小笠原村長 宮澤 昭一

新年あけましておめでとうございます︒
年頭にあたり︑皆様方のご健勝とご多幸を
祈念するとともに年始のご挨拶を申し上げま
す︒
全国的な経済不況は相変わらずの状態で︑
景気回復の見込みも立たず︑村内経済への影
響もますます深刻なものとなっております︒
また︑地方分権︑市町村合併など地方制度
そのものを見直す動きや地方交付税の削減︑
国庫負担の廃止議論など厳しい国家財政の悪

あります︒私は︑この記念すべき年を︑現在

平成

年度以降における村事業において

も︑母島小中学校の建替工事︑社会情報化に

網の改善などのＩＴ基盤整備事業︑医療・保

の低迷する村内経済の回復の契機の年にして

具体的には︑この記念すべき年 を﹁エコ元

健・福祉に対応する医療・福祉施設整備事業

対応するための村内情報基盤や内地との情報

年﹂と位置づけ︑一つはエコツーリズムを機

など︑必要な基盤整備はまだ多く積み残され

それ以前に︑当村の自立発展には欠くこと

軸とした継続性のある記念事業を開催したい

二つには︑当村の観光振興計画に基づき︑

のできない航空路開設などの交通アクセスの

ております︒

東京都とも連携しながら︑具体的なエコツー

問題も残っております︒

る資源循環型社会の構築などの環境課題など

また︑現下の社会情勢の中で求められてい

ＴＳＬ︵テクノスーパーライナー︶の就航

公共事業の見直しや国庫負担のあり方な

新たに対応していかなければならない課題も

整備にあたっては︑エコツーリズムを基本と

ど厳しい議論がなされている状況ではありま

を２年後に控えた今︑村内の受入態勢の整備

した自然環境と調和のとれた観光振興策や村

すが︑小笠原諸島振興開発特別措置法の必要

ございます︒

づくりを進めていくことが課題解決のひとつ

性を新たに構築し︑特別措置法の改正・延長

を関係機関に働きかけてまいりたいと思いま

機関にお願いしていくことなどを基本におい

また︑受入体制の整備のための支援策を関係

客の誘致をこれまで以上に進めていくこと︑

に活力を持っていただくことのできる年にな

今できることから始め︑何よりも村民の皆様

は大変難しいことと感じておりますが︑
まず︑

村内の活力を一気に回復させるということ

す︒

て︑村内の活力を取り戻してまいりたいと考

協力をお願い申し上げます︒

すので︑本年も皆様のなお一層のご理解︑ご

るよう取り組んでまいりたいと考えておりま

のエコツーリズムを内外にアピールし︑観光

記念事業や具体的施策の実施を通して当村

の方策であると考えます︒

は急務となっておりますが︑この受入態勢の

考えております︒

リズムの施策を積極的に実施していきたいと

と思います︒

まいりたいと考えております︒
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えております︒

また︑一方で︑今までの村づくりの基盤を

支えてきた小笠原諸島振興開発特別措置法に

ついては︑本年が現計画での最終年度となり
ます︒

交通基盤︑生活基盤︑産業基盤等︑特別措

置法のもとに基盤整備はかなり進んでおりま

すが︑積み残された課題も多々残っておりま
す︒
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東京都小笠原村父島字西町

TEL04998(2)3111

１/１(水)
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小笠原の花・木・鳥・魚
花 ムニンヒメツバキ
鳥 ハハジマメグロ
木 タコノキ
魚 アオムロ

ﾀﾞﾑ 貯水量
12/25 現在
父島
100/100
母島
97.8/100
11 月気象状況(父島)
最高気温 27.6℃
最低気温 16.2℃
平均気温 23.3℃
平均湿度 75％
月降水量 227mm
住民基本台帳登録者数（12/１）
2,400 人
父島
母島
人口
1,938 人 462 人
世帯
1,056
242
短期滞在者
20 人
99 人

化のあおりを受け︑行政を取り巻く環境も急
速に厳しいものとなってきております︒
そのような状況の中で︑我々は諸課題の解

周

決に取り組み︑自治体そのものの経営も行っ
ていかなければなりません︒
本年は︑小笠原諸島が返還されてから

島に来航してから１５０年目を迎える年でも

が日本の開国を求めるのに先立ち︑小笠原諸

年を迎える年となります︒また︑ペリー提督
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小笠原村消防団長 赤石 一昌

新年明けましておめでとうございます︒
村民の皆様におかれましては︑清々しく希
望に満ちた新年を迎えられたことと存じます︒
昨年は︑
いくつかの台風が小笠原へ接近し︑
農業等に被害を受けましたが︑幸いにして人
的被害および家屋の倒壊などはありませんで
した︒我々消防団は︑台風の接近の際には村
内を巡回し危険個所の確認・注意を呼びかけ
地域の安全に努めております︒
伊豆大島では大型タンカーの座礁事故が起
こり︑油の流出と共に火災が発生し︑周辺住
民に甚大な被害を及ぼしました︒このような
災害は︑ここ小笠原でもいつ何時訪れるかわ
かりません︒またそれは一瞬にして︑私たち
の生命や財産を奪ってしまうものです︒村民
の皆様におかれましても︑決して他人事と考
えずに︑災害についての心構えを常日頃の生
活の中において再確認していただきたいと思
います︒
消防団の任務は︑地域における第一線の活
動機関として災害を防除し︑村民の生命・財
産を守ることです︒そのため我々消防団は︑
それぞれの生業を持ちながらも日頃から訓練
や車両機材点検等を意欲的に実施しておりま
す︒
新年にあたりまして︑今年も使命の重要さ
の認識を新たに︑消防活動に従事する決意で
あります︒
最後になりましたが︑皆様のご健康とご多
幸︑そして今年が平穏無事な一年であること
を祈念しまして︑
年頭のご挨拶といたします︒

