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土砂災害から身を守ろう！
壱岐市の男女共同参画社会実現に向けて
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バレーボールを頑張りたい
です。

特集１

土砂災害から身を守ろう！
地震や大雨、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」といいます。自然災害は初夏から秋にかけて発生しやすく、人命や社会的活動に被害をもたら
します。災害から自らの命、家族を守るために日頃から災害に備え、災害時は気象庁等が発表する防災
気象情報を有効に活用し、早め早めの防災行動をとりましょう。

「警戒レベル４」で全員避難です！

防災情報の伝え方が５段階に

1

警戒レベルを用いた防災情報とは？

災害発生の危険度と、とるべき避難行動を、
住民が直感的に理解するための情報です。
日本では毎年のように、大雨や台風等による洪水や土砂災害、
高潮等が発生し、多くの被害が出ています。
平成 30 年７月豪雨では 200 名を超える死者・行方不明者が発
生するなど、各地で甚大な被害が発生しました。気象庁から注
意報や警報、市町村から避難勧告や避難指示（緊急）など様々
な情報が発信されましたが、受け手である住民に正しく理解さ
れていたかなど、様々な課題がありました。
こうしたことを踏まえ、住民の皆さんが災害発生の危険度を
直感的に理解し、的確に避難行動ができるよう、避難情報や防
災気象情報等の防災情報を５段階の「警戒レベル」を用いて伝
えることとなりました。

2

どの警戒レベルで、どう行動すればいいの？

「警戒レベル３」で高齢者等は避難、「警戒レベル４」で全員避難を
警戒レベルは、災害発生の危険度が高くなるほど数字が大きくなります。警戒レベルが発表されたとき、それぞれの
段階でどのような行動をとればいいのでしょうか。
最大のポイントは、「警戒レベル３」が発令されたら、高齢の方や障がいのある方など避難に時間のかかる方やその支
援者の方は避難し、それ以外の人は避難の準備をすること。そして、「警戒レベル４」が発令されたら、対象となる地域
住民の方々は全員避難することです。
警戒レベル１から順に、市民皆様がとるべき行動をみていきましょう。
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LEVEL

1

「警戒レベル１」災害への心構えを高める

災害発生の危険性はまだ低い段階ですが、気象庁から「早期注意情報」が発表された場合には最新の防災気象情報な
どに留意するなど、災害への心構えを高めてください。
LEVEL

2

「警戒レベル２」ハザードマップなどで避難行動を確認

気象庁から「大雨注意報」や「洪水注意報」が発表され、災害発生に対する注意が高まってきた段階です。ハザードマッ
プで災害の危険性のある区域や避難場所、避難経路、避難のタイミングの再確認など、避難に備え、自らの避難行動を
確認しましょう。

早期注意情報や、大雨注意報・洪水注意報は、気象庁ホームページで確認できます。
■気象庁ホームページ（壱岐市の気象警報・注意報）
https://www.jma.go.jp/jp/warn/f_4221000.html
LEVEL

3

「警戒レベル３」高齢者や要介護者等が避難

壱岐市から「避難準備・高齢者等避難開始情報」が発令された段階です。避難に時間がかかる高齢の方や障がいのある方、
避難を支援する方等は安全な場所へ避難しましょう。また、土砂災害の危険性がある区域や、急激な水位上昇のおそれ
がある河川沿いにお住まいの方も、準備が整い次第、この段階で避難することが強く望まれます。また、それ以外の方
もいつでも避難できるように準備をしましょう。

避難情報の発令状況は、市ホームページや NHK ホームページ等でも確認できます。
■壱岐市ホームページ（災害時にはトップページに避難情報を掲載します。）
https://www.city.iki.nagasaki.jp

■ NHK ホームページ（壱岐市の防災・減災情報）

https://www.nhk.or.jp/kishou-saigai/city/disaster/42210004221000
LEVEL

4

壱岐市
ホームページ

NHK
ホームページ

「警戒レベル 4」
対象地域住民の全員避難

壱岐市から「避難勧告」や「避難指示（緊急）」が発令された段
階です。対象地域の方は全員速やかに避難してください。災害が発
生するおそれが極めて高い状況等で、指定緊急避難場所への避難は
かえって命に危険を及ぼしかねないと判断する場合には、近隣の安
全な場所への避難や、建物内のより安全な部屋への移動等の緊急避
難を行ってください。
また、避難指示（緊急）は必ずしも発令されるものではなく、地
域の状況に応じて、緊急的に、または重ねて避難を促す場合に発令
されるものですので、避難勧告が発令され次第、避難してください。
LEVEL

5

「警戒レベル 5」
“ 命を守るための最善の行動を ”

