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（沼津小学校２年）
図工が大好きです。

壱岐市の定住人口は減少傾向です。持続可能な社会を目指して、島民の一人ひとりが活動す
る必要があります。
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の目標のうち、目
ＳＤＧｓは、地球が存続してい

本には無関係なようですが、実は

子どももいます。そんな問題に対

そんなこともありません。きちん

え方を持っています。

して、どうすれば壱岐の安全・安

くために、やみくもに利益をあげ

「 経 済 」「 社 会 」「 環 境 」 の ３ つ

心な食材を届けられるか？といっ

と バ ラ ン ス の 良 い 食 事 が で き ず、

のバランスを考えて、地球上の全

たことを皆さん一人ひとりが考え

ようとするのではなく、社会や環

ての人が、いつまでも安心して暮

栄養が偏って健康を維持できない

標２は「飢餓をゼロに」です。日

たとえば、

17

【地球がいつまでも存続するた
めに、世界中で合意された

界 共 通 の 目 標 】（ 左 上 参 照 ） の こ
とです。

なぜ今ＳＤＧｓなの？
資本主義社会で利益を追求して
きた結果として、過労死に至る超
過労働や児童労働が強いられるな
ど、弱者が報われない社会になっ
てしまっています。また、環境破
壊や地球温暖化も招いてしまって

環 境

社 会
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境も大切にしましょうねという考

います。

経 済

ＳＤＧｓ（えすでぃじーずっ
） て何？

持続可能な社会を実現！

「誰一人取り残さない」

Sustainable Development Goals
持続可能な開発目標
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資料）国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所（平成30年推計）を基に作成
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え す で ぃ じ ー ず

みんなで取り組む SDGs

る。それがＳＤＧｓに取り組むと
いうことになります。
は「海の豊かさを守

そのモデル事業では、スマート

農業（※）への取り組みや、地域の

皆さんとの対話会によるコミュニ

ケーション、様々な最先端技術を

また目標

ろう」です。壱岐の海辺にもたく

取り込んだ暮らしやすい社会を目

ただし、ＳＤＧｓは行政だけが

さ ん の ゴ ミ が 流 れ 着 い て い ま す。
きらめるのではなく、プラスチッ

取り組むものではありません。今

指していきます。

クをたくさん使っている自分たち

後も広報いきをはじめ様々な形

外国から流れ着くゴミだからとあ

の行動にも目を向ける必要がある

で、ＳＤＧｓについてお伝えして

〈出前講座のご案内〉

みんなで取り組む SDGs

「SDGs って何か？ 壱
岐市の取り組み」につ
いての講座をご用意し
ています。お気軽にご
相談ください。

※ ロボット技術や情報通信技術（ＩＣＴ）
な ど を 活 用 し て、 省 力 化・ 精 密 化 や 高
品質生産を可能にする農業

しましょう。

来ることを考え、いっしょに行動

いきます。皆さん一人ひとりが出

と思いませんか？

壱岐市のＳＤＧｓとは？
箇所の

☎ 48-1137

SDGs 未来課

お問い合わせ

壱岐なみらいプロジェクト
高校生が発案した「ヒロイキ（ゴミ拾い）」イベント

壱 岐 市 は『 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ 未 来 都 市 』
に選ばれ、さらに全国で

10

モデル事業自治体にも選定されて
います。
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地震や火山の噴火、 大雨、 洪水、 暴風、 高潮、 竜巻等、自然の力や気象が原因で引き起こされる災害の
ことを「自然災害」と言います。自然災害は、 初夏から秋にかけて発生しやすく、 人命や人間の社会的活動
に被害が生じる現象です。
災害から自らの命、 家族を守るために日頃から災害に対する備えを行い、 災害時は気象庁などが発表する
防災気象情報を有効に活用し、 早め早めの防災行動をとるようにしましょう。

【土砂災害ってなに？】
大雨などにより山やがけの土砂が崩れたり、崩れた土砂が雨水や川の水と混じって流れてきたりすることによっ
て、家や道路、田畑が土砂で埋まったり、人命が奪われたりする災害を「土砂災害」と呼びます。
土砂災害は、発生の仕組みや土砂の動き方から、大きく「がけ崩れ」「地すべり」「土石流」の 3 つに分類する
ことができます。

土砂災害の種類
特
徴
主な前兆現象

がけ崩れ

地すべり

土

石

流

斜面の地表に近い部分が、雨水の浸透
や地震等でゆるみ、突然崩れ落ちる現
象。 崩れ落ちるまでの時間がごく短い
ため、人家の近くでは逃げ遅れも発生
し、人命を奪うことが多い。

斜面の一部または全部が、地下水の影
響と重力によってゆっくりと斜面下方に
移動する現象。 土のかたまりの移動量
が大きいため、大きな被害が発生する。

山腹や川底の石、土砂が長雨や集中豪
雨などによって一気に下流へと押し流さ
れる現象。 時速 20 ～ 40km という速
度で一瞬のうちに人家や畑などを壊滅
させる。

・がけにひび割れができる。
・小石がパラパラと落ちてくる。
・がけから水が湧き出る。
・湧き水が止まる、または濁る。
・地鳴りがする。

・地面のひび割れや陥没
・がけや斜面から水が噴き出す。
・井戸や沢の水が濁る。
・地鳴りや山鳴りがする。
・樹木が傾く。
・亀裂や段差が発生する。

・山鳴りがする。
・急に川の水が濁り、流木が混ざり始
める。
・腐った土の匂いがする。
・降雨が続くのに川の水位が下がる。
・立木が裂ける音や石がぶつかり合う
音が聞こえる。

【土砂災害から身を守る３つのポイント】
土砂災害から身を守るためには、私たち一人ひとりが土砂災害に対して日頃から備えておくことが重要です。こ
こでは、土砂災害から身を守るために最低限知っておくべき３つのポイントを紹介します。

①お住まいの場所が土砂災害警戒区域か確認しましょう
過去に発生した土砂災害の実績による指定基準を基に、現 市内の土砂災害警戒区域指定状況（H31.3.22 現在）

（単位：箇所）

在、長崎県が土砂災害のおそれのある区域を「土砂災害警
戒区域」として指定を進めています。お住まいの場所が土砂
災害警戒区域に指定されているか、長崎県砂防課のホーム
ページなどで確認しましょう。また、日頃から危険箇所や避
難場所、避難経路も確認しましょう。

長崎県砂防課ホームページ

「災害危険箇所・災害警戒区域情報」

町名

土石流警戒区域

急傾斜警戒区域

うち特別警戒区域

うち特別警戒区域

郷ノ浦町

3

3

298

295

勝本町

9

5

539

533

芦辺町

15

13

971

927

計

27

21 1,808

1,755

※石田町については、現在、長崎県において現地調査を実施しています。
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②防災・気象情報を入手しましょう
大雨による土砂災害発生の危険度が高まった時は
「土砂災害警戒情報」が発表されます。雨が降り出し
たら、テレビやラジオ、気象庁ホームページ等から
最新の気象情報を把握し、災害に備えた早めの準備
を行いましょう。また、市では、緊急告知放送、壱
岐市ケーブルテレビ、壱岐 FM ラジオ放送、ホーム
ページ、防災メール（※登録が必要）、緊急速報「エ
リアメール」、フェイスブック、ツイッター等でお知
らせします。