小笠原村観光親善大使
日本ハムファイターズ 小笠原 道大

35

日本ハムファンフェスティバルにて

新年あけましておめでとうございます︒
小笠原の皆様は︑あの青空の下︑心地よい
新年を迎えられていることと思います︒
私が︑小笠原村観光親善大使として任命さ
れてから４年目を迎えました︒これまでの３
年間︑遠く小笠原から多くの励まし︑応援を
いただき︑ありがとうございました︒
私も２年前に小笠原を訪れて以来︑小笠原
へはうかがっておりませんが︑あの時︑心に
安らぎを与えていただいたこと︑また︑今ま
でと違った新たな気持ちで新年を迎えさせて
いただいたことを思い出します︒
私事ですが︑親善大使任命以来︑大きな怪
我もなく野球に励むことができております︒
親善大使としてこれからも小笠原のためにが
んばっていきたいと考えておりますのでよろ
しくお願いいたします︒
来年は︑小笠原返還 周年と聞いておりま
す︒親善大使として何かお役に立ち︑その記
念すべき年にぜひうかがえればと思っており
ます︒
最後に今年が︑小笠原の皆様にとって幸せ
でありますよう︑また︑記念すべき年になり
ますようお祈りを申し上げまして︑年頭のご
挨拶とさせていただきます︒
16
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小笠原村職員募集

︻職種及び採用人員︼
一般事務 若干名
保 健 師 若干名
︻採用予定日︼平成 年４月１日以降
︻勤務場所︼本庁または事業所
︻待
遇︼小笠原村給与条例等による
︻受験資格︼
︽一般事務︾
昭和 年４月２日から昭和 年４月
１日までに生まれた方
︽保 健 師︾
昭和 年４月２日から昭和 年４月
１日までに生まれた方で︑保健師免許を
取得している方︑または︑平成 年３月
末までに取得見込みの方
︻試験日時および会場︼
︽一般事務︾
第１次試験
日時 ３月３日︵月︶
会場 小笠原村役場
第２次試験
日時 ３月 日︵土︶
会場 小笠原村役場
︽保 健 師︾
日時 ２月 日︵日︶
会場 小笠原村役場
小笠原村東京連絡事務所
︻選考方法︼
︽一般事務︾
筆記および口述試験
︽保 健 師︾
口述試験
︻申込締切︼２月 日︵金︶

●申込み・問合せ先
総務課総務係

２︱３１１１
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小笠原村教育委員会教育長 隝田 房蔵

15

明けましておめでとうございます︒
村民の皆様︑お揃いでよき新春をお迎えの
こととお慶び申し上げます︒
今年︑小笠原村は返還 周年の年を迎えま
した︒教育委員会では︑教育行政のより一層
の充実︑向上を図っていくべく心を新たにし
ているところでございます︒
さて︑昨年わが国では︑韓国との共同開催
によるサッカーのワールドカップが開かれ︑
大きな成果をあげました︒また︑小柴昌俊氏
のノーベル物理学賞の受賞︑田中耕一氏のノ
ーベル化学賞の受賞という快挙は︑我々に勇
気を与えてくださいました︒
一方︑わが国の教育界においては︑大きな
改革︑改善の動きがありました︒本村としま
しても︑教育内容の見直しをし︑小笠原なら
ではの特色ある学校づくりを一層すすめてい
きたいと考えております︒
また︑平成 年度から始まった母島小中学
校の校舎改築も 年度完成を目指し︑今年３
月には仮設校舎への移転の運びとなりました︒
︑ 年度と児童︑生徒にとりましては︑
大変不自由をおかけしますが︑保護者の方々
をはじめ︑村民の皆様のご理解とご協力を切
にお願い申し上げる次第です︒
村の歴史・文化につきましては︑今年も聴
き取り調査︑資料の解読等を通じて資料収集
整理に努めたいと考えております︒関係各位
の一層のご協力をお願い申し上げます︒
最後に本年が︑村民の皆様にとりまして旧
年以上にも増して幸多い年となりますよう祈
念し︑年頭の挨拶といたします︒
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●問合せ先 財政課税務係 ２︱３１１２

60

(

６．固定資産の評価額に違法または錯誤な
どがあり不服とする場合︑村長による価
格決定の日から納税通知書を受け取った
日後 日までの間︑小笠原村固定資産評
価審査委員会に審査の申し出をすること
ができます︒
また︑評価額以外の事項や固定資産税
の賦課決定などについて︑違法または錯
誤などがあり不服とする場合︑納税通知
書を受け取った日の翌日から 日までの
間︑異議の申し立てをすることができま
す︒

31

60

･
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３．土地や家屋の所有者のほかに︑借地・借
家人など法令で定める者も固定資産評価額
等の閲覧および証明書の請求が可能となり
ます︒
閲覧・証明期間は４月１日〜翌年３月
日です︒申請の際には︑その権利関係が確
認できる書面 賃貸借契約書︑
裁判所等の選
任書など関係書類 の提示等が必要です︒

30

４．現在︑納税通知書と共に送付している
固定資産税課税明細書︵課税資産の内訳
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)