壱岐市から「災害発生情報」が発令された段階です。すでに災害が
発生している状況ですので、命を守る最善の行動をとってください。
警戒レベル５になってからでは、安全な避難が難しい場合があり
ます。地域の皆さんで声を掛け合って、また、空振りをおそれずに、
レベル３、レベル４の段階で安全・確実に避難を終えましょう。

「避難」とは「難」を「避」けること、つまり「安全を確保すること」です。安全な場所にいる人は、
避難場所に行く必要はありません。
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６月 23 ～ 29 日は
男女共同参画週間です。

特集２ 壱岐市の

令和２年度のキャッチコピー

「そっか。いい人生は、いい時間の使い方なんだ。」
「ワクワク・ライフ・バランス」

男女共同
参画社会

壱岐市では、男女共同参画社会の実現に向け様々な
活動に取り組んでいます。

男女共同参画社会とは？
性別に関わりなく、互いに人権を
尊重しながら責任も分かち合い、
個性と能力を十分に発揮できる
社会のことです。

実現に向けて

壱岐市女性人材バンク【つばきぽけっと】登録者を募集しています！

まちづくりをするうえで、男性、女性どちらの意見も重要なので、

女性人材バンクへの登録対象

会議は男女同じ比率で開催するのが望ましいのですが、市の審議会や

市内にお住まい又はお勤めをされている
委員会は男性の委員が多い状況です。それは、委員を選任する時に委 18 歳以上の方で、壱岐市の政策等に関心
を持ち、市の審議会等の委員として活動
員になってくださる女性を見つけるのが困難なことも影響しています。 する意欲がある方

そこで壱岐市では、委員になってくださる女性を登録する制度をつ

くりました。登録者は少しずつ増えています。「委員になってもいい」
「市の施策に関わりたい」という方は、ぜひ登録してください。
あなたの思いを市政に反映させませんか。

●委 員に選任され、会議に出
席された場合、報酬が支給
されます。
詳 しくは、政策企画課にお
問い合わせください。

相談窓口のご紹介

ひとりで悩んでいませんか？ 壱岐市及び長崎県では、下記のとおり相談窓口を設けて
います。秘密は守りますので、ひとりで抱え込まず、ご相談ください。

●ストーカー ●パートナー
●セクハラ ●家庭 ●職場
相談内容
子育てや DV、
離婚に関すること

●仕事
●健康

●配偶者や恋人からの暴力（DV）
●人間関係 など……

相談窓口名称
壱岐市福祉事務所
母子・父子自立支援員

長崎県警察本部

ストーカー・DV相談
性犯罪被害 110 番

ストーカー、DV に 民間団体
長崎
関すること
DV防止ながさき

電話番号
48-1117
080-8361-3138

（メール）
iki-hito@docomo.ne.jp

0120-110-874
095-832-8484

080-2794-8022

DV相談ナビ
（お近くの相談窓口を自動音声によりご案内し
ます。）

0570-0-55210

職場や家庭､ 人間
関係など､ どこに 長崎県
男女共同参画
相談してよいか分 推進センター
からないとき

長崎こども・女性・障害者
支援センター内
佐世保こども・女性・障害
者支援センター内
一般窓口
（女性相談員が相談をお受
けします。）
男性専用窓口
（男性相談員が相談をお受
けします。）

平日（年末年始を除く）
午前８時 30 分から午後５時 15 分まで

095-820-0110
（内線 3034・3044） 年中無休 24 時間

佐世保

こどもや 女 性、 障
がいのある方に関 配偶者暴力相談
すること・DV に関 支援センター
すること

受付時間

095-846-0560
095-846-0565
0956-24-5125

月・水曜日 午後１時から午後５時まで
午後７時から午後９時まで
土曜日
午後１時から午後５時まで
火曜日

午後５時から午後８時まで

各相談窓口の受付時間

平日（年末年始を除く）
午前９時から午後５時 45 分まで

095-822-4730

平日（年末年始を除く）
午前９時から午後５時まで

095-825-9622

毎月第２・４水曜日（年末年始を除く）
午後６時から午後９時まで

お問い合わせ 政策企画課企画班

☎ 48-1134
広報いき 2020.6
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地域おこし協力隊を
紹介します！

