、議会運営に反映していこうと
思っています。多くの方のご参加をお願いし
ます。

さて今年は、東京五輪２０２０が開催され
ます。１９６４年の東京五輪開催時は、小笠
原は米軍統治下であったため、実現されませ
んでしたが、今回初めて聖火が海を渡り父
島、母島にやってきます。そして村民聖火ラ
ンナーが村を走ることになっています。半世
紀に一度あるかないかの貴重なイベントとな
りますので、私達も東京２０２０オリンピッ
ク・パラリンピック大会を盛り上げてまいり
ましょう。
最後に、本年が小笠原村と村民の皆様にと
って、一層の飛躍と素晴らしい年であります
ようご多幸とご健勝をお祈りいたします。

小笠原村教育委員会教育長
松 本 隆

新年あけましておめでとうございます。
去年は、再びの大渇水から始まり、 月
には、台風の直撃を受けるなど自然災害によ
る試練が続けて起きた年でした。特に台風
号による被害は甚大でした。被災された
方々にお見舞い申し上げますとともに、一日
も早い復興を祈念いたします。一方、学校も
天候の変動に翻弄され、渇水では、プール授
業の開始を遅らせました。台風では、休校と
したことで、土曜日に振替授業を行いまし
た。自然の力に畏怖の念を強くした年でし
た。
その中でも子供たちはよく頑張りました。
母島小学生のサッカーチームは、愛らんどリ
ーグでベスト４、小笠原中学校・母島中学校
合同サッカー部と小笠原中学校バドミントン
部は都大会へ進出する等たくさんの実績を残
しました。南アルプス市との親善交流事業で
は、内地で台風の直撃を受けるという稀有な
体験もしましたが、小笠原村を代表する親善
大使としての誇りをもって、積極的に行動し
ていたことに頼もしさを感じました。
今年は、小学校が新学習指導要領実施の初
年度です。先行実施していた教科外国語やプ
ログラミング教育が正式に始まります。授業
内容が増えることに備えて、昨年は、いくつ
かの工夫を試行しました。小笠原小学校では
モジュール授業(毎日短時間ずつ行う授業)、
小笠原中学校では８月から授業を行うなどで
す。しかし、台風やインフルエンザ等のアク
シデントに対応するには十分ではなく、臨時
に授業を行いました。このことを踏まえ、さ
らに授業効果、児童・生徒の疲労感等様々な
面から検討し、授業時間確保のための改革が
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小笠原村議会議長
池 田 望

号が
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新年明けましておめでとうございます。
村民の皆様には、ご健勝にて輝かしい新春
をお迎えのことと、心よりお慶び申し上げま
す。
昨年５月に年号が新しく【令和】となりま
した。この元号には【人々が美しく心を寄せ
合う中で、文化が生まれ育つ】という思いが
表されています。小笠原を皆さんと心を寄せ
合い素晴らしい村にしたいと思います。

月には、非常に強い台風

21

さて、昨年を振り返りますと、年明けから
深刻な水不足にみまわれ、対応に苦慮しまし
た。これまでの渇水経験を活かし、極力住民
生活に影響が及ばないよう、詳細な渇水対策
マニュアルにそって海水淡水化装置の稼働
や、水圧調整など対策が取られました。そし
て防災行政無線放送による毎日のダム貯水
率、水使用量の発表に、村民の多くが一喜一
憂したものでした。村民の節水意識が高まる
とともに、連帯感を感じることもできたと思
います。５月下旬に待ちに待った十分な恵み
の雨が降り、半年間にわたる水不足は解消
し、渇水対策本部終了の放送に、あちこちで
歓声が上がっていたと伺っています。早朝か
ら淡水化装置の燃料補給を担っていただいた
皆様、農業用水を提供して下さった農家の皆
様他、多くの方たちの協力がありました。こ
の場を借りて御礼申し上げます。
気候変動の影響かもしれませんがこの先渇
水が頻繁に起こるかもしれません。その時の
ために既存のダムの貯水能力の拡大や新しく
ダムの整備など対策が必要と考えます。
そして
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頃の村民の皆様一人一人の防火・防災意識の
賜物と感謝しております。災害時、消防団の
みならず、村民の皆様が一丸となるこの小笠
原の心意気は、どこよりも誇らしいものであ
ります。
本年も台風等で大きな被害にならぬよう、
日々周りを注視し、消防団活動を行ってまい
ります。また団員も、日々の訓練等で技術の
向上を図っていきます。
さて、皆さまご存知のとおり、小笠原村に
は、消防署がございません。
団員は、それぞれの稼業・生業のかたわ
ら、本土より一千キロはなれた小笠原村の防
火防災の一翼を担っております。小笠原とい
う土地柄、不発弾処理による警戒や観光客の
遭難救助など、ほかの地域とは異なる出動も
多くございます。これからも、みなさまのご
理解とご協力をよろしくお願いいたします。
結びに本年も相変わらぬご支援、ご協力を
お願い申し上げ、また、今年も平穏無事な年
となることを祈念いたしまして、新年のご挨
拶といたします。
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出初式のおしらせ

令和元年台風被害に対する
義援金の報告

令和元年台風 号被害への災害義援金は
月 日で受付を終了しました。
多くの方々の善意をいただきありがとうご
ざいました。
【募集期間】 月１日～ 月 日
① 島嶼町村向け
【金額】１０２，７５２円
このほか、村公費 万円が東京都町村会
を通じて島嶼町村へ届けられます。
②千葉県向け
【金額】１，３４１円
日本赤十字社を通じて千葉県へ届けられま
す。
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小笠原村では、津波等の災害時の備えとし
て保存水を備蓄していますが、品質保持期限
切れの保存水の有効活用として、村民の皆さ
まに配布することといたします。
飲料水としてはご利用いただけませんが、
車両の洗浄や庭木の水やりなど、ご家庭での
生活用水としてご利用ください。
【配布場所】小笠原村役場 本庁舎
【配布日】１月 日（月）から

保存水の配布

●問合せ先 総務課総務係 ２―３１１１

40

令和２年出初式を行います。放水練習や消
防車の体験乗車も行いますので、団員の晴れ
姿をどうぞご覧ください。

◎母島分団出初式
【日時】１月７日（火）午前 時 分～
【場所】母島沖港 野積場（大岸壁）

２―３１１１
３―２１１１

◎小笠原村消防団出初式
【日時】１月 日（月）午前９時～
【場所】二見港 第一物揚場（青灯台）
※なお父島会場では、安全確保のため車両規
制と船舶係留について、ご理解とご協力をお
願いします。
また、 日（日）には、消防訓練を実施
する予定です。皆さまの安全確保に努め実施
します。
●問合せ先 総務課総務係
母島支所

11

●問合せ先 総務課総務係 ２―３１１１
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式典の時間中は
会場前での船舶の
係留を
ご遠慮ください。
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これより車両を
閉鎖します。

必要だと実感させられました。
本土の学校では授業時間を確保し、ゆとり
のある時間割が編成できるように多様な取り
組みを進めています。これらの学校の英知を
検証して小笠原村にふさわしい取り組みの創
造が必要だと考えています。学校行事の見直
し、地域の行事への参加の在り方も検討課題
だと思います。長期休業日の始まりと終わり
の日を柔軟に設定できるような取り組みも必
要でしょう。これからしばらくは、見えると
ころでの大きな変化があるかもしれません。
村民の皆様のさらなるご理解とご支援をお願
いいたします。
最後になりましたが、本年は泰平な一年と
なり、村民の皆様にとりまして幸多い年とな
りますよう祈念し、年頭の御挨拶とさせてい
ただきます。