17

書︶が法定化され︑その送付や記載内容
機械等整備用工具︑検査 計量器具︑
固
定
資
産
税
制
︵
情
報
開
示
︶
の
改
正
︵名寄帳とほぼ同じ内容︶が制度化され
机︑椅子︑事務用機器等 電話器︑パソ
ました︒
コン︑レジスター等 ︑陳列棚︑空調機︑
固定資産税に係る情報開示等の税制改正が
冷蔵庫︑冷凍庫︑電気 ガス機器 給湯器︑
行われました︒この改正により︑平成 年度
５．宅地評価に用いる標準的な宅地の公開
洗濯機︑乾燥機等 ︑厨房器具︑食器棚︑
分の固定資産税から以下のようになります︒
食器︑寝具︑テレビ︑ビデオ︑自動販売
が制度化され︑標準宅地の位置や︑１平
機︑広告看板︑魚探︑ＧＰＳ︑漁具︑無
方メートル当たりの評点数を記載した図
１．村長は新年度の固定資産税の課税根拠と
線︑草刈り機︑理容または美容器具︑医
面が閲覧できます︒︵４月１日〜翌年３
なる１月１日時点の固定資産の価格決定
療器具など
月 日︶
を３月末日までに行い︑これを公示します︒

16

０３︱３４５５︱０５５１

16

15

●問合せ先 財政課税務係
２︱３１１２
２．
小笠原村内の土地または家屋の所有者
︵納
税義務者︶は︑４月１日〜翌年３月 日の
所得税の確定申告と納期
期間︑本人の所有する資産に係る固定資産
課税台帳︵名寄帳︶を﹁閲覧﹂することが
できます︒
平成 年分の所得税の確定申告および住
民税の申告期間は︑２月 日︵日︶から３月
また︑土地または家屋に係る固定資産税
の納税者︵資産の課税標準額の合計が免税
日︵土︶までですが︑窓口業務は２月 日
点以上で︑実際に当該年度の固定資産税が
︵月︶から３月 日︵月︶までになります︒
サラリーマン等の還付申告は２月 日以前
課される者︶は︑４月１日〜 日の期間︑
でも受け付けています︒
︵土日・祝日は除く︶
価格等縦覧帳簿を
﹁縦覧﹂
することにより︑
芝税務署では︑申告書等の提出は郵送でも
村内の他の土地または家屋の固定資産評価
受け付けます︒控えの必要な方は︑ボールペ
額と比較することができます︒
ンかインクで記入した控えと︑切手を貼った ※価格等縦覧帳簿には︑評価額のほかに物件
返信用封筒を同封してください︒
の所在や地積︑地目︑床面積および構造な
確定申告書等は︑税理士に依頼する場合を
ど地方税法で規定する事項が記載されてお
除き︑ご自分で作成し提出していただくこと
り︑所有者の個人的な情報に係る内容は記
載されていません︒
を原則としております︒お早目の準備をお願
いします︒
今年も芝税務署による出張相談を予定して
います︒詳細は次号でお知らせします︒
●問合せ先
芝税務署

14

償却資産の申告

31

･

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
現在の所有状況等を︑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
に供することのできる資産で︑その減価償却
額または減価償却費が法人税法または所得税
法の規定による計算上︑損金または必要経費
に参入されるものです︒
※平成 年中に事業を開始された方︑申告の
必要な方で申告書等の関係書類が送付され
ていない方︑または︑減少資産用の申告書
が必要な場合や増加 全資産用の申告書が
不足する場合は︑お手数ですが村役場税務
係または母島支所に取りに来てください︒
︻申告期限︼１月 日︵金︶
︻申告対象︼
︽構築物︾
プレハブ小屋 簡易倉庫 作業場 仮設
住宅等の簡易建物︑家屋の借受人が設置
した建物付属設備 自動ドアー︑配管・
配線設備等 ︑門︑塀︑コンクリート・
セメント 砕石等のプラント︑駐車場等
の路面舗装︑建物内 外の改装工事など
︽機械および装置︾
モーター︑クレーン︑コンベア︑発電
機︑コンプレッサー︑食品等加工 製
造設備︑冷凍 冷蔵設備︑理容または
美容機器︑医療機器など
︽船舶︾
ボート︑釣船︑漁船など
︽車両および運搬具︾
大型特殊自動車︑動力付運搬具︑
トレーラーハウス︑手押し車など
︵自動車税や軽自動車税が課税されて
いる車両は対象外︶
︽器具および備品︾

