の比較的軽い風邪の症状がある場合
母島支所庶務係 ３―２１１１
保存水の配布
（※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患
（ＣＯＰＤ等）等の基礎疾患がある方や透析
小笠原村では、津波等の災害時の備えとし
を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を て保存水を備蓄していますが、品質保持期限
用いている方
切れの保存水の有効活用として、村民の皆さ
☆上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風 まに配布することといたしました。
飲料水としてはご利用いただけませんが、
邪の症状が続く場合
（症状が４日以上続く場合は必ずご相 談く 車両の洗浄や庭木の水やりなど、ご家庭での
ださい。症状には個人差がありますので、強 生活用水としてご利用ください。
い症状と思う場合にはすぐに相談してくださ 【配布場所】小笠原村役場 本庁舎
い。解熱剤などを飲み続けなければならない 【配布日】 月９日（月）から
方も同様です。
）
※ なお、まとまった量をご所望される場合
（妊婦の方へ）
、扇浦交流センター裏手
は、 月５日（木）
妊婦の方については、念のため、重症化し 入口にある防災倉庫にて配布を行いますの
やすい方と同様に、早めに新型コロナ受診相 で、必ず、総務課総務係あて、事前に電話予
談窓口等に御相談ください。
約をお願いいたします。お車でお越しいただ
※島しょ保健所小笠原出張所の開設時間は平 くことが可能です。
日の午前９時～午後５時までです。それ以外 ●問合せ先 総務課総務係 ２―３１１１
の時間帯は、都・特別区・八王子市・町田市 防災行政無線による
合同電話相談センター（０３―５３２０―４
全国一斉の緊急情報伝達試験
５９２）
、つながらない場合は、０９０―４
６１３―０７８６にご連絡ください。
小笠原村では、地震・津波や武力攻撃など
●問合せ先 総務課総務係 ２―３１１１
の災害時に、全国瞬時警報システム（Ｊア
ラート）から送られてくる国からの緊急情報
小笠原村緊急生活支援金 月分の申告
を、防災行政無線を用いて確実に皆さまへお
期限について
伝えするため、村内で防災行政無線の試験放
送を行います。
【日時】 月５日（木）午前 時頃
※小笠原村以外の地域でも、全国的に試験が
実施されます。
※防災行政無線の放送は、最大音量での放送
となります。
●問合せ先 総務課総務係 ２―３１１１
10

この制度は新型コロナ感染症対策の影響に
より生活に困窮しており、支援金が必要な方
に速やかな申請をお願いするため、各月の申
請期限を翌月末までとさせていただいており
ます。
月分の申告書の提出期限は 月 日
（月）までです。期限を過ぎますと 月分
の申告をお受け出来なくなりますのでご注意
ください。なお、上京等事情があって期限ま
での提出が難しい方は事前にご相談くださ
い。
●問合せ先
総務課企画政策室 ２―３１１１

30

10

11

11

10
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小笠原の花・木・鳥・魚
花 ムニンヒメツバキ
木 タコノキ
鳥 ハハジマメグロ
魚 アオムロ
2,598 人
父島
母島
2,145 人 453 人
1,222
273

最高気温 32.2℃
最低気温 24.8℃
平均気温 28.8℃
平均湿度 84％
月降水量 171.5mm

〒100－2101

小笠原 ―OGASAWARA－

11

新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス感染症対策の状況によ
っては、本号掲載の各行事の取りやめ、変更
が行われることもあります。村民の皆様のご
理解をお願いいたします。
①感染防止のためにお願いしたいこと
小笠原村の特性を加味した村内での行動指
針『小笠原版「新しい日常」の過ごし方』を
目安に日々の生活をお過ごしください。ま
た、日ごろから、手洗い、アルコール消毒液
の使用、咳エチケット等の基本的な感染症対
策の徹底をお願いいたします。行動指針は、
掲示板、村ホームページに掲載しているほ
か、役場においても配布しています。
また、村では関係機関の協力のもと、東京
（竹芝）からの乗船客に対し、事前にＰＣＲ
検査の試行を行っています。
上京して帰島する際には検査を受けていた
だくようご協力をお願いするとともに、来島
する関係する方々に対しても検査へのご協力
をお伝えいただきますようお願いいたします。
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、新型コロナ
受診相談窓口（島しょ保健所小笠原出張所２
―２９５１）にご連絡ください。
○少なくとも以下のいずれかに該当する場合
には、すぐに御相談ください。
（これらに該
当しない場合の相談も可能です。
）
☆息苦しさ（呼吸困難）
、強いだるさ （倦
怠感）
、高熱等の強い症状のいずれかがある
場合
☆重症化しやすい方（※）で、発熱や咳など

10

11

https：//www．ｖｉｌｌ．ｏgasawara．ｔｏｋｙｏ．ｊｐ
9 月気象状況（父島）

ﾀﾞﾑ 貯水率
10/27 現在
父島
100/100
母島
100/100
住民基本台帳登録者数（10/1）

人口
世帯

東京都小笠原村父島字西町

TEL04998(2)3111

11/１（日）

小笠原村総務課
編集・発行

ＮＯ．721
令和 2 年(2020)

編集・発行 小笠原村総務課
令和 2（2020）年 11 月 1 日（日）
NO．721

FAX04998(2)3222
ホームページアドレス

〇入居の申請の変更について
これまでは随時募集を行っておりました
が、今回より居室が空きましたら村民だより
にて募集をいたします。

〇入居の申請について
入居を希望される方は、太陽の郷までご連
絡ください。
「老人ホーム入居申請書」をお
渡ししますので必要事項をご記入の上、太陽
の郷までお持ちください。
既に申込をされている方で入居を希望され
る方も太陽の郷までご連絡ください。
【申込締切】 月 日（日）
後日、入居審査会を開催し入居の決定を行
います。
※入居審査会では、介護度および身体・生活
環境・緊急性等を考慮し入居者を決定いたし
ます。
《有料老人ホーム太陽の郷》
村立有料老人ホーム『太陽の郷』は、生活
支援等のサービスがついた高齢者向け介護施
設です。介護サービスは、入居者の選択によ
り村内の訪問介護等の介護保険サービスを利
用しながらホームの居室で生活できます。介
護保険サービスで対応できない場合等はホー
ム職員による介護サービス等を受けることが
できます。
入居の対象者は次のとおりです。
・村内に居住している者（おおむね 年以
上）
・ 歳以上の者で介護保険法第 条第１号
の規定により要介護者に該当すること及び
その該当する要介護状態区分について、村の
認定を受けている者
・村長が必要と認めた者（居宅において介護
が困難などホームにおいて介護を受ける必要

