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新型コロナウイルス感染症
について
①どうやって防ぐの？
過剰に心配することなく、
「マスク」や
「手洗い」を含む咳エチケットなど通常の感
染症対策が重要です。
（下図参照）
②相談・受診前に次のことを心がけてくださ
い。
・発熱等の風邪症状が見られるときには、学
校や会社を休み外出を控える。
・発熱等の風邪症状が診られたら、毎日・体
温を計測して記録しておく。
③次の症状の方は、いきなり診療所に行か
ず、マスクを着用し外出を控え、島しょ保健
所小笠原出張所（２―２９５１）にご連絡く
ださい。
Ⅰ 風邪の症状や３７．５度以上の発熱が４
日以上続く場合 （解熱剤を飲み続けなけれ
ばならない方も同様です。
）
Ⅱ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸
困難）がある場合 また、高齢者、糖尿病、
心不全、呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患な
ど）の基礎疾患がある方や透析を受けている
方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている
方で、これらの状態が２日程度続く場合
※島しょ保健所小笠原出張所の開設時間は平
日の午前９時～午後５時までです。それ以外
の時間帯は、都・特別区・八王子市・町田市
合同電話相談センター（０３―５３２０―４
５９２）にご連絡ください。
●問合せ先 総務課総務係 ２―３１１１

小笠原村奨学資金

小笠原村では、大学・大学院、高等専門学
校、または専修学校に在学し、経済的理由に
より修学困難な方を対象に学資金の貸付を行
っています。
【貸付の要件】
貸付の日の３年前から引き続き小笠原村に
住所を有する者の子弟であること、大学・大
学院の第１学年、高等専門学校の第４学年ま
たは専修学校の第１学年であること（ただ
し、大学もしくは専修学校の第２学年以上の
学年または高等専門学校の第５学年に在学中
で、学資金の貸付を必要とする特別の事情が
発生した場合を除く）
【貸付金額】 月額２万５千円
そのほか申請方法、償還の方法など詳細に
ついてはお問い合わせください。
●問合せ先
教育委員会 ２―３１１７

評議平グラウンドフェンス改修
（母島）

評議平グラウンドフェンスを改修しまし
た。
本改修は、独立行政法人日本スポーツ振興
センターの「スポーツ振興くじ助成金」を受
けて実施しました。

●問合せ先 母島支所庶務係 ３―２１１１
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民税申告書も提出したとみなされ、その申告
内容などをもとに住民税が計算されます。
そのため、所得税の計算では必要ないもの
の住民税の計算で必要になる事項の記載欄が
所得税の確定申告書にあります。
「所得税の
確定申告の手引き」をご確認いただき、漏れ
が無いようご記入をお願いします。
※３ 前年の合計所得金額（損失の繰越控除
前の金額）が、住民税均等割の非課税限度額
を越えない人。
均等割の非課税限度額： 万円×（控除対
象配偶者および扶養親族人数＋１）＋ 万
８，０００円（控除対象配偶者または扶養親
族がいる場合に加算）
●問合せ先
財政課税務係 ２―３１１２

行政相談所の開設

【実施日程】３月５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

電話による無料法律相談
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交通災害共済「ちょこっと共済」

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】３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

東京三弁護士会主催による法律相談を開催
します。相談を希望される方は、ぜひこの機
会をご利用下さい。※予約が必要です
【相談内容・時間】
無料法律相談（１コマ 分以内）
【父島】
《日時》３月３日（火）午後５時～７時
《場所》村役場
【母島】
《日時》３月２日（月）午後７時～９時
《場所》母島支所

東京三弁護士会による法律相談
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交通災害共済「ちょこっと共済」は、東京
都の全市町村の住民が会費を出し合い、交通
事故にあった時、見舞金を受けられる助け合
いの制度です。
小笠原村に住民登録をしている方ならどな
たでも加入できます。
各ご家庭に配布しますパンフレット・加入
申込書にてお申し込みください。
【Ａコース】年会費１，０００円
最高３００万円の見舞金
【Ｂコース】年会費５００円
最高１５０万円の見舞金
【その他】どちらのコースも、中学生以下
のお子さんのいる会員が交通災害で死亡した
時には、年額 万円の交通遺児年金が支給
されます。
詳しい内容については、パンフレットやホ
―ムページ（http://www.ctvtokyo.or.jp/）等をご確認ください。
●申込み・問合せ先
村民課住民係 ２―３１１３
12

