︽公開のしかた︾
イ 審査会は情報公開制度のありかたに
４月１日から
①公開の窓口
ついても意見を述べます︒
情報公開制度が始まります
総務課と母島支所です︒
︽情報公開の総合的推進︾
②公開請求
①制度制定の趣旨に沿い︑請求されなくと
︻目的︼
情報公開請求書を提出していただきます︒
も一般に公開する情報を増やします︒
﹁小笠原村情報公開条例﹂に基づき︑民主
③情報の公開日時等
②平成 年度より前の情報は︑情報の任意
的で開かれた村政運営を図り︑村民の村政
指定の日時に村役場か母島支所で公開し
的公開を行います︒
への参加を進めるものです︒
ます︒
③情報公開請求権のない人からの申し出は︑
︻理念︼
④適用除外
情報の任意的公開で応じます︒
①情報公開を求める村民の権利を保障し
書籍など販売されているもの︑村教育委
④毎年１回︑実施状況を﹁村民だより﹂で
ます︒
員会所蔵の歴史的資料︑法令等により閲
公表します︒
②行政機関の説明責任を果たします︒
覧︑縦覧︑謄本の交付手続が定められて ︽出資法人︑補助団体等の情報公開︾
③村政への村民参加を促進します︒
①村が出資する法人︑補助金支出団体等
いるもの︑地域福祉センター図書室の図
④村政への信頼性を確保します︒
は︑この制度の趣旨に沿って情報公開に
書などは︑情報公開の対象にはなりませ
⑤行政運営を活性化します︒
努めるようお願いします︒
ん︒
︻原則︼
⑤非公開情報
②２分の１以上の出資︑人件費補助団体
①公開を原則とします︒
ア 法令等により公開できない情報
には情報公開制度制定を申し入れます︒
②プライバシーを保護します︒
イ 個人情報
︽公開手数料︾
③利用しやすい制度とします︒
ウ 事業活動情報
①情報の閲覧︑視聴は無料です︒
︻制度のあらまし︼
エ 公共安全維持等情報
②情報の写し コピー代等 ︑郵送料は実費
︽村の全ての機関で実施︾
をいただきます︒
オ 意思形成過程情報
村長部局︑教育委員会︑選挙管理委員会︑
カ 行政機関の事務事業執行情報
︽制定実施期日︾
監査委員︑農業委員会︑固定資産評価審査
キ 国等の関係情報
平成 年４月１日
委員会︑議会で実施します︒
※ただし︑ア以外は公開するものもあり
︽対象と方法︾
ます︒
●問合せ先 総務課文書広報係２︱３１１１
①対象となる情報
⑥情報の一部公開
公文書︑図面︑写真︑フイルム︑コン
請求された中に公開できない部分がある 企画課の電話番号変更
ピュータで作られたもの︑
平成 年４月
場合は︑その部分を除いて公開します︒
１日以降のもの︑それ以前の永久保存文
⑦文書検索目録
先月︑村役場︵父島︶第一庁舎内の席の配
書︑要綱など
公開請求しやすいよう文書検索目録を作
置替えを行いました︒
②公開方法
成します︒
それに伴い︑企画課が１階から２階に移動
閲覧︑視聴︑写しの交付
︽不服申立て︾
し︑財政課と共用だった電話番号を新設しま
︽情報公開を請求できる人︾
①非公開決定などに不服のあるときは︑
した︒
①住民
不服申立てをすることができます︒
その他の課については従来どおりです︒
②村内に事務所がある個人︑法人等︑これ
②救済機関
らに勤務する人
ア 不服申立てがあった場合は︑慎重︑
︻企 画 課 席 配 置︼ 新 第一庁舎２階
③村内の学校に在学する人
公正な救済手続をとるため︑ 小笠原
︵旧 第一庁舎１階︶
④村の事務事業に利害関係を有する人
村情報公開審査会 が審議し答申し
︻企画課電話番号︼ 新 ２︱３１２０
︵利害に関する部分の情報に限ります︒
︶
ます︒
︵旧 ２︱３１１２︶
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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
2/24 現在
父島
100/100
母島
100/100

(

)

１月気象状況(父島)
最高気温 23.2℃
最低気温 11.5℃
平均気温 18.2℃
平均湿度 63％
月降水量 77.0mm
住民基本台帳登録者数（２/１）
2,381 人
父島
母島
人口
1,920 人 461 人
240
世帯
1,042
14 人
112 人
短期滞在者