65

11

15

10

小笠原村消防団出初式の中止について

65

30

２―３１１２
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年末調整等説明会および消費税の軽減 芝税務署によるｅ-Ｔａｘ（電子申告） 有料老人ホーム『太陽の郷』入居の申請
税率制度説明会の開催
の利用相談および年末調整等について について
の個別相談について

30

昨今の新型コロナウイルス感染症に関する
状況を踏まえ、令和３年１月に予定しており
ました小笠原村消防団の出初式は父島・母島
共に中止いたします。
ご参加を検討されていた方には申し訳ござ
いませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願
い申し上げます。

30

●問合せ先 小笠原村消防団事務局
２―３１１１

10

消防団員募集

令和２年分の所得税確定申告から、青色申
告特別控除の適用要件が変わり、 万円控
除を受けるには電子帳簿保存またはｅ-Ｔａ
ｘによる申告が必要になります。
ｅ-Ｔａｘの利用にはマイナンバーカード
が必要ですが、普及するまでの暫定的対応と
して、各税務署が発行したＩＤ、パスワード
でも申告することができます。
今回、芝税務署の職員が来島し、ＩＤ、パ
スワードの発行受付、ｅ-Ｔａｘの操作説明
などを行います。
また、年末調整等の個別相談も行います
（
「年末調整等説明会」でも質問時間は設け
てあります）
。
【内容】
①ＩＤ・パスワードの発行受付
（運転免許証などの身分証をご持参くださ
い）
②ｅ-Ｔａｘの操作説明
③年末調整等についての質問、相談（事業者
向け）
【母島】※年末調整等説明会と並行で開催
《日時》 月 日（月）
午前 時～正午
《場所》母島支所２階会議室
【父島】※要予約
《日時》① 月 日（土）
午後２時～４時
② 月 日（月）
午後４時 分～６時 分
《場所》村役場２階会議室
《予約方法》 月 日（金）午後５時まで
に税務係にご連絡ください。
11

●問合せ先 財政課税務係

19

今年は、例年開催していた芝税務署主催の
年末調整等説明会は開催中止となりました
が、村が主催して実施することになりまし
た。
なお、源泉徴収・年末調整等で使用する用
紙や手引きは、村役場の窓口や、国税庁のホ
ームページの「源泉徴収義務者の方」
（https://www.nta.go.jp/users/
gensen/index.htm）から入手できます（複写
式の手書き用「給与支払報告書」は、窓口配
布のみです。必要な種類・枚数をご確認の
上、ご来庁ください）
。
【内容】
①年末調整のしかた・法定調書の作成
②消費税の軽減税率制度・インボイス制度
【母島】
《日時》 月 日（月）
午前 時～正午
《場所》母島支所２階会議室
【父島】
《日時》 月１日（火）
午前９時 分～正午
《場所》村役場２階会議室
11

12

●問合せ先 芝税務署
０３―３４５５―０５５１
（自動音声案内に従い２を押し、
交換手に次の内線番号をお伝えください）
【源泉徴収・年末調整について】
源泉所得税担当 内線 ３０３２～３５
【法定調書について】
管理運営第１部門 内線
１０１２
【消費税について】
法人課税第２部門 内線
３０２１
財政課税務係
２―３１１２

28

30

小笠原消防団は、共に島の安心安全を守っ
ていただける、意欲ある島民を随時募集して
います。
【応募資格】小笠原に住民登録している
歳以上の健康な方（女性歓迎）
一定の額の報酬と出動の際は手当が支給さ
れます。消防活動に必要な制服等は貸与され
ます。功労・功績があった場合は表彰されま
す。島のために消防団員として活動しません
か。

２―３１１３

10 30

11

20

●問合せ先 小笠原村消防団事務局
２―３１１１

●問合せ先 村民課住民係

30

27

11

11

行政相談所の開設
17

【実施日程】 月 日（火）
【実施時間】午後７時～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

11
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【日時】 月４日（水）
午後４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、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。

母島巡回労働相談

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】 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。

電話による無料法律相談

●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

東京三弁護士会による法律相談

-3-

保健所・精神保健福祉巡回相談に
ついて

29

28

30 29

20 10 27

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）
※相談の際はマスクの着用にご協力ください。
【母島】
《日時》 月５日（土）午後７時～９時
《場所》母島支所
【父島】
《日時》 月６日（日）午後５時～７時
《場所》村役場
【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）

30

性が高い者）
・入居の費用
入居利用料（居住費２６，０００円＋管理
費２６，０００円＋食費）
※食費は１食５００円×食事分
及びサービス料(介護１：１７，１３０円
介護２：１９，２３０円
介護３：２１，３３０円
介護４：２３，４００円
介護５：２５，５３０円）
その他、詳細に関しては、次の連絡先にお
問い合わせいただくか、小笠原村診療所ホー
ムページをご覧ください。
12 11 11

11

●問合せ先・予約電話番号
法律相談センター
０３―３５９５―８５７５

40

●問合せ先
小笠原総合事務所 ２―２１０２

未来に残そう青い海・小笠原海上
保安署図画コンクール展示会の
開催

55

●問合せ先 小笠原村診療所医療課 小野寺
２―３８００
小笠原村立有料老人ホーム太陽の郷 木村
２―３８８１

「やる気が起きない」
「気分が落ち込む」
「お酒の問題で困っている」など、ご自身や
ご家族でお困りの方に、精神科医による個別
相談及びアルコール依存症についての講演会
を実施します。
【個別相談】
日時：母島
月 日（日）午前
月 日（月）午前
父島
月１日（火）午前
場所：母島 母島支所
父島 島しょ保健所小笠原出張所
【講演会】
テーマ：
「アルコール依存症について知ろう
～正しい知識と対応～」
日時：母島
月 日（土）
午後３時 分～５時
父島
月 日（日）
午後５時～６時 分
場所：母島 母島支所
父島 島しょ保健所小笠原出張所
【申込方法】個別相談を希望される方、講演
会参加を希望される方は、島しょ保健所小笠
原出張所までお申込みください。
【申込締切】個別相談： 月 日（金）
講演会： 月 日（金）
※申込多数の場合は、締切日前に締め切る場
合があります。
なお、新型コロナウイルス感染症防止のた
め、会場については換気等を行いますが、検
温、消毒、マスク着用をお願い致します。

小笠原在住の小学生・中学生の皆様が「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。
「未来に残そう青い
海・小笠原海上保安署図画コンクール」応募
作品の展示会を行いますので、是非ご来場下
さい。
なお、新型コロナウイルス感染症防止のた
め、三密での鑑賞とならないよう、皆様方の
ご理解、ご協力をお願い申し上げます。
【内容】
「未来に残そう青い海・小笠原海上
保安署図画コンクール」 応募作品 点
【場所】地域福祉センター
（正面入口及び体育館入口付近）
【期間】 月 日（火）～ 日（日）
火～土曜日：午前９時～午後９時
日曜日：午前９時～午後５時
15