２月から４月にかけて、新たに３名の方を壱岐市地域お
こし協力隊に任命しました。任期は３年間です。皆さん、
どうぞよろしくお願いします。

離島留学コーディネーター

【壱岐の魅かれた所】自然に恵まれた人情深い人の集まりです。
【壱岐の印象】壱岐を離れて 30 年ぶりに帰ってきました。子ど
おおもり
ひさ こ
もの時よりも観光地が増えており、食べ物もブランド化されてい
る物も増え、何よりも、壱岐の島がパワースポットであることに
（芦辺町出身、福岡県柳川市からＵターン）
驚いています。
離島留学コーディネーターとして、「壱岐 【壱岐でやってみたいこと】島外から来た留学生は、何不自由な
市いきっこ留学制度」に基づき、里親、親子、 く暮らせる都会から、いろんな島がある中、壱岐という島を選ん
孫戻しといった島外から来た留学関係者のサポートをさせていた
で来てくれました。その子どもたちが壱岐の島を第２の故郷と
だきます。現在は、離島留学の問い合わせの受付、留学希望者の
思ってもらえるように、思い出作りをしたいと思います。
学校見学、里親宅の見学などの案内をしています。
【壱岐の皆さんへ一言】離島留学の希望者は、「夢を抱いて」「希
望を持って」、前向きな気持ちを持って来島されています。今後は、
里親不足で里親留学の問い合わせをお断りすることも考えられま
す。離島留学を希望する子どもたちのために里親を募集していま
す。人情深い壱岐の皆様！ 教育総務課（☎ 45-1202）にご連絡
ください！

大森

久子

メディアプランナー

【壱岐の魅かれた所】初めて壱岐に来た時に、まず惹かれたのが
海の綺麗さと色でした。その後島内をイキエコ（レンタル電動ス
（東京都中野区出身）
クーター）で周り、様々な表情を見せる壱岐の景色にどんどんと
心を奪われていきました。
メディアプランナーを担当します。メディ 【壱岐の印象】都市部ほどの便利さはないですが、生活するのに
十分な生活環境だと思いました。島に流れる穏やかな時間、自然
アプランナーは、クライアントのメディア戦
環境に隣接した生活というのもとても気に入っています。また、
略に対して、どのように進めればより良い効
果が出るのか提案していく業務です。一口にメディアといっても、 写真作家として活動しているので、風景や歴史などから多くの刺
激を得られる壱岐は、良い場所だと思いました。
テレビ・ラジオ・雑誌・Web など様々なものがあります。その
中で私は、ソーシャルメディアを主とした活動（『いきしまぐらし』 【壱岐でやってみたいこと】写真家として、作品を通して壱岐の
良さや暮らしを表現していき、個展として発表することを目標と
や『壱岐観光ナビ／壱岐なび』での特集記事の執筆、フェイスブッ
しています。将来的には、壱岐の空き家を活用したギャラリー兼
クやインスタグラム等の SNS を使った PR 活動、その他 Web を
スタジオを作れたらいいなと思っています。
使用したプランニング）をしていきます。今はまだ、来島に繋げ
るような表立った PR は難しいですが、特集記事や今後の PR 活 【壱岐の皆さんへ一言】昨年旅行に来て、初めて壱岐を知りまし
た。まだまだ新参者なので、壱岐のいろんなことを教えてくださ
動のために、島内を周りながら壱岐についていろいろと勉強し、宣
い。壱岐島を知っている人にも知らない人にも、私が好きになっ
伝活動に役立てていきたいと思います。
た島の穏やかな空気や暮らしが伝わるような活動を目指していき
上記の活動に加え、カメラマンとして働いていた経験を生かし
ます。
て、ふるさと納税の返礼品の撮影業務も行っています。Web や
カタログでの限られた情報の中で、多くの人の目を止められるよ
うな魅力的な写真を撮影することを心がけています。
たか

だ

のぞみ

髙田

望

情報発信業務担当
た

ぐち

田口

ゆ

か

有香（大阪府大阪市出身）

観光課所属 壱岐市観光連盟（誘致課誘致
促進班）に配属になりました。主な任務は情
報発信業務です。壱岐観光ナビの更新及び特
集記事の作成、また SNS を利用した情報発信を担当します。現
在は、壱岐観光ナビやインスタグラムに載せる写真の撮影をして
います。現在は主に壱岐島四十二社巡りの神社の撮影を行ってい
ます。

インスタグラム
壱岐市観光連盟アカウント
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【壱岐の魅かれた所】古くから伝わる習慣や言い伝えなどを大事
に生活しているところが魅力的だと思いました。また大阪とは
違って、すぐに外に出られる、自然がいっぱいで、虫や植物など
が近くにいる環境に子どもたちは大喜びです。
【壱岐の印象】職場やご近所でもとっても優しく気さくに声をか
けてくださる方ばかりで、ありがたいです。壱州弁がとても興味
深いし、かわいいのでたくさん聞いて、話せるようになりたいと
思います。
【壱岐でやってみたいこと】キャンプがしたい、三島に行ってみ
たい、ひきとおしを食べたい、辰ノ島に行きたい、壱岐大大神楽
を見たい、船釣りをしてみたい、などやりたいことだらけです。
どれもやってみてその魅力を発信していきたいです。やってみた
いことが仕事にも繋がるので、ありがたいです。
【壱岐の皆さんへ一言】壱岐の良いところや地元の方が大切にさ
れていることをたくさん知って、壱岐の魅力を
発信していきたいです。壱岐観光ナビをチェッ
クして、インスタグラムの壱岐市観光連盟アカ
ウント（ikiisland）をフォローしてみてくださ
いね。
壱岐観光ナビ