31
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︻日本ハムファイターズ
小笠原エコツーリズム
小笠原ＰＲイベント実施報告
ファンフェスティバル︼
推進委員会出張報告
月 日に千葉県鎌ヶ谷市で行われたフ
︻アイランダー２００２︼
ァイターズファンフェスティバルにおいても︑
月 日︵土︶
︑ 日︵日︶に池袋サン
小笠原村と小笠原村観光協会によるＰＲブー エコツーリズム国際大会・沖縄への参加報告
シャインシティ文化会館で行われたアイラン
スに小笠原選手を招き︑サイン会などで小笠
ダー２００２に参加しました︒このイベント
昨年６月に発足した ※小笠原エコツーリズ
原のＰＲに貢献していただきました︒
は全国の島々が集まって︑島の魅力を伝える
また︑
親善大使の今シーズンの功績を称え︑ ム推進委員会では︑エコツーリズムを基軸と
ことを目的としています︒
小笠原村より父島 滝沢 浩さん作の木工細 した小笠原振興を目的として活発な活動を展
小笠原からはパンフレット︑ハカラメの配
工︵写真２ページ︶を記念品としてオープニ 開しています︒
布や小笠原タコノ葉細工研究会の指導による
昨年 月末には島嶼地域のエコツーリズ
ングセレモニーの中で贈呈しました︒
タコノ葉細工体験コーナーなどを行いました︒
来場者数 約１万２千人 ム振興をテーマとした﹁エコツーリズム国際
また︑ 日には︑今年パ・リーグ首位打者を
大会・沖縄﹂に委員の多くが出席するととも
獲得した日本ハムファイターズ小笠原選手
に︑
パネリストとして委員長である鯰江 満商
︻バードフェスティバル２００２︼
︵小笠原村観光親善大使︶による小笠原のＰ
月 日︑ 日に我孫子市で行われた︑ 工会長が招待され︑小笠原の事例報告を行い
Ｒトークショーを父・母観光協会職員と行っ
鳥をテーマに各団体が集うイベントに小笠原 ました︒
ていただきました︒
５００人を越える規模で開催されたこの
村も後援し︑今年はじめて参加しました︒
特にタコノ葉細工体験と小笠原選手のＰＲ
﹁地域の自立的発展﹂
﹁世界の島嶼
当村はハハジマメグロをテーマにし︑母島 大会では︑
は大好評でした︒
﹁エコツ
観光協会と共に小笠原村のＰＲ活動をしてき 地域におけるエコツーリズム現況﹂
来場者数２日間合計 約１万１千人
ました︒ハハジマメグロへの関心も高く︑と ーリズムによる経済効果﹂などに関した講演
が行われた後︑分科会として﹁経済振興﹂と
ても好評でした︒
来場者数 約４万人 ﹁多様性・独自性の維持﹂という大きなテー
マに沿って４日間にわたり議論が進められま
●問合せ先 産業観光課
２︱３１１４ した︒最終日には総括シンポジウムが開催さ
れ︑沖縄県知事による﹁沖縄宣言﹂が採択さ
れました︒
父島保育園調理員募集
本委員会ではこの大会で得た知識と経験
を生かして︑今後の小笠原振興のために役立
てて行きたいと思っています︒なお︑この大
会の詳しい資料等は本委員会事務局のおかれ
ている小笠原ホエールウォッチング協会にあ
りますので︑関心のある方はお気軽にお立ち
寄りください︒コピーも可能です︒

※２００２年６月に発足した︑小笠原村商工
会︑小笠原村観光協会︑小笠原ホエールウ
ォッチング協会︑母島観光協会︑小笠原村
の５団体から成るエコツーリズム推進組織

11

小笠原エコツーリズム推進委員会事務局

扇浦宅地分譲に関する個別相談

２︱３１１２

これまでに３回の意見交換会を行い︑貴重
なご意見を伺うことができました︒
さて︑今回は扇浦地区宅地分譲について関
心をお持ちの皆様に︑より具体的なご意見や
ご希望等を個別にうかがいたいと思います︒
皆様のご参加をお待ちしています︒
︻日時︼１月 日︵水︶〜２月５日︵水︶
午後２時〜７時︵土日は除く︶
︻場所︼村役場２階会議室
︵企画課へお越しください︒
︶
︻対応︼企画課職員

●問合せ先 企画課企画係

-4-

23

農業委員会選挙人名簿の登録

農業委員会は︑農業者の一般的利益を代表
する機関として︑市町村ごとに設置されてい
る行政機関です︒また︑農業委員は農業者が
直接選挙によって選ぶ公選制です︒
農業委員の選挙権やリコール権を行使す
るためには︑あなたの名前が農業委員会選挙
人名簿に登録されていることが必要です︒選
挙人名簿は選挙権を有する方からの申請をも
とに作成されます︒
次の方は︑申請用紙に該当事項を記入し︑
１月 日︵金︶までに農業委員会事務局また
は母島支所へ提出してください︒
︻申請できる方︼
小笠原村に在住する 歳以上の方で︑現
に耕作面積が アール︵約１反歩︶以上の
方︑その同居の親族および配偶者で年間
日以上耕作に従事している方︑または︑農
業生産法人の組合員社員の方

10

●問合せ先 小笠原村農業委員会事務局
︵産業観光課内︶２︱３１１４

60

15

16

︻仕事内容︼保育園の給食調理業務
︻勤 務 日︼月〜金曜日
︻勤務時間︼午前８時〜午後５時
︻採用人員︼１名
︻応募資格︼
○調理師免許所持者
○２月３日から１年以上勤務できる方
○ 歳以下︵業務内容による年齢制限︶
︻選考方法︼面接試験
︻募集期間︼１月 日︵金︶まで

２︱３９３９

20

11

●問合せ先 健康福祉課

17

10

22

11

55

23

24

小笠原村総務課
編集・発行
平成 15（2003）年 1 月 1 日（水）
NO．463

11

24

小笠原選手による小笠原のＰＲトークショー

第

回小笠原ロードレース大会

６㎞

距離

一般

一般

参 加 資 格

分︶

４㎞
満

村営バスの運休

大根山公園工事中

１月はポンコツ車の島外搬出月

１月 日 土 の村営バスの運行は︑ロード
レース大会開催のため︑左記の時間まで運休
します︒
なお︑ロードレース中止の場合は︑通常の
休日ダイヤで運行します︒
︻扇浦線︼正午まで運休
︻循環線︼午後１時まで運休