11

●申込・問合せ先
島しょ保健所小笠原出張所 ２―２９５１

10

11

11

11

●問合せ先 小笠原海上保安署 ２―７１１８

12

12

30

13

20

30

11

11

安全運転管理者等法定講習会に
伴うお願いについて
月９日実施の安全運転管理者等法定講
習会に伴い、同日の小笠原警察署における交
通窓口業務（運転免許証の更新手続き受付・
運転免許証の住所変更・道路使用許可申請
等）の受付について、急を要する場合以外は
別日での受付をお願い致します。
●問合せ先 警視庁小笠原警察署交通係
２―２１１０

11
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

胃が
ん

○

○

婦人
がん

小笠原高等学校からのお知らせ

○

○

注意：感染の状況等に応じて、東京都が給付
金の対象外になることがあります。
●問合せ先 島嶼会館
０３―３４３７―３０６１

○

○

回小笠原村健康診断

○

○

第

○

午前

○

○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。(特に必要と認め
られる場合は２００万円)
【事業期間】事業開始～令和３年 月 日
【募集案内の配布と申請書の提出先】
《父島》総務課総務係
《母島》母島支所庶務係

○

午後

肺が
ん

◎小笠原高等学校 授業公開週間
【期間】 月９日（月）～ 日（土）
【時間】１時限目 午前８時 分
～６時限目 午後３時 分終了
※ 月 日（土）は午前８時 分～４時
限目 午後０時 分終了
【時間割及び使用教室】当日受付にて配布い
たします。
【その他】
・お車での御来校は御遠慮ください。
・マスクの着用などの感染症対策をした上で
御来校ください
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、保護者・教育関係者のみ来校可とさせて
いただきます。御協力をお願いいたします。

○

午前

○

30

●問合せ先
東京都島しょ振興公社 企画管理課
０３―５４７２―６５４６
総務課総務係 ２―３１１１

○

午後

○

-4-

○

午前

基本
健診

●問合せ先
東京都立小笠原高等学校 ２―２３４６

30

15 時
まで

午前

午後

午前

島嶼会館のＧｏＴｏトラベル
事業参加について

23

午後

午後

午後 午前

午前

午後

地域振興に係る補助事業の募集
（第３回）

37

小笠原村健康診断を下記のとおり実施しま
す。
感染症対策として、以下のことに注意して
実施いたしますが、皆さまのご協力をお願い
いたします。
・体調の悪い方は、受診をお控えください。
・入口で体温測定を行います。 度以上の
方は再度測定させていただきます。
・会場内は換気のため入口のドア、窓など開
けさせていただきます。
・会場内では手指消毒へのご協力をお願いし
ます。
・待ち時間など極力隣の方と間隔をあけるよ
うに工夫いたしますが、会場の広さにより、
十分な距離をとることが難しい場合もありま
す。そのため、会場内ではマスク着用をお願
いします。
・予約時間前に来場された場合は、混雑緩和
のため、会場外でお待ち頂く事があります。
・胃がん検診は、今回 分の枠の受診者数
を少なくしますので、ご希望の時間に予約で
きない可能性もありますが、感染症対策のた
めご了承ください。
健診受付時間：午前８時～ 時、
午後１時～３時
※父島の肺がん検診レントゲン撮影は午前８
時 分～正午、午後１時 分～４時（
日は午後１時まで）
乳がん検診・子宮頸がん検診の受付時間は
午後４時（ 日は午後３時）まで。
11

30

午後

午前

43

30

11

14

14

20 20

20

21

11

ＧｏＴｏトラベル事業の対象から除外され
ていた東京都が 月１日から追加されたこ
とに伴い、島嶼会館もＧｏＴｏトラベル事業
に参加致しました。
月１日以降の宿泊より給付金の対象と
なっておりますので、ご予約の際にＧｏＴｏ
トラベルでの申し込みとお伝え下さい。ま
た、チェックインの際には検温や本人確認な
どを行うため、通常より多少お時間を頂くこ
とになりますのでご了承下さい。
ご予定がお決まりの方は島嶼会館までご予
約お待ちしております。
【参考料金（１名１泊シングル）
】
６，０００円（通常）→３，９００円（Ｇ
ｏＴｏ利用） 地域クーポン１，０００円
（レストラン使用可）
10

11

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】 月１日（火）～ 日（月）
【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

10

10

12
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＜日時・場所・検査項目＞

母島：診療所
父島：地域福祉センター／肺レントゲン撮影は保健所
11／15（日） 11／16（月） 11／18（水） 11／19（木） 11／20（金） 11／21（土） 11／22（日） 11／23（月）

【内容】
○基本健診（特定健康診査等）
○その他がん検診等（胃がん検診、肺がん結
核検診、乳がん検診、子宮頸がん検診、肝炎
ウイルス検査、骨粗しょう症検診）
【対象者】年齢基準日は令和３年３月 日
《基本健診》
○ 歳～ 歳で、村に住所を有する方（加
入されている保険によって、基本健診の対象
でない方もいます。
）
○ 歳～ 歳で、国民健康保険の被保険者
の方（年度の途中に国保に加入または脱退し
た方も含む）
○ 後期高齢者医療の被保険者の方
○ 歳以上の生活保護受給者の方
○官公署等の職域健診の対象の方
○協会けんぽ東京支部の被保険者で 歳以
上の方
○「特定健診受診券」をお持ちの方で、村役
場での受付を済ませた方
《その他がん検診等》
○胃がん検診・肺がん結核検診（Ｘ線）
・大
腸がん検診
歳以上の方
○喀痰検査による肺がん検診
歳以上の
ハイリスクな方等
○婦人科検診（乳がん検診・子宮頸がん検
診） 歳以上の方
事前申し込みをした 歳・ 歳の方
○肝炎ウイルス検査
歳の方
歳以降で５歳刻み
○骨粗しょう症検診
の節目年齢の方
※所属されている事業所で健康保険に加入さ
れている方で、事業所の実施する健康診断を
受診された方、または受診する予定の方は、
基本健診の対象者ではありません。
※基本健診受診対象者でない方は、住民とし
てがん検診を受けることができます。基本健
診の受診対象者でない方で、
《その他がん検
診等》を受診する方は、受診票の作成が必要
11

30

を優先していますが、受付時間を過ぎてしま
った場合は、次の予約枠の方が優先となりま
すのでご注意ください。
○父島の婦人科検診・胃がん検診は、待ち時
間が１～２時間以上かかる場合があります。
また両検診を同日に受診する場合は、午前と
午後に分けて予約いただいています。当日の
空き具合によって午前中に両検診をご案内で
きる場合もあります。
○婦人科検診について、クーポン券を使って
内地で受診した方、または受診する予定の方
は、今回の健康診断では受診できません。
○健診機関及び小笠原村による健診における
個人情報の取得に関しては、健診の受付をし
た段階で同意されたものとみなすことといた
します。
○健診期間中上京されている方は、 月９
日～１月 日まで、
「こころとからだの元氣
プラザ」で受診できます。受診票が届いてか
らの申込みとなります。詳しくはお問い合わ
せください。
○託児所を設けますので、お子様連れの方は
お気軽にご利用ください。
《父島》地域福祉センター児童遊戯室
《母島》沖村都住集会所