観光課観光しまづくり班
はた

畑

令和２年度

けん た ろう

健太郎（埼玉県加須市出身）

【趣味】サイクリング・映画鑑賞
いつまでも素敵な “ 壱岐 ” であ

るために、皆様とともに努めて
いきたいと思いますので、よろ
しくお願いします。

新規採用職員を
紹 介 し ま す

商工振興課商工物産班

総務課総務班

久田

村部

ひさ た

まな と

真和（石田町出身）

【趣味】体を動かすこと

むら べ

ひろ き

浩基（郷ノ浦町出身）

【趣味】ソフトテニス、映画鑑賞

壱岐市をより良くしていけるよ

職員の方々、そして市民の皆様

いです。まずはできることから

頑張ります。よろしくお願いし

うに微力ながら尽力していきた
精一杯取り組みます。

に信頼される職員になれるよう
ます。

市民福祉課地域福祉班

財政課契約班

山口

末永

やまぐち

ひろ み

裕未（芦辺町出身）

【趣味】読書

すえなが

みきやす

幹保（郷ノ浦町出身）

【趣味】釣り

至らない点があると思いますが、

４月から財政課に配属されまし

日々精進してまいります。よろ

が、勉強をしながら一生懸命頑

市民の皆様のお役に立てるよう、
しくお願いいたします。

た。わからないことばかりです
張ります。

こども家庭課石田こども園

政策企画課地域創生・人口減少対策班

呼子

佐々木 紅美（長崎県佐世保市出身）

よぶ こ

ま

ほ

茉穂（郷ノ浦町出身）

【趣味】音楽ライブ・DIY

さ

さ

き

く

み

【趣味】ゴルフ、スキー、海遊び

日々、子どもたちと共に成長し

婚活を担当します。壱岐市の人

張りたいと思います。よろしく

る壱岐が未来へ続くよう努めて

ていけるように笑顔で楽しく頑
お願いします。

口減少に歯止めをかけ、活気あ
まいります。

税務課納税特別対策班

政策企画課地域創生・人口減少対策班

豊島

山口

とよしま

けいすけ

圭裕（郷ノ浦町出身）

【趣味】釣り

やまぐち

り

く

璃久（石田町出身）

【趣味】バスケットボール

市職員として、普段の業務から

市民の皆様に信頼される職員に

岐市の発展に貢献したいと思い

ます。よろしくお願いします。

人と人との繋がりを大切にし壱
ます。

なれるように、一生懸命頑張り

広報いき 2020.6
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教育委員会
え がわ

教育総務課総務班

たかおみ

江川

宜臣（石田町出身）

【趣味】読書

わき た

りょうま

脇田

良馬（石田町出身）

【趣味】ソフトボール、音楽鑑賞

市民の方々に寄り添い、壱岐市

分からないこともたくさんあり

いきます。よろしくお願いいた

信頼される職員になるよう頑張

の発展のために職務を全うして
します。

教育委員会
ながふじ

郷ノ浦幼稚園

れい な

永藤

麗奈（芦辺町出身）

【趣味】ハンドメイド

ますが、勉強して市民の皆様に
ります。

保険課地域包括支援センター
い もと

み

さ

き

井元 美紗樹（芦辺町出身）
【趣味】旅行、断捨離

これまでの５年間の保育経験を

22 年間お世話になった壱岐に

できるよう頑張ります。よろし

できるように精一杯頑張ります。

活かし、子どもたちと共に成長
くお願いします。

消防本部
いちやま

りょう

市山

綾（熊本県熊本市出身）

【趣味】スポーツ観戦

戻ってきて、これから恩返しが

農林課農業振興班
おか べ

岡部

ゆうすけ

友亮（郷ノ浦町出身）

【趣味】野球

早く一人前の消防士になって、

壱岐市役所職員として市民の

を支えられるようになりたいで

に真摯に向き合い勤務していき

壱岐市民の安心・安全な暮らし
す。

消防本部
おお く

ぼ

しょうき

大久保

翔貴（芦辺町出身）

【趣味】ランニング

方々のお役に立てるよう、仕事
たいです。

農林課農林整備班
こ じま

小嶋

り

く

梨鳩（郷ノ浦町出身）

【趣味】サッカー

小学校から憧れていた職業です

早く仕事に慣れ、壱岐市の発展

めにも自分に足りない所は補い、

きます。よろしくお願いします。

ので、自分のため、壱岐市のた
職務に務めます。

消防本部
あめうみ

雨海

れん と

廉斗（芦辺町出身）

【趣味】体を動かすこと
小さい頃からの憧れの仕事に就く
ことができ、とても嬉しいです。こ
れから多くのことを学び、市民の
皆さんの安心・安全のため、頑張
ります。よろしくお願いいたします。
7