小笠原村消防団長
赤 石 一 昌
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新年、あけましておめでとうございます。
小笠原村消防団を代表し、心よりお祝い申
し上げます。また、村民のみなさまには常日
頃より消防団の活動にご理解とご協力をいた
だき、心より感謝申し上げます。
さて、小笠原村消防団は、昨年創立 周
年の記念の年を迎えました。令和から始まる
新たな歴史をより良いものになるよう、歴史
ある消防団の発展と地域住民の生命・財産を
守るため、団員一同これからも訓練･機材点
検等を行い、緊急出動に備えてまいります。
また、昨年の台風 号上陸による影響で
父島･母島共に大きな被害をもたらし、長時
間の停電や、家屋の破損等さまざまな被害が
出る中で人的被害が軽微だったことは、常日
21
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【公開日・時程】
１月 日（土）
○授業公開
《朝の活動》午前８時～
全学年公開
《１時間目》午前８時 分～９時 分
全学年公開
《２時間目》午前９時 分～ 時５分
全学年公開（低学年：道徳授業）
《３時間目》午前 時 分～ 時 分
全学年公開（高学年：道徳授業）
《４時間目》午前 時 分～ 時５分
意見交換会（講演会）
※４時間目の授業の公開はありません。
【講師】小笠原村教育委員会
指導主事 平田 由布
●問合せ先 小笠原小学校
２―２０１２

小笠原中学校 学校公開・作品展示
学習発表会（総合的な学習の時間）
道徳授業地区公開講座
三学期の学校公開を次のとおり実施いたし
ます。学校公開の期間中には、今年度の授業
で取り組んだ「作品展示」
、第二学年の総合
的な学習の時間の「学習発表会」
、
「道徳授業
地区公開講座」
、も併せて行います。
保護者・地域の皆様方の参観をお待ちして
います。
○学校公開・作品展示
【日程】１月 日（水）～２月１日（土）
【時間】午前８時（朝読書）
～午後６時（部活動終了）
※授業は午前８時 分～午前 時 分・
午後１時 分～３時 分
○学習発表会（総合的な学習の時間）
【日程】２月１日（土）
【時間】４校時 午前 時 分
～午前 時 分
【場所】小笠原小中学校体育館

ポンコツ車等の島外搬出

●申込み・問合せ先
建設水道課
母島支所庶務係

村営バスの一部運休

２―３１１５
３―２１１１

１月 日（日）のロードレース大会開催
のため、村営バスは次の便を運休いたしま
す。
◎循環線
午前９時 分村役場前発
午前９時 分村役場前着

◎扇浦線
午前９時 分村役場前発
午前 時小港海岸着

40 25

○道徳授業地区公開講座
【日程】２月１日（土）
【道徳授業】６校時 午後２時 分
～３時 分
【協議会】午後３時 分～４時 分
※車での来校はご遠慮ください。
※上履きをお持ちください。
●問合せ先 小笠原中学校
２―２５０２

母島小中学校
学校公開・学習発表

母島小中学校では、学校公開及び学習発表
会を行います。ぜひ、ご参観ください。
【日時】１月 日（日）
午前８時 分～午後４時 分
（午前 時５分～ 時 分閉館）
※保育園の作品は午後４時まで
①授業公開 １～４校時
（午前８時 分～ 時５分）
５、６校時は作品鑑賞となります。
②小学校「総合的な学習の時間」発表
２校時（午前９時 分～ 時）
【場所】母島小中学校 体育館
※学習発表会では、本校児童生徒の作品の
他、保育園、ＰＴＡ、地域の方々、小笠原小
学校、小笠原中学校(交流作品)、小笠原高校
のみなさんの作品も出展します。
●問合せ先 母島小中学校 ３―２１８１～２
30

35

ポンコツ車（使用済自動車・バイク・タイ
ヤ）の島外搬出は、共勝丸の運航ごとに調整
を行っており、事前の申込みが必要です。申
込み受付は随時行っていますが、年度末は込
み合いますので、年度内の搬出を希望される
方は、お早めの申込みをお願いします。
なお、使用済自動車については海上輸送費
の８割が公益財団法人自動車リサイクル促進
センターより補助されています。

午前
午前

午前
午前

時５分小港海岸発
時 分村役場前着

午前
午前

10 10

40

分小港海岸発
分村役場前着

ロードレース大会が延期となった場合、
日（日）は通常の休日ダイヤで運行し、
２月２日（日）に運休いたします。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご
協力をお願いいたします。

時
時

時村役場前発
時 分小港海岸着

25

20

45 25

●問合せ先 村営バス営業所 ２―３９８８
産業観光課
２―３１１４
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小笠原村職員募集

小笠原小学校 道徳授業
地区公開講座及び学校公開
保護者・地域の方のご来校をお待ちしてい
ます。
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行政相談所の開設
【実施日程】１月 日（木）
【実施時間】午後７時～午後９時
【実施場所】地域福祉センター
【行政相談委員】
総務大臣委嘱小笠原地区担当 山田捷夫
《住所》小笠原村父島字奥村
《電話》０９０―７１７３―６７６８
※予約の必要はありません
●問合せ先
村民課住民係 ２―３１１３

【申込(入園)資格】
〈契約児〉
令和２年４月１日現在、満２歳から小学校
入学前までの幼児（平成 年４月２日生ま
れから平成 年４月１日生まれまで）で、
保護者の労働・疾病等の理由により『保育に
欠ける』と認められる幼児。
＊労働条件目安：１週間で５日、１日４時間
以上の就労
＊アレルギー等がある幼児は、お早めに父島
保育園までご相談ください。
〈就学前保育児〉
がじゅまる組（５歳児）
、やし組（４歳
児）入所予定の幼児。
（ただし、やし組入所
予定の幼児については、総定員 名の範囲
内で受け入れます。
）
【入園説明会について】
《日時》２月４日（火）午後６時～
《場所》保育園
申込書類の説明・配布等を行いますので、
ご参加ください。
●申込み・問合せ先
村民課福祉係 ２―３９３９
60

母島保育園児募集・申込期間
について

れ～平成 年４月１日生まれ）で、保護者
の労働・疾病などの理由により『保育に欠け
る』と認められる幼児
《就学前保育児》
定員に余裕がある場合は、契約児以外の幼
児で平成 年４月２日生まれ～平成 年４
月１日生まれの幼児
【入園説明会について】
《日時》２月 日（月）午後７時～
《場所》母島保育園
●申込み・問合せ先
母島支所庶務係 ３―２１１１

小笠原村情報センター一般利用
の終了について

小笠原村情報センターでは、地域の情報化
の推進、地域における情報の交流拠点とし
て、平成 年より一般利用を行ってまいり
ましたが、島内の情報通信環境やスマートフ
ォン等の情報通信機器の利用環境が整い、一
般利用に供する目的は、概ね他の方法によっ
て達成される状況となりました。
このため、今年度末（令和２年３月 日）
をもちまして、一般利用を終了いたします。
現在もご利用されているお客様には、ご不
便をお掛けしますが、ご了承くださいますよ
うよろしくお願いいたします。
また、供用開始以来永きに渡りご利用いた
だき心より感謝申し上げます。
●問合せ先 総務課ＩＴ推進係 ２―３１１１

年金受給者へのお知らせ

年金」については非課税ですので、源泉徴収
票の送付はありません。
また、源泉徴収票を紛失された場合は再交
付ができますので、
『ねんきんダイヤル』
（０
５７０―０５―１１６５）までお申し出くだ
さい。

固定資産税の減免

次に該当する場合、固定資産税の減免を受
けられる場合があります。
【要件】
①貧困により生活保護の扶助などを受ける者
が所有する固定資産
②公益のために直接専用する固定資産
（私道、公民館、公園、福祉利用、学校教育
など公共の用に供する施設および用地、公共
団体などに無償で貸し付けている資産など）
③村の全部または一部にわたる災害、もしく
は火災などにより著しく減じた固定資産
④住宅のバリアフリー改修に係る固定資産
⑤住宅耐震改修に係る固定資産
⑥認定長期優良住宅に係る固定資産
⑦熱損失防止（省エネ）改修住宅に伴う固定
資産
【申請場所】
《父島》財政課税務係
《母島》母島支所庶務係
【申請期限】固定資産税の納付期限まで
※②「公益のために直接専用する固定資産」
の減免については、１月６日（月）～ 日
（金）まで
●問合せ先 財政課税務係 ２―３１１２
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10

日本年金機構から支払う年金を受給してい
る方には、公的年金等の源泉徴収票を令和２
年１月中旬から下旬にかけてお届けします。

31

29

31

電話による無料法律相談
第二東京弁護士会主催の電話無料法律相談を
島しょ部住民を対象に実施します。
【相談内容】無料一般相談
【実施日程】１月 日（金）
【実施時間】午前 時～正午
（１件あたり概ね 分枠）
相談を希望される方は、予約が必要となり
ますので、前日までに連絡をお願いします。
●事前予約受付番号
第二東京弁護士会法律相談センター
０３―３５９２―１８５５
●当日相談電話番号
０３―３５８１―２４０７