以上の方
【検査方法】検便による便潜血検査

【申込及び配布方法】

ます。

※２次検査は、内地医療機関での検査となり

歳

２―３９３９
３―２１１１

11

【対象者】小笠原村に住民登録している

大腸がん検診（１次検査）

●予約申込み・問合せ先
《父島》村民課福祉係
《母島》母島支所庶務係

29

次の日にちと場所をご確認ください。

11 月 15 日
か 16 日

8～11 時
13～15 時

●問合せ先 村民課福祉係
母島支所庶務係

２―３９３９
３―２１１１
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39

13

15

【申込・提出日時、場所】

※提出時間厳守でお願い致します。

11 月 25 日

9：30～
10：30

○注意事項
・母島で受け取った容器を父島で使用するこ
とはできません。仕事の都合等で父島で受診
される場合は、父島健診期間中に改めて申込
みを行ってください。

母島支所

13～15 時

母島

74

母島診療所

11 月 23 日

11 月 14 日～
11 月 16 日
より 2 日間

30

地域福祉
センター

提出時間

11 月 22 日～
11 月 25 日
より 2 日間

40

40

提出場所

提出日

採便日

申込及び配
布日・場所
11 月 18 日
～23 日
地域福祉
センター
11 月 2 日～
13 日

父島

なため、事前に申し込みをしてください。
※職域健診の対象者は年齢基準が異なる場
合がありますので、職場の担当者の方にご確
認ください。
【予約受付期間】
＊健診を受けるには予約が必要です。
月２日（月）～ 日（金）
午前８時～午後５時 分
（正午～午後１時 分・土日祝日は除く）
【予約方法】
○父島 村民課福祉係 電話または窓口
母島 支所庶務係
電話または窓口
氏名、年齢、生年月日、電話番号、加入し
ている健康保険の種類、希望の日時・検査項
目をお伝えください。日時は、時間帯ごとに
人数制限がありますのでご希望どおりにいか
ないことがあります。
※胃がん検診を受診されない方は、なるべく
午後の時間帯を予約してください。血液検査
の数値は食後の時間を計算して実施するの
で、午後の受診でも変わりません。

40

11

30

【健診受診の注意事項】
○対象者には、 月初旬に受診票を送付い
たします。受診票が届かない場合はご連絡く
ださい。
○国保年度途中加入者で受診票が届かない方
は、お申し出ください。
○必要事項を記入した受診票をお持ちくださ
い。
○「特定健診受診券」をお持ちの方は、受診
券と保険証をお持ちください。
○今年度 歳になる方は、肝炎ウイルス検
診を実施します。受診票をご確認ください。
○父島の肺レントゲン撮影は保健所で実施し
ます。先に福祉センターで受付を済ませてか
ら、保健所に行くようになります。
○予約時間は受付時間の目安です。受診時間
ではありません。呼び出しの順番は予約時間

40

50
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40

40 40 20

35

31

肺がん（喀たん検査）検診

の乳幼児
日時： 月 日（木）
受付時間 午後２時～３時
場所：地域福祉センター２階会議室
＊なお、６歳未満の乳幼児で計測を希望され 耳鼻咽喉科専門診療
る方は、お手数ですが、左記までご連絡くだ
さい。
（役場で体重測定のみ行います）

30

・ご本人確認をして、クーポン券と受診票を
お渡ししたあと、採血します。
①の方は、引き続き健康診断を受診してく
ださい。
②の方は、採血して終了です。
２―３９３９
３―２１１１

２―３９３９

12

●問合せ先 村民課福祉係

30

●問合せ先 小笠原村診療所 ２―３８００
母島診療所
３―２１１５

11

●問合せ先 村民課福祉係
母島支所庶務係

定期予防接種

新型コロナウイルス感染症対策のため全て
予約制とします。
【事前予約】
平日、午前８時 分～正午、午後１時
分～４時の間に、電話にて診療所にご予約く
ださい。
診療実施日は休日でも予約受付します。
【父島】
場所：小笠原村診療所
日時： 月 日（日）～ 月４日（金）
午前９時～正午・午後２時～５時
※ 月 日･ 月３日は休診です。
【母島】
場所：母島診療所
日時： 月６日（日）
・７日（月）
午前９時～正午・午後２時～５時
※７日は午後のみです。

29

12

11

30

乳幼児計測会（母島）

11

【対象者】小笠原村に住民登録している
歳以上で喫煙指数（１日の喫煙本数×喫煙
年数）が６００以上の方
【検査方法】専用容器に３日間の「たん」を
取り、提出していただくだけの簡単なもので
す。採取した検体は 月の小笠原村健康診
断の際にご提出ください。
【申込方法】検体容器や質問票などを配布し
ますので、直接申込み先までお越しくださ
い。申込みは、代理の方でも結構です。
【申込み及び容器配布期間】
月２日（月）～ 日（金）

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：０～６歳の乳幼児
日時： 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

３―２１１１

11

50

２―３９３９
３―２１１１

●問合せ先 母島支所

歯科衛生士から歯の磨き方や歯にまつわる
お話、フロスの使い方、歯に関する相談がで
きる会を開催します。もう一度、一緒に歯の
磨き方を振り返りませんか？
対象者：０～３歳頃までのお子様と保護者
持ち物：母子手帳、いつも使っている歯ブラ
シ、タオル、筆記用具
日時：０～１歳クラス
月 日（水）午前 時～ 時
２～３歳クラス
月 日（木）午前 時～ 時
集合場所：母島診療所２階カンファレンスル
ーム
事前申し込み：必要
10

-6-

30

10

12

10

育児学級（歯科の会）
（母島）

10

●予約・問合せ先 母島支所 ３―２１１１

18

●予約申込み・問合せ先
《父島》村民課福祉係
《母島》母島支所庶務係

２―３９３９
３―２１１１

月の定期予防接種の日程をお知らせし
ます。
【父島】
《日時》 月５日（木）
午後２時 分～４時
《場所》小笠原村診療所
【母島】
《日時》 月５日（木）
午後３時 分～４時
《場所》母島診療所
○接種可能予防接種
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）
ロタワクチン（定期接種は令和２年８月生
まれ以降の方が対象）
＊ 月から父島は予約制となります。前日
までに福祉係に予約してください。
●問合せ先 村民課福祉係
母島支所庶務係