白いアリを見かけたらご連絡く
ださい
イエシロアリは木材の食害スピードが速い
ため家屋に定着してしまうと甚大な被害をも
たらす他、６月頃の夜間には多くの羽アリが
飛び交い、体にもまとわりつくため不快な害
虫です。
また小笠原では生息密度の高さ故に森林生
態系への影響も懸念されています。
そのため小笠原村では村民からの強い要望に
より平成４年から駆除を開始していますが、
イエシロアリは木や土の中に潜んでいるため
発見が難しい状態です。
そのため村民の皆様からの発見情報も非常
に重要となりますので、樹木を伐採された時
などに白いアリを見かけた場合には、直ちに
小笠原村にご連絡をお願いします。
●問合せ先 建設水道課
２―３１１５
母島支所
３―２１１１

【住民税申告の必要な人】
①原則として、すべての人が賦課期日（１月
１日）時点の住所地（居住地）の市町村に申
告が必要です（次の【住民税申告の必要の無
い人】を除く）
。
②住所地以外に家屋敷等のある人（※１）
【住民税申告の必要の無い人】
①所得税確定申告書を提出した人（※２）
なお、所得税の確定申告が「不要な人」の要
件に該当しても、住民税の申告は必要となる
場合があります。
②前年中の収入が「給与」や「公的年金」の
みの人で、その給与や年金の支払者より当該
市町村にその報告書が提出されている人。
③収入が「無い」
「少額」などにより、申告
しても結果的に住民税が非課税となる場合
（※３）
ただし、
「非課税証明書」や「所得証明
書」などの「税関係の証明書」が必要な場合
には申告が必要です。また、国民健康保険税
や介護保険料・後期高齢者医療保険料、国民
年金保険料の免除申請、児童福祉・医療福
祉・障害福祉などの手当・給付金などの支給
判定などで住民税の賦課資料や証明書の添付
が必要な場合があり、その場合にも申告が必
要です。
◇「住民税申告書」の用紙は、村役場の税務
係や母島支所窓口でご請求ください。また、
村のホームページからも取得できます。
「税金（申請・届出）
」の「個人の住民税
（村民税・都民税）関連の申告・届出」内
※１ 実際に居住している市町村で住民税が
課税されているものの、１月１日現在でその
住所地以外に家屋敷等（家屋敷または事務
所・事業所）を有する方は、その所在地でも
住民税が課税されます（均等割のみ）
。
該当する場合には、この家屋敷等の所在地
の市町村に住民税の申告が必要です。
※２ 所得税確定申告書を提出した人は、住
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村・都民税（住民税）の申告
について
村・都民税（住民税）は、都や村がおこな
う地方・地域の行政サービス（防犯、消防、
防災、教育、福祉、衛生、上下水道や道路整
備・維持管理など）にかかる費用を、その地
域に居住する方に、広く負担してもらうとい
う性格を持つ地方税（都道府県や市町村に納
める税金）です。
所得税の確定申告（自ら税額を計算して申
告・納税する方式）と異なり、個人の住民税
は、村が税額を計算・決定（課税）して送付
する納税通知書にもとづき納税していただく
しくみになっています。よって、適正な課税
（計算）を行うため、毎年申告期限（令和２
年度分の申告は、３月 日 月曜日）までに
「住民税申告書」を提出していただく必要が
あります。
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【予約受付時間】
午前９時 分～午後５時
（土、日、祝祭日および正午～午後１時を除
く）
●問い合わせ・予約電話番号
法律相談センター
０３―３５９５―８５７５

人権擁護委員の就任について
人権擁護委員は人権に関する啓発活動のほ
か、住民からの人権に関する相談にも応じて
います。
令和２年１月１日付で森井美穂子さん（父
島）
、箭内浩彌さん（母島）が小笠原村の人
権擁護委員として法務大臣から委嘱されまし
た。
任期は令和４年 月 日までの３年間で
す。
●問合せ先・人権に関する相談
村民課住民係
２―３１１３
東京法務局人権擁護部「みんなの人権一一〇
番」
０５７０―００３―１１０

小笠原村人事異動
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【退職】
《 》内は旧所属
２月 日付
蓑田 成美《会計室》
【採用】
２月 日付
医療課付 木村 将

村長出張報告
日

・港湾関係会合
・国、都、関係機関挨拶及び打合せ
等

小笠原村職員募集
母島巡回労働相談

【日時】
３月 日（火）午前 時～ 時
【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。
●問合せ先 小笠原総合事務所 ２―２１０２