防災メール登録方法

防災メールを受け取る場合は、
登録が必要です。
以下のいずれかの方法で登録して
ください。
① 市ホームページにアクセス

② 右の QR コードを読み込んで空メールを
送信する
③ 下記のアドレスを直接入力して空メール
を送信する

iki-mail@emp.ikkr.jp

③大雨時、特に土砂災害警戒情報が発表されたら早めに避難しましょう
大雨時、特に土砂災害警戒情報が発表されたら、早めに近くの避難所等の安全な場所に避難しましょう。高齢の
方など、避難に時間がかかる人は、移動時間を考えて早めに避難することが大事です。
市では、土砂災害発生の危険度が高まった場合、避難勧告などの避難情報を発令しますが、夜間や豪雨などで避
難所への避難が困難な際は、近くの頑丈な建物の 2 階以上に緊急避難したり、家の中でがけから離れた部屋や 2
階等の少しでも安全な場所に移動しましょう。

気象状況
大雨の数日～
約１日前
大雨の可能性が
高くなる

大雨の半日～
数時間前
雨が降り始める

気象庁の情報
警報級の
可能性

大雨
注意報

市町村の対応
●心構えを一段高める

大雨に
関する
気象情報

●職員の連絡体制を確認
●今後の気象状況に注意
●災害準備体制

（連絡要員を配置、防災気象情報を把握）

●災害注意体制

（避難準備・高齢者等避難開始の発令を
判断できる体制）

●避難準備・高齢者等避難開始

雨が強さを増す

（発表中の注意報に、夜間に警報発表の
可能性が高いと記載されている場合）

●避難準備・高齢者等避難開始

大雨の数時間
～２時間程度前

（台風の暴風域に入る前に）

●災害警戒体制

（避難勧告の発令を判断できる体制）

大雨が一層
激しくなる

大雨
広い範囲で
数十年に一度の 特別警報
大雨
（土砂災害）

記録的短時間大雨情報

大雨警報

（土砂災害）

土砂災害警戒情報

大雨となる

●土砂災害発生の危険度
が高まっているメッシュ
内の土砂災害警戒区域
等に避難勧告
●災害対策本部設置
●最大危険度のメッシュ内
の土砂災害警戒区域等
に避難指示（緊急）
●特別警報の住民への周
知
●メッシュ情報を参照し、
避難指示（緊急）等の対
象区域を再度確認

住民の行動等 Point
気象情報やハザードマップを確認

備えは
大丈夫？

●心構えを一段高める
●土砂災害警戒区域等の危険な
箇所を把握
●避難場所や避難ルートを確認

最新の情報を把握して、災害に備えた早めの準備を

●発表中の注意報に、夜間に大雨警報発表の可能性が高いと記載
されている場合は、土砂災害警戒区域等にお住まいで避難行動
に支援を必要とする方は、
早めの避難

Point

土砂災害警戒区域
土砂災害警戒区域等にお住まいの方 等にお住まいの方
は地元市町村からの避難情報に留意 は早めの行動を！

するとともに「土砂災害警戒判定メッ
シュ情報」を確認し、速やかに避難

●大雨警報や土砂災害警戒情報の基準への到達が予想されるメッ
シュでは、土砂災害警戒区域等の外の少しでも安全な場所に避難

既に重大な災害が発生していてもおかしくない極めて
危険な状況

●避難しようとしたときに屋外に出るとかえって生命に危険が及ぶ
と判断した場合は、少しでも命が助かる可能性が高い行動として
屋内の高いところで山からできるだけ離れた部屋等で待避

数十年に一度のこれまでに経験したことがないような異常事態

●地元市町村から発令されている避難情報に直ちに
従うなど適切な行動を！
●これより前の段階で、最大危険度のメッシュが出現
するまでに避難を完了しておくことが重要

〈出前講座のご案内〉
防災に関する出前講座をご用意しています。詳しくは、市ホームページ「壱岐市協働のまちづくり
出前講座メニュー」をご覧ください。
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神々の島 壱岐ウルトラマラソン2019 開催決定！！
今年で第４回となる壱岐ウルトラマラソンを 10 月 19 日㈯に開催します。
例年、市民皆様の応援がランナーから大変好評をいただいています。今年もあたたかい応援を
お願いします。また、大会運営に際して、市民皆様のご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。
「ふるさと納税」による申し込みも開始しました。島外にお住いのご家族やご友人にもお知らせ
ください。

●大会スケジュール

10月19日㈯
●コース図

午前 5 時～
午前11 時～

100km の部スタート
50km の部スタート

会場：壱岐の島ホール
会場：壱岐島開発総合センター

※このマップは４月３日現在のものです。一部変更になる場合があります。

お問い合わせ

壱岐ウルトラマラソン事務局（観光課）☎ 48-1130
〈公式ホームページ〉

http://www.iki-ultra.jp/
広報いき 2019.6
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お問い合わせ
7
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観光課

☎ 48-1130

管財課財産管理班

令 和 元 年 度

やまさき けん た ろう

山崎 健太朗（石田町出身）
【趣 味】映画鑑賞
〈抱

負〉

８年ぶりに壱岐に帰ってきました。
壱岐市民の方々の力となれるよう
尽力します。よろしくお願い致し
ます。

新規採用職員を
紹介します

政策企画課地域創生・人口減少対策班

SDGs 未来課地域班

寳来

江坂

ほうらい

とし き

惇貴（石田町出身）

【趣 味】読書
〈抱

負〉

え ざか

【趣 味】旅行
〈抱

壱岐市民の皆さまのお役に立てる
よう、一生懸命頑張っていきます。
よろしくお願いします。

ゆき の

幸乃（勝本町出身）
負〉

市民の皆様や地域に貢献できるよ
う、日々精進してまいります。よ
ろしくお願いいたします。

市民福祉課地域福祉班

市民福祉課市民班

山内

山下

やまうち

れ

な

鈴奈（石田町出身）

【趣 味】ランニング・読書
〈抱

負〉

未熟者ではありますが、市民の皆
様の為に精一杯働いていきたいと
考えています。よろしくお願いし
ます。

やました

こう じ

晃司（郷ノ浦町出身）

【趣 味】音楽鑑賞
〈抱

負〉

壱岐市の皆様のお役に立てるよう、
日々精進していきます。よろしく
お願いします。

こども家庭課幼保連携推進班

市民福祉課障害者地域活動支援センター

内山

渡邉

うちやま

とも み

友美（郷ノ浦町出身）

【趣 味】世界遺産めぐり
〈抱

負〉

未来を担う子ども達をはじめ、壱
岐市の皆様のお力になれるよう、
日々精進していきます。

わたなべ

さち こ

幸子（福岡県出身）

【趣 味】読書・野球観戦
〈抱

負〉

福祉の専門職として研鑽を積み、
壱岐市民の方々の生活向上に微力
ながら努めたいと思います。

こども家庭課石田こども園

こども家庭課武生水保育所

眞辺

下条

ま なべ

しん ご

信吾（勝本町出身）

【趣 味】野球・釣り
〈抱

負〉

子ども達と一緒に、元気に笑顔で
頑張ります。信頼される職員にな
れるように頑張りたいと思います。

しもじょう

あや

彩（芦辺町出身）

【趣 味】ドライブ
〈抱

負〉

出身地である壱岐市で働くことが
でき、とても嬉しく思います。信
頼される職員になれるよう、一生
懸命頑張ります。

保護課保護班

こども家庭課石田こども園

里吉

長岡

さとよし

しん ご

真悟（石田町出身）

【趣 味】フットサル
〈抱

負〉

これまでの社会人としての経験や
知識をこれからの壱岐市のために
活かし、皆さまのために頑張りま
す。

ながおか

ゆう か

優花（芦辺町出身）

【趣 味】音楽・DVD 鑑賞
〈抱

負〉

生まれ育った壱岐で働けることが
とても嬉しいです。信頼される保
育教諭になれるよう日々努力しま
す。
広報いき 2019.6
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保険課国保・後期・年金班