)
(

●問合せ先 産業観光課企業係２︱３１１４
村営バス営業所 ２︱３９８８

12

︻日時︼１月 日︵土︶午前９時〜
︵受付 午前８時 分〜８時
︻会場︼奥村運動場〜東町・西町
︻部門︼
︽個人の部︾
種 別
一般の部

４㎞
中学生以上女子

【テーマ】
《Ａ部門》小笠原の観光（自然風景、イベント、動植物等、小笠原を象徴するもの）
《Ｂ部門》小笠原へ旅情を誘う風景（写真を見て、ぜひ小笠原へ行ってみたいと
思わせる風景）

一般の部

４㎞
小学生高学年

なお、入賞作品は１月中に村のホームページでご覧いただけます。

歳以上男子

４㎞

多数の応募をいただき、誠にありがとうございました。入賞者は次のとおりです。

特別の部
女子の部
高学年の部
小学生低学年

-5-

２㎞

14

Ａ部門金賞作品

20

(

･

)

【入賞者（敬称略）
】
《Ａ部門》
金賞 南 俊夫
（父島）
銀賞 吉松 喜志夫（東京都豊島区）
銅賞 房野 剛
（父島）
入選 小林 修一 （父島）
入選 上川 順子 （東京都世田谷区）
《Ｂ部門》
金賞 内藤 文伸 （父島）
銀賞 三宅 八千代（東京都港区）
銅賞 野元 学
（大阪府豊中市）
入選 牧田 裕久 （栃木県那須郡）
入選 稲生 閑夫 （神奈川県藤沢市）

低学年の部

今年の応募人数は５８人、作品数は２１６点となりました。

30

︽団体の部︾
○男子
同一チーム６㎞走者の上位５名の合計
タイム
○女子
同一チーム４㎞走者の上位５名の合計
タイム
︻申込用紙配布場所︼
教育委員会︑奥村運動場クラブハウス
︻申込期間︼１月６日︵月︶〜１月 日︵水︶
︻注意事項︼
○雨天中止︵中止の場合︑当日の午前８時
頃に防災無線でお知らせします︒
︶
○大会当日は交通規制があります︒
○車道での練習は危険ですので絶対にしな
いでください︒

２
３

３１１３
２１１１

現在︑大根山公園内において工事を行って
小笠原村ではポンコツ車の島外搬出を条例
おります︒
で義務付けており︑奇数月に搬出を行ってい
工事期間中︑
大変ご迷惑をおかけしますが︑ ます︒搬出日は日程が決まり次第︑村掲示板
および防災無線でお知らせします︒
ご理解とご協力をお願いします︒
︻件名︼大根山公園園路改修工事
︻ポンコツ車とは︼
︻工期︼平成 年 月５日〜３月 日
自動車︑オートバイ︑原付バイクおよび
古タイヤ
︻場所︼東京都小笠原村父島字大根山地内
︻エアコン付自動車︼
●問合せ先 建設水道課建設係２︱３１１５
○受付は予約制です︒搬出日の５日前まで
に車検証または抹消登録証をご用意のう
え︑申し込みをしてください︒
○搬出前日までに郵便局で自動車フロン券
普通乗用２︐５８０円 の購入が必要と
なります︒
︻事前の準備︼
○燃料を必ず抜く︒
○漏れ出すおそれがあるオイル等は抜く︒
○車内のごみを取り除く︒
○住所氏名を車内に紙などで表示する︒
︻注意事項︼
○古タイヤ バイク 原付バイクの搬出は︑
当日の申し込みです︒
○アフリカマイマイを確実に取り除いてく
ださい︒︵アフリカマイマイを素手でさ
わらないでください︒︶
○スペアタイヤは車１台に付き１本まで無
料です︒
○燃料を抜く際に︑タンクやタンク近くの
パイプに穴を開けると︑輸送中に火災を
起こす恐れがありますので絶対にしない
でください︒また︑作業時に外した燃料
パイプは︑必ず元通りに取り付け直して
ください︒
ラマン）を迎え実施しました。

50

２︱３１１７

●問合せ先
村民課環境衛生係
母島支所庶務係

││
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２００２小笠原観光写真コンテストの審査は、審査委員長に榊原 透雄氏（プロカメ
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●申込み・問合せ先
教育委員会

小笠原観光写真コンテストの審査結果
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●問合せ先 産業観光課産業観光係 ２−３１１４

･

︻日時︼２月１日︵土︶午後７時〜
︻場所︼父島 地域福祉センター２階会議室
母島 母島支所 ２階会議室
◎くらしの税の教室
日頃知っているようで知らない税務・税
金があります︒これらを親子︑ご夫婦で勉
強してみませんか？
また︑税務署の税務調査について︑どの
ような調査なのか︑税務調査に立ち会う場
合にはどのような対応をすれば良いのかな
どを解説いたします︒
︻日時︼２月２日︵日︶午後５時〜７時
︻場所︼父島 地域福祉センター２階会議室
母島 母島支所２階会議室

二見港桟橋工事と荷役作業場所

◎二見港桟橋工事
昨年度に引き続き︑二見港桟橋の改修工事
を行います︒
︵左図参照︶
皆様のご協力をお願いします︒
︻工期︼３月 日︵金︶まで
※引き続き平成 年度も工事の予定です︒
◎荷役作業場所等
桟橋工事に伴い左図に示す場所が︑おがさ
わら丸︑ははじま丸の荷役作業場所およびコ
ンテナ置場となります︒
桟橋利用の際は十分ご注意ください︒