父島保育園児募集・申込期間
について

26

26

29

なお、 歳未満の方でその年の支払額が１
０８万円未満の方や、 歳以上の方で１５
８万円未満の方、及び「障害年金」や「遺族
65

30

令和２年度の母島保育園の入園児（令和２
年４月入園）の申込受付期間は次の通りで
す。
【申込期間及び用紙配布について】
２月 日（水）～ 日（金）
※在園児で引き続き入園を希望される方も新
たに申請が必要です。
２月 日（月）の入園説明会会場でも用
紙配布を行います。
【申込（入園）資格】
《契約児》
令和２年４月１日現在、満３歳から小学校
入学前までの園児（平成 年４月２日生ま
21

26

18

65

12

10

16

20 10 24

令和２年度の父島保育園の入園児（令和２
年４月入園）の申込受付期間は次の通りで
す。
【申込期間及び用紙配布について】
２月５日（水）～２月 日（水）
＊２月４日（火）の入所説明会会場でも用紙
配布を行います。
＊在園児で引き続き入園を希望される方も申
し込みが必要です。
19
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国税（所得税・消費税・贈与税）の申告
は、次の方法により作成・提出してくださ
い。
① 自宅やオフィスのＰＣやスマートフォン
から、e-Tax（国税電子申告・納税システ
ム）を利用して、電子申告する
② 税務署・税理士による「島嶼地区無料出

張相談」を利用し、申告書を作成・提出する
③ 国税庁のＨＰ内の「確定申告書等作成コ
ーナー」を利用し、自宅のＰＣなどで申告書
を作成・印刷して、書面で提出する
④「所得税及び復興特別所得税の確定申告の
手引き」などを参考にして、手書きで自書作
成し、書面で提出する
⑤ 税理士に作成・提出を依頼する
国税庁では、
「所得税及び復興特別所得
税」や「個人事業者の消費税及び地方消費
税」の確定申告、
「贈与税」の申告につい
て、e-Tax を利用していただけるよう、ご案
内しています（①の方法）
。申告期間中に
は、メンテナンス時間などを除き、 時間
利用可能です。
ご利用には事前準備が必要ですが、マイナ
ンバーカードやＩＣカードリーダーをお持ち
でない方でも、税務署で発行された「ID（利
用者識別番号）
」と「パスワード（暗証番
号）
」により電子申告できます（
「ID」と「パ
スワード」は芝税務署のほか、②の相談会で
も取得できます）
、また、マイナンバーカー
ドとマイナンバーカード対応のスマートフォ
ンをお持ちであれば IC カードリーダーが無
くても、電子申告できます（詳細については
「e-Tax」のホームページをご覧ください）
。
１月上旬には、国税庁のＨＰ内の「令和元
年分 確定申告書特集（準備編）
」が更新され
ます。ここの「確定申告作成コーナー」か
ら、画面の案内にしたがって金額などを入力
することで所得税の申告書や青色申告決算書
などを作成することができ、印刷すればその
まま提出することができます。また、ここで
作成した所得税の決算書データを利用するこ
とで、消費税（一般課税）の確定申告も作成
することができます（③の方法）
。
④の方法では、
「確定申告書等作成コーナ
ー」より、申告書や届出書などの用紙や記載
例、手引きなどを取得できます。また、おも

な申告関係の用紙は、村役場でも配布してお
ります。ただし、申告用紙類の税務署の発送
が１月中～下旬（予定）になりますので、村
役場の窓口では、遅くとも２月 日には配
布可能になる予定です。
税務署から、はがきなどの「確定申告のお
知らせ」が送付されている方で、申告書を書
面で作成・提出される場合には、そのお知ら
せをもとに、申告に必要な用紙類を、
「確定
申告書等作成コーナー」や、村役場の窓口で
取得してください。
「確定申告のお知らせ」の内容、税務署か
らの郵送物に疑問がある場合や、
「自分が、
どんな申告をすればいいかわからない」
・
「自
分は、どの用紙を請求・使用すればいいのか
わからない」
・
「
（毎年届いている）申告のお
知らせや用紙・納付書が届かない」などのご
質問がある場合は、芝税務署にお問い合わせ
ください。なお、申告時期が近くなりますと
税務署の電話はつながりにくくなります。お
早目のご準備をお願いします。
１月中旬から申告期間中に村外に行かれる
方は、最寄りの税務署でも用紙の取得が可能
です。小笠原村を管轄する芝税務署であれ
ば、相談から申告・納付まで可能です。
申告書等の作成の際には、国税庁ＨＰ内の
「タックスアンサー」や「確定申告期に多い
お問合せ事項Ｑ＆Ａ」もご参照ください。電
話でも国税に関する一般的な質問や相談がで
きます（月～金曜日の午前８時 分から午
後５時まで。自動音声案内に従い「１」を押
してください）
。
【 芝税務署 電話相談センター
０３-３４５５-０５５１ 】
国税の申告書や届出などの書類の提出先
は、税務署です。なお、ご希望により、
「申
告所得税」
・
「個人事業者の消費税」に関する
申告や届出に限り、村役場の窓口で仮の受付
を行い、まとめて芝税務署に郵送もしていま
12

30

す。
芝税務署・東京税理士会による申告相談会
が、父島：２月 日（火）午後から３日
半、母島：３月３日（火）から２日間の開催
予定です（②の方法）
。
この相談会は、税務署の窓口が無い村内
で、直接税務署や専門家に相談できる唯一の
機会ですので、国税の申告や届出などで相談
や疑問のある方は、ぜひご活用ください。お
早目に準備を行い、必要なものがそろってい
れば、相談会場で申告書の作成から提出まで
完了します。
また、会場内のパソコンを利用すると電子
申告が可能で、申告書を書く・計算する必要
が無いため、給与所得者の還付申告も容易に
できます（①の方法で申告できます）
。
これから事業を始める方、これから e-Tax
の利用（電子申告・納税）を検討されている
方などの相談から操作方法などの質問や指導
も可能です。
所得税の確定申告や、税務署・税理士によ
る相談会の開催日程などの詳細については、
来月号（２月号）の村民だよりをご覧くださ
い。
「国税庁」
・
「確定申告書特集」
・
「確定申告
書等作成コーナー」
・
「e-Tax」で検索
●問合せ先
芝税務署
０３―３４５５―０５５１
国税に関する一般的な質問などは、自動音
声案内に従い「１」を押してください。具体
的な個別の届出や申告の相談、届出済・申告
済みの内容の確認などについては、自動音声
案内に従い「２」を押し、電話交換手に「個
人課税１部門」につなぐようお伝えくださ
い。
財政課税務係
２―３１１２
相談会の状況・開催日程、国税の用紙類の
村役場窓口での配布状況などは、こちらにお
問い合わせください。

25
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償却資産の申告
令和２年度の償却資産の申告期限は、１月
日（金）です。
固定資産税の対象となる資産のうち償却資
産については、その所有者が毎年１月１日現
在の所有状況などを、その資産の所在地の市
町村長に申告しなければなりません。
償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用
に供することができる資産で、所得税・法人
税の確定申告で減価償却の対象となる資産で
すが、次のような資産も申告の対象となりま
すのでご注意ください。
・建物の賃借人が施工した建物附属設備
・償却済の資産だが事業用に供している
・簿外資産（補助金で取得した資産など）
・未稼働資産
・他人にリースしている資産など
なお、次の方は税務係または母島支所まで
ご連絡ください。
○平成 年（令和元年）中に事業を開始さ
れた方
○事業を行っている方で、申告書が送付され
ていない方
○減少資産用や増加･全資産用の申告書が不
足する場合
○耐用年数など、その他ご不明な点がある場
合
●問合せ先 財政課税務係
２―３１１２
31

国税の申告は、e-Tax を
ご活用ください

31

24

会計年度任用職員の募集

とさせていただきます。
通行止めの期間中、宮之浜方面については
図の迂回路をご利用いただければ周回可能で
す。
長崎方面については、長崎駐車場から長崎
展望台及び釣浜駐車場から奥村方面への分岐
点（津波緊急避難路）のみ通行可能です。
なお釣浜駐車場から釣浜までは、通常どお
りご利用いただけます。
皆様には大変ご迷惑をお掛けいたします
が、ご理解とご協力をお願いいたします。