〒100−2101

小笠原 ―OGASAWARA−

TEL04998(2)3111

村民だより

東京都小笠原村父島字西町

３/１(土)
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第２位 池田 遥香
９分 秒
村議会議員選挙
小笠原ロードレース大会結果
シロアリ対策事業
第３位 染谷 未緒
９分 秒
立候補予定者説明会の開催
︻団体の部男子 ６㎞×５名︼
１月 日︵日︶に実施されました第 回
シロアリ対策事業を︑次のとおり実施しま
第１位 小笠原村役場 ２時間９分 秒
小笠原村議会議員選挙が︑４月 日︵日︶ 小笠原ロードレース大会の結果を紹介します︒ 第２位 小笠原中学校 ２時間 分 秒 す︒被害でお悩みの方︑防蟻処理を予定され
今大会は大きな事故もなく︑出場したラン
ている方︑家屋の新築を予定されている方は︑
に執行されます︒
第３位 小笠原高校
２時間 分 秒
この機会にぜひご相談ください︒
この選挙の立候補の届出・受付を円滑に行 ナーたちは︑日頃の練習の成果を十分に発揮 ︻団体の部女子 ４㎞×５名︼
︻内容︼
うとともに︑公正かつ適正な選挙を行うため し︑各部門で熱戦が繰り広げられました︒
第１位 小笠原中学校 １時間 分 秒
大会の運営にご協力いただきました各関係
〇長浜トンネル周辺にある樹木の巣の防蟻
説明会を開催いたします︒
第２位 小笠原小学校 １時間 分 秒
処理︵母島︶
対象となる方は︑できる限り出席してくだ 機関および諸団体の皆様に︑この紙面をお借
第３位 小笠原高校
１時間 分 秒
りしてお礼申し上げます︒
〇対策区域内での巣の処理︵父島︶
さい︒
︻一般の部 ６㎞︼
︻実施期間︼３月 日︵木︶〜 日︵月︶
︻対象者︼
分 秒
第１位 和田 勉之
︻相談受付︼
小笠原村議会議員選挙立候補予定者
分 秒
第２位 柴崎 貴史
被害兆候の見つけ方︑羽アリ対策︑新築
または立候補予定者の関係者
分 秒
第３位 大塚 宏幸
家屋の計画など︑どのような相談でも結構
︻父 島︼
︻一般の部 ４㎞︼
です︒相談だけではなく︑必要に応じ家屋
︽日時︾３月 日︵土︶午後４時から
分 秒
第１位 岩城 貴信
の点検も受け付けます︒
︽場所︾小笠原村役場２階会議室
分 秒
第２位 村井 達人
︻母 島︼
分 分
第３位 横谷 晃治
●申込み・問合せ先
︽日時︾３月 日︵金︶午後６時から
日程調整が必要なため︑申し込みはお早
︽場所︾小笠原村役場母島支所２階会議室 ︻特別の部 ４㎞︼
分 秒
第１位 杵島
博
めにお願いします︒
分 秒
第２位 増山 一清
※保証を伴う家屋の防蟻処理については︑
●問合せ先 小笠原村選挙管理委員会事務局
商工会へお申し込みください︒
２︱３１１１ ︻女子の部 ４㎞︼
分 秒
第１位 稲垣志のぶ
村民課環境衛生係
２︱３１１３
分 秒
第２位 伊藤 空美
母島支所庶務係
３︱２１１１
●問合せ先 教育委員会
２︱３１１７
分 秒
第３位 新井 貴美
小笠原村商工会
２︱２６６６
︻小学生高学年男子の部 ４㎞︼
村営バス臨時便の運行
分７秒
第１位 佐藤 健一
３月はポンコツ車の島外搬出月
分 秒
第２位 松原 勇魚
看護師の募集
分 秒
第３位 田村
匠
観光船の入港にあたり扇浦線を増便します︒
村では自動車︑バイク︑原付︑古タイヤの
︻小学生高学年女子の部 ４㎞︼
なお︑
循環線は通常通りの運行になります︒
島外搬出を奇数月に行っています︒
診療所では４月よりパートタイム勤務でき
分 秒
第１位 冨岡 ゆま
︻臨時便運行日および運行ダイヤ︼
日程は決まり次第︑村掲示板と防災無線で
る看護師を登録制にて募集します︒
分 秒
第２位 嶽本 朱郁
︽３月３日︵月︶
︑４日︵火︶
︾
お知らせします︒
詳細については︑お気軽に診療所係までお
分 秒
第３位 セーボレー沙彩
正午〜午後２時の間︑ 分間隔で運行
詳細はお問い合わせください︒
問い合せください︒
︻小学生低学年男子の部２㎞︼
︽３月 日︵火︶
︑ 日︵水︶
︾
︻勤務先︼
第１位 加納
潤
９分６秒
午前７時〜午後３時の間︑ 分間隔で
●問合せ先
父島 小笠原村診療所
第２位 松原
澪
９分８秒
運行
村民課環境衛生係
２ ３１１３
母島 母島診療所
第３位 小河光太朗
９分９秒
母島支所庶務係
３ ２１１１
︻小学生低学年女子の部 ２㎞︼
●問合せ先 村営バス営業所 ２︱３９８８
第１位 矢部 真子
９分 秒
産業観光課企業係２︱３１１４
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27