税務課資産税班
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に貢献できるように頑張ってい

建設課住宅班
ひら た

平田

れ

お

伶央（芦辺町出身）

【趣味】バレーボール、釣り
壱岐市の皆様のお役に立てるよ

う、日々の業務に全力で取り組
みます。よろしくお願いします！

税務課納税特別対策班 ☎48-1118

新型コロナウイルス感染症の影響拡大により、事業等
に係る収入に相当の減少があった方は、１年間、市税の
徴収の猶予を受けることができます。
【対象となる方】
以下の①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者
①新 型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２
月以降の任意の期間（１か月以上）において、事業等
に係る収入が前年同期に比べ概ね 20％以上減少してい
ること
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること
【対象となる地方税】
令和２年２月１日から令和３年１月 31 日までに納期限
が到来する個人住民税、固定資産税などほぼすべての税
目が対象となります。
これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税に
ついても、遡ってこの特例を利用できます。
【申請手続】
関係法令の施行後（令和２年４月 30 日）から２か月後、
又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、収入や現預金等の状況が分かる資料を
提出していただく必要があります。
詳しくは、お問い合わせください。

「スポーツ安全保険」のご紹介
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

問

島外医療機関への受診を
心配されている方へ
健康増進課健康増進班 ☎45-1114
保険課地域包括支援センター ☎45-1197
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、島外への
渡航の自粛をお願いしています 。現在、島外の医療機関
に定期受診をされている方は、電話や情報通信機器を使っ
た診療や薬の処方ができる場合があります。定期受診中
の島外の医療機関へご相談ください。

市民福祉課地域福祉班 ☎48-1116

満 100 歳をお迎えになり、ご長寿をお祝いします！

大正９年３月生まれ

やま ね

山根

とき お

時雄 様（郷ノ浦町）

介護老人保健施設光風にて、ご家族やスタッフに囲ま
れてのお祝いとなりました。
渡良の山根家８人兄弟の長男としてお生まれになりま
した。戦時中は兵士として戦場へ向かわれ、終戦後は農
業の傍ら、有線放送、水道工事、電報配達等をして働か
れました。ご結婚後、３男３女の子宝に恵まれ、立派に
育て上げられました。大家族の生活や終戦後の職探しに
は大変苦労されたとのことでした。
趣味はカラオケとプロレスのテレビ観戦で、奥様のご
生前はご自宅でよく歌を歌われ、奥様にお聴かせになっ
ていたそうです。
長寿の秘訣は、タバコを吸わないことやお酒を飲まな
いこととのことです。
時雄さん、これからも元気に長生きしてください。

結婚新生活支援補助金について
問

スポーツ安全保険は、スポーツ活動はもちろん、文化
活動、ボランティア活動等を行う 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】
社会教育課生涯学習班（芦辺庁舎 2 階）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
（https://www.sportsanzen.org）をご覧ください。

満100歳！ 長寿を祝って
問

問

新型コロナウイルス感染症の影響拡大
により納税が困難となった方に対する
市税の徴収猶予の特例制度について

政策企画課地域創生・人口減少対策班 ☎48-1134

お２人の新しい生活を応援するため、結婚されて市内
で生活を始めるご夫婦に、新居の購入費や家賃、引越費
用の一部を補助します。
【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（※１）及び引越費用（※２）
※１……住 宅の購入費、賃料、敷金、礼金、
共益費
※２……引越業者又は運送業者へ支払う費用
【補助対象条件】
〇夫婦共に婚姻日における年齢が 34 歳以下であること
〇世帯の前年中における所得（※）が 340 万円未満であ
ること
※所 得証明書等を基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
〇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
〇他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと  など
詳しくは、お問い合わせください。
広報いき 2020.6
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第５回壱岐ウルトラマラソンに
ついて
問

問

市税の納付は口座振替が
おすすめです
税務課納税特別対策班 ☎48-1118

口座振替の３つのメリット
①便 利   納 付のために金融機関や市役所に出向く必
要がありません。
②安 心   納 付に必要な現金を保管したり、持ち歩い
たりする必要がありません。
③確 実   納 期ごとに自動的に振り替えられるので、
納め忘れの心配がありません。
【申込方法】
振替を希望する金融機関の窓口に設置されている「壱
岐市口座振替依頼書」によりお申し込みください。
振替をする預金通帳と口座作成の際に使用した印鑑を
持参ください。
〈ご利用可能な金融機関〉
十八銀行、親和銀行、壱岐市農業協同組合、ゆうちょ銀行、
長崎県信用漁業協同組合連合会
※や むを得ない事情等で納期限までの納付が困難な場合
は、お早めにご相談ください。