地域振興に係る補助事業の募集
（第１回）

○島しょ地域内に主たる事業所を有する小規
模企業者、組合、財団法人、社団法人、特定
非営利活動法人、その他東京都島しょ地域の
活性化に資する取組を行うと認められる法人
等
○島しょ地域内の個人事業者
※中小企業、創業予定者は対象外
【補助金額】補助対象経費の５分の４以内で
１００万円を限度とする。
【事業期間】
事業開始から令和３年３月 日まで
【募集案内の配布と申請書の提出先】
《父島》総務課企画政策室
《母島》母島支所庶務係
●問合せ先
東京都島しょ振興公社 企画管理課
０３―５４７２―６５４６
総務課企画政策室
２―３１１１

「ギャラクティック・キッズ」
開催

第 回「冬のダイヤモンド」
冬の夜空をかざる７つの一等星たち、そし
て小笠原ならではの８個目の一等星・南極老
人星カノープス。いくつわかるかな？
【日時】３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】３月 日（火）
【講師】官谷幸利（日本天文学会員）
●問合せ先
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国立天文台内 ２―７３３３
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公益財団法人東京都島しょ振興公社では、
島しょ地域のグループ等が、島しょ地域の地
域振興を目的として実施する事業に対して、
その経費の一部を補助しています。詳しく
は、島しょ振興公社ホームページをご覧くだ
さい。
【募集期間】４月１日（水）～ 日（金）
【対象事業】
○地域振興に係る特産品に関する事業
○地域振興に係る観光振興に関する事業
○地域振興に係る島おこしを担う人材育成に
関する事業
○その他地域振興に資する事業
【補助対象団体】
○概ね５名以上（村在住者）で組織され、代
表者・会則・名簿等のある団体等

67

24

30

出張期間：１月 日～２月
・硫黄島戦没者遺骨引渡式
・都知事との懇親会
・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
・島嶼振興公社会議
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優先に予約を受付け、通常料金で運営してま
いります。ご予定がお決まりの方はお早めに
ご予約下さい。
また、宿泊予定日近くでのキャンセルが大
変多くなっております、キャンセルの連絡は
お早めにお願いいたします。お電話お待ちし
ております。
（７月の予約は４月１日から受付いたしま
す）
●問合せ先 東京都島嶼町村一部事務組合
０３―３４３７―３０６１

都内で自転車を利用する皆さんへ
４月から保険等への加入が必要
となります
「東京都自転車の安全で適正な利用の促進
に関する条例」が改正され、自転車利用中の
対人賠償事故に備える保険等※への加入が義
務となります。
対象は、自転車利用者、利用者が未成年の
場合はその保護者、自転車使用事業者、レン
タサイクルやシェアサイクル等の事業を行う
自転車貸付業者となります。
※自転車の利用によって生じた他人の生命又
は身体の損害を賠償するための保険又は共済
保険等には「自転車保険」などの名称で販売
されるもののほか、点検整備された自転車の
車体に付帯された保険である「ＴＳマーク付
帯保険」などがあります。
自動車保険・火災保険などの特約、クレジ
ットカードなどの付帯保険に、相当する補償
が付いている場合もあります。
都内で自転車を利用する方は自身の保険等
への加入状況を確認してください。
【次の努力義務についてもご協力をお願いし
ます】
○保険等への加入確認（自転車小売業者、自
転車で通勤する従業者がいる事業者）

定期予防接種

３月の定期予防接種の日程をお知らせしま
す。
【父島】
《日時》３月 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）
・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
※その他予防接種についてはお問い合わせく
ださい。
●問合せ先 村民課福祉係
２―３９３９

現在、ヒブワクチンについては、メーカー
からの供給が停止されています。そのため、
ヒブワクチンの接種を希望される方は、予防
接種日の前日までにご連絡をいただきますよ
うお願いいたします。
なお、厚生労働省からの通達及び在庫の状
況により、１回目、２回目の方を優先させて
いただきます。接種の再開については、村民
だより、村内掲示板等でお知らせいたしま
す。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協
力をよろしくお願いいたします。
●問合せ先 村民課福祉係
２―３９３９
母島支所
３―２１１１

ヒブワクチンに関する重要な
お知らせ

30

○貸付用自転車の利用に係る保険等の内容に
関する情報提供（自転車貸付業者）
○保険等に関する情報提供（学校等の設置
者）
確認方法等の詳細は東京都ホームページを
ご覧ください。
●問合せ先 都民安全推進本部総合推進部交
通安全課
０３―５３８８―３１２７