●問合せ先 小笠原村診療所 ２︱３８００
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57 48 41
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31

18

19

30

13

18 10 44

20 30 27

一般の部(６ｋｍ)優勝の和田 勉之さん

18 10

45 25

48 43 42

30

四輪車(660cc 以下)

保険税の納め忘れがあると︑被保険者証
の更新ができない場合があります︒
３月 日までに納付が困難な方は︑村民
課住民係または母島支所庶務係にご相談く
ださい︒
︻退職被保険者の方へ︼
４月から︑３歳以上 歳未満の方の自己
負担割合が︑すべて３割となります︒
※現行 退職被保険者本人 ２割
被扶養者入院
２割
被扶養者外来
３割

２︱３１１３

２︱３１１３

交通災害共済﹁ちょこっと共済﹂は︑都内
の全市町村が共同で運営し︑住民の皆様が会
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︑外国人登録をしてい
る方ならどなたでも加入できます︒
３月から加入の受け付けを行ないます︒パ
ンフレット・加入申込書は︑各ご家庭に配布
いたします︒
︻Ａコース︼
年額１０００円で最高３００万円の見舞金
︻Ｂコース︼
年額５００円で最高１５０万円の見舞金

交通災害共済﹁ちょこっと共済﹂

●問合せ先 村民課住民係

70

●問合せ先 村民課住民係

村長出張報告

母島巡回労働相談

小笠原総合事務所が実施する︑３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︼３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︶
○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

父島全島停電

２︱２４３１

東京電力父島発電所では︑発電所電気設備
の法定点検のため父島全島停電を予定してい
ます︒
皆様に電気を安全にお届けするための点
検ですので︑
ご理解とご協力をお願いします︒
︻日時︼３月 日︵木︶午前１時〜３時
︻範囲︼父島全域

●問合せ先
東京電力父島発電所
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軽自動車検査協会東京主管事務所
港区港南３−３−７
TEL ０３−３４７２−１５６１
三輪車(660cc 以下)
軽 自 動 車

24

13

二輪小型自動車

国民健康保険加入者の方へ

24

軽自動車等の届出

１ 軽自動車等︵原動機付自転車・小型特殊
自動車・二輪の小型自動車・軽自動車︶の
所有者は︑
次のようなことがあったときは︑
届出が必要です︒
︻車両を人に譲った時︼
名義の変更の届出
︻車両を廃棄等した時︼
廃棄の届出︵標識の返納︶
︻車両の定置場変更等の異動があった時︼
定置場等の変更手続きなど
このような異動があった場合︑必要な届
出をされないと︑島外搬出などにより廃棄
済みの車両や人に譲った車両の軽自動車税
が課税されることがあります︒
また︑車両の紛失や盗難があった場合で
も︑その申告をされないと︑所有者として
登録されたままとなり軽自動車税が課税さ
れます︒
２ 軽自動車税は︑その年の４月１日︵賦課
期日︶現在の軽自動車等の主たる定置場の
市区町村で︑その車両の所有者に課税され
ます︒よって︑４月２日以降に譲渡︑廃棄
などがあった場合でも︑その年度の軽自動
車税が課税されます︒
※軽自動車税には︑自動車税︵普通自動車・
三輪以上の小型自動車︶のような月割課
税の制度はありません︒その年度の４月
１日現在の軽自動車等の所有者に︑年税
額が課税されます︒

