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今月の表紙写真
28年間伊豆諸島をつないだ「かめりあ丸」は

６月８日が最後の航行となります。

住民課よりお知らせ ②
臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金のご案内 ③
求人のお知らせ ③
産業・環境課からのお願い ④

東海汽船からのお知らせ ④

なくそう就職差別　問われる企業と社会の人権感覚 ⑤

東京都島嶼町村一部事務組合からのお知らせ ⑥

６月のカレンダー ⑥

今月号の主な内容

男 性 女 性 （　）内は前月比

世帯人

平成 26 年５月 1 日現在

306 168
163 143

（＋８）

 （＋６） （＋10）

 ありがとう ありがとう

　かめりあ丸　かめりあ丸

（＋16）
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住民課よりお知らせ 問い合わせ先  住民課　☎ 9-0011

子ども広場開催のお知らせ
　日　時：６月３日（火）・17日（火）9:30 〜11:00

　場　所：勤労福祉会館

　パパ・ママ・赤ちゃんの

　交流の場です。

リハビリ教室のお知らせ
　日　時：６月９日（月）13:00〜デイホームの方

   　　　　　　15:00〜一般の方

 ６月10日（火） 9:00〜老人会の方

　場　所：利島村高齢者在宅サービスセンター

※一般の方は予約制となっておりますので、あらかじ

めお申し込みください。

救急講習のお知らせ
昨年度、ヘリポート・地域交流会館・勤労福祉会館・

保育園に AED を導入しています。

村民の皆様には、緊急時に正しく使用していただ

けるよう、ぜひこの機会に講習を受けてください。

　日　時：６月28日（土）13:00 〜16 :30ごろまで

　講習内容：心肺蘇生やAEDの使い方

　費　用：教材費として200円程度の自己負担が
あります。

　申込方法：６月９日（月）までに、住民課 権
ごん

瓶
びん

まで
ご連絡ください。

※ 人数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。

心身障害者（児）巡回相談のお知らせ
巡回相談では、身体・知的障害者手帳の交付を申

請したい方や、障害程度の更新・補装具の交付を

受けたい方を対象に、心身障害者福祉センターの

医師が判断を行ないます。相談を希望される方は、

ご記入いただく書類がありますので、住民課まで

お申し込みください。

　月　日：９月11日（木）［予約締切：７月３日（木）］

　場　所：村役場２階

　実施機関：東京都心身障害者福祉センター

※予約制となっております。相談を希望される方は、必

ず住民課まで予約をお願いいたします。また、希望者が

いない場合は中止となりますので、ご了承ください。

乳幼児の栄養教室
栄養士による赤ちゃんのための栄養教室を開催します。

　日　時：６月20日（金）10:00 〜11:00

　場　所：勤労福祉会館　和室

　対　象：０歳〜２歳まで

※ おやつが出ますので、ぜひお越しください。

住民健診の申し込みのお知らせ
国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されて

いる方は、６月 23 日（月）〜30日（月）までに申

し込み用紙を役場住民課までお持ちください。

心理士による子どもの発達相談
子育てについて心配や不安なことがあれば、お気

軽にお越しください。

　日　時：６月３日（火）9:30 〜11:00

　場　所：勤労福祉会館

第２回 介護予防事業（はつらつ教室）のお知らせ

＜栄養教室を開催します＞
栄養士による、栄養改善のお話をいたします。

　日　時：６月19日（木）10:00 〜11:00

　場　所：社会福祉協議会

　対　象：65 歳以上の方

　申込方法：６月９日（月）までに、担当 権
ごん

瓶
びん

までご
連絡ください。

※ 無料でお弁当がつきますので、ぜひお越しください。

　（要申し込み）

いつも高齢福祉行政事務にご理解・ご協力を賜

り、まことにありがとうございます。

４月広報に掲載いたしました「日常生活圏域ニー

ズ」調査票には、52 通の回答がありました。

皆様からいただきましたアンケートをもとに、

今後の福祉行政に反映させていただきます。

ご協力ありがとうございました。

「日常生活圏域ニーズ」の調査に
ご協力ありがとうございました
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臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金のご案内

●臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金とは
平成 26 年 4 月から消費税率が 8％へ引き上げられたことに伴い、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、
暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金を支給することとなりました。

●臨時福祉給付対象者
平成 26 年度分市町村民税（均等割）が課税されない方が対象です。
（ただし、ご自身を扶養している方が課税されている場合や、生活保護制度の被保護者となっている場合な
どは対象外です）

●子育て世帯臨時特例給付対象者
平成 26 年 1 月分の児童手当・特例給付の受給者で、平成 25 年度中の所得が児童手当の所得制限額
に満たない方が対象です。
（ただし、臨時福祉給付金対象となる児童の場合や、生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象
外です）

●給付額
○給付対象者１人につき 1 万円
○給付対象者の中で下記に該当する方は 5,000 円を加算
　・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
　 ・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など
　※複数の加算措置に該当する方の場合も、加算される額は１人 5,000 円までとなります。

●申請手続
○申請先は、基準日（平成 26年 1月 1日）において住民登録がされている市町村となります。
○申請・支給手続については、７月ごろを予定しております。決定次第、広報等でお知らせします。

問い合わせ　住民課 ☎ 9-0011

村役場から お知らの求人 せ
●勤労福祉会館事務補助員
７月から働いていただける方を募集しています

　職　　種：勤労福祉会館事務補助

　仕事内容：勤労福祉会館事務作業、電話応対、
来館者の対応（図書等の貸し出し、
ボウリング等機械操作）等

　勤　務　日：１週間のうち２日〜５日程度

　勤務時間：  ① 9:00～13 :00 までの４時間

 ②13:00～17 :00 までの４時間

 　　　　　  （16:00 までも可）

なお、勤務時間については上記以外でも相談
に応じます。

　賃　　金：1,150 円／時間

●夏休みプール監視員
　職　　種：夏休みプール監視員

　仕事内容： プールの監視、プール及び周辺の美化・
清掃等

　勤務時間：① 9:30 ～ 12 :00までの 2.5 時間

  ② 13 :00 ～16 :30までの 3.5 時間

　応募資格：50 ｍ以上泳げる方

16 歳以上の健康な方

　賃　　金：1,150 円／時間

問い合わせ　勤労福祉会館 ☎ 9-0046
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東邦航空４月の運行状況

全就航率      90.0％　

東海・神新汽船４月の運行状況

全就航率　80.0％（昨年 64.9％）

東海汽船からのお知らせ
これまで、運航状況の案内として「条件付き」という表現を用いていましたが、お客さまへより分かりやす
く案内することを目的とし、「条件付き」という案内を廃止いたしました。

今後の案内表現は

「条件付き」→「天候状況により着岸できない場合がございます」となります。
ご乗船の際は、お間違いのないようくれぐれもご注意ください。

◎「捨てず、増やさず、飼うなら一生」動物は

責任と愛情をもって最期まで飼いましょう。

　ただし、村営住宅でペットを飼うことはでき

ません。

◎使わなくなった家電などは家の敷地などに置

きっぱなしにせず、リサイクルに出しましょう。

◎リサイクルステーションへの搬入は、産業・

環境課へ連絡後搬入してください。

◎使用済自動車は、早めに引取申込依頼をし、

車検切れ前にリサイクルを行ないましょう。

◎ダストボックスへ出すごみは、回収日当日朝

に出しましょう。また、分

別表のとおり分別をお願い

します（分別表がない方は

お手数ですが産業・環境課

までご来庁ください）。

◎皆さんお使いのダストボックスは、各自片づ

けをお願いいたします。

◎村が設置している浄化槽で、使用休止となっ

ている浄化槽をお使いになる際は、事前に使

用再開の届けを出してください。使用されて

いる際に疑問等があれば、産業・環境課まで

お問い合わせください。

◎浄化槽周囲については、除草をしてください。

◎６月 30 日は浄化槽使用料の第１期分納期で

す。忘れずお支払いください。

環境課産業・
から お願いの

今年のサマージャンボ宝くじは、
 1 等・前後賞合わせて 6 億円

1等４億円 ×26 本
 （発売総額 780 億円・ 26 ユニットの場合）
前後賞各１億円×52 本
 （発売総額 780 億円 ・ 26 ユニットの場合 )