東京都小笠原住宅のあき家入居
者募集方法が変更になります。

これまで、東京都小笠原住宅は、原則とし
て年１回、例年春にあき家入居希望者の募集
を行ってきましたが、この度、次のとおり募
集方法を変更します。
【変更前】
原則として年１回、父島（一般世帯）
・父
島（多家族世帯）
・母島（一般世帯）
・母島
（多家族世帯）の全ての住宅について、あき
家入居希望者を募集。募集の結果、資格を有
する方に抽せんであっせん順番を決定。
【変更後】
父島（一般世帯）の住宅については、年１
回あき家入居希望者を募集。募集の結果、資
格を有する方に抽せんであっせん順番を決
定。
父島（多家族世帯）
・母島（一般世帯）
・母
島（多家族世帯）の住宅は、あっせん対象と
なるあき家が発生し、修繕工事が実施された
後に、住宅種別毎にあき家入居希望者を募
集。募集の結果、資格を有する方に抽せんで
あっせん住宅を決定。
（ただし入居希望者が
あっせん対象住宅よりも少ない場合は抽せん
は行いません。
）
●問合せ先
支庁土木課住宅担当 ２―２１６９
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小笠原ラム「無人酒」デザイン
人気投票
公益財団法人東京都島しょ振興公社では
「学校法人原宿学園東京デザイン専門学校」
の協力のもと、小笠原ラム・リキュール株式
会社が製造している特産品「無人酒」のデザ
インリニューアルに取り組んでいます。
デザインの選定にあたって、学生６名が各
自製作した６つの商品ラベルと箱の人気投票
を実施します。
また、父島・母島の一部商店と竹芝客船タ
ーミナル内「東京愛らんど」では、これら６
種類の無人酒の試験販売を３月上旬に実施予
定です。
人気投票と試験販売の結果をふまえ、どの
ラベル・箱にするかを決定します。
力作ぞろいの６作品をぜひご覧の上、どう
ぞ人気投票にご参加ください。
【実施期間】３月初旬～３月
（火）
【実施場所】(父島)ＪＡ農産物観光直売所
(母島)母島観光協会窓口
※竹芝客船ターミナル内「東京愛らんど」で
も実施しています。
●問合せ先 公益財団法人東京都島しょ振興
公社
０３―５４７２―６５４６
小笠原ラム・リキュール㈱ ３―２１１１

本年７月から９月にかけて東京２０２０オ
リンピック・パラリンピック競技大会が開催
されます。
開催期間中は東京に多くの観光客が集中し
宿泊施設の確保が難しくなることが予想され
ますが、島嶼会館におきましては、オリンピ
ック期間中も通常期と変わらず、島民の方を

オリンピック期間中の島嶼会館
宿泊予約について

31
日

乳幼児健診・歯科健診（父島）

【定員】７名（＊申し込み必要）
【講師】管理栄養士（医療課）
【持ち物】エプロン、三角巾、筆記用具
【費用】無料
●申込・問合せ先 村民課福祉係
２―３９３９

育児学級（おやつの会）父島

小笠原海運からのお知らせ

)

３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
(

(

)

事前予約した乗船券は、出港の前日までに
現金またはクレジットカードで父島窓口にて
お支払いください。出港日の窓口混雑緩和に
ご協力をお願いいたします。

明老会職員募集
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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】３月 日（木）
【受付時間】午後２時～３時 分
【場所】地域福祉センター２階会議室
●問合せ先 村民課福祉係
２―３９３９
栄養士とおやつを通してお子様の食事につ
いて考えてみませんか。
事前に予約をお願いします。
【対象者】離乳食を完了した３歳までのお子
様と保護者
【日時】３月９日（月）午前 時～ 時
分
【場所】地域福祉センター調理室
【持ち物】エプロン、筆記用具
【事前申し込み】必要
●予約・問合せ先 村民課福祉係
２―３９３９

小笠原村診療所の休診

①（正社員）父島１名
②（正社員・パート）父島３名・母島１名
【仕事内容】
① 管理責任者（会計責任、各施設の統括責
任者）
② 介護職員
【資格】
①社会福祉主事以上（法人運営経験）
②介護職員実務者研修以上（介護職経験１年
以上）
① ②とも、普通自動車免許（ペーパー不
可）
【勤務時間】
①午前８時～午後５時 分
（休憩 分）
②午前８時 分～午後５時 分
（休憩 分）
正社員は夜勤あり。
【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。
●問合せ先
明老会
２―３９１１

15

母島乳幼児計測会
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】３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 母島支所
３―２１１１