観光課観光しまづくり班 ☎48-1130

４月号にて壱岐ウルトラマラソンの開催を 10 月 17 日㈯
に予定していることをお知らせしました。本大会は単なるマ
ラソン大会に止まらず、壱岐島の観光振興や地域経済活性
のために重要な事業です。今後とも新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止を考慮し、大会開催を慎重に協議・検討し
てまいりますので、市民皆様のご理解とご協力をお願いします。
また、
エントリー期間が変更となりましたのでお知らせします。
当

初

（４月号にてお知らせ時）

変

更

６月１日㈪から７月31日㈮まで

後

〈壱岐ウルトラマラソン公式ホームページ〉
https://www.iki-ultra.jp

戦没者の遺族に対する
特別弔慰金の請求について
問

「児童手当」の現況届について
問

こども家庭課児童家庭班 ☎48-1117

児童手当を受けている方は、毎年６月中に現況届を提
出することとなっています。該当する方には通知をお送
りしますので、内容をご確認のうえ、添付書類と併せて
必ず期限内に提出をお願いします。
（公務員の方は、勤務先から通知があります。）
【対 象 者】 中学校終了前の児童を養育する方
【提出期限】 ６月 30 日㈫
【提 出 先】 市役所各庁舎市民生活班
（郷ノ浦庁舎はこども家庭課）

問

令和２年度
高齢者肺炎球菌予防接種について
健康増進課健康増進班 ☎45-1114
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市民福祉課地域福祉班 ☎48-1116

第 11 回特別弔慰金の請求を受け付けています。
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊い犠
牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、
戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。
【支給内容】 額面 25 万円、５年償還の記名国債
【支給対象】
次のどちらの要件も満たす方で、ご遺族で先順位の請
求者の方お１人に支給します。
●戦没者等の死亡当時の遺族であること
●令 和２年４月１日（基準日）において、「公務扶助料」
や「遺族年金」などの受給者がいないこと
【請求期限】 令和５年３月 31 日まで
【請求窓口】 市役所各庁舎市民生活班
（郷ノ浦庁舎は市民福祉課）

令和２年度 健診・検診の
開始時期延期のお知らせ
問

高齢者肺炎球菌予防接種の費用の一部を助成しています。
【費用助成対象者（令和２年度）】
壱岐市に住所を有している以下の方
● 60 歳以上 65 歳未満で、定められた病気などがある方
● 65 歳以上の方（昭和 31 年４月１日以前生まれの方）
※過 去に高齢者肺炎球菌の予防接種をしたことがある方
は対象になりません。
【期
間】令和３年３月 31 日まで
【助 成 額】3,000 円
（１人１回限り。医療機関で支払いの際、3,000 円が差し
引かれて請求されます。）
※生 活保護受給者は全額助成となりますので、医療機関
にお申し出ください。
【接種場所】市内指定医療機関
（※必ず事前に予約してください。）

４月中旬から７月31日㈮まで

健康増進課健康増進班 ☎45-1114
保険課地域包括支援センター ☎45-1197
例年６月１日から開始していた健診・検診の開始を延
期します。
開始日
内
容
個人通知
７月１日から がん検診
壱岐市国民健康保険 特定健診
あり
７月 13 日から 後期高齢者健診
先取り健診
なし

※受診券が届いてから受診してください。詳しくは、
「令和２年
度 健診・検診のお知らせ」
（各戸配布）
にてお知らせします。
生活習慣病予防、フレイル予防は、日頃の生活習慣が大切
です。運動、栄養、睡眠を十分にとり、規則正しい生活を
心がけましょう。

問

後期高齢者医療保険料の均等割額の軽減率が変わります
（世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額が33万円以下の方）
保険課国保・後期・年金班 ☎45-1157

現在、75 歳以上の方の保険料均等割額は、世帯の所得状況に応じて軽減されています。法令上７割軽減の対象の方は、こ
れまでさらに上乗せして軽減されてきましたが、令和元年度から、段階的に見直しを行っています。令和２年度は、保険料均
等割額の軽減割合が次のとおり見直され、均等割の金額が変わります。
〇昨年度8.5割軽減の方は、今年度7.75割軽減へ ⇒ 保険料均等割額の金額が月平均約570円から約880円に変わります。
〇昨年度８割軽減の方は、今年度７割軽減へ
⇒ 保険料均等割額の金額が月平均約760円から約1,180円に変わります。
対象者の所得要件