乳幼児健診・歯科健診（父島）
対象者の方には、個別通知をいたします。
【対象者】４か月、７か月、 か月、１歳
６か月、２歳６か月（歯科健診のみ）
、３歳
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風しん抗体検査

54

30

30

11

今年度も引き続き、風しん抗体検査を健康
診断のときに同時に実施いたします。
【対象者】昭和 年４月２日生まれ～昭和
年４月１日生まれの男性で、今まで風し
ん抗体検査及び風しん予防接種を受けていな
い方。
【申込方法】
① 基本健診を受診される方
今まで通り 月２日から始まる予約受付
をしてください。健診会場でクーポン券を発
行します。
② 基本健診受診対象者でない方
父島：健診期間中の午後１時～３時までの
間に地域福祉センターへお越しください。
母島：健診期間中に健診会場（母島診療
所）へお越しください。
【持ち物】ご本人確認できるもの（免許証、
マイナンバーカード、保険証等）
【検査方法】
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ＧｏＴｏトラベルキャンペーン
30

【期間】 月４日東京発便～１月 日東京
発便まで
【内容】
１．乗船券 ％割引(上限１４，０００円)
※ただし左記は対象外となります。
①インターネット予約、②等級変更、③当日
購入の乗船券、④おがまるパック
２．代金 ％分の地域共通クーポン券発行
(上限６，０００円分)
※紙クーポン券のみの取り扱いになります。
注意：クーポン券の有効期限は「乗船日」及
び「乗船翌日」となります。
乗船券購入後、取消される場合はＧｏＴｏ
トラベル割引適用外となり、正規の金額での
取消料を頂戴すると共に、必ずクーポン券を
回収させていただきます。
●キャンペーンについての問合せ先
小笠原海運㈱ ０３―３４５１―５１７１
父島でのご予約・問合せ先
父島営業所
２―２１１１
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島民割引率および燃料油価格
変動調整金の変更について
◎島民割引率
おがさわら丸（ドック時の代船含む）利用
の島民割引が変更になります。
割引率：従来
片道 ％割引
→
改定後 片道 ％割引
（特２等の割引額を限度）
実施日：令和２年 月乗船分より
◎「燃料油価格変動調整金(旅客・貨物)」の
改定について
令和２年１月１日より大気環境改善のため
船舶燃料油の硫黄分濃度規制（ＳＯｘ規制）
が全世界的に実施され、おがさわら丸は１月
のドックで新しくスクラバー（排ガス浄化装
置）の追加設備工事を行いこれに対応してお
ります。
一方、追加設備工事に伴う減価償却費等の
コスト上昇分については、
「環境コストは社
会全体での負担が必要」とする国土交通省の
方針に沿って対応する必要が出てきました。
つきましては現在の「燃料油価格変動調整
金」を環境規制対応したものに見直しいたし
ます。
改定幅：従来算出方法に３ゾーンを加算
従来０ゾーンの場合→改定後＋３ゾーン
改定日： 月乗船・輸送分（ 月１日発表
の燃料油価格変動調整金）から
見直し： 年に１回７月に改定幅を見直し
する。見直しされた場合は、 月乗船分
（ 月１日発表の燃料油価格変動調整金）
より変更
ご不明点等ございましたら、小笠原海運
(株)運航部までお問合せ願います。
12

●問合せ先 小笠原海運(株)運航部
０３―３４５１―５１８０

イセエビ販売休止のお知らせ

平素より漁協の運営にご協力頂き、誠にあ
りがとうございます。
近年、イセエビの資源減少に伴い、当組合
では資源回復を目的として、本年よりイセエ
ビ漁を禁漁とします。
ご購入を予定していた方には大変ご迷惑を
お掛け致しますが、誠に勝手ながら本年から
暫くの間、イセエビの販売は休止させて頂き
ます。
尚、販売再開につきましては、改めてご案
内させて頂きますので、宜しくお願い致しま
す。

●問合せ先 小笠原島漁業協同組合
２―２４１１

-7-
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単位：円

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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20
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分ご注意ください。
※滑り止めのしっかりした靴（登山靴・スパ
イク足袋など）をご用意ください。
※作業に必要な軍手、ヘルメット、のこぎり
等は貸与します。
※新型コロナウイルス感染症の感染対策とし
て、三密の回避やマスクの着用にご協力くだ
さい。

ビジターセンターのお知らせ

-8-

●問合せ先 環境課自然環境係 ２―２２７０

27

月 日（金）
月３日（木）
月 日（木）
月 日（火）～ 日（木）
月３日（木）～ 日（火）
月 日（木）～ 日（金）
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西島のトンボ池

11

月の開館：おがさわら丸入港日～出港
日、６日、 ～ 日
開館時間：午前８時 分～午後５時
現在、来館者のみなさまへ新型コロナ感染
防止のためマスクの着用と手指の消毒をお願
いし、人数・滞在時間制限や館内の消毒清掃
を適宜行っています。ご協力よろしくお願い
いたします。
【イベント】
月 日（日）
：ウッディクラフト
月 日（土）
：ハカラメ葉書づくり
※詳細はポスターにて
【特別展】
■本館
「西之島展～どうなる？どうなった？西之
島」
（仮）
月 日開催予定
現在も火山活動を続ける西之島。どのよう
に形成されてきたのか？誕生から現在まで
と、調査で分かってきたことなどを紹介。
■新館
「小笠原地名展２０２０～島を巡って由来
を知ろう」開催中
ボニン・小笠原・父島・母島…小笠原の地
名は、歴史の中でどのように命名され、どう
変わっていったのかを写真などをまじえて展
示しています。
■オンライン講演会
「オガサワラカワラヒワ：日本で最も絶滅
の危機にある固有の鳥」
Ｚｏｏｍを使ったオンラインのみの講演会
です。会場は設置しませんのでご注意くださ
い。
【第１回】父島島民対象
日時: 月 日(金)午後６時 分〜９時
参加 URL:
https://zoom.us/j/97370923635?pwd=TWh6UT
QzNWpzSnFyY3Q2ZC9sVUZPdz09

21 15

11

シロアリ対策事業（第３回）

第３回対策事業では、集落周辺の樹木を中
心としたシロアリ対策事業を実施します。
この事業ではシロアリの相談や家屋の点
検、敷地内の駆除も無料で行っております。
シロアリからの被害を最小限に抑えるため
には早期の発見が重要となりますので、是非
ご利用ください。
なお点検をご利用する場合には事前に申込
みが必要ですので、左記の問合せ先までご連
絡ください。
※家屋にシロアリが付きにくくなる防蟻処理
や家屋内のシロアリ駆除については、専門業
者による有料施工となります。
【申込期間】 月２日（月）～ 日(金)
【日程】
《母島》
～
《父島》