15

●問合せ先 小笠原支庁港湾課２︱２０１５

28

村長出張報告

31

２︱３１１３

12

●問合せ先 村民課住民係

︻出張期間︼ 月 日〜 月４日
・小笠原諸島振興開発に関する総合調査委
員会出席︵国土交通省︶
・離島エコツーリズム研究会出席
︵国土交通省︶
・全国町村長大会出席
・東京都町村会臨時総会出席
・国際エコツーリズム大会出席︵沖縄県︶
・テクノスーパーライナー打合せ
︵都・小笠原海運︶
・遺骨収集打合せ︵厚生労働省︶
・情報基盤整備事業要望︵総務省︶
・エコツーリズム関係打合せ︵都︶
・アイランダー２００２参加
・日本ハムファン感謝デー参加
︵観光親善大使関係︶など
12

︻出張期間︼ 月 日〜 月 日
・平成 年度国家予算獲得要望・御礼
・平成 年度都予算獲得要望・御礼
・自由民主党離島振興委員会傍聴
・年末挨拶︵各関係機関︶など

17

18

民生・児童委員にご相談ください

２︱３９３９

昨年９月︑小笠原村民生委員・児童委員協
議会を設立しましたのでご紹介します︒
この協議会は︑民生委員相互が意思統一を
図り︑学び合い︑協力しあって︑地域住民の
福祉の増進を図るための活動拠点として設置
されるものです︒
民生・児童委員には当然のことながら︑職
務上知り得た秘密を守ることが課せられてい
ます︒生活や福祉︑また︑児童のことでお困
りの方は︑お近くの民生・児童委員にお気軽
にご相談ください︒
︻小笠原村民生・児童委員協議会︼
︽会 長︾平賀 洋子︵母島 静沢︶
︽副会長︾南
美幸︵父島 西町︶
︽会 計︾水野 裕子︵父島 清瀬︶
︽委 員︾小笠原愛作︵父島 西町︶
赤間 泰子︵父島 奥村︶
茂木 雄二︵母島 元地︶
●問合せ先 健康福祉課

-6-
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第４回くらしの総合相談

30 30

日頃︑法律・税務相談を受ける機会の少な
い住民の皆様のために︑弁護士︑司法書士︑
税理士等の法律関係者のボランティア﹁小笠
原サポート専門家グループ﹂の主催により︑
﹁第４回くらしの総合相談﹂
が開催されます︒
法律や税金など何でも結構です︒お悩みの
ある方︑ご相談のある方は︑ぜひお気軽にお
立ち寄りください︒
◎くらしの総合相談︵法律・税務等︶
弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調
査士が︑
皆様の相談に無料でお答えします︒
◎確定申告無料相談
今年度から事業を開始された方︑土地を
譲渡された方︑
親から贈与を受けられた方︑
確定申告書の書き方がわからない方等々︑
税理士が無料で相談に応じます︒
◎遺言の相談
東京法務局所属の公証人が遺言の内容や
書き方など︑あらゆることについて相談に
応じます︒相談はすべて無料ですが︑公正
証書で遺言を作成する場合は有料となりま
す︒
︻日時︼２月２日︵日︶
午前９時〜午後４時 分
︵正午〜１時 分は除く︶
︻場所︼父島 地域福祉センター２階会議室
母島 母島支所２階会議室
※相談を希望される方の﹁相談受付票﹂を
事前に受け付けます︒
﹁相談受付票﹂は
村民課・母島支所の窓口で配布していま
す︒
◎くらしの法律教室
﹁商売を始めたが売掛金の回収がうまくい
かない︒
﹂
﹁内容証明の意味と書き方がよく
わからない︒
﹂等々の﹁売掛金の回収法﹂に
ついて︑弁護士が法律的な対応について説
明します︒
15 15
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耳鼻咽喉科専門診療︵有料︶

耳鼻咽喉科の専門診療を次の日程で行い
ます︒保険診療ですので︑保険証をお持ちく
ださい︒
︻日時︼１月 日︵月︶
︑ 日︵火︶
午前８時 分〜午後３時 分
︵午前 時〜午後１時 分は除く︶
︻場所︼小笠原村診療所

27

30

)
(

)
(

●問合せ先 健康福祉課

育児学級を次の日程で開催しますので︑お
気軽にご参加ください︒なお︑対象者には︑
個別通知をいたします︒
︻内 容︼離乳食︵実演・試食もあります︶
︻対象者︼
４〜６ヵ月前後の乳児および保護者
︻日 時︼１月 日︵火︶
午前 時〜 時 分
︻場 所︼地域福祉センター１階調理教室

育児学級のお知らせ︵父島︶

２︱３９３９

対象者には︑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は︑事前
に電話での予約をお願いします︒
︻対象者︼３︐４ヵ月︑６ヵ月︑９ヵ月︑
１歳６ヵ月︑３歳の乳幼児
︻日 時︼１月 日 木 午後２時〜４時
︻場 所︼地域福祉センター２階