栄養教室（父島）

2等和室

11

【歯科】
《休診日》３月 日（水）
～４月２日（木）
●問合せ先 小笠原村診療所 ２―３８００
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【歯科】
《休診日》３月 日（火）～ 日（金）
●問合せ先 母島診療所
３―２１１５
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～一日限りの栄養教室「島料理」～
今年のテーマは「島料理」
。美味しく簡
単、そして減塩も出来ちゃいます。管理栄養
士と一緒に体のことを考えたおいしい島料理
を作って、食べましょう！
事前に申し込みをお願いいたします。(先
着順)
【対象者】どなたで参加できます( 歳以
上)
【日時】３月４日（水）午前 時～午後１
時
【場所】地域福祉センター調理室
20

10
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【場所】小笠原総合事務所３階会議室
◎母島会場
【日時】３月 日（水）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
30

31

30

ビジターセンターのお知らせ
30

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）

18

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）
】
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）
】
３月 日（木）午後６時～７時
●問合せ先 小笠原諸島森林生態系保全セン
ター
２―３４０３
12
12

３月の開館日： 日まで毎日開館
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
「くじら展～小笠原の海の大きな仲間たち」
開催中
ザトウクジラ（ヒゲクジラ）
、マッコウク
ジラ（ハクジラ）の違い、大きさ、小笠原海
域での最近の鯨類の報告について紹介しま
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。
【講演会】
●第４回首都大学東京公開講座

「Bonin（ボニン）はどこから来たか？」
小笠原諸島のことを外国語で Bonin と呼んで
きました。最新の知見にもとづき、この言葉
の由来を紹介します。
《講演者》岩本陽児（和光大学現代人間学
部・教授／首都大学東京・客員研究員）
《日時》３月 日（金）
午後７時〜午後８時 分
《主催》首都大学東京
《共催》ＢＩＯ（ボニンインタープリター協
会）
《協力》小笠原村、公益財団法人東京都公園
協会
《場所》ビジターセンター新館ホール
●問合せ先
小笠原ビジターセンター
２―３００１
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30

30

25

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
～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。
30

30

国有林の森林生態系保護地域入
林簡易講習会（父島・母島）
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。
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
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】３月 日（金）
午後３時 分～４時 分
13
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30
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海洋センターだより その
―児童たちと一緒に―
３月といえば卒園式・卒業式と、児童達が
慣れ親しんだ母校を離れてゆく、
「別れの季
節」であります。ここ小笠原海洋センターで
もあるものがやってきます。小学校の児童た
ちとウミガメたちの別れです。
小笠原海洋センターでは、小笠原小学校５
年生の総合学習の時間で、ウミガメに関する
授業を行っています。産卵調査や夜のパトロ
ールなど、実際に行っている調査保全活動の
体験や、ウミガメの骨格標本を組み立て、生
態を学ぶ授業など、内容は多岐に渡ります。
その中でも、一年通して行われる学習がウミ
ガメの飼育です。児童達と一緒にウミガメの
赤ちゃんを飼育し、コケの付いた甲羅をきれ
いに磨いてあげたり、大きさと重さを測るな
どをして成長を観察し、見守ります。みるみ
る大きくなり力も強くなっていくウミガメた
ちを前に、児童達は、前よりもこんなに大き
くなった！と、記録ノートを見比べ、驚いて
いました。
一年間の授業の締めくくりとして、飼育し
てきたウミガメたちに、児童達自ら識別用の
タグを装着し、３月上旬には生徒達の手で海
へと放流し、ウミガメの旅立ちを見届けま
す。年月は数十年とかかりますが、児童達と
一緒に育ててきたウミガメの子供達が無事に
大人のカメとなり、再び小笠原の海へ戻って
きてくれることを願ってやみません。
―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) ＨＰ https://bonin-ocean.net
「マリアナ諸島はザトウクジラの繁殖地であ
り、小笠原を経由する！？」
私たちが暮らす小笠原群島よりも、さらに
１，０００キロメートル以上南に位置するマ
リアナ諸島。このマリアナ諸島海域が、小笠
原を含む西部北太平洋（アジア系）のザトウ
クジラのグループの繁殖海域の一つであるこ
とが、最近、科学的に明らかとなりました。
マリアナ諸島は、元々、捕鯨時代の記録や
地元民の目撃情報から、ザトウクジラの来遊
海域であることが知られておりました。しか
しながら、科学的データが乏しいことから、
ザトウクジラの繁殖海域としては確立されて
おりませんでした。そんな中、近年行われた
現地での調査において、新生児のクジラが確
認され、ザトウクジラの繁殖海域であること
が明らかとなりました。
さらに、マリアナ諸島で撮影されたクジラ
の尾びれの写真（※）と、同じアジア系グル
ープの繁殖海域である、沖縄、フィリピン、
小笠原で撮影された尾びれの写真を照合した
結果、小笠原との一致が最も多い結果となり
ました。
（※ザトウクジラの尾びれは、ヒト
の指紋のように一頭一頭模様や輪郭が異なる
ため、個体の識別に使われます。
）また、尾
びれ写真からだけではなく、遺伝的にも他海
域よりも小笠原に近いことがわかりました。
これらの結果から、マリアナ諸島に来遊す
るザトウクジラは、アジア系のグループに属