●問合せ先
軽自動車等の税金について
財政課税務係
２︱３１１２
※軽自動車等の届出は︑車種ごとに下表で
確認のうえ︑お問い合わせください︒

31

31

︻出張期間︼１月 日〜２月 日
・小笠原諸島振興開発審議会出席
・離島エコツーリズム研究会出席
・ＴＳＬ打合せ︵保有会社他︶
・ＩＴ事業要望︵総務省他︶ など
12

小型特殊自動車

︻被保険者証更新のお知らせ︼
現在お持ちの被保険者証は︑有効期限が
３月 日までとなっていますので︑更新手
続きをしてください︒
︽日程︾３月 日︵月︶から
︽場所︾父島 村民課住民係
母島 母島支所庶務係
︽必要なもの︾
印鑑︑現在お持ちの被保険者証
︻保険税の納め忘れはありませんか？︼

29

原動機付自転車

種
別
問い合わせ先
50cc 以下(一種)
小笠原村役場財政課税務係
50cc 超 90cc 以下(二種･乙)
90cc 超 125cc 以下(二種･甲)
※転出した場合は、転出先の区･市役
ミニカー
所、町･村役場の軽自動車税担当係
農耕作業用及び特殊作業用
関東運輸局東京陸運支局
250cc を超えるもの
品川区東大井１−１２−１７
二輪車(125cc 超 250cc 以下)
TEL ０３−３４５８−９２３５
種
車
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援》 小笠原村、小笠原村観光協会、母島観光協会、小笠原ホエールウオッチング協会、小笠原自然文化研究所

小笠原郵便局窓口開設時間変更

小笠原支庁土木課からのお知らせ

２︱２９１７

15

︻講師︼森 恭一
︵小笠原ホエールウオッチング協会︶
︻日時︼３月 日︵土︶
︑ 日︵金︶
午後４時〜５時
︻場所︼三日月山展望台
︻定員︼なし︵予約不要︶
︻持ち物︼双眼鏡

◎星空観望会

︻講師︼筒井 浩俊︵小笠原天文倶楽部︶
︻日時︼３月 日︵日︶
︑ 日︵土︶
午後７時〜９時
︻場所︼大神山公園おまつり広場
︻定員︼なし︵予約不要︶

15

◎海藻観察会
﹁採って︑食べて︑美味しい小笠原の海藻！﹂

︻講師︼一木 重夫
︵小笠原ホエールウオッチング協会︶
︻日時︼３月 日︵土︶午前９時〜正午
︻場所︼ビジターセンター集合
︻対象︼中学生以上
︻定員︼ 名︵先着順 要予約︶
︻持ち物︼箸︑茶碗︑ざる︑小型のハサミ︑
滑りにくい靴

●申込み・問合せ先
小笠原支庁土木課自然公園係
２︱２１２３
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父島営業所 ０４９９８−２−２１１１
●お申し込み・お問い合わせ
《旅行主催》 小笠原海運（株）本社営業部 ０３−３４５１−５１７１

21

22

船中泊
１８：００ 二見港船客待合所 集合
４／３（木） アホウドリとザトウクジラのレクチャーのあと乗船
１９：００ 父島発 〜〜

◎クジラ観察会

小笠原支庁土木課では次のとおり催し物
を開催します︒
皆様のお越しをお待ちしております︒

２︱２１０１

小笠原郵便局では４月１日から窓口等の
取扱時間を次のように改めます︒
︻窓口開設時間︵月〜金曜日︶
︼
︽郵便︾
午前８時〜午後５時
︵昼休時間帯も開設︶
︽貯金・保険︾
午前９時〜午後４時
︵昼休時間帯も開設︶
※休日等が出港日などの場合
郵便については︑土・日曜日および休日
がおがさわら丸の出港日または出港前日
となる場合︵入出港日の前日を除く︶
︑午
前８時から 時 分の間に限り取り扱い
ます︒
︻内地あて郵便物受付時間の変更︼
書留︑チルド小包を含む﹃すべての郵便
物﹄の受付時間をおがさわら丸の出港当日
の午前 時までとします︒
ただし︑出港当日は窓口が大変混雑する
ため︑前日までのご利用にご協力お願いし
ます︒
●問合せ先 小笠原郵便局