税務課市民税班

川上

安永 光太郎（石田町出身）

かわかみ

あおい

葵（郷ノ浦町出身）

【趣 味】クラリネット
〈抱

負〉

【趣 味】野球・サッカー
〈抱

市民の皆様から信頼していただけ
るような職員になれるよう頑張っ
ていきます。よろしくお願いしま
す。

負〉

市民の皆様に信頼される職員にな
れるように、日々の業務に全力で
取り組んでいきます。

農林課農林畜産班

環境衛生課環境衛生班

浦川 潤一郎（芦辺町出身）

西

う ら が わ じゅんいちろう

【趣 味】野球
〈抱

にし

なお と

直人（芦辺町出身）

【趣 味】ソフトテニス

負〉

〈抱

市民の皆様のお役に立てるよう
日々の業務に精一杯取り組んでい
きます。よろしくお願いいたしま
す。

負〉

壱岐がより過ごしやすくなるよう
に、一生懸命頑張ります。よろし
くお願いします。

建設課土木班

建設課用地班

土肥

後藤

ど

ひ

こうせい

弘聖（勝本町出身）

【趣 味】ツーリング
〈抱

負〉

ご とう

たけ し

健志（郷ノ浦町出身）

【趣 味】スポーツ全般
〈抱

壱岐に住むすべての人の役に立て
るよう、一生懸命頑張りたいと
思います！ よろしくお願いしま
す！

負〉

市民の皆様がより住みやすい街と
なるように、日々努力してまいり
ます。よろしくお願いします。

教育委員会那賀幼稚園

教育委員会郷ノ浦幼稚園

久原

小田 しおり（芦辺町出身）

く ばら

なお こ

直子（芦辺町出身）

【趣 味】好きなものあつめ
〈抱

負〉

消防本部
たか の

髙野

れ

つ

廉土（芦辺町出身）

【趣 味】体を動かすこと
〈抱

負〉

こ じま

な

な

み

小嶋 那奈美（郷ノ浦町出身）
【趣 味】ランニング
〈抱

だ

【趣 味】旅行

負〉

消防職員としての自覚を持ち、壱
岐のみなさんに少しでも貢献でき
るよう頑張ります。

広報いき 2019.6

負〉

子ども達と共に成長していけるよ
う頑張ります。よろしくお願いし
ます。

消防本部
やまかわ

山川

ゆう と

雄翔（郷ノ浦町出身）

【趣 味】球技・ドライブ
〈抱

壱岐市の職員として、精一杯頑張
りますので、よろしくお願いしま
す。

消防本部

お

〈抱

これから出会う子ども達の一人ひ
とりを大切にし、笑顔いっぱいの
毎日を過ごしていきたいと思いま
す。

9

やすなが こう た ろう

負〉

消防士として壱岐市に貢献できる
よう日々の訓練を頑張りたいと思
います。

消防本部
よしむら

吉村

まさあき

勝彰（芦辺町出身）

【趣 味】トレーニング
〈抱

負〉

市民の方々の安心安全を守るため
微力ながら頑張ります。

壱岐市政だより
壱岐市まちづくり協議会について
問

SDGs未来課地域班 ☎48-1137

市民皆様が主体となる協働のまちづくりの実現に向けて「まちづくり協議会」の設立
を推進し、支援します。
１．なぜ、「まちづくり協議会」が必要なの？
人口減少、少子高齢化が進み、生活スタイルや価値観の多様化など社会状況は大きく
変化し、地域が抱える問題も複雑・多様化しています。また、防災・防犯をはじめ、地
域の皆さんが連帯して、お互いに助け合うことの重要性がますます高まっています。
このような中、お互いの理解を深め、今ある組織（自治公民館・消防団・青年会・婦人会・老人会・PTA など）
をベースに協力し、次のような地域の問題について解決を図ることが大切になります。
【地域の問題】
○高齢者世帯の増加

○通院や買い物に困っている

○担い手が不足している

２．「まちづくり協議会」はどのような組織なの？
〈イメージ図〉
【範 囲】小学校区を１単位として組織
【構成員】地域に居住している人、地域内で働く人や学ぶ人、
自治公民館
地域コミュニティ組織、事業者・各種団体 等
各種団体
【活 動】地域住民との情報共有を行い、地域における問題
を見つけて、その解決に向けて地域が一体となっ
老人会
て取り組みます。

○空き家が増加している

事業者

青年会

まちづくり協議会
PTA

など

婦人会
消防団

青少年育成協議会

など

３．「まちづくり協議会」への支援
人（集落支援員）・場所（拠点施設）・資金（まちづくり交付金）の３つの視点からまちづくり協議会の活動を
支援します。また、地域での話し合いの場の段階から、SDGs 未来課及び地域担当職員が積極的に支援していき
ます。
４．「まちづくり協議会」設立に向けて準備を進めましょう。
小学校区ごとに、まちづくり協議会について説明会を開催しています。各地域において、幹事会・設立準備委
員会を設立し、地域の問題を見つけて、解決に向けた取り組みについて話し合いをしましょう。幹事会・設立準
備委員会については、次号以降でお知らせします。

「スポーツ安全保険」のご紹介

スポーツ活動はもちろん、文
化活動、ボランティア活動など
を行う４名以上のアマチュアの
団体を対象とした保険です。加
入対象者及び団体の活動の種類
によって区分があります。
【申込方法】
社会教育課及び各事務所に加入依頼書があります。
また、インターネットでの加入受付も行っていま
すので、詳しくはスポーツ安全協会のホームページ
をご覧ください。

問

問

社会教育課生涯学習班 ☎45-1113
スポーツ安全協会 長崎県支部 ☎095-845-2926

壱岐市コミュニティ施設改修費等
補助金について
政策企画課企画班 ☎48-1134

自治公民館等が管理する集会所等のコミュニティ
施設において、高齢者や障がい者等の利便性の向上
及び施設の耐久性の向上並びに安全性の確保のため、
自治公民館等が実施するコミュニティ施設の改修等に
要する経費について補助する制度を創設しました。詳
しくは政策企画課企画班にお問い合わせください。
○バリアフリー化工事
【補助率】補助対象経費（30 万円以上 100 万円
以内）の 5 分の 3
○耐久性向上化工事
【補助率】補助対象経費（10 万円以上 100 万円
以内）の 5 分の 2
広報いき 2019.6
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問

政策企画課地域創生・人口減少対策班 ☎48-1134

お二人の新しい生活のスタートを応援するため、結
婚されて市内で生活されるご夫婦に、新居の購入費や
家賃、引越費用の一部を補助します。

国民年金基金のお知らせ
問

保険課国保・後期・年金班 ☎45‒1157
長崎県国民年金基金 長崎支部 ☎0120-65-4192

国民年金基金は、国民年金に上乗せして加入し、節
税しながら、より充実した年金を受けられる積立方式
の公的な年金です。
【加入できる方】
○国民年金の第１号被保険者
（20 歳～ 60 歳未満の方）
（※保険料免除や猶予の方など、一部加入できない
場合があります。）
○国民年金の任意加入者（※加入期間が 40 年未満
の方や海外在住の方）
【特 徴】
①掛金は、全額「社会保険料控除」の対象で税金が
軽減されます。また、一時お休みや増減もできます。
②万一の時は、ご遺族に一時金が支払われます（Ｂ型を除く）。
③受け取る年金は終身が基本で、その額は生涯変動しません。
11
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総務課総務班 ☎48-1111