（世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額）

（平成 30 年度における 8.5 割軽減の区分）
軽減判定所得が 33 万円以下
（平成 30 年度における９割軽減の区分）
うち、世帯の被保険者全員の各種所得なし

本則

平成 30 年度

７割

8.5 割

均等割の軽減割合
令和元年度
令和２年度

令和３年度

7.75 割

8.5 割

７割

月平均額が 約570円 ⇒ 約880円

９割

７割

８割

月平均額が 約760円 ⇒ 約1,180円

※保険料均等割額は、平成 30・令和元年度は 45,800 円、令和２・３年度は 47,200 円となります。

後期高齢者医療保険料を年金からの引き落としで納めている皆様へ
問

保険課国保・後期・年金班 ☎45-1157

年度前半（4 月・6 月・8 月）は前年度の 2 月と同額となり、後半（10 月・12 月・2 月）で年間の保険料を調整します。
引き落とし額への影響は、基本的に 10 月からです。
保険料の年金からの引き落とし金額の例

7.75 割軽減の対象となる方
1,100円

1,100円

1,100円

1,300円

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

1,100円

2,500円

2,400円

2,400円

４月

６月

８月

10 月

12 月

２月

４月

６月

８月

10 月

12 月

２月

令和元年度

年額 6,800 円（月平均約 570 円）
（8.5 割軽減）

令和 2 年度

年額 10,600 円（月平均約 880 円）
（7.75 割軽減）

７割軽減の対象となる方
800円
４月

800円
６月

令和元年度

800円
８月

2,300円
10 月

2,200円
12 月

2,200円
２月

2,200円
４月

年額 9,100 円（月平均約 760 円）
（８割軽減）

2,200円
６月

令和２年度

2,200円
８月

2,500円
10 月

2,500円
12 月

2,500円
２月

年額 14,100 円（月平均約 1,180 円）
（７割軽減）

令和２年４月分からの年金額について
問

保険課国保・後期・年金班 ☎45-1157

令和２年４月分（６月 15 日支払分）からの年金額は、次のとおり変更となります（在職老齢年金の支給停止調整額につい
ては、変更ありません）。
なお、令和２年５月分以降の年金額が全額支給停止となる方などについては、５月 15 日にお支払いしています。
国民年金（老齢基礎年金（満額））
厚生年金（※夫婦 2 人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額）

令和元年度（月額）

令和 2 年度（月額）

65,008 円

65,141 円

220,266 円

220,724 円

※平均的な収入（平均標準報酬（賞与含む月額換算）43.9 万円）で 40 年間就業した場合に受け取り始める年金（老齢厚生年金と２人分の老齢基礎年金（満
額））の給付水準です。

また、年金生活者支援給付金額は、次のとおり変更となります。

令和元年度（月額）

令和 2 年度（月額）

老齢年金生活者支援給付金

※ 5,000 円

※ 5,030 円

障害年金生活者支援給付金

（１級）6,250 円
（２級）5,000 円

（１級）6,288 円
（２級）5,030 円

遺族年金生活者支援給付金

5,000 円

5,030 円

※基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間等に応じて算出されます。

広報いき 2020.6
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【お問い合わせ】SDGs 未来課

☎ 48-1137

■食品ロス（フードロス）問題

食べ残し、売れ残りや期限が近いなど様々な理由で、食べられる食品が捨てられてしまうことを「食

品ロス」といいます。日本の食品ロス量は年間 600 万 t 超。毎日、大型トラック（10t 車）約 1,700 台
分の食品を廃棄しており、その約半分が家庭から発生する食品ロスです。
消費者庁が、平成 29 年度に徳島県で実施した「食品ロス削減に関する調査」では次のように報告されています。

食品ロスの発生理由

①家庭で捨てられやすい食品
１位 主食（ごはん、パン、麺類）
２位 野菜
３位 おかず

②捨てられてしまう理由
１位 食べきれなかった
２位 傷ませてしまった
３位 賞味・消費期限が切れていた

効果的な食品ロス削減方法

①実施しやすく効果がある取組
１位 使いきれる分だけ購入する
２位 家にある食材・食品をチェックする
３位 肉、魚の保存方法を工夫する

9％
11％

23％

食べきれなかった
傷ませてしまった

57％

賞味・消費期限が切れていた
その他

②食品ロス削減で最も大切なこと
１位 “ もったいない ” の意識付け
２位 買い物の仕方の見直し
３位 家族の協力

【参照】
消費者庁発行
「計ってみよう！家庭での食品ロス」

この調査結果から、「多く作りすぎた」「多く買いすぎた」ことが主な原因で食品が廃棄されていることがわかります。
現在、壱岐市では SDGs の取組として、株式会社ピエトロと凸版印刷株式会社のご協力のもと、壱岐産アスパラガスの