10

16

29

11

10

小型船舶免許の更新講習︵父島︶

10

●申込み・問合せ先
小笠原マリン︵株︶

15

10

今回の更新受講者は︑
有効起算日が平成
年４月 日から平成 年７月９日までの方
となります︒
︵有効期限が平成 年４月９日
以前の方は失効講習を行います︒
︶
︻日時︼４月 日︵木︶午前９時〜午後２時
︻場所︼地域福祉センター２階会議室
︻申込締切︼３月 日 月

15

30
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)
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小 笠 原 諸 島 返 還 ３５ 周 年 記 念 企 画

「おがさわら丸で行く鳥島周辺のアホウドリと聟島周辺のザトウクジラウォッチングツアー」

小笠原海運(株)では、小笠原諸島返還３５周年を記念して、伊豆諸島の鳥島で繁殖中の国際保護鳥・特別天然記念物アホウドリ
探鳥と聟島(ケータ)周辺で海鳥探鳥とザトウクジラウォッチングを行う特別ツアーを実施します。
当日は「アホウドリ」
「ザトウクジラ」に関する専門の講師も同行します。
【行 程】

５：００鳥島沖着
夜明けとともにアホウドリ探鳥 ７：００ 〜〜
４／４（金）
聟島周辺にて海鳥探鳥とザトウクジラウォッチング
〜〜 １８：３０ 父島着

【島内募集数】 ５０名
【参 加 費】 大人１８,０００円、学生１５,０００円、子供９,０００円
※参加費にはおがさわら丸２等船賃、旅行傷害保険料および消費税を含みます。
（行程中の食事代は含まれていません。
）
上級船室希望の場合は追加料金が必要となりますのでお問い合わせください。
なお、ツアー参加費の一部をアホウドリ・ザトウクジラ類の保全のための調査、研究活動に役立たせていただきます。

27

30

20

高齢者在宅サービスセンター
非常勤職員募集
︻職種および採用人員︼寮母 １名
︻採用期日︼４月１日︵３月に事前研修あり︶
︻仕事内容︼
デイサービス・ショートステイでの介護
業務︵送迎︑入浴︑食事︑趣味生きがい活
動など︶
︻勤 務 日︼
月曜日〜金曜日︵ショートステイ利用時
は土日・祝日の勤務有り︶
︻勤務時間︼
午前９時〜午後５時︵ショートステイ利
用時は夜勤等の変則勤務有り︶
︻応募資格︼
普通自動車運転免許を有すること︒
※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
者歓迎
︻募集期間︼３月３日︵月︶〜３月 日 火
︻そ の 他︼社会保険完備
※同時に登録介助員も募集中です︒

預金保険制度
当座預金︑普通預金︑別段預金は︑平成
３月末まで引き続き全額保護されます︒

年

○定額預金等については︑これまで同様︑元
本１０００万円までとその利息等が保護さ
れます︒それを超える部分は︑破たん金融
機関の財産の状況に応じて支払われます︒
︵一部カットされることがあります︒
︶
○平成 年４月以降は︑当座預金等の利息の
つかない預金が全額保護されることになり
ます︒
○預金保険制度︑農漁業系統貯金保険制度と
もに同様の取り扱いがなされます︒
○詳しくは︑金融機関の窓口または預金保険
機構︑農水産業協同組合貯金保険機構︑関
東財務局にお問い合わせください︒

●問合せ先
預金保険機構 ０３︱３２１２︱６０２９
農水産業協同組合貯金保険機構
０３︱３２８５︱１２７２
関 東 財 務 局 ０４８︱６００︱１１４６

司法書士による無料相談会
﹁ネット・トラブル１１０番﹂

)
(

●問合せ先
小笠原村高齢者在宅サービスセンター
︵明老会︶２︱３９１１

フリーマーケット開催︵父島︶

︻主
催︼東京司法書士会
︻実施日時︼３月 日︵土︶
︑ 日︵日︶
午前 時〜午後４時
︻実施方法︼電話による相談
当日の相談用臨時電話番号
０３︱３３５３︱９２０５

乳幼児健診・歯科健診

２︱３９３９

対象者の方には︑個別に通知します︒
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
︻母 島︼
︽日時︾３月４日︵火︶午後２時〜３時
︽場所︾母島診療所２階
︻父 島︼
︽日時︾３月 日︵木︶午後２時〜４時
︽場所︾地域福祉センター２階