して、農産物生産・自生種増殖・病害虫防除
等の技術の開発や指導を行っています。今年
度の活動の一部を紹介するため、次のとおり
報告会を開催いたします。
【内容および講師】
パッションフルーツ・レモン・マンゴー・
自生種・病害虫などに関する研究成果報告お
よび情報提供等
【開講日および場所】
母島：１月 日（火）午後４時 分～６時
場所：母島出張所２階会議室
父島：２月４日（火）午後３時 分～５時
場所：農協直売所２階会議室
【対象者】どなたでもご参加いただけます。
●問合せ先
小笠原亜熱帯農業センター ２―２１０４

30

「ギャラクティック・キッズ」
開催

30

国立天文台内 ２―７３３３

-7-

28

第 回「北の一つ星」
いつも北の方角を指し示してくれる北極
星。海の上で北極星をたよりに旅した人たち
のお話を楽しみながら、いっしょに見てみよ
う！
【日時】１月 日（水）午後７時〜８時半
【対象者】小学校３年生以上
※１、２年生は保護者同伴で参加可能
【募集人数】 名
【申込方法】小学校玄関の申込箱に申込用紙
を入れてください。
【集合場所】小笠原ビジターセンター多目的
室
【参加費】３００円（保険代含む）
※２回目からは１００円
【申込締切】１月 日（火）
【講師】官谷幸利（日本天文学会員）
●お問合せ先

66

今月の納期限および口座振替日

12

１月は、個人住民税(村・都民税)(第４
期）
、国民健康保険税(第４期)および介護保
険料(第４期)の納期です。
納期限および口座振替日は、１月 日
(金)となっておりますので、納期限までにお
納めいただきますようお願いいたします。
口座からの自動払込による納付を申込まれ
ている方は、口座振替日の残高不足にご注意
ください。
●問合せ先 財政課税務係
２―３１１２
村民課住民係
２―３１１３
【採用職種】亜熱帯農業センター農芸員
【採用予定人数】２名程度
【職務内容】農業関係の試験研究に必要な圃
場管理、実験等の補助、農業機械の運転・操
作等
【勤務予定先】亜熱帯農業センター
【任期】令和２年４月１日
～令和３年３月 日
（注）再度任用（任期１年）の可能性があり
ます。
（連続４回まで）
【申込方法】持参または郵送（簡易書留）
【その他】詳細は小笠原支庁ホームページに
掲載する募集要項をご覧ください。
（提出書
類をダウンロード出来ます。
）
●申込み・問合せ先
小笠原支庁総務課 ２―２１２１

電信山線歩道の通行止めのお知
らせ

10

村長出張報告
11

出張期間： 月 日～ 月２日
・東京都市町村協議会
・さるびあ丸進水式
・アイランダー２０１９出席
・水資源機構感謝状贈呈
・東京都町村会会議
・島嶼町村会会議
・島嶼町村一部事務組合会議
・島しょ振興公社会議
・退職手当組合団体長会議
・全国治水砂防促進大会
・土地利用審査会
・国政、東京都ほか関係機関挨拶

●問合せ先 小笠原支庁土木課 ２―２１６５

亜熱帯農業センター成果報告会
の開催

亜熱帯農業センターでは、亜熱帯気候を活
かし貴重な自然と共存する農業の普及を目指

21

10

等

18

22

30

31

東京都では電信山線歩道の施設の老朽化に
伴い改修工事を実施しております。
このうち、急斜面地にグレーチング階段を
設置する工事につきましては、階段設置の他
に既設階段の撤去や既設階段への支柱設置に
おいても、歩道幅いっぱいに工事区域を設定
するため、利用者の通行を確保しながらの工
事が困難となります。
つきましては、利用者の安全を考慮し、長
崎方面は２月 日から３月 日、宮之浜方
面は３月１日から 日までの間、通行止め
10
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31

２―２１１０

小笠原警察署からのお知らせ

●問合せ先 小笠原警察署

航路標識への係留禁止について
船舶の航路を海上に示す目的に設置されて
いる航路標識へ係留することは法律により禁
止されております。
釣りをする目的等のため係留している方が
散見されます。航路標識の視認性や船舶の往
来を妨げてしまうため、航路標識への係留は
お止めください。
また、日没後に灯火を有しないＳＵＰ等に
より海に出る際には、自身が近くを通る船舶
から視認されていないと自覚し、痛ましい事
故に遭わないためにも、船が多く通る海域に
近づかず、視認性を高めるための十分な措置
をお願いします。

未来に残そう青い海・海上保安庁
図画コンクール展示会の開催

小笠原高校では、母島に住所を有する生徒
の寄宿舎（ぎんねむ寮）で、寮生のために食
事賄を請け負っていただける方を募集しま
す。
（ただし、父島に自ら住居を確保できる方に
限る。
）
【契約内容】
１日３食、若干名の食事賄を１年間を通じ
て提供できること。ただし、高校の春季・夏
季・冬季休業中は除く。
（アレルギー対応有
り。
）
【契約期間】
令和２年４月１日～令和３年３月 日
【応募期間】
１月６日（月）～１月 日（金）
●問合せ先
小笠原高校
２―２３４６

小笠原高校寄宿舎食事賄委託の
契約者募集

56

母島巡回労働相談

【日時】１月 日（金）午前 時～正午
【場所】母島村民会館 ２階会議室
【相談内容】
○労働条件（労働時間、安全衛生、賃金、
退職・解雇など）
○求人求職（求人・求職申込など）
○労災保険（加入、労災給付など）
○雇用保険（加入、失業給付など）

※当日、都合が悪く来館できない方は、電話
による相談も可能です。

31

２―３９３９

１月の定期予防接種の日程をお知らせしま
す。
【父島】
《日時》１月９日（木）
午後２時 分～４時
《場所》小笠原村診療所
○接種可能予防接種（予約不要）
・ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、
四種混合ワクチン、ＢＣＧワクチン、麻しん
風しん混合ワクチン、水痘ワクチン、日本脳
炎ワクチン、Ｂ型肝炎ワクチン
・ポリオワクチン（追加接種のみ）
、三種混
合ワクチン（追加接種のみ）

定期予防接種

父島・母島の小中学校の児童・生徒が「未
来に残そう青い海」をテーマに小笠原の海を
描いてくれました。作品の展示会を行います
ので、お誘い合わせのうえ是非ご来場下さ
い。
【展示内容】
「第 回未来に残そう青い海・海上保安庁
図画コンクール」
小笠原海上保安署応募作品 点
【展示期間・場所】
父島：１月 日～ 日
（火～土）午前９時～午後９時
（日）
午前９時～午後５時
地域福祉センター
母島：１月 日～２月３日
午前８時～午後５時（土日お休み）
母島沖港船客待合所
26

●問合せ先 小笠原海上保安署２―７１１８

20

●問合せ先
小笠原総合事務所 ２―２１０２

●問合せ先 村民課福祉係

-8-

●問合せ先 小笠原海上保安署２―７１１８

小笠原海上保安署さざんくろす
体験航海実施
日時：１月 日（土）
午後１時～３時
概要：１回約 分間の二見港内の体験航海
※海難等発生した場合、中止となることがあ
りますのでご了承下さい。
希望される方は、当日、青灯台駐車場にお
越しください。事前の申し込みは不要です。
また、小学生以下のお子様は保護者同伴で
お願いします。
皆様のお越しをお待ちしております。
●問合せ先 小笠原海上保安署２―７１１８

11
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30
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乳幼児健診・歯科健診（父島）

明・健康相談は受けられますので、是非ご参
加ください。
【父島】
日時：１月 日（金）午後１時 分～８時
１月 日（土）午前９時～正午
場所：地域福祉センター 大会議室
【母島】
日時：１月６日（月）午後１時 分～８時
場所：母島支所大広間
【事前申し込み】不要
【持ち物】健康診断結果報告書
●問合せ先 村民課福祉係
母島支所