サマージャンボミニ
6000 万も同時発売

 1等 6,000 万円×90 本
 （発売総額 270 億円 ・  ９ ユニットの場合 )
この宝くじの収益金は、市町村の
明るく住みよいまちづくりに
使われます。

発売期間は

７月 4日（金
）

 

７月25日（金
）

〜

抽せん日は
８月５日（火）

今年のサマー
は

今年のサマー
は６億円億円！！！！

　でっかい夏
をまるかじり

！
　でっかい夏

をまるかじり
！

今年のサマー
は

今年のサマー
は６６億円億円！！！！

　でっかい夏
をまるかじり

！
　でっかい夏

をまるかじり
！
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就職は、生活の安定や労働を通じた社会参加など、人間が幸せに生きていく上で基本となるものです。こ
のため、採用選考は応募者の適性と能力に基づき、公正に行なわれなければなりません。
しかしながら、就職差別につながるおそれの強い身元調査事件や、面接時に本籍地や思想・信条等を聞い
たりといったことが起きています。
東京都では、６月を「就職差別解消促進月間」とし、就職差別をなくし就職の機会均等を確保するため、
東京労働局及びハローワーク等と連携して啓発活動を展開します。
この機会に、就職差別など企業内における人権問題について、ぜひ一緒に考えてみませんか。

◆月間事業
〇人権問題啓発映画会
　・日　　　時：６月 10日（火）
 13:30 ～ 16:20 まで
 無料、事前申し込み制

　・場　　　所：台東区生涯学習センター２階ミレニアムホール（定員 300 名）
 東京都台東区西浅草 3-25-16

　・映　　　画：① 「みんなで語ろう！ 公正な採用選考」
② 「ヒーロー」
③ 「逃げ遅れる人々　東日本大震災と障害者」

　・この映画会のお問い合わせは（公財）東京都人権啓発センター　☎ 03-3876-5372

〇講演と映画の集い
　・日　　　時：６月 27日（金）
 14:00 ～ 16:30 まで
 無料、当日先着順受け付け

　・場　　　所：新宿区立新宿文化センター大ホール（定員 1,000 名）
 東京都新宿区新宿 6-14-1

　・講演テーマ：「新卒者を取り巻く情勢」
　・講　　　師：小杉礼子氏（独立行政法人 労働政策研究研修機構 特任研究員）
　・映　　　画：「だれにでも開かれていますか？ ～公正な採用選考を求めて」

　・この講演会のお問い合わせは　産業労働局雇用就業部　☎ 03-5320-4649

〇このほか啓発ポスターの掲出、ラジオ等による啓発、区市町村や経済団体への協力要請など、啓発キャ
ンペーンを実施します。

◆問い合わせ
　産業労働局雇用就業部労働環境課　☎ 03-5320-4649
　総務局人権部人権施策推進課　☎ 03-5388-2595

（案）平成26年度「就職差別解消促進月間」事業

なくそう就職差別 問われる企業と社会の人権感覚
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次号は７月初旬に発行の予定です。 URL : http://www.toshimamura.org