乳幼児健診・歯科健診︵父島︶

●問合せ先 小笠原村診療所 ２︱３８００

11

高齢者在宅サービスセンター
非常勤職員募集

●問合せ先
小笠原村高齢者在宅サービスセンター
２︱３９１１

15

○労災保険︵加入︑労災給付等︶
○雇用保険︵加入︑失業給付等︶

●問合せ先 小笠原総合事務所２︱２１０２
︻仕事内容︼
デイサービス・ショートステイでの介護
高校寄宿舎食事賄い契約者募集
業務︵送迎︑入浴︑食事︑趣味生きがい活
動︑他業務︶
小笠原高校では︑母島出身の生徒の寄宿舎 ︻勤 務 日︼
︵ぎんねむ寮︶で︑寮生のために食事賄いを
月曜日〜金曜日︵ショートステイ利用時
請け負っていただける方を募集します︒
は土日・祝日の勤務有り︶
︻内容︼
︻勤務時間︼
１日３食︑５人程度の食事賄いを１年間
午前９時〜午後５時︵ショートステイ利
を通じて提供できること︒ただし︑高校の
用時は夜勤等の変則勤務有り︶
夏季・冬季・春季休業中は除く︒
︻採用人員︼１名
︻契約期間︼４月１日〜平成 年３月 日 ︻採用期日︼
︻募集期間︼１月 日︵水︶〜１月 日︵火︶
平成 年３月１日︵事前研修有り︶
︵土・日は除く︶ ︻応募資格︼
普通自動車運転免許を有すること︒
●問合せ先 小笠原高校事務室２︱２３４６
※介護福祉士︑ヘルパー２級等の資格取得
者および施設介護経験者︑ヘルパー経験
硬式テニス︵中級︶公開講座
者歓迎
︻募集期間︼１月６日︵月︶〜２月３日 月
︻そ の 他︼
社会保険完備
※同時に登録介助員も募集中です︒
22

電信山遊歩道一部通行止め

東京都では電信山遊歩道の施設老朽化に
伴い︑皆様に安全にご利用いただけるよう歩
道の改修工事を行います︒このため︑長崎〜
釣浜分岐間が通行できなくなります︒
︵長崎
展望台はご利用いただけます︒
︶
皆様にはご迷惑をおかけしますが︑ご理解
とご協力をお願いいたします︒
︻工事期間︼１月上旬〜３月末

●問合せ先 小笠原支庁土木課自然公園係
２︱２１２３

31

２︱２３４６

30

●問合せ先 健康福祉課

２︱３９３９

30
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母島巡回労働相談

27

15

︻講
師︼佐藤 貴︑光安 信二郎
︻実 施 日︼
１月 日︵月︶
︑ 日︵水︶
︑ 日︵月︶
︑
日︵水︶
︑２月３日︵月︶の計５回
︻時
間︼午後６時〜８時
︻募集人数︼ 名︵中級者のみ︶
※定員を超えた場合は抽選となります︒
︻受 講 料︼千円
︻申込期間︼１月６日︵月︶〜 日︵水︶
午前９時〜午後４時
︻そ の 他︼
○申し込みは電話でお願いします︒
○受講される方にはスポーツ保険に加入し
ていただきます︒
︵保険料５１３円︶

20

●申込み・問合せ先
小笠原高校

10

通行止め区間
小笠原総合事務所が実施する︑１月の﹃母
島巡回労働相談﹄の日程は次のとおりです︒
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︒
︻日時︼１月 日︵月︶午後５時〜６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︑賃金︑解雇等︶
○求人求職︵求人・求職申込等︶

29
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小笠原ホエールウォッチング
協会 ＯＷＡ のコーナー
(

)

エコツーリズムのすすめ パート
19

︻日時︼１月 日︵土︶
昼の部 午後２時〜４時
夜の部 午後７時〜９時
︻場所︼Ｂ︲しっぷ２階会議室
18

迎春

﹁小笠原のエコツーリズム
●問合せ先
〜沖縄観光との比較パート１〜﹂
小笠原ホエールウォッチング協会
２︱３２１５
亜熱帯地方の小笠原は︑ほぼ同緯度にある
沖縄とよく比較されます︒今回は小笠原と沖
縄を観光という視点で比較してみます︒
○小笠原はリピーターが少ない？
小笠原はリピーター︵何回も来島する観光
海洋センターだより その
客︶が多いとよく言われています︒しかし︑
実際に統計をとってみると︑小笠原の場合は
新年明けましておめでとうございます
４人に１人がリピーターですが︑沖縄の場合
は２人に１人がリピーターです︵離島エコツ
旧年中は︑
村民の皆様をはじめ︑
多くの方々
ーリズム研究会資料２００２年︶
︒
沖縄は小笠原よりはるかに大きい面積を のご理解とご協力のもと︑アオウミガメやザ
もっており︑
たくさんの観光名所があります︒ トウクジラに関する講演会や環境教育プログ
また︑沖縄は飛行機で手軽に行けるうえ︑格 ラムを多数開催することができました︒職員
安パックツアーなどで安く行けるという利点 一同心よりお礼申し上げます︒
今年も︑すでにはじまっている冬場のザト
もあるので単純には比較はできません︒しか
し︑今後小笠原でリピーターを増やす余地は ウクジラの調査や夏場のアオウミガメの調査
にもとづき︑様々な方法でこれら小笠原にや
まだまだ十分にありそうです︒
今後小笠原でリピーターを増やすために ってくる生物の情報を︑皆様にお伝えして行
は観光客に﹁まだまだ小笠原を知りたい！﹂ きたいと考えています︒
と思ってもらうことが大切になると思います︒ 今月より︑海洋センター展示館内部の改装
そのためには新たに観光資源を開発し︑質の 工事が行われます︒新しく生まれ変わる展示
高いツアーガイドを付けるなどして小笠原の 館をフルに活用し︑また机上だけでなく見て
魅力をもっともっと観光客に知ってもらうこ 触れて実際に体験できるプログラムの構築に
さらに力を入れていきたいと思います︒
とが必要になってくるでしょう︒
展示館の再開は３月ですが︑カメはいつも
第 回インタープリター養成講座︵勉強会︶ どおりご覧になれます︒２００２年夏産まれ
の子ガメたちがたくさん水槽で泳いでいます
ので︑どうぞ会いに来てください︒
今年もよろしくお願い申し上げます︒
13