２―３９３９
３―２１１１

ヘルスアップ教室・
ナイトウォーキング～夜明道路～

【母島】
《場所》母島診療所
《日時》１月９日（木）～ 日（金）
午前・午後
【受付時間】
《午前》８時 分～ 時
《午後》１時 分～３時 分

●問合せ先 小笠原村診療所 ２―３８００
母島診療所
３―２１１５

小笠原村診療所の休診

【歯科】
《休診日》 月 日
～１月８日（水）

母島診療所 ３―２１１５

父島２名・母島１名
【仕事内容】介護職員
【資格】介護職員実務者研修以上
（介護職経験１年以上）
普通自動車免許（ペーパー不可）
【勤務時間】午前８時 分～午後５時 分
（休憩 分）
【休日】週休２日制 基本土日祝日
【給与】経験年数による
詳細は、お問い合わせください。

明老会職員募集（正社員）

●問合せ先

【歯科】
《休診日》１月 日（月）
～２月７日（金）

母島診療所の休診

●問合せ先 小笠原村診療所 ２―３８００

26

対象者の方には、個別通知をいたします。
６歳未満の乳幼児で健診を希望される方、計
測のみを希望の方は、お手数ですが、事前に
電話での予約をお願いいたします。当日受診
できない方はご連絡ください。
【対象者】４か月、７か月、 か月、１歳
６か月、２歳６か月、３歳の乳幼児
日時：１月 日（木）
受付時間：午後２時～３時３０分
場所：地域福祉センター２階会議室
２―３９３９

育児学級（親子ヨガ教室）父島

２―３９３９

昨年好評だったナイトウォーキングを今年
も行います。きれいな星空を見ながらみんな
で夜明道路をウォーキングしませんか？
【対象者】 歳以上の方（医師から運動を
とめられている方はご相談下さい）
【日時】２月１日（土）
午後６時～９時 分
（受付開始５時 分）
【集合場所】地域福祉センター入口
【コース】福祉センター(スタート)→奥村→
夜明道路→扇浦レストハウス(ゴール)
ゴール地点から福祉センターまでは車で送
迎いたします。
【持ち物】運動靴、タオル、飲み物、懐中電
灯(首や頭に装着するタイプがお勧めです)
【事前申し込み】不要
＊雨天中止。
中止の判断に迷われる方は、当日午後５時
以降に福祉センター窓口(２―２９１１)にお
問い合わせください。
●問合せ先 村民課福祉係

専門診療

30

10

２―３９１１
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●問合せ先 村民課福祉係

３―２１１１

親子ヨガ教室を行います。ヨガインストラ
クターに教わりながら、お子さんと一緒にヨ
ガを行います。事前に予約をお願いいたしま
す。
日時：１月 日（月）
午前９時 分～ 時 分
（全て親子ヨガ）
対象：お座り前までのお子様と保護者
午前 時 分～ 時 分
（前半親子ヨガ・後半親ヨガ）
対象：お座りが出来るお子様と保護者
集合場所：地域福祉センター２階大会議室
持ち物：飲み物、タオル、締め付けない楽な
服装（ヨガマットをお持ちの方はご持参くだ
さい）
【事前申し込み】必要
30

●予約・問合せ先 村民課福祉係
２―３９３９

45

母島乳幼児計測会

母島支所

お子さまの発育を一緒に確かめませんか？
当日は身長・体重等の測定を行います。母子
手帳をご持参下さい。事前予約は不要です。
【対象者】０歳～６歳の乳幼児
日時：１月 日（火）
受付時間：午前 時～ 時 分
場所：母島診療所２階カンファレンスルーム
●問合せ先

小笠原村健康診断結説明会・
健康相談会
昨年 月に実施しました健康診断の結果
について、 月末頃に元氣プラザから郵送
で個別返却しております。健診は受けただけ
では効果はありません。説明会・健康相談会
では、管理栄養士、健康運動指導士、保健師
が結果の見方、生活改善の方法を丁寧にご説
明します。体組成計も準備していますので、
体験だけでもお気軽にお越しください。

10

30 30

●問合せ先 明老会
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30

30
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30
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◎整形外科
【父島】
《場所》小笠原村診療所
《日時》１月 日（月）～ 日（火）
午前・午後
１月 日（木）午前・午後
１月 日（金）午前のみ
日（水）は休診日となります。
※１月
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60

10

＊職域健診・協会けんぽの方の結果報告につ
いては、事業者に直接送付されます。結果説
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18

50

２―２１０１
３―２３３２

おがさわら丸ドック期間中の郵便物は、共
勝丸で一回輸送する予定です。
郵便物を積載する共勝丸の船便や受付締切
時間などは、小笠原郵便局および母島簡易郵
便局に掲示しますのでご確認ください。
ただし、海況などにより、運航が変更され
る場合もありますので、ご注意ください。
なお、共勝丸での郵便では、チルド郵便物
の取扱いはいたしません。

おがさわら丸ドック期間中の
郵便物

●問合せ先 伊豆諸島開発㈱
父島代理店 ２―２１１１
母島代理店 ３―２３３１

11

ちびっこクラブ入会児募集

小笠原村社会福祉協議会「ちびっこクラ
ブ」入会児（令和２年４月入会）を募集しま
す。
【入会資格】
①小笠原村に居住している３歳児。
（平成
年４月２日から平成 年４月１日生まれ）
及び４歳児（平成 年４月２日から平成
年４月１日生まれ）
②保護者が社会福祉協議会の会員の方
③保護者が活動に参加できる方
【募集期間】２月３日（月）～ 日（水）
【入会説明会】
〈日時〉２月３日（月）午後３時～
〈場所〉地域福祉センター多目的ホール
【その他】
○引き続き入会を希望される方も新たに申込
が必要です。
○入会案内、入会申込書は説明会でお配りし
ます。
※入会を考えている方は入会説明会に必ずお
越しください。
説明会の間、お子さんが遊んでいられるス
ペースを用意しています。

２―２４８６

社会福祉協議会 職員 募集

●申込み・問合せ先
小笠原村社会福祉協議会

12

ははじま丸ドック中の代船運航
【ははじま丸ドック中の代船ゆり丸運航】
ははじま丸は１月６日（月）～２月１日
（土）までの期間、ドック入りします。
この期間の代船として、ゆり丸（４６９ト
ン、定員１１５名）を運航します。
なお、気象状況によっては運航期間が変更
となる場合があります。
また、父島～母島間の所要時間は、２時間
分となります。
【１月 日、 日のゆり丸母島出港時刻】
１月 日（土）
、 日（土）のゆり丸は、
母島発午前 時 分～父島着午後１時
分で運航します。お乗り間違いのないように
ご注意ください。
11

●問合せ先
小笠原郵便局
母島簡易郵便局

28

28

29

27

●保育士（父島勤務）
●事務職員（母島勤務）
【採用人員】若干名
【採用予定日】４月１日以降
【雇用形態】任期付（年度契約）
【申込方法】履歴書、資格証明書（写）
、職
務経歴書を郵送または持参のこと
【募集期間】２月 日（木）まで（必着）
【選考方法】書類・面接

２―２４８６

詳細については、お問い合わせ下さい。

●問合せ・申込先
小笠原村社会福祉協議会

福祉バザーの開催

福祉バザーを開催します。出店者および寄
付物品を募集します。
食品の出店は、１月 日（金）までに申
し込んでください。委託販売も行います。
またフリーマーケットを同時開催します。
（申込不要、当日９時から準備可、売上の一
部のご寄付をお願いします。
）

【日時】１月 日（日）
午前 時～午後２時まで
【場所】地域福祉センター

●問合せ先
小笠原村社会福祉協議会 ２―２４８６

日商簿記検定の実施

２―２６６６

日商簿記検定を実施します。
（試験日）２月 日（日）
（申し込み期間）１月 日（水）まで
※年始休業：１月１日（水）～５日（日）
（受験料）
（３級）２，８５０円
（２級）４，７２０円
（試験会場）父島：商工観光会館２階会議室
母島：村民会館２階会議室
尚、申し込み期間を過ぎてからのキャンセ
ル・級の変更はできません。
ご了承願います。

●申込み・問合せ先
小笠原村商工会
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小笠原海運からのお知らせ