し、その中でも小笠原に来遊する個体と繁殖
海域を共にするのではないかということが推
察されています。小笠原で見られるクジラの
中には、父島、母島、硫黄列島を通過して、
マリアナ諸島まで南下する個体がいるのかも
しれませんね。

【引用】Hill et al. 2020. Found: a
missing breeding ground for endangered
western North Pacific humpback whales in
the Mariana Archipelago. Endangered
Species Research, 41, 91―103.

● 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
第五十九貝「恐怖の克服」

私はナメクジが大嫌いだ。ナメクジのみな
らずヌメヌメした生物が嫌いだ。鳥肌もので
ある。そんな私がマイマイとウズムシという
ヌメヌメ度の高い連中の研究をしているのは
実に不思議である。ちなみにボスもナメクジ
が嫌いと言い張っている。
私が初めて先輩に連れられ兄島でマイマイ
の調査をした時、知らない世界が広がってい
た。２ミリのマイマイの種を判別して数える
とか無理！と思った。いや、多分声にしてい
たと思う。カドがあるとかスジがあるとか、
そんな細かな違いを持つ多数の種を識別する
のかと愕然とし、落ち葉の裏の無数のマイマ
イがいることに恐怖した。在来のナメクジが
いなかったのは幸いである。
何度も調査に参加し、小笠原のマイマイの
凄さを知り、遂にマイマイへの嫌悪感を克服
したのだ。確かにヤマキサゴのつぶらな瞳は
可愛いし、クロカタマイマイの分厚く黒い殻

はかっこいい。ヒトハノミガイは美人さんと
いうのもわかってしまう。多様な形態の進化
のプロセスを妄想し、議論するのは非常に楽
しい。
小笠原では保全に関わる人たちがマイマイ
を知る機会を提供してくれている。少しずつ
マイマイを好きになる人が増えているのでは
ないだろうか。きっとこの小さな活動の積み
重ねが小笠原のマイマイの未来に繋がってく
れると信じて、また小笠原の森でマイマイに
会える日を楽しみにしている。
でもやっぱりナメクジとの遭遇は勘弁願い
たい。

【文】東北大学・内田翔太【イラスト】橋本
愛
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父 島 ・ 母 島 の ネ ズ ミ 対 策 に つ い て
ネズミは本来、小笠原には生息しておらず、人の移動などによって持ち込まれた外来種です。
兄島・南島や嫁島・媒島では、固有のカタツムリや植物、海鳥を守るためにネズミ対策が進められていますが、有人島である
父島と母島でも、生活環境や農作物、山域の生態系を守るために、関係行政機関や住民が連携し対策を考える必要があります。
今回は、対策の基本的な考え方や行政の取組について改めてお知らせします。

[ネズミは何故増えたか]
小笠原では、世界自然遺産の保全管理の一環として、アカガシラカラスバトなどの希少な動物を守るため、集落や山域でのネコ
の捕獲や飼い猫の適正飼養の取組を進めてきました。取組を通じて、ハトが身近に見られるようになったのは大きな成果です。
一方で、平成 22 年頃から、父島や母島でネズミによる農作物被害や集落内での出現数が増加しているとの声を多くいただいて
おります。ネズミの増減には、気象やエサ条件などの影響、集落や山域でのネコ対策が進んだことの影響などが考えられますが、
しっかりとした因果関係は解明されていません。ネズミは食品や農作物を食い荒らすだけでなく、家屋や家具、配線をかじるなど
の被害を発生させ、病原菌などを媒介する可能性もあるので、各人で財産を守るための自主防衛と、これ以上数を増やさないため
の取組が重要です。

[自主防衛について]

[農地における殺鼠剤の使用]