︻内容︼
①﹁おもしろホエールウォッチング
経済学 ザトウクジラのお値段は？﹂
②﹁これだけは知っておこう！
自然ガイドツアーに関係する法律﹂

19

●問合せ先 小笠原海洋センター
︵日本ウミガメ協議会︶２︱２８３０
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インフルエンザ
〜わが国最大の感染症〜

けんこう通信
健康福祉課

小笠原村総務課

第５４号

ここ数年大きな流行がないので、
今季の流行が懸念されています！

インフルエンザはどうやってうつるの？
インフルエンザウィルスは、患者さんのくしゃみや咳の飛沫を直接吸い込んで感染する場合と、床などに落ちたウィ
ルスが、ほこりとともに舞い上がって空気中にただよい、それを吸い込むことによって感染する場合とがあります。
例年、１月から２月に患者数がピークに達します。

ふつうのカゼとインフルエンザの違いは？
ふつうのカゼ
発熱しても３８度まで、喉の痛み、くしゃみ、咳、鼻水、鼻づまり
インフルエンザ
急な３８度以上の発熱、頭痛・関節痛・筋肉痛等の全身の痛み、悪寒
インフルエンザを早めに治し重症化させないためには、ふつうのカゼかインフルエンザかの見極めが大事です。
ふつうのカゼなら、くしゃみ、咳、鼻水、鼻づまり、喉の痛みなどが症状としてあらわれ、やがて、軽い発熱や倦怠
感を伴うことがありますが、１週間くらいで治ります。一方、のどの痛みや咳、鼻水などは大したことはないのに、い
きなり高熱が出て、頭痛、関節痛、筋肉痛等を伴い、強い全身倦怠感に襲われる時には、インフルエンザの可能性が高
いです。６５歳以上の方や慢性の呼吸器疾患や心臓病、腎不全、糖尿病などの持病がある人は、肺炎の合併症が起こる
危険があるため、早めに受診しましょう。

インフルエンザの予防術！
○手洗い、うがい
外から戻ったら、まず「手洗い」と「うがい」をする習慣を身につけましょう。
からだを温める。寒さは血液の循環を悪くし、体の抵抗力を弱めます。からだを冷やさないようにしましょう。
○ウィルスから非難する
流行時には、できるだけ人混みを避け、特にこの時期に内地に行く方は注意をしましょう。マスクをつけウィルス
を防御するのも効果的です。
○換気はまめに
ウィルスの大部分は、低温・低湿が大好き。小笠原の冬は内地に比べ暖かく、湿度もありますが、窓を閉め切り乾
燥した室内では、ウィルスを繁殖させてしまいます。こまめに換気はしましょう。
ちなみに一般に室温は２０度前後、湿度は６０〜７０％が最適とされています。
あし

「人間は考える葦である」というフランスの思想家、パスカルの言葉はあまり
にも有名です。その意は、「人間は葦のように弱いものであるが、思考すると
いう一点において何ものにも勝る尊厳性を有している」ということ。
今から４０００年昔の人類の平均寿命は１８歳くらいだったといいます。他
の哺乳類動物のほとんどが、その時代と寿命が変わっていないのに、なぜ人類
だけがこんなに長生きをするようになったのでしょうか。それは、二本足で立
つことを覚えた時に、歩くために必要なくなった前足（手）を何に使おうかと
「考える動物」になったからだといいます。そして、考える動物である人間は、
今日の科学技術文明にまで成長し続け、寿命を延ばしていったのです。
新しい年を迎え、私自身も「考える葦」としての自分磨きと「か弱い葦」で
ある自分を支えてくれている家族や友人、恩師の方々に感謝の気持ちを忘れず
に、この１年を過ごしていきたいと思います。

-9-

行

日付 曜日

1

水

事

予

定
元日

出港日
海開き

4

土

5

日

6

月

17 金
18 土

8

入・出港日

小笠原ロードレース大会申込（〜15）
平成14年度 固定資産税第３期分
自動引落し日
高齢者在宅サービスセンター
非常勤職員募集（〜2/3）
高校硬式テニス公開講座申込（〜15）

20 月
育児学級（父島）

21 火
22 水

木

扇浦宅地分譲個別相談（〜2/5）
高校図書館開放

23 木
24 金

入港日
高校図書館開放

25 土
9

（かめりあ丸）

19 日

火
水

インタープリター養成講座
高校図書館開放

入・出港日

母島出初式

7

定

父島保育園調理員募集締切

母島成人式

金

予

16 木

木

3

事

乳幼児健診・歯科健診（父島）

父島成人式

2

行

日付 曜日

定期予防接種
（三種混合、風疹、麻疹、日本脳炎）

小笠原ロードレース大会
高校図書館開放
入港日

26 日
農業委員会選挙人名簿登録締切

10 金

母島巡回労働相談

27 月
11 土

出港日
高校図書館開放

28 火

12 日

29 水
父島出初式

成人の日

13 月

30 木

14 火
15 水

出港日
高校図書館開放

ぎんねむ寮食事賄い募集期間（〜28）
高校図書館開放

31 金

償却資産申告期限
平成14年度 村･都民税第四期納期限
国民健康保険税第四期納期限
介護保険料第四期納期限