今月のカレンダー
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

 高速船Ｊ Ｆ あぜりあ
下田行き  高速船Ｊ Ｆ あぜりあ

新島行き  高速船Ｊ Ｆ あぜりあ
下田行き  高速船Ｊ Ｆ あぜりあ

新島行き  高速船Ｊ Ｆ  高速船Ｊ Ｆ あぜりあ
下田行き  高速船Ｊ Ｆ大型船

かめりあ
あぜりあ
新島行き

 高速船Ｊ Ｆ大型船
かめりあ

あぜりあ
下田行き  高速船Ｊ Ｆ あぜりあ

新島行き  高速船Ｊ Ｆ あぜりあ
下田行き  高速船Ｊ Ｆ あぜりあ

新島行き  高速船Ｊ Ｆ  高速船Ｊ Ｆ あぜりあ
下田行き  高速船Ｊ Ｆ あぜりあ

新島行き

 高速船Ｊ Ｆ あぜりあ
下田行き  高速船Ｊ Ｆ あぜりあ

新島行き  高速船Ｊ Ｆ あぜりあ
下田行き  高速船Ｊ Ｆ あぜりあ

新島行き  高速船Ｊ Ｆ  高速船Ｊ Ｆ あぜりあ
下田行き  高速船Ｊ Ｆ あぜりあ

新島行き

 高速船Ｊ Ｆ あぜりあ
下田行き  高速船Ｊ Ｆ あぜりあ

新島行き  高速船Ｊ Ｆ あぜりあ
下田行き  高速船Ｊ Ｆ あぜりあ

新島行き  高速船Ｊ Ｆ  高速船Ｊ Ｆ あぜりあ
下田行き  高速船Ｊ Ｆ大型船

さるびあ
あぜりあ
新島行き

 高速船Ｊ Ｆ大型船
さるびあ

あぜりあ
下田行き  高速船Ｊ Ｆ大型船

さるびあ
あぜりあ
新島行き      

歯科診療・検診
予約受付開始
8:15 ～診療所

子ども広場
9:30 ～ 11:00

子ども広場
9:30 ～ 11:00

粗大ごみ回収日
13 日までに産環課ま
で回収依頼が必要

保健所主催の衛
生講習会
14 :30 ～勤労福祉会館

2014年 ６月

可燃 不燃
資源 可燃 可燃

可燃 不燃
資源 可燃 可燃

不燃
資源可燃

可燃ごみ 不燃ごみ
資源ごみ

大型船
かめりあ

大型客船
かめりあ丸

可燃 不燃
資源 可燃 可燃

可燃 不燃
資源 可燃 可燃

東京都島嶼町村一部事務組合からのお知らせ

平成 25年度 東京都島嶼町村一部事務組合情報公開実施状況の公表
東京都島嶼町村一部事務組合の情報公開制度（平成 18 年度 条例第９号）は、島しょ９町村の住民の組合行政
への参加をより一層推進するとともに、組合の公正な運営を確保することを目的に制定され、毎年１回の情報
公開実施状況を公表することになっています。
平成 25 年度の情報公開実施状況を、次のとおり公表いたします。

平成 25 年度東京都島嶼町村一部事務組合情報公開実施状況
　　公開請求件数 2 件
　　公開決定件数 2 件（一部公開決定を含む）

問い合わせ　東京都島嶼町村一部事務組合総務課庶務係　担当：鈴木　☎03-3432-4961

定期予防接種
診療所午後休診

歯科診療・検診
９日～13日

リハビリ教室
13:00 ～高齢者在宅
サービスセンター

デイケア
9:00 ～勤労福祉会館

リハビリ教室
9:00 ～高齢者在宅
サービスセンター
耳鼻咽喉科専門診療
10日午後～ 12日

デイケア
9:00 ～勤労福祉会館

有害ごみ回収日
（電池・蛍光管）

住民税第 1期分
納期限
浄化槽使用料第
１期分納期限

定期予防接種
診療所午後休診

救命講習
13:00 ～交流会館

可燃

大型船
さるびあ

大型客船
さるびあ丸

高速船
Ｊ Ｆ

高速船
ジェットフォイル

あぜりあ
下田行き

あぜりあ丸
下田直行便

あぜりあ
新島行き

あぜりあ丸
3島経由下田便

イブニングケア
16:00 ～交流会館

かめりあ丸
最終入港日