1等

単位：円

１月の調整金を含む旅客・貨物運賃をお知
らせします。翌月以降の調整金または、掲載
にない料金は直接営業所２─２１１１まで、
お問い合わせください。
※（ ）内は変動調整額となります。
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4,420
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A ( 6名用) B ( 4名用)
等級
16,087
(+159)
14,976
(+148)
13,776
(+136)
1,612
(+16)
1,200
(+12)
小人
25,130
(+380)
18,150
(+270)
13,670
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12,000
(+180)
身障者
25,130
(+380)
18,150
(+270)
13,670
(+200)
12,000
(+180)
大人
学生
50,250
43,000
(+750)
(+650)
36,290
29,040
(+540)
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27,340
21,880
(+410)
(+330)
24,000
19,200
(+360)
(+280)
村民
村民小人
41,180
20,590
(+610)
(+300)
27,220
13,610
(+400)
(+200)
20,510
10,260
(+310)
(+160)
18,000
9,000
(+270)
(+130)
等級

単位：円

1月の燃料油価格変動調整金
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・公表の際には、住所や氏名の個人に関する
情報は公表せず、意見の内容のみ公表しま
す。
・個々のご意見に、直接回答はいたしません
ので、あらかじめご承知おきください。

小笠原動物協議会からの
お知らせ
動物対処室の長期休診
【休診日】１月６日（月）～１月 日
（水）
※診療は１月 日（金）から再開します。
※ペット向け診療日は月・水・金です。休診
日は火・木・土・日・祝日です。
※同室は野生動物を扱う施設でもあるため、
緊急で野生動物の治療を行う際、飼い主の方
にはお待ちいただくか、予約日時を変更いた
だく可能性がありますこと、ご了承くださ
い。
※ペットを大切に飼う機会として、同室を利
用していただくとともに、診療内容には限り
がありますので、専門的な治療については、
引き続き、内地のかかりつけ医のご利用をお
願いいたします。
●問合せ先 環境課環境係
（小笠原動物協議会事務局） ２―３１１１

南島外来植物駆除ボランティア
の募集
東京都の南島における取組と外来植物の現
状を知っていただくため、次のとおりボラン
ティアの募集を行います。

【集合・解散場所】青灯台
【募集定員】 人（ 歳以上対象）
【応募資格】小笠原村に住所を有する方
【作業内容】南島における２時間程度の除草
作業
【申込期間】１月 日（火）～ 日（金）
※先着順
●申込み・問合せ先
小笠原支庁土木課
２―２１６７
14

18

24

小笠原世界遺産センターの
お知らせ

東京都では、植生回復を目的に南島に生息
する外来ネズミ類の駆除を進めております。
令和元年７月に外来ネズミ類の生息が確認さ
れ、海鳥への食害痕跡も確認されたことか
ら、南島全域において殺鼠剤の手撒きによる
駆除を実施します。
【実施期間】１月（入島禁止期間中）
【使用する殺鼠剤】ヤソジオン（ダイファシ
ノン製剤）のスローパック剤（防水紙入り）
※ヘリコプターは使用しません。
●問合せ先 小笠原支庁土木課 ２―２１６７

南島における殺鼠剤の全域散布
の実施について

17

○ＴＨＥ 植物 ｉｎ ＯＧＡＳＡＷＡＲＡ
～固有種・希少種・外来種
世界自然遺産の島、小笠原に生育する植物
は世界遺産の価値として、とても貴重な存在
です。小笠原の植物をポスターや生体展示な
どでご紹介します。ぜひ、小笠原世界遺産セ
ンターへお立ち寄りください！
【期間】１月８日（水）～ 日（金）
【開館日】 おがさわら丸入港中
※おがさわら丸ドック期間中は平日のみ開館
【開館時間】 午前９時～午後５時
※詳細は小笠原自然情報センターホームペー

ジで確認できます。
○講演会「小笠原の希少植物に未来はある
か？～各種の現状と保全対策の過去とこれか
ら～」
種の保存法等に基づき保全対象となってい
る小笠原の希少植物の保全に長年携わってい
る東京大学付属植物園の研究員より、各種が
抱える課題や今後の保全対策の展望について
お話します。
【日時】１月 日（金）午後７時～８時半
【会場】小笠原世界遺産センター
※入場無料です。直接会場までお越しくださ
い。

●問合せ先 環境省小笠原自然保護官事務所
２―７１７４

令和元年度第２回「小笠原諸島
世界自然遺産地域連絡会議」
の開催について

地域と共生した世界自然遺産地域の適正な
管理のあり方を検討するため、地域連絡会議
を開催します。会議では、世界遺産にまつわ
る課題への対応状況の報告・検討を行いま
す。
傍聴を希望する方は直接会場へお越しくだ
さい。
【日時】１月 日（月）午後４時～６時
【会場】
父島：小笠原世界遺産センター会議室
母島：母島村民会館会議室（ＴＶ会議）
内地：関東地方環境事務所会議室（ＴＶ会
議）

●問合せ先 環境省小笠原自然保護官事務所
２―７１７４
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10

27

15

【日時】２月１日（土）
午前８時～午後１時 分
※海況等により、実施できない場合は、２月
２日（日）に変更します。
※昼休憩がありますので、昼食は各自ご用意
ください。

31

17

小笠原村愛玩動物の適正な飼養
及び管理に関する条例（素案）に
かかる村民意見の募集について
村では、イヌ・ネコに限らず、モルモット
やカメ・鳥・熱帯魚・昆虫などのペットとし
て飼われている動物の適正飼養の推進や、ペ
ット等が野生下に放たれ、外来生物となって
生態系に影響を及ぼさないようにするための
具体的な制度として「愛玩動物の適正な飼養
及び管理に関する条例（以下、ペット条
例）
」の検討作成を進めてきました。
検討経過は村民だよりや自然情報センター
だより等でお知らせしてきましたが、このた
び同条例（素案）をとりまとめました。
これに対する村民の皆さまのご意見をお聴き
するため、次の日程から公表し、ご意見を募
集いたします。
【募集期間】１月 日（月）
～２月 日（月）
【条例素案の閲覧方法】
・小笠原村環境課のホームページ
・村役場環境課（総務課カウンター）
・母島支所の窓口
【意見の提出方法】
・持参（村役場環境課又は母島支所庶務係）
・郵送（小笠原村父島字西町 小笠原村役場
環境課 宛）
・ＦＡＸ
０４９９８―２―３２２２
・メール
shizenkankyo@vill.ogasawara.tokyo.jp
【提出いただいた意見の取り扱い】
・お寄せいただいたご意見は、小笠原村の考
えとともに整理した上で、公表する予定で
す。
30
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銃器による父島のノヤギ排除及
び排除に伴う国有林指定ルート
の通行止めについて

１月 日（土）
通行止めなし
１月 日（月）※予備日
通行止めなし
１月 日（火) ※予備日
②小港～高山・ジョンビーチ方面遊歩道
１月 日（水）※予備日
③つつじ山方面指定ルート
④時雨山方面指定ルート
⑤赤旗山方面指定ルート
１月 日（木）※予備日
通行止めなし
１月 日（金）※予備日
③つつじ山方面指定ルート
④時雨山方面指定ルート
⑤赤旗山方面指定ルート

●問合せ先
小笠原支庁土木課自然環境担当２―２１６７

ビジターセンターのお知らせ

●問合せ先

１月の休館日：１月 日、 日、
日、 日～ドック期間中（２月７日まで）
開館時間：午前８時 分～午後５時
（夜間～午後９時）
※イベント・夜間開館については、掲示板の
ポスターをご覧ください。
【特別展】
■本館
「島の船」展～小笠原ゆかりの船たち開催中
暮らしをささえてきた数々の船について紹
介しています。
■新館
「遊歩道の固有植物 父島編～たどりついた
キセキ、めぐりあったキセキ」開催中
父島の遊歩道でみられる固有の植物につい
てご案内しています。