●問合せ先 健康福祉課

13

17

●問合せ先 東京司法書士会事業部
０３︱３３５３︱９１９１
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17

創造性教室
小笠原キャンパス参加者募集

坂部創造性教室︵本部 愛知県犬山市︶の
﹁小笠原︵ ︶キャンパス﹂を開校します︒
内地の子供たちとの﹁友情のふれあい﹂を
願う﹁小笠原っ子﹂の参加をお待ちしていま
す︒
︻目的︼
事実から学ぶ目を養いながら︑こころの
通い合う友情を育てる︒
︻日程︼ ３月 日︵木︶
〜 日︵日︶
﹁３泊４日﹂
︻場所︼扇浦交流センター
︻募集対象︼小学３年生〜中学生
※参加経験がある高校生はスタッフとして
参加できます︒
︻募集人員︼ 約 名︵先着順︶
︻参 加 費︼１万円
︻申込書配布場所︼
相 原 ℡２︱２７０５
佐々木 ℡２︱２７４８
︻申込方法︼
申込書と参加費を相原までご持参くださ
い︒
︻保護者へのお願い︼
扇浦交流センターに資材を運搬するため
人手が必要となります︒
保護者の方々のご協力をお願いします︒
16

●問合せ先 坂部創造性教室
０５６８︱６２︱６６６１

２︱２６２８
２︱３００５

16

11

︻日時︼３月２日︵日︶正午〜
︻場所︼
地域福祉センター多目的ホール︑中庭
※今回は福祉バザーに参加となるため︑三
宅島への寄付にご協力をお願いします︒
●問合せ先 千葉
永合

15
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海洋センターだより その
親子クジラの経歴を調べよう

15

･

‑

‑

‑

(

)

●問合せ先 小笠原海洋センター
︵日本ウミガメ協議会︶２︱２８３０

※１月号でお知らせしておりました海洋セン
ター展示館の内装工事が終り︑本日リニュー
アルオープンいたしました︒今後ともよろし
くお願いいたします︒

46

※エコツーリズム 持続的な地域の自然文化
の保護とその観光利用の両立を図って地域
振興するという考え方︒

??

小笠原ホエールウオッチング
協会 ＯＷＡ のコーナー

エコツーリズムのすすめ パート
﹁小笠原のエコツーリズム
〜沖縄観光との比較パート２〜﹂

１７３頭にのぼります︒
中でも︑最多識別︑最多出産した母クジラ
で︑ シーズンで︑ シーズン小
はＯ
笠原に来遊しており︑６頭の子クジラを産ん
でいる事がわかっています︒
は︑７シーズン見られ︑
また母クジラＯ
４頭の子クジラを産んでいます︒それら子ク
ジラのうちＯ ２８８は︑
１９９２年に小笠原
周辺で産まれ︑２０００年には出産していま
の孫を産んだというわけです︒
す︒Ｏ
リニューアルした海洋センターの展示館で
は︑これら親子クジラの経歴を皆さんが調べ
られるようマッチング 照合作業 コーナーを
設けました︒ウォッチング時に︑親子クジラ
に遭遇して写真を撮られた方︑ぜひそのクジ
ラの経歴を調べにきてください︒おもしろい
家系図が見られるかもしれません︒