功績がたたえられ、次の方が叙勲を受章されました。
旭日単光章
なかむら

中村

地方自治功労

ひとみ

瞳さん（勝本町 88 歳）

昭和 58 年６月に勝本町議会議員に
初当選以来 20 年９か月、さらに平成
16 年３月の合併後においても壱岐市議会議員として
１年４か月、通算して 22 年１か月という永きにわ
たり議会議員を務められました。
自らの PTA 会長の経験を活かした教育改革の推
進、漁業者の声を代弁し、燃油に対する補助の必要
性を粘り強く訴えるなど、住民の視点に立った細や
かな提言は、公共の福祉と地方自治の振興に多大な
貢献をされました。
また、壱岐郡４町合併協議、公立病院（当時）の
山積する課題や移転問題など、その時々の壱岐全体
に関わる大きな問題に果敢に取組まれるなど、現在
の壱岐市の礎を築かれる大きな役割を果たされ壱岐
市の発展に多大の功績を残されました。

平成31年４月分からの
年金額について
問

【補助金額】最大 30 万円
【補助対象】
新婚世帯が市内で住宅を購入、賃借するための費
用及び引越費用
※住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費及び引
越費用
※引越費用は、引越業者または運送業者へ支払う費用
【補助対象条件】
○夫婦共に婚姻日における年齢が 34 歳以下であること
○世帯の平成 30 年中における所得が 340 万円未満
であること
※所得証明書等をもとに算出した世帯の所得から貸与
型奨学金の年間返済額を控除した金額
○居住先が住民基本台帳に住所として記録されている
こと
○他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
○夫婦のいずれも公務員でないこと など
【申請期限】令和４年３月 31 日㈭ まで
その他ご不明な点は政策企画課地域創生・人口減
少対策班にお問い合わせください。

功績をたたえて
問

結婚新生活支援補助金について

保険課国保・後期・年金班 ☎45‒1157
長崎北年金事務所 ☎095-861-1354

平成 31 年４月分（６月 14 日支払分 ※１）から
の年金額は、法律の規定により、平成 30 年度と比
べ 0.1% の増額となります。
また、平成 31（令和元）年度の在職老齢年金（※２）
に関して、60 歳台前半（60 歳～ 64 歳）の支給停
止調整変更額と、60 歳台後半（65 歳～ 69 歳）と
70 歳以降の支給停止調整額については、法律に基
づき以下のとおり 47 万円に改定されます。
なお、60 歳台前半の支給停止調整開始額（28 万円）
については変更ありません。
平成30年度 平成31
（令和元）年度
60歳台前半の
支給停止調整開始額

28 万円

28 万円

60歳台前半の
支給停止調整変更額

46 万円

47 万円

60歳台後半と70歳以降の
支給停止調整額

46 万円

47 万円

（※ 1）令和元年５月分以降の年金が全額支給停止となる
方などについては、５月 15 日にお支払いします。
（※ 2）在職老齢年金の詳しい計算方法は、日本年金機構
ホームページをご覧いただくか、長崎北年金事務
所へお問い合わせください。

壱岐市政だより
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介護保険料の軽減強化について
問

保険課介護保険班 ☎45‒1157

10 月から消費税率が 10％に引き上げられることに伴い、低所得者の方への保険料の軽減強化を行います。
保険料段階

第２段階
第３段階

市民税非課税世帯

第１段階

対 象 者
生活保護受給者
前年の合計所得金額と課税年金収入額
が 80 万円以下の方
前年の合計所得金額と課税年金収入額
が 80 万円超 120 万円以下の方
前年の合計所得金額と課税年金収入額
が 120 万円を超える方

割

合

年間保険料

【変更前】基準額× 0.45
【変更後】基準額× 0.375

【変更前】33,100 円
【変更後】27,600 円

【変更前】基準額× 0.60
【変更後】基準額× 0.55
【変更前】基準額× 0.75
【変更後】基準額× 0.725

【変更前】44,200 円
【変更後】40,500 円
【変更前】55,300 円
【変更後】53,400 円

※基準額 73,700 円
介護保険料を年金からの引き落としで納めている場合、引き落とし額への適用は 10 月からです。
なお、年間保険料額は６月中旬頃に通知（郵送）します。

後期高齢者医療保険料の軽減特例見直しについて
問

保険課国保・後期・年金班 ☎45‒1157

低所得者に対する保険料均等割額の軽減見直し

75歳以上（※）で医療保険料の均等割９割軽減の皆様へ
（※）65 歳以上の方で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している方も対象になります。
高齢者医療保険料の均等割について、これまで９割軽減と
（例）年金収入 80 万円以下の方
なっていた方は、本来の軽減割合は７割軽減で特例として軽減
平成30年度
平成31年度
が上乗せされてきましたが、今年度、８割軽減に変わります。
介護保険料については、今年度、所得の低い高齢者への保険
９割軽減
８割軽減
（月平均380円納付）
（月平均760円納付）
料の負担軽減が強化（月平均 450 円軽減）されます。所得の
低い年金受給者の方へは、今年 10 月から、年金生活者支援給
保険料の納付額
（２割）
保険料の納付額（１割）
付金（基準額月 5,000 円）の制度が始まります。
○介護保険料軽減は半年度分の軽減額を年度平均した額です。課税者が同居している場合は対象外となります。
○老齢年金生活者支援給付金（補足的な給付を含む）の場合、支給要件（65 歳以上で老齢基礎年金を受給中、
世帯全員の市町村民税が非課税、前年の年金収入額と所得額の合計が 879,300 円以下）を全て満たす必要が
あります。金額は保険料を納めた期間等により異なり、基本的に 10、11 月分を 12 月（年金の支払日と同日）
に振込みます。
○医療保険料を年金からの引き落としで納めている場合、引き落とし額への適用は 10 月からです。
【お問い合わせ】
○後期高齢者医療制度について ･････ 保険課国保・後期・年金班 ☎ 45-1157
○介護保険について ･･･････････････ 保険課介護保険班 ☎ 45-1157
○年金生活者支援給付金について ･･･ ねんきんダイヤル ☎ 0570-05-1165
被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減見直し

後期高齢者医療制度の加入時に健康保険等（国民健康保険・国民健康保険組合は除く）の被扶養者であった方は、
後期高齢者医療制度の資格取得後 2 年間は均等割額が 5 割軽減となります。
均等割額

平成 30 年度
５割軽減

平成 31 年度
資格取得後２年間に限り５割軽減

※世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計によっては、低所得者に対する軽減措置が適用される
ことがあります。
なお、年間保険料額は 7 月中旬頃に通知（郵送）します。
広報いき 2019.6
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６月は「不正改造車排除強化月間」です
我が国の自動車保有台数は、平成 30 年 12 月末現在で 8,195 万台を超えて
おり、自動車が国民生活に欠かせない移動手段となっている一方、交通事故の
多発及び交通量の多い地域における自動車の排出ガス、騒音等による環境の悪
化が深刻な社会問題となっています。
特に、窓ガラスへの着色フィルムの貼付、誤認を招く灯火の色の変更、土砂等を運搬するダンプのリアバン
パの切断・取り外し、騒音の増大を招くマフラーの切断・取り外し及び基準不適合マフラーの装着等の不正改
造を施された車両は、国民生活の安全を脅かし、他人に迷惑をかけるものとして、その排除が求められています。
また、大型車の速度抑制装置（スピードリミッター）の解除又は不正な改変等の不正改造が社会的な問題となっ
ており、生活の安心を確保するためにも、その排除が喫緊の課題となっています。
国土交通省では、このような状況を改善し、車両の安全確保及び環境保全を図ることにより、国民の安全、
安心を確実に確保していくため、今年度においても関係省庁、自動車関係団体等と協力して、「不正改造車を排
除する運動」を全国的に展開することとし、特に 6 月を「不正改造車排除強化月間」として一層強力に取り組
むこととします。
皆様もぜひ、この機会に不正改造車の防止についての理解を深めていただき、その排除にご協力ください。
詳しくは、自動車点検整備推進協議会ホームページ（http://www.tenken-seibi.com/）をご覧ください。
迷惑黒煙・不正改造車に関する情報提供は、下記までお寄せください。