12 12 11 12 12 11

●問合せ先 環境課生活環境係 ２―２２７０
母島支所庶務係 ３―２１１１

25 15 26

西島で観察された小型陸産貝類
【外来植物除去ボランティアの募集】
西島の自然環境の現状や取組を、生き物観
察や作業を通して、村民の皆さんにより深く
知って頂くため、
「西島外来植物除去ボラン
ティア」の募集を行います。
日時： 月 日（土）
午前８時～午後３時頃
※天候・海況不良により、実施できない場合
があります。
集合・解散場所：宮之浜
作業場所：西島の林内
募集人数： 名程度（事前申込制）
募集期間： 月 日まで（定員になり次第
締め切りとさせて頂きます。
）
応募資格：小笠原村に住所を有する高校生以
上で、帰島後２週間以上経過している方
内容：西島における外来植物の駆除作業と生
き物観察
※上陸地点は、ぬれた岩場のため足元には十
11

受け、関係機関や地元ＮＰＯ団体では、モク
マオウをはじめとする外来植物やクマネズミ
への対策、トンボ類の保護を目的としたトン
ボ池の設置といった、生態系保全の取組を行
っています。
世界自然遺産を支える属島の自然
～西島外来種植物除去ボランティアの ・参考文献
川上和人・阿部真・青山夕貴子（2010）小笠
募集～
原諸島西島におけるトクサバモクマオウ林の
環境特性．小笠原研究．36; 1―19

【西島の自然環境】
西島は、兄島の西側に位置し、ウェザース
テーションから望むことの出来る、比較的小
さい無人島です。
西島は、固有の陸産貝類や昆虫類の貴重な
生息場所となっています。特に、ヤマキサゴ
類やノミガイ類といった小型陸産貝類が生息
しており、林床の落ち葉の裏などで多く観察
されます。加えて、平成 年にノヤギが根
絶されたことにより、植生の回復が確認され
ており、オガサワラアザミなどの固有植物や
谷筋には在来植生で構成される林がみられま
す。
その一方で、モクマオウやシマサルスベリ
といった外来植物が優占した林も多くなって
います。特にモクマオウは、落ち葉・落ち枝
が林床に多く堆積することや在来林よりも日
当たりがよいため、土壌が乾燥するなど、在
来の生き物の生育・生息に影響を与えてしま
うことが知られています。このような問題を
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日本初挑戦・マイマイ里帰り大作戦
―カタマイマイ属２種の巽島への移殖
について

11

【第２回】母島島民対象
日時： 月 日(金) 午後６時 分〜９時
参加 URL:
https://zoom.us/j/93039948693?pwd=RTB0Vm
85eXdMbmF5TnV4ZXdOWllYQT09

２―２１６７

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。御理解と御協力のほど、宜しくお願いい
たします。
【作業時間】午前６時半～午後３時
【作業区域】ワシントンビーチから巽湾側に
小港までの沿岸とその周辺山域（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】
月６日（金）
①小港～高山・ジョンビーチ方面遊歩道
月 日（木）
④時雨山方面指定ルート
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
月 日（木）
都道上で実施の可能性有り
月 日（金）
①小港～高山・ジョンビーチ方面遊歩道
月 日（土）
通行止めなし
月 日（木）
④時雨山方面指定ルート
月 日（金）
通行止めなし

11

●問合せ先
支庁土木課自然環境担当
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演者:川口大朗（アイランズケア）
、川上和人
（森林総合研究所）
、齋藤武馬（山階鳥類研
究所）
、南波興之（日本森林技術協会）ほか
概要: 月に開催する保全計画作りワークシ
ョップに向け、オガサワラカワラヒワの生態
や危機的な状況をお伝えする機会としたい。
(２回の内容は同様)
主催：オガサワラカワラヒワ保全計画作りワ
ークショップ実行委員会、ＢＩＯ
協力：公益財団法人 東京都公園協会
●問合せ先

父島では、ニューギニアヤリガタリクウズ
ムシやネズミなどの影響により、小笠原にし
か生息していない固有のマイマイ（カタツム
リ）が絶滅の危機に瀕しています。その中で
も、チチジマカタマイマイとアナカタマイマ
イは、父島の一部や巽島などにわずかに残る
のみで、それらの地域でも個体数が少なくな
っています。
「マイマイ里帰り大作戦」では、これらの
種が絶滅しないよう、野生環境の下、集団を
安定的に維持していくため、飼育個体を野外
に放す計画を立ててきました。環境省では、
個体の移殖に備え、これまでに移殖予定地の
環境調査や生態系へのリスクの少ない移殖手
法の検討、有識者への意見聴取などを実施
し、移殖のための準備を進めてきました。
このたび、小笠原世界自然遺産地域科学委
員会下部陸産貝類保全ワーキンググループに
おいて最終的な助言を受け、日本では初とな
るマイマイ移殖の実施が決まりました。
移殖の作業は、令和２年 月頃から開始
し、今後継続的に実施していく予定です。そ
の際、生態系への影響などのモニタリング結
果を踏まえて順応的に移殖手法も改善してい
きます。これらの取組の詳細は、次回発行の
小笠原自然情報センターだよりで掲載しま
す。
●問合せ先 環境省小笠原自然保護官事務所
２―７１７４

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

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次の日程にお

11

11

11

30

小笠原ビジターセンター
２―３００１

ていただきます。指定ルートを利用するため
には、講習修了と入林申請により発行される
「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され
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、簡易講習資料に加え調査研究講習資料の
各自受講と入林申請が必要です。
※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入林を希望され
る場合には、再度講習の受講をお願いいたし
ます。
※１、２の事務の流れは次のとおりとします。
①受講希望者は締切日までに電話にて申込み
②講習資料を郵送にて送付
③講習資料を各自受講しアンケート調査票等
を記載し郵送
④講習修了書・入林許可書・年間パス又は腕
章の交付。
◎父島・母島講習申込み締切日
【締切日】 月 日（火）
●問合せ先 小笠原諸島森林生態系保全セン
ター
２―３４０３

令和２年度第１回小笠原部会を、次の日程
で開催します。新型コロナウイルス感染症拡
大防止対策としまして、傍聴人数に制限を設
けさせていただきますので、傍聴をご希望さ
れる方は、 月 日（金）午後３時までに
お問い合わせください。
【小笠原部会】
日時： 月 日（月）午後３時～５時
会場：小笠原世界遺産センター会議室（父
島）
●問合せ先 小笠原諸島森林生態系保全セン
ター
２―３４０３