40

46

21

第 回インタープリター養成講座︵勉強会︶
冬型の海にそろそろ終りをつげ︑本格的に
暖かく凪の日が続く季節となってきました︒
︻講習内容︼
小笠原に来遊するザトウクジラも︑ 子育て
﹁クジラをストーキング
真っ盛りのようで︑比較的静かな島陰などで
クジラを追跡してみよう！﹂
ゆっくり過ごす親子クジラも頻繁に見られて
三日月山展望台からザトウクジラを追
います︒
跡 観察して︑ザトウクジラの行動を知ろう︒
それぞれの親子の子クジラを見比べると︑
︻日時︼３月８日︵土︶
その大きさは︑まさしく最近産まれたと思わ
午前９時〜正午頃︵雨荒天中止︶
れるような灰褐色でシワのある小さなものか
︻場所︼三日月山展望台
ら︑黒々とした体色の大き目のものまで様々
︻定員︼ 名︵要予約︶
です︒
︻参加資格︼
この大きさの差は︑行動の違いにもあらわ
歳以上の村民またはＯＷＡ認定イン
れます︒小さいものは︑背ビレから尾ビレの
タープリター
間を高々とあげるものの︑
そのまま沈んだり︑
︻持 ち 物︼筆記用具︑飲み物︑
横倒しになったり︑なかなか上手に尾ビレを
双眼鏡︵持っていれば︶
あげることができず︑練習中という印象を受
けます︒また︑母クジラの上でゴロゴロする
講演会の開催
様子もうかがえます︒やや大きめの子クジラ
﹁尾瀬の自然 〜保全と利用〜︵仮題︶
﹂
は︑フルークを持ち上げるものの︑スルッと
すべるように水中に入ってしまいます︒
尾瀬の自然保護で活躍している内海氏に尾
このように︑子クジラを記録として写真に
瀬の自然と利用について紹介してもらいます︒
残すのはなかなか難しく︑両側からの背ビレ
また︑尾瀬での経験を踏まえて小笠原の自
や︑波間に瞬間的に現れる尾ビレをできる限
然の保全や利用についても提言していただく
り撮影します︒また母クジラでは︑特に子ク
予定です︒
ジラが小さい場合深く潜らないためか︑尾ビ
︻講師︼
レをあげないことがあります︒そのため︑あ
内海 廣重 奥利根自然センター所長︶
げるあげないにかかわらず︑母クジラは両側
︻日時︼３月 日︵日︶午後７時〜
からの背ビレも撮影しています︒これらの記
︻場所︼ビジターセンター
録は︑子クジラの成長や︑雌クジラの出産間
︻その他︼小笠原の自然を考えるパネルディ
隔を知る上で︑たいへん重要な情報となりま
スカッションなども予定しています︒
す︒
海洋センターでは︑１９８８年から２００
２年の シーズンで︑１０５頭の母クジラと
頭の子クジラの尾ビレを識別しています︒
これらの母クジラが産んだ子クジラの数は︑
16

(

●申込み・問合せ先
小笠原ホエールウオッチング協会
２︱３２１５
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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︒
前々回に引き続き︑
小笠原と沖縄を観光という視点で比較してみ
ます︒
〜土産物代が８倍違う！〜
エコツーリズムは地域の魅力ある観光資
源を保全しながら利活用して︑地域振興を図
るという考え方です︒そのため︑エコツーリ
ズムは魅力を発掘する﹁地域の宝探し﹂と言
われることもあります︒
小笠原で生産されているパッションフル
ーツなどの果物や小笠原の海水で作った塩な
どは︑土産物という魅力ある観光資源の一つ
になっています︒
では小笠原を訪れる観光客はお土産物に
どれくらいのお金を使うのでしょうか？
離島エコツーリズム研究会の資料︵２００
２年︶によると１回の小笠原旅行︵平均３・
１泊︶で使うお土産物代は１人当たり２２３
２円だそうです︒しかし︑沖縄旅行︵平均２・
５泊︶の場合は何と１７９９０円！ 小笠原
の約８倍です︒
沖縄と小笠原では観光のスタイルや観光
資源の質や量も異なるので単純に比較できま
せんが︑お土産物を含めた様々な観光資源の
魅力作りがまだまだできるかもしれません︒
ただ︑観光資源の魅力作りの際に一つ注意
しなければいけないのは︑観光資源となる自
然や文化に配慮するということです︒
自然や文化を保全するためのルールを作
り︑そのルールに基づいて利用していくこと
がエコツーリズムにとって大切なのです︒
23
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けんこう通信
健康福祉課

バリウム検査の実施

第５６号

小笠原村の胃がん検診
内地の胃がん検診は、まずバリウム検査を用いて異常があるかどうかを検査し、胃潰瘍やがんなどの疑いのある人に精
密検査として胃カメラの検査をするのが一般的です。しかし、小笠原村は遠隔地であり、住民健診の際に検査を行うスタ
ッフや場所の確保が困難であるとの理由で、一次検診から胃カメラを導入せざるを得ない状況です。その為、胃カメラに
抵抗がある方にとっては、症状もないし、怖い、集団検診だとプライバシーが保たれないなどの理由で、これまで一度も
胃がん検診を受けたことがないという方が多く、受診率が伸び悩む原因になっていると思われます。
胃カメラとバリウムの検査には、それぞれ長所、短所があります。例えばバリウム検査は、胃の形や胃の壁を這うよう
に広がるがん、食道や胃の食物の通りの良さを見るのに優れています。反対に胃炎などで粘膜の色調の変化を見る場合や､
組織検査が必要な場合は胃カメラでしか出来ません。そのため、時と場合に応じた使い分けが必要となります。ちなみに
厚生労働省統計表によると、平成１２年度において市町村が行う老人保健事業の胃がん検診受診者のうち、要精密検査者
は１１.８％。そのうち、がんであった者またはがんの疑いがある者は１.５％でした。