安全確保と公害防止のために
お問い合わせ

の

ュー
シ
マ

際

国

員
流

交

危険です。迷惑です。クルマの不正改造。

九州運輸局 長崎運輸支局 整備部門

Making ‘Ohana in Iki
オ ハ ナ

皆さん、「令和」という言葉は聞き慣れましたか？ ア

13

☎ 095-839-4749

’Ohana とは（ハワイ語）

日本語ではよく「家族」と認識されていますが、
血縁関係だけでなく、同じ地域で支え合って生活
する家族のような信頼関係を意味します。

み事や流行り、人気なテレビ番組、音楽、ファッション

メリカには日本で使われるような元号の概念がなく、西

トレンド、スラングなど 30 年間の文化も示しています。

暦のみで、80 年代、90 年代など 10 年ずつ世代を区切

私は日本に来る前に「平成」という言葉を聞いたこと

り、
「時代」を思い起こします。例えば、60 年代といえば、

がなかったので、「私は平成生まれだ」と言っても少し

アメリカ人はだいたいベトナム戦争、アポロ 11 号、マー

距離を感じてしまいました。ほぼ 20 年は海外で暮らし

ティン・ルーサー・キング・ジュニアの「私には夢がある」、

ていたので、その間に生きてきた経験は「平成」と関係

ビートルズなどを思い浮かべます。政治・経済・文化な

がなかったのです。しかし、壱岐で暮らしながら日本の

ど、その時代の大きな出来事が「60 年代」という言葉

文化や「当たり前」を少しずつ学んでいます。少しずつ、

に含まれています。同じように日本人の皆さんが「昭和」

自分の思い出を「平成」とつなぎ、時間を取り戻してい

という言葉を耳にすれば、連想するイメージがいくつか

る気がします。幸いなことにだんだんその距離感がなく

思い浮かぶのではないでしょうか？

なってきました。

逆に「平成」といえば、イメージは想像しにくいで

日本で令和を迎えるこ

しょうか？ つい最近の歴史は掴みにくいとよく言われ

とができ、時代が変わる

ますが、時間が経てば経つほどより客観的に見えるよう

ことも実感しました。今

になってくる傾向があるそうです。５年後に平成を振り

の時代に何が待っている

返ってみると何が一番心に残っているでしょうか。元号

のかわからないのですが、

は、もちろん時を数えるという実用的な役割を果たして

思い切り自分の体と心で

いるのですが、さらに、日本の社会における独自の考え

感 じ、 良 い 思 い 出 を た

方や価値観も表現しています。つまり「平成」はただの

くさん作っていきたいと

名称ではなく広い意味合いのものであり、その時代の悩

思っています。
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開け！健康のトビラ
今月の
健康づくりメッセージ

2019

30 回かんでへらそうむしばきん


【石田小学校

お問い合わせ 健康増進課（芦辺庁舎）☎ 45-1114

吉永

柚希（よしながゆずき）】

※対象年齢になりましたら、個人通知をします。
詳しい内容は、健康増進課へお問い合わせください。

乳幼児の予防接種
予防接種

接種対象年齢（※標準的な接種年齢）

Ｂ型肝炎
ヒ
ブ
小児用肺炎球菌
４種混合
Ｂ Ｃ G
麻しん風しん
混
合
水

結婚・妊娠・子育て
応援サイト

痘

日本脳炎

不活化ポリオ

実施方法等

１歳未満（※生後２か月～９か月未満）
生後２か月～５歳未満（※生後２か月～７か月未満）
★接種開始年齢によって回数が異なります。

期間：通年実施

生後３か月～７歳６か月未満（※生後３か月～１歳未満）

会場：市内指定医療機関

１歳未満（※生後５か月～８か月未満）

「壱岐市予防接種のお知ら
せ」、市ホームページ等でご
２期：小学校入学前の１年間（平成 25 年４月２日～平成 26 年４月１日生）
確認ください。
１歳～３歳未満（ただし、水痘に罹っていない方が対象）
●必ず予防接種を受ける３
１期：生後６か月～７歳６か月未満（※３歳～４歳）
日前までに、医療機関へ
２期：９歳～ 13 歳未満
予約をしてください。予
特例措置対象者：平成７年４月２日～平成 19 年４月１日生まれの方で、 診票は医療機関にありま
す。
20 歳の誕生日の前日までの間
１期：１～２歳未満

生後 3 か月～７歳６か月未満で３種混合接種が完了し、ポリオワクチ
ン接種が完了していない方
最初から４種混合を接種している方は接種する必要はありません。

※医療機関での接種では、診療の状況でお待ちいただく場合がありますので、ご了承ください。

他市町村から転入された妊婦さんは、
健康増進課までご連絡ください。

乳幼児の健康、妊婦・育児相談
項

目

実施日

受付時間

母子健康手帳の交付及び妊婦相談

月～金（祝日除く）

８：30～17：15 随時

乳児健診

11日㈫ 28日㈮

13：00～13：30

１歳６か月児健診

６日㈭

13：00～13：30

３歳児健診

27日㈭

13：00～13：20

乳幼児歯科相談

６日㈭

８：30～11：00 ※８：30開場

壱岐の島ホール

すくすく育児相談

24日㈪

13：30～15：30

壱岐こどもセンター

24 時間電話を通して健康をお届けします

健康テレホンサービス

毎年６月は食育月間

会

場

健康増進課窓口（芦辺庁舎内）
壱岐の島ホール
※対象者には個人通知します。

毎月19日は食育の日

朝９時から翌朝９時まで24時間、同じ内容のテープが流れます（3分間）

月心臓が原因で起こる脳梗塞を予防しましょう

６月
のテーマ

火腰部脊椎管狭窄症の手術治療
水心雑音を指摘されたら

健康的な食の
あり方を考える

季節や地域の
料理を味わう

木
「水いぼ」
とは
金入れ歯の着色はどうすればいいの？
土・日高齢男性の排尿困難・尿閉

電 話・フリーダイヤル
（携帯電話不可）


0120-555-203

「食べる力」＝「生きる力」を育む
食育

実践の環（わ）を広げよう

長崎095-826-5511

長崎県保険医協会

誰かと一緒に
食事をしたり、
料理をする

食べ物の収穫を
体験する

広報いき 2019.6
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ごっとり壱岐の話題。け ね や ね

長

４月20日土

献穀田お田植え祭

ピックアップニュース
K E N E YA N E P I C K U P N E W S

崎県神社庁壱岐支部主催による献穀田お田植え祭が、石田
町筒城仲触において執り行われました。米作りを通じて日

本の伝統や文化を見つめ直すとともに、地域社会との関わりを通
じて子どもたちに豊かな心を育んでもらうことを目的としており、
今回で 30 回を迎えました。早乙女と田男の衣装に身を包んだ子
どもたちが水田に一列に並び、慣れた手つきで丁寧に早苗を植え
付け、農作物の豊作と農作業等の安全を祈願しました。