通常防除の対象となる家ネズミ３種のうち、父島にはクマネズミとハツ

農業者等は、殺鼠剤を東京島しょ農業組合から

カネズミが、母島にはそれに加えてドブネズミが生息しています。ネズミ

購入することができます。購入方法や購入要件な

の種類によっても少しずつ特性は異なるのですが、対策の原則は共通です。

どの詳細は、島しょ農協父島支店及び母島店にお

＜大原則：環境的防除＞

問い合わせください。

ネズミが生息しづらい環境を整え維持する方法です。

＊農業者の方々へのお知らせ

◆エサになるものの撤去

アカガシラカラスバトやオカヤドカリは穀物

◆巣に使われそうな材料の整頓

を主な成分として含む殺鼠剤を好んで食べます。

◆侵入口になるすきまをふさぐ

特にハトは、個体によっては影響を強く受けてし

これに加えて、夜間にゴミ出しをしない、家周りの草刈りを欠かさない

まう可能性が示唆されています。

ことも、防除の一環になります。

農地に飛来したハト等による殺鼠剤の誤食を

＜化学的防除・物理的防除＞

防ぐためには、殺鼠剤をベイトステーションに入

殺鼠剤による駆除、カゴわなや粘着トラップによる捕獲などのことです。
人やペット、野鳥など環境への影響がある場合があるので、実施場所や実

れる方法等があります。購入補助については、産
業観光課までお問い合わせください。

施方法は十分吟味する必要があります。

[行政連絡会で検討していること]
関係行政機関では、平成 27 年度に「有人島におけるネズミ対策にかかる行政連絡会」を立ち上げ、小笠原諸島世界自然遺産地
域連絡会議で意見交換する等して対策を議論しています。
小笠原諸島の無人島でこれまでに行われてきた手法で、有人島からネズミを根絶することは、環境影響や技術的な問題等から、
現時点では難しい状況にあります。当面は、以下のような取組を組み合わせながら、被害の抑制を図ることにしています。
①ネズミに関する生態的情報の収集
◇山域におけるネズミ類の増減のモニタリング
◇集落地・農地周辺でのネズミ類の増減のモニタリング
②自主防衛への支援
◇ネズミ対策技術に関する助言・指導

[ネズミに関する相談の窓口について]
＜生活環境での被害相談＞
◇島しょ保健所小笠原出張所

２－２９５１

◇村役場建設水道課

２－３１１５

◇村役場母島支所

３－２１１１

◇ネズミ対策技術に関する広報、相談窓口の設置

＜農作物食害対策の相談窓口＞

③集落地・農地周辺のネズミの生息の抑制、低密度化

◇東京都小笠原支庁産業課

２－２１２５

◇村役場産業観光課

２－３１１４

◇カゴ罠の無料貸出
◇河川、道路、集落内園地等の維持管理（草刈り等）

＜生態系への被害相談窓口＞

◇住居周辺における対策（ごみステーションの衛生指導）

◇環境省小笠原自然保護官事務所

２－７１７４

◇農地内の殺鼠剤購入補助

◇林野庁小笠原森林生態系保全センター

２－３４０３

◇東京都小笠原支庁土木課

２－２１６７

④生態系保全のためのネズミ対策
◇希少植物の食害対策（鳥山、東平等）

各行政機関で、集落内各地におけるネズミの一斉防除を実施します。カゴ罠の貸出（村役場環境課２－３１１１）も
受け付けておりますので皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
防除実施期間 母島：３月２日（月）～６日（金） 父島：３月９日（月）～１３日（金）
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村民課福祉係 —

—

第２４１号

―

Part2 かんたん減塩食 編

一工夫でかんたん減塩♪
先月の「普段の塩分量」編に続いて、今月は「かんたん減塩食」編をお届けします。
小笠原村では「減塩」をテーマに、子どもから高齢者まで様々な取り組みをしています。小笠原高校の食育講話では、
生徒の皆さんが、同じ塩分量でもスパイスを使った方が味が濃く感じるという体験をしたり、市販の食品の選び方を学
びました。その結果、「カップラーメンの汁を飲まなくなったよ」という声も聞かれています。
実は、ちょっとの工夫で簡単に減塩ができます。体のことを考えた減塩のための一工夫を皆さんも試してみませんか。