14

小笠原ビジターセンター
２―３００１

国有林の森林生態系保護地域入
林簡易講習会（父島・母島）

用するための村民向け入林申請受付と簡易講
習を実施します。指定ルートを利用するため
には、入林申請と講習修了により発行される
「年間パス」の携行が必要です。

２調査・研究及び作業等の目的で入林する方
（調査研究簡易講習）
森林生態系保護地域において、調査・研
究、同補助及び作業の目的で入林するために
は、利用講習の受講と入林申請が必要です。
実施時間は、１の簡易講習と同時並行して実
施しますので、１の開催時間から受講くださ
い。
※１、２共に有効期間は２年間となります。
有効期間を過ぎて引き続きの利用を希望さ
れる場合には、再度講習の受講をお願いいた
します。
◎父島会場
【日時】１月 日（月）
午後３時 分～４時 分
【場所】小笠原総合事務所３階会議室
◎母島会場
【日時】１月 日（木）午後６時～７時
【場所】村民会館２階視聴覚室及び会議室
●必要な物
当日は、住所と年齢が確認できるもの（免
許証など）
、印鑑及び筆記用具をご持参くだ
さい。

●問合せ先
小笠原諸島森林生態系保全センター
２―３４０３
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30

次の１及び２の目的で国有林の森林生態系
保護地域に入林される場合には、入林申請と
利用講習の受講が必要となります。受講を希
望される方は、事前に電話でお申込みくださ
い。なお、下記講習日に受講できない方は、
別途電話にてご相談ください。
また、許可証及び年間パスの当日交付が必
要な方は、事前申請が必要となる場合があり
ます。

30

19

１ 村民としてレクリエーション目的で指定
ルートを利用される方
（村民レクリエーション簡易講習）
父島及び母島の国有林内の指定ルートを利

30

東京都では、父島の植生回復を図るため、
銃器によるノヤギの排除作業を左記の日程に
おいて行います。本事業の実施に伴い、安全
確保のため、国有林指定ルート及び遊歩道を
通行止めにいたします。作業当日は、通行止
めとなったルートには立ち入らないでくださ
い。御理解と御協力をお願いいたします。
【作業時間】午前７時～午後３時
【作業区域】父島奥村集落以南（住宅地及び
東平サンクチュアリを除く。別図参照）
【作業日程及び通行止めルート】
１月 日（火)
通行止めなし
１月 日（水）
③つつじ山方面指定ルート
④時雨山方面指定ルート
⑤赤旗山方面指定ルート
１月 日（日)
③つつじ山方面指定ルート
④時雨山方面指定ルート
⑤赤旗山方面指定ルート
１月 日（月)
通行止めなし
１月 日（火)
②小港～高山・ジョンビーチ方面遊歩道
１月 日（木）
③つつじ山方面指定ルート
④時雨山方面指定ルート
⑤赤旗山方面指定ルート
１月 日（金）
③つつじ山方面指定ルート
④時雨山方面指定ルート
⑤赤旗山方面指定ルート
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（更新）午後４時～５時 分
《Ⅱ》３月 日（木）
（新規）午後１時 分～５時 分
（更新）午後４時～５時 分
※更新の方も新規講習からの受講は可能で
す。
【ＳＡガイド及び環境教育指導者（新規・更
新）
】
《Ⅰ》２月４日（火）午後６時～７時
《Ⅱ》３月 日（木）午後６時～７時
◎母島会場：母島村民会館２階視聴覚室
【ガイド及び環境教育指導者（新規・更
新）
】
《Ⅰ》１月 日（金）
（新規）午後１時 分～５時 分
（更新）午後４時～５時 分
※更新の方も新規講習からの受講は可能で
す。
海洋センターだより その

新年あけましておめでとうございます。昨
年は私達の活動に対するご支援や、ボランテ
ィア参加などの様々な形でご協力を頂き、本
当にありがとうございました。本年も、小笠
原海洋センターは、海洋生物の調査、保全の
ために尽力していきますので、引き続きよろ
しくお願い致します。

30

30

30

30

30

30

30

●問合せ先
小笠原諸島森林生態系保全センター
２―３４０３

を抱きながら日々を過ごしています。

※２０１９年度の産卵巣調査結果は現在、情
報の整理を行なっています。整い次第、次号
にてお伝えする予定です。

―村民ボランティア募集―
ウミガメの調査や飼育業務の村民ボランテ
ィアを募集しています。月１回でも構いませ
んので興味のある方はご連絡ください。

●問合せ先 小笠原海洋センター
２―２８３０
（認定ＮＰＯ法人エバーラスティング・ネイ
チャー)
ホームページ
https://bonin-ocean.net
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―すくすくと―
昨年の７月下旬より飼育されている子ガメ
たちは現在、順調に成長を続けています。卵
から生まれてきた当初、平均して甲長約５セ
ンチ、体重約 グラムだったのが、現在は
甲長約 センチ、体重約１キロと、見違え
るほどに大きく、重く、たくましい姿となり
ました。
それに比例して体の力は強くなり、徐々に
人の手で制御をする事が難しくなってきまし
た。それをよく感じられるのが、月に一度の
定期計測です。ノギスで甲長を測るときは、
抑えている手を振りほどこうと前肢を振り回
し、体重を測るときは、計測容器（ボウル）
から何度も脱走を試みます。そのため、お互
いにケガをしないよう、カメたちが落ち着い
た形で計測ができるように工夫を凝らしてい
ます。例えば、重さを測る時、カメを仰向け
にしてボウルに入れてあげると大人しくなっ
てくれます。
カメたちを水から引き上げて見る度「また
一段と大きくなったな」という声が思わず漏
れます。海への旅立ちに向け、どこまでその
姿が変わってゆくのか、という期待の気持ち
18

12

12

31

保護地域「ガイド及び環境教育
指導者向け利用講習会」
（父島・母島）
令和２年４月から父島、母島及び聟島の森
林生態系保護地域内（国有林）の指定ルート
をガイド及び環境教育指導者として利用され
る方を対象とした新規及び更新のための講習
会を開催します。なお、東京都自然ガイド
は、南島又は石門の限定です。それ以外の指
定ルートを利用する場合には、この講習の受
講が必要です。ご不明な点等がありましたら
お気軽にお問合せください。
１ 対象者
①指定ルートをガイド及び環境教育指導者と
して利用される方
②①を受講された方又は小笠原エコツーリズ
ム協議会登録ガイド（陸域ガイド）の方で東
平アカガシラカラスバトサンクチュアリー
(ＳＡ) の林内歩道２をガイド及び環境教育
指導者として利用される方
２ 受付期間及び受付時間
月 日～講習前日までの午前８時～午
後５時まで（ただし、土日祝日、年末年始の
）
閉庁日及び正午～午後１時 分を除く。
３ 受付方法
受講を希望される方は、受付期間内に希望
の講習内容を電話にてお申し込みください。
講習当日は、 歳以上(平成 年４月１日
現在)であることが証明できるもの（免許証
など）
、印鑑及び筆記用具をご持参くださ
い。
４ 会場及び開催日時
◎父島会場：地域福祉センター２階大会議室
【ガイド及び環境教育指導者（新規・更
新）
】
《Ⅰ》２月４日（火）
（新規）午後１時 分～５時 分
30
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「初クジラは聟島列島から」

12

あけましておめでとうございます。
昨年 月 日、今か今かと待ち望んだ今
シーズンの初ザトウクジラの知らせが入りま
した。聟島列島北之島の北北西の海域にて、
父島入港前のおがさわら丸から発見したとの
一報でした。
（情報提供ありがとうございま
した。
）ハワイで確認されてから２か月弱、
昨シーズンに比べても 日ほど遅い初確認
となりましたが、この広い大海原において、
ぽつぽつとやってくるザトウクジラの先発隊
が人に見つけられるかどうかはその時々の運
次第でしょうか。
初クジラ確認後の来遊状況はというと、そ
の日のうちに母島で、翌 日には父島で立
て続けに確認され、母島列島、父島列島にお
いても、 月中のザトウクジラの来遊確認
となりました。そしてなんと、 月上旬に
は早くも今シーズン生まれの子クジラも確認
されたとのこと。 月から開始したウェザ
ーステーションからの定点観測でも、実施日
にはほとんど毎朝クジラの姿を確認できてお
り、順調なザトウシーズンの滑り出しとなっ
ています。
年も明け、ザトウクジラの来遊数も少しず
つ増えてくる時期になります。ウォッチング
中も周囲の状況確認をきちんと行う等、事故
が起こらないようにご注意ください。また、
ホエールウォッチングを安全に、そして安心
して楽しむためにも、引き続き自主ルールの
遵守にご協力よろしくお願いいたします。
27