４月21日日

第35回瀬戸浦凧揚げ大会

瀬

戸浦会青年部主催による第 35 回瀬戸浦凧揚げ大会が少弐
公園で行われました。各団体や子どもたちが心を込めて作

成した個性豊かな凧が、会場に集まった地域の方々の歓声と拍手
を受け空高く舞い上がりました。

４月25日木

壱岐イルカパーク＆リゾート リニューアルオープン

平

成 7 年に開園した壱岐イルカパークが、「壱岐イルカパーク＆リゾート」として
施設や体験プログラムを一新しリニューアルオープンしました。カフェスペース

や図書スペースでイルカたちを眺めなが
らゆったりとした時間を過ごすことがで
きるほか、イルカと触れ合えるプログラ
ムも更に充実したイルカパーク＆リゾー
トへぜひお越しください。

15
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対象者
内容

料 問

場所
申し込み

対 内

場 申

時 定

日時
定員

料金
締め切り
お問い合わせ

平成31年度
税務職員
（高等学校卒業程度）
募集
【受験資格】

１．平成 31 年４月１日において高等学校又は中等教育

学校を卒業した日の翌日から起算して３年を経過し
ていない者及び令和２年３月までに高等学校又は中
等教育学校を卒業する見込みの者

２．人事院が１に掲げる者に準ずると認める者

【受付期間（インターネット申込の場合）】

６月 17 日午前９時から６月 26 日まで［受信有効］
○インターネット申込専用アドレス

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

○原則、インターネット申込をしてくだ
さい。ただし、インターネット申込が

できない環境にある場合には、希望す
る第 1 次試験地を管轄する国税局（国
税事務所）に問い合わせてください。

【試験日】

〈第１次試験〉９月１日㈰
問

〈第２次試験〉10月９日から10月18日のうち指定する日
壱岐税務署総務課

☎ 47-0315

福岡国税局人事第二課試験研修係☎ 092-411-0031

壱岐地域医療安全相談センターについて
医療に関する患者・家族等の苦情や相談を受ける窓口

を保健所内に設置し、中立的な立場で相談者に助言や相
談先の紹介を行うとともに、必要に応じて医療機関への
情報提供、指導等を行っています。

相談は直接保健所に来所いただくか電話、E メール、

名での相談もお受けしています。

【相談対象例】

①医療上又は医療内容のトラブルに関する助言

あなたの困りごとを一緒に考えます
～自立相談支援事業をご利用ください～
生活全般に関する困りごとを抱えている場合は、壱岐

市生活相談支援センターにご相談ください。まわりに仕
事の問題、家庭の問題、経済
的な問題などで悩みを抱えて

いる人がおられましたら、ご
連絡・ご相談ください。専門

の支援員が、解決に向けた支
援を行います。

▶︎秘密は必ず守ります

ご相談いただいた内容については、了解のないまま他

機関などに伝えることは一切ありません。
▶幅広いご相談に応じます

失業、借金、ニート、ひきこもり、障がい、仕事が

続かない、家計のやりくりなど、幅広いご相談に応じ
ます。

▶相談料は無料です

相談料の負担はありません。お気軽にご相談くださ

い。

▶個別的、継続的に対応します

困りごとやお悩みについて、担当者がお話を伺いなが

ら、一緒に課題解決に取り組みます。自立支援計画を作
成し、課題が解決するまで、切れ目なく継続したご相談
に応じます。

▶訪問でのご相談に対応します

電話や面談だけでなく、ご希望により訪問でのご相談

もお受けします。

▶地域の関係機関・団体と連携します

行政や地域の関係機関・団体と連携しながら、支援が

必要な方の生活全体のご相談に応じ、個々の課題に対応
した支援へとつなげていきます。
問

FAX などでお受けします。相談は無料です。また、匿

Kurashi no Keijiban

壱岐市生活相談支援センター

☎ 45-0048FAX.45-0068

②医療機関に対する不安や疑問、苦情の相談

③医療機関の機能、設備、診療科目等の情報提供
④セカンドオピニオンや病状説明の受け方
⑤情報開示に関する情報提供

⑥相談内容に応じた関係機関の紹介
（注）なお、当センターでは、特定の医療機関の評価や紹介、医師の診断や

検査が正しいか否かの判断、医療事故や民事訴訟の解決・仲裁・犯罪
の捜査、保健所医師によるセカンドオピニオンは対応できません。

問

壱岐地域医療安全相談センター（壱岐市郷ノ浦町本村触
620-5壱岐保健所内） ☎ 47-0260 FAX.47-6357

月 曜日から金曜日（祝日を除く）午前９時から正午
まで、午後１時から午後５時 45 分まで

広報いき 2019.6
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石田図書館からのお知らせ

郷ノ浦図書館・石田図書館のホームページができました！

●６月上映会のお知らせ

図書館だより

市ホームページ（トップページ＞お役立ちリンク集）からもご
覧いただけます。

毎月１回上映会を行っており、入場は無料です。
皆様のお越しをお待ちしています。
日
場

時６月22日㈯ 午後１時 30 分から（52 分）
所シアタールーム

上映作品『トムとジェリー２』

①夜中のつまみ食い

②ただいまお昼寝中

③土曜の夜は 他（全７話）
●課題図書のお知らせ

トムとジェリーの
本もあります。


（貸出可能）

『トムとジェリーのたのしい世界の国旗ずかん』

河出書房新社編集部／編
『トムとジェリーの海のいきものナンバーワン』

宮内哲也／作画

第 65 回青少年読書感想文全国コンクール・第 63 回西日本読書感想画コンクール・第 47 回長
崎県読書感想文コンクールの指定図書を 1 冊ずつ入れます。ぜひ、ご利用ください。
〈お問い合わせ〉 石田図書館

☎ 44-8800 【開館時間】午前９時から午後６時まで 【休館日】毎週水曜日・毎月第３金曜日

社会教育課掲示板

『壱岐市子ども読書活動推進計画』を
策定しました！

平成 13 年に「子どもの読書活動の推進に関する法律」が
制定され、「すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所に
おいて自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的に
そのための環境の整備が推進されなければならない。」という
基本理念のもと、地方自治体における読書活動推進の責務が
明らかにされました。その後、国、県において５年ごとに「子
ども読書活動推進計画」が策定されています。
壱岐市においても「壱岐市子ども読書活動推進計画」を策
定し、子どもが読書を通して幅広い知識を身につけ、感性豊
かで人間味あふれる壱岐っ子に成長することを願って、この計
画を基に推進していきます。

【計画の期間】
2019 年度から 2023 年度までの５年間
【計画の基本的視点】
⑴ 各読書活動機関の連携・協力
⑵ 発達段階に合わせた考え方
⑶ 家 庭、地域、各読書活動機関を通じた
子どもの読書活動の推進
⑷ 読書活動推進のための環境整備・充実
市内各図書館または市ホームページで閲覧できます。
【市ホームページ】
トップページ＞組織から探す＞社会教育課＞
図書館＞郷ノ浦図書館
〈お問い合わせ〉 社会教育課生涯学習班

観覧料（税込） 一般 500円、高校生以下 100円、年間パス会員 300円

開催日を6/9
（日）
から
6/22
（土）
へ変更させて
いただきます。
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● “ おはなし会 ” に来てみま
せんか？
毎月１回日曜日、読み聞か
せグループ「おはなしバルー
ン」さんのおはなし会を開催
しています。参加する子ども
の年齢に合わせた、たのしい
読み聞かせです。たくさんの
ご参加をお待ちしています。
※日 程等は図書館へお問い合
わせください。