減塩のポイント！

１日の塩分摂取量 男性：８ｇ未満 女性：７ｇ未満 (目安：食塩小さじ１杯=６ｇ)
朝昼晩 3 食で割ると 1 食で 2．3ｇ程度です。

②汁物編

③野菜をとろう

・お弁当は食材の種類が多く使

・カップラーメン、かけそばなど

野菜に含まれるカリウムは、取

用されているものを選ぶ

は、１食で５ｇほどの塩分が含ま

り過ぎた塩分を体の外に出す働

・付属の調味料（しょうゆやソ

れています。汁は飲み干さず残す

きがあります。

－ス）は最初からかけない、漬

ことが大切！

果物、野菜、海藻、イモ類、きの

物・佃煮類はなるべく残す

・みそ汁やスープも１食で２ｇ前

こ、大豆製品、乳製品などに多く

・おにぎりは市販品ではなく、

後の食塩になります。具だくさん

含まれているので、積極的にと

自宅でラップで握ったもので、

の豚汁や野菜がたくさん入った

りましょう。

塩分大幅ダウン

ミネストローネやポトフを選ぶ

①

主食編

これも知っとこ！

例えば、この料理を作る時のポイントは・・・

味噌汁
１．だしを取る
２．具だくさんに
する
※味噌汁の塩分の
ほとんどは汁に含
まれています。具だ
くさんにするだけ
で減塩に！！

おひたし
１．醤油はだし
で割る
２．鰹節やゴマで風
味をつける
３．水分はしっかり
しぼる
４．食べる直前にだ
しをかける

お弁当で使える技
・卵焼きにゴマや海苔
を入れる
・スパムをカレー粉で
味付け
・ハムやベーコンを使
うときは味付けし
ない
・鳥の唐揚げに、にん
にくを増やす

栄養教室(父島)開催！！
今年のテーマは「島料理」美味しくて簡単、そして減塩もできます。

誰でも参加 OK♪皆様の

健康的なご飯を一緒に作りませんか？

ご参加をお待ちしています。

日時：３月 4 日（水）10 時～１３時 場所：地域福祉センター調理室
*定員がいっぱいになり次第、受付終了となります。
（母島は終了しました）詳細は健康・福祉のコーナーへ
クジラの伝言板
クジラ：お弁当はすぐしょうゆやソースをかけていたけど、まずは一口食べてから、味が足りなかっ
たら少しだけかけてみようかな。明日のお昼から早速やってみよう！
保健師：できることから始めるクジラさん、素敵ですね。
みなさんも自分が出来ることを探して、健康的な減塩生活を始めてみませんか。
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日付 曜日

事

予

定

日付 曜日

行

事

予

定

電信山線歩道の通行止め（長崎方面）（～3/10）（宮之浜方面）（～3/18）

1

日 小笠原高等学校図書館開放

16 月

入港日

2

月

固定資産税（第４期）および後期高齢者医療保険料（第４期）納期限

東京三弁護士会による法律相談（母島）

17 火

出港日
母島診療所歯科の休診（～27日）
予算特別委員会

ネズミの一斉防除（母島）（～6日）

3

火

4

水

5

木

芝税務署・東京税理士会による出張申告相談（母島）（～4日）

東京三弁護士会による法律相談（父島）
栄養教室（父島）

出港日
行政相談所の開設

18 水
19 木

ギャラクティック・キッズ
小笠原村議会本会議/予算特別委員会
小笠原中学校卒業式
乳幼児健診・歯科健診（父島）
母島小中学校卒業式

20 金
春分の日

小笠原高等学校

6

第51回卒業式

金

入港日

21 土
ＯＷＡホエールウォッチングインタープリター新規認定講習会(父島）

7

土

8

日 小笠原高等学校図書館開放

9

22 日
入港日

月

10 火

23 月

育児学級（おやつの会）父島
ネズミの一斉防除（父島）（～13日） 24
母島乳幼児計測会

火

25 水

出港日

11 水 村民相談

小笠原高等学校図書館開放
母島保育園卒園式

出港日
母島巡回労働相談
小笠原小学校卒業式
小笠原村診療所歯科の休診（～4/2）
国有林の森林生態系保護地域入林簡易講習会（母島）

粗大ごみ収集（母島）

26 木

小笠原村議会本会議
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）

12 木 定期予防接種（父島）

27 金

入港日
電話による無料法律相談

小笠原村議会本会議
国有林の森林生態系保護地域入林簡易講習会（父島）

13 金 第４回首都大学東京公開講座
14 土
15 日

入港日
父島保育園卒園式
小笠原高等学校図書館開放

28 土
小笠原高等学校図書館開放

29 日
30 月
31 火

出港日
小笠原村情報センター一般利用の終了

小笠原ラム「無人酒」デザイン人気投票〆切