11

20

国有林の森林生態系保護地域入林
簡易講習会について（父島・母島）

24

27

小笠原諸島森林生態系保護地域部会
（小笠原部会）の開催

11

11

30

11

12

国有林の森林生態系保護地域入林簡易講習
会について、先月同様、講習資料等を配付し
各自で受講していただく講習とし、アンケー
ト調査票等の提出を持って講習修了とさせて
いただくこととします。
つきましては、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、
利用講習の受講と入林申請が必要となります
ので、講習資料配付を希望される方は、講習
申込み締切日までに、事前に電話でお申込み
ください。
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
用するための簡易講習資料により各自受講し

11
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海洋センターだより その

越えて、約 年後（大人になるのにこれだ
けかかります）
、小笠原にカメたちは帰って
きているのです。そんな長い時間をかけて繋
がれ、旅立って行った命のバトンは奇跡に近
く、１頭１頭が、非常に尊い存在なのかもし
れません。
―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
「まもなくザトウクジラがやってきます！」

のぼりが掲げられますので、Ｂしっぷ前を通
るときはぜひチェックしてみてくださいね。
ＯＷＡでは、皆様からのザトウククジラ情報
を募っております。もしこの時期、ザトウク
ジラを発見された方がいらっしゃいました
ら、ぜひＯＷＡまでご連絡をお願いいたしま
す。それが、今シーズンの初ザトウかもしれ
ません。

す。こんな小さな島がマイマイアイランドと
は、本当にすごいことです。父島では野生の
固有マイマイたちはほとんど見られなくなっ
てしまいましたが、遺産センターでは見られ
ます！母島ではまだまだ野生で見られます！
カタツムリに塩をかけて遊んでいたあなた
も、何もふりかけずにじっくり観察してみて
ください。小さな黒い目が体の内側からニョ
キっと出てくるのが見えたり、黄色いお花を
モグモグ食べると黄色の欠片が頭の真ん中を
通っているのが透けて見えたり。観察するた
びに発見があり、かわいく見えてきます。友
人にキモいと言われようとも、私はめげずに
マイマイの写真や動画を撮りまくっています。
全く未知の世界だったマイマイは、今では
私の身近な存在です。この村民だよりにマイ
マイのイラストを描くようになってからは、
以前よりさらに「マイマイの人」と認識され
るようになりました。
「村民だより見たよ。
」
「イラスト可愛いね。
」と言ってくれた皆様
ありがとうございました。今月で私の描くイ
ラストは最後となりますが、イラストたちが
小笠原のマイマイを少しでも多くの方に知っ
てもらう小さな小さなきっかけになっていた
ら嬉しいです。
視野を広げて色々なものに興味を持つと、
自分の世界がより一層楽しくなります。

●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
第六十七貝「マイマイの人」

【文・イラスト】橋本愛
●問合せ先 教育委員会

２―３１１７

この島のマイマイのことを何も知らなかっ
た私がマイマイの飼育を始めて５年目になり
ました。島固有のマイマイたちに出会い、愛
着が湧いてからは、マイマイのＬＩＮＥスタ
ンプを作ってみたり、マイマイステッカーや
バッジを作ってみたり。
「カタツムリって気
持ち悪い」という印象を変えたいと思ってい
ます。
日本には約８００種類ものカタツムリがい
て、そのうち１００種類以上が小笠原に生息
し、さらにその９割以上が小笠原の固有種で
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今年も間もなくザトウクジラの季節がやっ
てきます。北半球のザトウクジラは、夏場は
エサとなる動物プランクトンや小魚が豊富な
北の冷たい海で過ごし、冬場は南の暖かい海
で繁殖や子育てを行います。彼らの繁殖海域
の一つであるここ小笠原では、毎年 月か
ら翌５月がザトウクジラの来遊シーズンとな
ります。それに先立ち、例年、 月中には
シーズン最初のザトウクジラ（初ザトウ）の
目撃情報が寄せられます。昨シーズンは、
月 日に、父島入港前のおがさわら丸船
上から初ザトウの目撃情報が寄せられまし
た。
小笠原と同様に、ハワイでも冬から春にか
けてザトウクジラが見られます。ハワイへの
ザトウクジラの来遊は小笠原よりも一足早
く、今シーズンも、 月８日にマウイ島付
近で初ザトウが目撃されたようです。この原
稿を書いている 月下旬、小笠原での初ザ
トウの報告はまだありません。今シーズンの
初ザトウの報せが待ち遠しいですね。初ザト
ウの来遊が確認されると、Ｂしっぷの前に鯨
11

234

―長い苦難と繋がれる命―
月上旬、大村海岸から移植した今年最
後の卵がふ化しました。小笠原でのカメたち
の繁殖活動は、ついに終わりを迎えたようで
す。今年は大村海岸では、２０４巣が確認さ
れ、
、約１万頭の子ガメが生まれてきまし
た。
（他の海岸での結果はまた後程に）１万
頭というと非常に多いように見えますが、再
び小笠原に、大人になって帰ってくるのは１
～２頭と言われています。なぜここまでの数
となってしまうのでしょうか？それは、生ま
れてきた子ガメたちが晒される、厳しい自然
環境が背景にあるのです。
卵から産まれた子ガメたちは、産卵巣を出
ると、光を頼りに海を目指します。しかしこ
の間で、まず砂に潜むスナガニに狙われま
す。彼らはカメが大好物で、子ガメを見つけ
ると素早く捕らえ、巣へと引きずりこんで食
べます。
無事に広い海へ旅立つことができたとして
も安心はできず、更に天敵が増えます。例え
ば、サメやロウニンアジのような大型で、素
早い魚にとって、子ガメは格好の獲物となる
でしょう。たとえ難を逃れたとしても、エサ
にありつくことができず、飢えて死んでしま
う子も少なくはありません。
この他、航行する船に衝突する事故にあっ
てしまったり、海に浮かぶプラスチックで傷
ついたり、身動きが取れなくなって死んだカ
メが、ＳＮＳなどを介して昨今注目されてい
るように、大きく成長したカメが、人間活動
によって命を落とす例も見られます。
このように、降りかかる様々な苦難を乗り
10
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１年に１回の健康診断の季節です
健 康 診 断 に は 、 基 本 健 診 と が ん 検 診 が あ り ま す 。「 基 本 健 診 」 は 、 身 体 計 測 、 血 液 検 査 、 尿 検
査 等 で 生 活 習 慣 病 の リ ス ク を 発 見 し ま す 。 ま た 、「 が ん 」 は 以 下 の 検 診 で 早 期 発 見 し 、 早 期 治 療
することで、治すことのできる病気です。１年に１回は「基本健診」と「がん検診」による定期
的 な チ ェ ッ ク を 受 け ま し ょ う 。 予 約 開 始 は 11 月 2 日 （ 月 ） か ら で す 。
詳細は健康・保健のコーナーをご覧ください。

小笠原村「がん検診」の対象者
☆小笠原村に住民票がある方
職域（職場）検診の方は対象年齢が下記と異なるため、職場の担当者にご確認ください。
※小笠原村健康診断の受診対象者でない方で「がん検診のみ」受診の方は、受診票作成が必要
なため、早急に福祉係・母島支所へ申し込みをしてください。