☎ 45-1113

Mayor's Column
市 長 コ ラ ム

防災対策に万全の備えを
要望していたもので、今回、中村知
事をはじめとする関係皆様のご高配

及び一般社団法人 九州経済連合会

であります。九州・山口９県の知事

により本市での開催が実現したもの

１度」と表現される豪雨に１週間の
をはじめ各経済団体の役員等、総勢

年に

夏本番を前に、今年も梅雨の季節
年 に、
「

うちに２度も見舞われ、市内各地の

本 市 で は、 平 成

がやってきました。

公共土木施設、農地・農業用施設等

るとともに、日頃の備えや災害発生

よりでしたが、自然の脅威を痛感す

幸い人的被害がなかったことが何

る諸課題の対応等に向けた協議が行

日の日程で、地方創生をはじめとす

の離島開催となる本会議は、１泊２

今の会議形態となってからは、初

約１５０名の皆様が来島されます。

時の組織体制の構築、関係機関との

われることとなっております。

に甚大な被害を受けました。

連携の重要性等を改めて認識したと

地方創生、そして有人国境離島法

年を記念して「防災サミット」を本

うに主要な会議が離島である本市で

多く抱える長崎県において、このよ

性が改めて認識される中で、離島を

の施行等、離島の国家的役割の重要

市で開催し、本市と姉妹都市である

開催されることは大変意義のあるこ

周

諏訪市の金子市長をはじめ９市町か

とと考えております。

昨年 月には壱岐市市制施行

ころです。

ら市長、副市長等のご参加をいただ

今回の開催を本市のＰＲに繋がる

き、 基 調 講 演 や パ ネ ル デ ィ ス カ ッ
ションにより災害対策のあり方を議

絶好の機会と捉え、おもてなしの心
化、経済振興へと繋げてまいります。

で対応するとともに、さらなる活性

論し、防災サミット宣言を行いまし
た。
近年複雑多様化する自然災害等に
対 し、
「防災は行政の最大の責務」
を念頭に、今後も防災対策に万全を

回

さ て、 ６ 月 ４ ～ ５ 日 に、
「第

期してまいります。
１５３回九州地方知事会議・第

九州地域戦略会議」
が、
壱岐の島ホー
ルで開催されます。

こ

み

い ち は ら

29

これは、以前から長崎県に対して

【場
【内

（あい）
I
カフェスタッフ

時】 毎月 19 日 午前 10 時から午後２時まで
（※ 19 日が水曜日の場合、マリンパル壱岐が定休日のため、翌日 20 日となります。）
所】 マリンパル壱岐
容】 認知症相談、健康相談、血圧測定、各種測定、栄養指導に関する試食の提供など
※参加無料

【日

未湖
市原

50
15
35

〈Go 郷カフェお引越しのお知らせ〉
昨年度、たくさんの方にお越しいただき、大好評だっ
た Go 郷カフェが、今年度は石田町にお引越しします。
お越しいただいた方々、楽しい時間をありがとうござ
いました！
石田町への引越しに伴い、名前も『 （あい）カフェ』
I
に変わります。今までのように、認知症相談や健康相談、
血圧測定ができます。月ごとに測定内容が変わります
のでお楽しみに♪ちなみに、６月は血管年齢測定です！
『 （あい）カフェ』は６月
I
20 日㈭からスタートしま
す！ どなたでもご参加できますので、お買い物ついで
やお散歩ついでにお気軽にお立ち寄りください。お待
ちしています♪

こんにちは。健康運動プラ
ンナーの市原です。
今年度も介護予防教室で
チェアヨガ教室を行っていま
す。ありがたいことにすでに
昨年度の３倍以上の予約が入っています！ 初めて伺う
サロンも多いので、たくさんの方にお会いできるのを
楽しみにしています♪そして、今年度はチェアヨガ４
回シリーズも行っています！ 肩こり冷え改善や転倒予
防など、高齢者によくある不調をテーマに教室を行っ
ています。まだまだ予約は受け付けていますので、単
発でも４回シリーズでもお気軽に保険課地域包括支援
センター（☎ 45-1197）にご相談ください☆

11

チェアヨガ教室予約受付中！

健康運動プランナー

『 （あい）カフェ』
I

18
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６月

生まれ

に

な まち ♪
た
り

に し

おたんじょうびおめでとう

こ う

し

と の が わ

平田昊士朗くん

11日

さ

殿川

龍一さん・加津美さん

12日

（石田町池田西触）

き

吾朗さん・沙耶さん

14日

（郷ノ浦町庄触）

え い

翔太さん・裕理さん

17日

（芦辺町国分本村触）

と

大樹さん・えり子さん

（石田町印通寺浦）

い

お

（勝本町勝本浦）

い

日

こ

に し

14日

と

将士さん・直子さん

（郷ノ浦町片原触）

銃砲刀剣類登録審査会についてお知らせします。
６月３日㈪
９月２日㈪
12 月２日㈪
３月２日㈪

い し や ま

石山てまりちゃん

は ら か わ

原川

27日

ゆ い

と

嶋

要さん・理奈さん

た つ

き

龍希くん
龍之介さん・惇美さん

14日

（勝本町仲触）

（郷ノ浦町東触）

「１歳になりまちた」
に登場しませんか？
写真の提出期限は、１歳
になる月の前月の１日ま
でとなっています。詳しく
は総務課（☎48-1111）
まで。
い と は

純花ちゃん
美紗貴さん

（郷ノ浦町郷ノ浦）

お問い合わせ
長崎県教育庁学芸文化課 ☎ 095-894-3384
場

午後４時まで

（勝本町勝本浦）

し ま

結斗くん

時

午後１時から

直樹さん・圭子さん

10日

（芦辺町箱崎大左右触）

小西

一叶くん

令和元年度長崎県銃砲刀剣類登録審査会の開催について
第１回
第２回
第３回
第４回

ろ う

大輔さん・麻奈美さん

7日

り

雄三さん・志津江さん

長嶋

26日

た

！
！

ぼ

な が し ま

瑛翔くん

り ん

いっぱい でね♡
遊ん

ば ら

久原

や



く

き

遥輝くん

く

べて
いっぱい食
ぞ
大きくなる

は る

（郷ノ浦町麦谷触）

大久保伊央里ちゃん

じぃじ、
ばぁば

大好き♡

16日

おお

紗生ちゃん

ばぁば、
じぃじ、
んな大スキ♡
み

は し も と

橋本

竜平さん・美佳さん

4日

（^o^）

ろ う

つ ち

土谷凛汰朗くん

♡
ハッピー
毎日、
兄ちゃん
たちには

た

つ き

彩月ちゃん

ぞ
負けない

なおにい
くうにい

ひ ら

さ

西

大好き♡

遊ぶの大好
き

いっぱい
遊んでね


今月で１歳になるかわいいお子様をご紹介します！

♥

てね☆
かわいがっ

歳

パパ、
ね★
球しよう
野

よろしく
ねぇ♡

Happy
Birthday!!