バリウム検査のＱ＆Ａ
Ｑ．バリウム検査ってどういうもの？
Ａ．胃がんや胃潰瘍を見つける検査です。バリウムという白い液
体を飲み、検査の機械（写真１）の上で､いろいろな方向に
向いて頂きます。写真をとり､現像（写真２）して病変を見
つけます。

（写真１）

（写真２）

Ｑ．苦しい検査ですか？
Ａ．そんなことはありません。バリウムを飲んでから､発泡剤を
飲みます。胃を膨らませるためにげっぷを我慢するのが少し
つらいと言う人がいらっしゃる程度です。
Ｑ．異常があったらどうなりますか？
Ａ．精密検査として胃カメラの検査を行います。胃カメラ検査も小笠原村の診療所で実施できます。

小笠原村の診療所でもバリウム検査を通年実施できます！
小笠原村診療所において、４月からバリウム検査を通年実施できるようになります。なお、母島については、放射線技
師の出張に合わせた形で、予約を取らせていただくことになると思います。胃が気になっている方で、ここ数年、胃がん
検診を受けていない方や胃カメラを勧められそうだから・・・と足が遠のいている方は、そのまま放置せず、ぜひ一度、
診療所にご相談ください。
ビーデビーデが咲く頃、島には出会いと別れがやってきます。小笠原に住む
皆さまにとって、「健康」を考えるきっかけになればと思い始まった「けんこ
う通信」。残念ではありますが、今月号を持ちまして、第一幕を降ろさせてい
ただく事をご報告します。
長い間、けんこう通信を応援してくださった方々には、感謝の気持ちでいっ
ぱいです。本当にありがとうございました。
新しい目標に向かって、未知の海へ旅立つイルカ君を暖かく見守ってくださ
い。
いつの日か、またこの海に戻ってくる日まで、お元気で。キュッキュ〜ル！
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日

10 月
11 火

12 水

13 木

14 金
15 土

事

予

定

小笠原文化サークルフェスティバル
高校図書館開放
入港日
フリーマーケット（父島）

出港日
高校図書館開放
定期予防接種（BCG、三種混合
風疹、麻疹、日本脳炎）

インタープリター養成講座
高校図書館開放

事

予

定

16 日

星空観望会（父島）

17 月

所得税・贈与税の申告期限

18 火
予防接種（ツベルクリン反応）
乳幼児健診・歯科健診（母島）

行

日付 曜日

19 水
20 木

21 金

22 土

出港日
平成15年度予算特別委員会（〜19）
高校図書館開放
母島小中学校卒業式
小笠原中学校卒業式

春分の日
入港日
村議選立候補予定者説明会（母島）
クジラ観察会（父島）
村議選立候補予定者説明会（父島）
小笠原小学校卒業式
星空観望会（父島）
高校図書館開放

入港日
小笠原村議会第1回定例会本会議3日目

小型船舶免許更新講習申込締切
高齢者在宅サービスセンター
非常勤職員募集締切
小笠原高校卒業式
出港日
小笠原村議会第1回定例会本会議1日目
高校図書館開放
基地対策特別委員会
空港・港湾整備促進特別委員会
総務委員会
乳幼児健診・歯科健診（父島）
シロアリ対策事業（〜24）
父島全島停電（午前1時〜3時）
小笠原村議会第1回定例会本会議2日目
扇浦地区整備促進特別委員会

入港日
クジラ観察会（父島）
高校図書館開放

23 日

24 月

講演会「尾瀬の自然･保全と利用」（父島）

出港日
国民健康保険被保険者証更新手続開始
母島巡回労働相談

25 火
26 水

27 木

入港日
東京都知事選挙告示日・
同選挙不在者投票受付開始（〜4/12）
創造性教室小笠原キャンパス（〜30）

28 金
29 土

海藻観察会（父島）

30 日

出港日

31 月

個人事業者の消費税の申告期限