項目

対象者

胃がん

胃内視鏡検査

大腸がん
肺がん

40 歳以上

便潜血検査

40 歳以上

胸部Ｘ線検査のみ

40 歳以上
胸部Ｘ線検査・喀痰検査

50 歳以上で喫煙指数※１
が600 以上の方

子宮
(頸)がん
乳がん

視診 細胞診 内診

20 歳、25 歳、
30 歳以上の女性

どんな検査？

どんな病気？

日本人がかかりやすいがん
内視鏡（胃カメラ）を口から挿入
だが、比較的治りやすいがんの
し、食道、胃、十二指腸を直接観
一つ。早期発見・早期治療が重
察します。
要。
男性がかかりやすいがん
２日分の便を調べて、便に血が
で、５０歳代から増え始める。治
混じっているかどうか調べま
療しやすいが、患者数は増加傾
す。
向にある。
胸部X 線検査は、息を大きく吸
い込み肺を膨らませて、肺のレ
ントゲン写真を撮ります。
喀痰検査は、３日分の痰を調べ
てがん細胞がないか調べます。

もっとも死亡者数が多いが
んのため、検診による早期発見
が非常に重要。男性喫煙者が肺
がんになる確率は非喫煙者の
４.５倍になる。

視診は、膣鏡で、子宮頸部を観
察します。細胞診は、子宮頸部
をやさしくこすり、細胞を採取
します。

ヒトパピローマウイルス(HPV)
が原因で発症し、年間約１万人
がかかる。３０～４０歳代に

視触診 超音波検査

視触診は、ある程度の大きさの
３０歳以上の女性 がんの発見に限られるため、超
※マンモグラフィは、内地での 音波（エコー）検査を行います。
み実施(無料クーポン券の申し 皮膚にゼリーを塗って、胸に超
込み必要)
音波をあてます。

多いがん。
３０歳代から増えはじめ、日本
人女性の１２人に１人がか

かる。治りやすいがんの一つだ
が、転移しやすく、油断のできな
いがん。

※１ 喫煙指数は、1 日の喫煙本数×喫煙年数で計算されます。
（例：１日20 本を20 年吸っていた場合・・・20×2０=4００）

保健師：日本人の２人に 1 人が「がん」にかかっています。そして３人に 1 人が「がん」で亡くな

クジラの伝言板

っています。自覚症状がないのに「がん」が進行している場合もあるので、定期的な検診
で早期発見・早期治療をしましょう。
クジラ：自覚症状がなくても受診することが大切なんだね。さっそく申し込みしよう！
保健師：申し込みお待ちしています。

村民課福祉係
2－3939
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行

日付 曜日

事

予

定

日付 曜日

日

月

予

定

16 月
個人住民税(村・都民税)(第３期）、国民健康保険税(第３期)、
介護保険料(第３期)および後期高齢者医療保険料(第２期)の納期限

2

事

インフルエンザ予防接種（父島）

入港日

1

行

シロアリ対策事業（第３回）申込期間（～27日）

17 火

出港日
行政相談所の開設
乳幼児計測会（母島）

眼科専門診療（父島）（～6日）
第43回小笠原村健康診断（父島）（～23日）

3

火

18 水 育児学級（歯科の会）（母島）（～19日）
文化の日

出港日

4

水

19 木

母島巡回労働相談

都ノヤギ排除/インフルエンザ予防接種（父島）

防災行政無線による全国一斉の緊急情報伝達試験

5

木

定期予防接種

20 金

村ノヤギ駆除

村ノヤギ駆除
インフルエンザ予防接種（母島）
都ノヤギ排除

講演会「アルコール依存症について知ろう～正しい知識と対応～」申込〆切

西島外来植物除去ボランティア募集〆切
オンライン講演会「オガサワラカワラヒワ：日本で最も絶滅の危機にある固有の鳥」（母島）

都ノヤギ排除

6

金

21 土

インフルエンザ予防接種（母島）
都ノヤギ排除

入港日

7

土

公認心理師による子育てセミナー（母島）

入港日

22 日

公認心理師による子育て個別相談（母島）（～8日）

原付免許実技講習

令和２年度高圧ガス・液化石油ガス国家試験

8

日

公認心理師による子育て個別相談（父島）（～10日）

23 月
勤労感謝の日

眼科専門診療（母島）（～9日）/インフルエンザ予防接種（父島）

シロアリ対策事業（第３回）（父島）（～26日）

公認心理師による子育てセミナー（父島）

9

月

10 火

保存水の配布/小笠原高等学校授業公開週間(～14日)

安全運転管理者等法定講習会
出港日
インフルエンザ予防接種（父島）

24 火

国有林の森林生態系保護地域入林簡易講習会申込〆切

出港日

25 水

未来に残そう青い海・小笠原海上保安署図画コンクール展示会（～15日）

11 水

12 木

村民相談
村ノヤギ駆除

都ノヤギ排除

26 木

インフルエンザ予防接種（母島）
乳幼児健診・歯科健診（父島）
都ノヤギ排除

都ノヤギ排除/インフルエンザ予防接種（父島）

27 金

小笠原諸島森林生態系保護地域部会（小笠原部会）申込〆切
芝税務署によるｅ-Ｔａｘ（電子申告）の利用相談および年末調整等の個別相談予約〆切(父島)

シロアリ対策事業（第３回）（母島）（～12/3）/電話による無料法律相談

インフルエンザ予防接種（父島）

13 金

保健所・精神保健福祉巡回個別相談申込〆切
オンライン講演会「オガサワラカワラヒワ：日本で最も絶滅の危機にある固有の鳥」（父島）

入港日

28 土

都ノヤギ排除

子ども茶道教室/講演会「アルコール依存症について知ろう～正しい知識と対応～」（母島）

西島外来植物除去ボランティア/電話による無料法律相談
芝税務署によるｅ-Ｔａｘ（電子申告）の利用相談および年末調整等の個別相談(父島)

入港日

14 土

保健所・精神保健福祉巡回個別相談（母島）

29 日

講演会「アルコール依存症について知ろう～正しい知識と対応～」（父島）

耳鼻咽喉科専門診療（父島）
第43回小笠原村健康診断（母島）（～16日）

小笠原村緊急生活支援金10月分の申告期限

日商簿記検定

小笠原諸島森林生態系保護地域部会（小笠原部会）

15 日 有料老人ホーム『太陽の郷』入居申込〆切 30 月

保健所・精神保健福祉巡回個別相談（父島）
年末調整等説明会および消費税の軽減税率制度説明会(母島)
芝税務署によるｅ-Ｔａｘ（電子申告）の利用相談および年末調整等の個別相談(父島・母島)