長崎県庁（行政棟３階

所
307 会議室）

長崎県県北振興局（本館３階 第１会議室）
長崎県庁（行政棟３階 307 会議室）

【当日持参するもの】
①当該銃砲刀剣類
②銃砲刀剣類発見届出済証（新規登録の場合のみ）
③手数料
〈新規登録審査〉１件につき 6,300 円
（登録についての審査を専門家が行うため、審査の結果の登録如何にかかわらず手数料が必要となります。）
〈登録証再交付〉１件につき 3,500 円
※審査会への出席を希望される方は、必ず事前に長崎県教育庁学芸文化課（☎ 095-894-3384）にお電話ください。案
内文書を郵送します。なお、案内文書の持参がない現物確認審査には原則として応じることができません。

今月の表紙

献穀田お田植え祭

人 の 動 き

（４月20日）

石田町筒城仲触において、１年間の豊作を祈願する献穀田お田植え祭が執り行
われ、保護者や地域の方々が見守る中、子どもたちが丁寧に早苗を植え付けま
した。

人口

広報いき 2019.6

26,651 人
男 12,768 人
女 13,883 人

世帯
19

平成31年４月30日 現在

11,666 世帯

出生 16 人
死亡 33 人
転入 193 人
転出 62 人

2019

6月
June

広報

6/1 土

5水

6
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〈花

6木
7金
8土
9日
10 月
11 火
12 水
13 木
14 金
15 土

壱岐市ホームページ

…学校・幼稚園・保育所行事〈掲載依頼分〉

-みなづき -

携帯電話のカメラを使い、左の QR コードを読み取るだけで、簡単に
壱岐市の情報がご覧になれます。

…一支国博物館行事

暦〉花菖蒲（よいおとずれ）

ご覧になれない方はこちらのアドレスをご入力ください。
⇨ https://www.city.iki.nagasaki.jp

…はつらつ元気塾

〈誕生石〉パール（健康、長寿）

今月の行事予定

2日
3月
4火
2019

水無月

※このカレンダーは、５月１日現在のものです。その後の日程等の変更につきましては、ご了承ください。

18 火
19 水
20 木
21 金
22 土
23 日
24 月
25 火
26 水
27 木

長崎県高校総体 ７日まで
特別企画展 中村征夫写真展 海中顔面博覧会 16日まで
（壱岐の島ホール）
10：00～15：00 手話奉仕員養成研修（基礎編）
10：00～／14：00～

いきはくシネマ

第153回九州地方知事会議・第35回九州地域戦略会議
（壱岐の島ホール） 5日まで
14：00～16：00 消費税軽減税率制度説明会（かざはや）
8：00～12：00 柳田地域連携プロジェクト
（田植え、芋さし、大豆・枝豆播種）
（柳田小農園①・②）
10：00～11：30 八幡半島けねやねクリーン作戦
（八幡地区浜本海岸）
10：00～16：00 人権相談（法務局）

第24回あじさい祭（壱岐の島ホール） ９日まで（芸能祭は９日）
14：00～ 壱岐学講座
８：50～ 壱岐サイクルフェスティバル2019（壱岐の島一周特設コース）
志原っ子の心を見つめる教育週間（志原小） 16日まで
鯨伏小ウォークラリー

28 金

10：00 ～ 11：30 はつらつ元気塾（壱岐の島ホール）
14：00～16：00 消費税軽減税率制度説明会（石田改善センター）

●ホームページアドレス

iki-soumu@city.iki.lg.jp

田河っ子の心を見つめる教育週間（田河小） 18日まで
10：00 ～ 11：30 はつらつ元気塾（石田改善センター）
10：00～16：00 人権相談（法務局）
10：00 ～ 11：30

はつらつ元気塾（かざはや）

10：00 ～ 11：30

はつらつ元気塾（つばさ）

中体連陸上・相撲大会
（壱岐の島ホール）
10：00～15：00 手話奉仕員養成研修（基礎編）
10：00～／14：00～ いきはくシネマ

16 日
17 月
◆郷ノ浦：壱岐の島ホール（壱岐文化ホール）☎ 47-4111 ・休館日：水曜日
◆勝 本：壱岐西部開発総合センター
☎ 45-1202（社会教育課）
ふれあいセンターかざはや
☎ 48-3200 ・休館日：月曜日
◆石 田：石田農村環境改善センター
☎ 44-5179 ・休館日：月曜日

枝豆と豆乳の
ポタージュスープ

◆芦

人権相談（法務局）

10：00～12：00
10：00～14：00

健康相談（マリンパル壱岐）
Ｉ（あい）カフェ（マリンパル壱岐）

13：30～ 上映会
（石田図書館）
14：00～ ワークショップ
男女共同参画週間 29日まで
14：00～ 特別講座

10：00 ～ 11：30

10：00 ～ 11：30 はつらつ元気塾（石田改善センター）
10：00～16：00 人権相談（法務局）
10：00 ～ 11：30 はつらつ元気塾（かざはや）
10：30～17：00 年金相談（市役所郷ノ浦庁舎）※要予約
９：00～14：00 年金相談
（市役所郷ノ浦庁舎）※要予約
10：00 ～ 11：30 はつらつ元気塾（つばさ）
10：05～11：45 田河小三世代交流会（田河小）
10：00～15：00

10：00～16：00

19：00～

辺： 一支国博物館
原の辻ガイダンス
壱岐島開発総合センター
クオリティーライフセンターつばさ

１人分

材料《４人分》
〃（飾り用） ８粒
じゃがいも 150g
玉ねぎ １個

今月のヘルスメイトさん
松本 清美さん 中田 德子さん
（郷ノ浦支部）

（勝本支部）

水 400cc
コンソメ顆粒 小さじ2

人権相談（法務局）

令和元年度壱岐市納税表彰式
（壱岐の島ホール）

kcal

枝豆 300g

手話奉仕員養成研修（基礎編）
（壱岐の島ホール）

壱岐焼酎の日

293
枝豆には、鉄分やビタミン、葉酸、カリウム等
が豊富に含まれています。 茹でてミキサーにか
けるだけで簡単に栄養満点のスープができます
よ。枝豆は冷凍保存も可能なので沢山茹でて余っ
たら、さや付きのまま冷凍庫で 1 か月程もちます。

はつらつ元気塾（壱岐の島ホール）

☎ 45-2731 ・休館日：月曜日
☎ 45-2065
☎ 45-3693 ・休館日：火曜日
☎ 45-4500 ・休館日：水曜日

作り方

Ａ

【市章の説明】壱岐市の「ｉ」をモチーフに躍動する曲
線で、飛躍する姿を力強く表現。漢字の「人」で波を表

太陽、緑は自然に恵まれた豊かな暮らしを意味します。

https://www.city.iki.nagasaki.jp
●メールアドレス
現し、出会いと交流をイメージ。赤は活力と未来へ輝く

29 土
30 日
7/1 月
2火
3水
4木
5金

食育の日
10：00～16：00

①枝 豆をさやから出す。（生の場合は塩を
揉み込み茹でてから、さやから出す。）
飾り用の枝豆を８粒程度別にとっておく。
②玉 ねぎは縦半分に切り薄くスライスし、
じゃがいもは 1cm の角切りにする。

③鍋に水、玉ねぎ、じゃがいも、枝豆、コ
ンソメ顆粒を入れ火にかける。じゃがい
バター15g
もが煮えるまで 10 分から 15 分程度煮る。

豆乳 300ml ④じゃがいもが煮えて、玉ねぎが半透明に
生クリーム 60ml
なってきたらＡを入れ煮立たせないよう

塩、こしょう 少々

に温め、塩こしょうで味を整える。

生クリーム（飾り用）20g ⑤④をミキサーにかけ滑らかにする。
（お好みで加減してください） ⑥飾り用の枝豆を飾り、お好みで生クリー
黒こしょう少々（お好みで）

「広報いき」は、見やすく読みまちがえにくいユニ
バーサルデザインフォントを採用しています。

ムと黒こしょうをふって完成。

「広報いき」は、石油系有機溶剤の一部を大豆油に
置き換えたソイインキを使用しています。