12

20

28

【クジラの尾ビレ写真提供のお願い】
ザトウクジラの来遊履歴や回遊ルートを解
明するために、尾ビレ写真を用いた個体識別
調査を行っています。尾ビレ裏側が大きく映
った写真をお持ちで、調査にご協力いただけ
る方は、是非ＯＷＡまでご連絡をお願いしま

す。

● 問合せ先
一般社団法人 小笠原ホエールウォッチン
グ協会
２ー３２１５

マイマイのイマ
第五十七貝「ねずみ年のチュウ目」

父島から西に１０００ｋｍほどにある海洋
島、大東諸島。内陸の宿の庭にコンペイトウ
ガイ（潮間帯に暮らす海の貝）がいることを
不思議に思っていたら、子どもたちが食べた
あとの生き残りをお母さんが庭に放していた
からだとわかりました。陸で海の貝が生き長
らえることにも驚きましたが、小さな巻き貝
から上手に楊枝で中身を出して食べる幼稚園
児たちの技の習得力に感心しました。教えた
ら１時間は集中してくれるから子守が楽ちん
なんだとオーナーは話していました。
さて、その大東諸島に暮らすアツマイマイ
はときおりネズミに食べられています。しか
しその食べ方はさまざま。途中であきらめた
ような殻の入口だけくり抜かれた殻やバラバ
ラになったものも見かけます。
一方、小笠原のネズミのカタマイマイの食
べかたはスマートに見えます。兄島などのク
マネズミによる食害殻のほとんどは上部の数
巻を蓋のように開いて食べられているか、縦
真っ二つにサックリ割られています。いっぽ
う妹島などのドブネズミにはヘソ側を丸く開
くものもいます。
このような地域や種による食べ方の違いは
なぜ起きるのでしょうか。マイマイの食べ方
以外にも食べ方マナーの違いはあるのでしょ
うか。いったん島から根絶されると、その食
べ方の文化のようなものは忘れ去られるので
しょうか。
今年はねずみ年ですね。島のネズミたちに
は生態系保全のために減ってもらわざるを得
ませんが、彼らの興味深い生態には注目した
いと思う今日このごろです。

【文】自然環境研究センター・森英章 【イ
ラスト】橋本愛
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昨年１１月に実施した健康診断の結果が、１月中にお手元に届く予定です。すでにお手元に届いている方はどんな結
果でしたか？これから届く方も結果を確認してみましょう。健診結果は、体の状態を示しています。ご自身の身体と向
き合って、ご自身なりの健康について考えてみましょう。結果は見たけど、“良くわからない”、“結局、どうしたら
いいの？”という方はぜひ結果説明会や健康相談をご利用ください。「健康」はゴールではなく、あなたが生き生きと
した人生を送るための手段です！

生活習慣を見直すことで、将来がこんなに変わることがあります
重症化への道すじ
健診

健診

A さん

B さん

C さん

健診

健診結果
・腹囲 90cm
ふーん
・高血圧

健診

健診結果
健診結果
・腹囲 95cm
・高血圧
仕
事
で
忙し
い
し、
・高血圧
・高脂血症
指導なんて無理！
・高脂血症
・体重増加
・体重増加

健診結果
・喫煙歴有り
・腹囲 85cm

健診結果
・喫煙歴有り
・腹囲 88cm 指導？！
ヤダヤダ
ちょっと太ったけど、 ・高血糖
このくらい平気！平気！ ・体重増加

健診結果
・肥満
・高脂血症

相談実施
・適度な運動
・食事のコントロール

ちょっと心配…
相談に行こう！

健診結果
・喫煙歴有り
・腹囲 95cm
・高血糖
・体重増加

脳梗塞発症
まだ何とも
ないよ！

ちゃんと
受診すれば
良かった…

糖尿病発症
元気元気！ ちゃんと指導を
大丈夫！
受ければ良かった…

引き続き
改善 定期的に健診を受診
年に 1 度の健診
相談して、生活習慣を
日常生活の改善
健診結果
・体重減

これからも
食事や運動に
気をつけよう！

見直してよかった

結果説明会・健康相談会当日は
会場に体組成計を準備しています。
ぜひ体験にお越しください！

結果説明会・健康相談会の
日程や場所に関しては
村民だよりの P9 をご覧ください。

持ち物：健康診断結果報告書
会場には管理栄養士・健康運動指導士・保健師がおり、
結果の見方や生活習慣の改善方法など丁寧に説明します。
夜も２０時まで開催しますので、お気軽にご来所下さい！

クジラ：うわ～・・・健康診断の結果、なんか怖いし、あんまりよく分からないし、今までも
良くはなかったけれど、でも体は元気だから大丈夫かな。
。
。
保健師：クジラさん、健康づくりのチャンスですね！健診は「受けておしまい」ではありません。
結果をもとに、より元気でいきいきと過ごすための生活習慣を考える機会です。
健康づくりの主役はクジラさん自身。保健師や栄養士を活用して、一緒に健康について考
えてみましょう！
クジラ：健康づくりのチャンスかぁ。実はもう少しお腹周りを減らしたいし、行ってみようかな。
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行

日付 曜日
1

水

事

予

定

日付 曜日

入出港日
小笠原村診療所の休診(歯科)（～8日) 16

行

事

予

定

行政相談所の開設/専門診療（父島）（～17日)

木 乳幼児健診・歯科健診（父島）

元旦

海びらき

成人式(父島）

2

木

17 金
成人式(母島)

3

出港日

金

18 土
入出港日

4

5

土

日

19 日
小笠原高等学校図書館開放
武道始式

20 月

小笠原小学校 道徳授業 地区公開講座及び学校公開

小笠原高等学校図書館開放
福祉バザー
ノヤギ排除
保存水の配布/ノヤギ排除
ペット条例（素案）にかかる村民意見の募集（～2月10日）

国有林の森林生態系保護地域入林簡易講習会（父島）

育児学級（親子ヨガ教室）（父島）
固定資産税の減免申請期間（～31日）

6

7

月

火

小笠原高校寄宿舎食事賄委託の契約者募集（～17日）

小笠原村健康診断結説明会・健康相談会（母島）

動物対処室の長期休診（～15日）
母島分団出初式
ロードレース大会申込〆切

未来に残そう青い海・海上保安庁図画コンクール展示会(父島）(～26日)

21 火

22 水

入港日

8
9

水
木

ギャラクティック・キッズ
日商簿記検定申込〆切
ノヤギ排除

ＴＨＥ 植物 ｉｎ ＯＧＡＳＡＷＡＲＡ～固有種・希少種・外来種（～31日）

23 木

村民相談
定期予防接種(父島)
整形外科専門診療（母島）（～10日) 24

金

母島巡回労働相談

10 金

ノヤギ排除

電話による無料法律相談
ノヤギ排除
小笠原海上保安署さざんくろす体験航海

小笠原村健康診断結説明会・健康相談会（父島）（～11日）

25 土 ノヤギ排除

講演会「小笠原の希少植物に未来はあるか？～各種の現状と保全対策の過去とこれから～」

出港日

11 土

26 日
小笠原高等学校図書館開放

12 日
13 月

27 月
整形外科専門診療（父島）（～14日)
28
小笠原村消防団出初式

亜熱帯農業センター成果報告会(母島)

火

成人の日
14 火
15 水

母島乳幼児計測会/ノヤギ排除
南島外来植物駆除ボランティアの募集（～24日）

入港日
ノヤギ排除

母島小中学校 学校公開・学習発表
第47回ロードレース大会
小笠原高等学校図書館開放
ノヤギ排除(予備日)
世界自然遺産地域連絡会議

29 水

未来に残そう青い海・海上保安庁図画コンクール展示会(母島）(～2月3日)

ノヤギ排除(予備日)
ノヤギ排除(予備日)
小笠原中学校

学校公開・作品展示（～2/1）

ノヤギ排除(予備日)

30 木

国有林の森林生態系保護地域入林簡易講習会（母島）

ノヤギ排除(予備日)

31 金

個人住民税(村・都民税)(第４期）国民健康保険税(第４期)および介護保険料(第４期)の納付〆切

保護地域「ガイド及び環境教育指導者向け利用講習会」（母島）

償却資産の申告〆切