規格外品を使った商品開発（料理キットやスープ等）や、壱岐高生が考案した「食べてほしーる。」（スーパーマーケット
で期限の迫った商品の購入を促すシール）など、様々な取組を行っています。

大量の食品ロスの発生は、ごみ処理に多額のコストがかかり、ごみを燃やす際の CO2 排出などの環境

問題にもつながっています。またその一方で、世界で７人に１人の子どもが貧困で食事に困っているとい
う社会問題にも目を向ける必要があるでしょう。
食品ロス解消に向けた活動は、身近でできる SDGs の取組の１つです。買い物、調理、保存など、日
常生活のちょっとした配慮で食品ロスは削減できます。ぜひ、皆さんも意識して取り組んでみませんか？

話題！
り壱岐の

ごっと

3

17

けね や ね

ピックアップニュース

PICK UP!

K E N E YA N E P I C K U P N E W S

「農山漁村女性活躍表彰」
表彰状授与式

女性が農山漁村でいきいきと活躍できる環境づくりを推進するため、
女性が積極的に活動している個人・団体を表彰する「農山漁村女性活躍
表彰」にて、勝本地区納豆生産組合が女性地域社会参画部門で優秀賞（農
林水産省経営局長賞）を受賞されました。
勝本地区納豆生産組合は、昭和 63 年に女性７名で立ち上げられ、壱

組 合 長

岐産大豆 100％の「いき壱岐納豆」を地元で 30 年以上の長きにわたり

前組合長

生産加工されています。現在、構成員は地元女性５名で、「いき壱岐納
豆」は島内ほぼ全てのスーパーやホテルで提供されています。また、県
下 21 市 町 の 小 中 学 校 の 給 食 で 年 間
３万６千個（30g 入パック）、調理用
4t が提供されているほか、島外でも
販売されており、島内外の消費者に愛
される商品として定着し、壱岐の PR
や地産地消に貢献しています。
11
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まつくま

松熊

やまもと み

せつ こ

節子 様（写真左）
ほ

こ

山本美萌子 様（写真右）

「『いき壱岐納豆』を食べて、新型コロナウイルス（病気）に
負けない体をつくり粘り強く頑張りましょう！」（松熊様）
表彰状授与式は３月６日に
ヒューリックホール東京で
開催予定でしたが、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止
のため中止となり、壱岐振
興局 黒﨑勇（くろさき い
さむ）局長により表彰状が
授与されました。

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～
生活全般の困りごとは、壱岐市生活相談支援センターにご相

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。
〇秘密は必ず守ります

ご相談いただいた内容について、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。

介護保険料・後期高齢者
医療保険料の
徴収猶予と減免について

。
と
ー
e
t
の
shi No
ふくし
u
k
u
F
I
IKI IK

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業又は業務の休
廃止、事業における著しい損失、失業等により収入が著しく減
少するなど一定の要件に該当する場合は、申請により保険料の
支払いの猶予、減免を受けることができる場合があります。

〇相談料は無料です

詳しくは、お問い合わせください。

相談料の負担はありません。お気軽にご相談ください。

【お問い合わせ】保険課国保・後期・年金班

〇幅広い相談に応じます

☎ 45-1157

仕事、借金、ニート、ひきこもり、家計のやりくりなど、幅広
いご相談に応じます。

認知症の相談はこちら

〇地域の関係機関・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

壱岐市地域包括支援センター
☎45-1197

の生活全般のご相談に応じ、個々の課題に対応した支援へとつ
なげていきます。

【お問い合わせ】壱岐市生活相談支援センター

介護保険料の軽減強化について
保険料段階

第２段階
第３段階

午前８時 30 分 から 午後５時 15 分まで

令和元年 10 月から消費税率が 10％へ引き上げられたことに伴い、低所得者層（第
１段階から第３段階まで）への介護保険料の軽減強化を行います。

対象者

変更前

割合

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 基準額× 0.375
80 万円以下の人
前年の合計所得金額と課税年金収入額が
基準額× 0.55
80 万円超 120 万円以下の人
前年の合計所得金額と課税年金収入額が
基準額× 0.725
120 万円を超える人
市 民 税
非課税世帯

第１段階

☎ 45-0048

平日

年間保険料

変更後

変更前

基準額× 0.3

27,600 円

22,100 円

基準額× 0.5

40,500 円

36,800 円

基準額× 0.7

53,400 円

51,600 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、引き落とし額への影響は 10 月からです。

変更後

※基準額

73,700 円

なお、年間保険料額は６月中旬頃に通知（郵送）します。

【お問い合わせ】保険課介護保険班

☎ 45-1157

地 域 お こ し 協 力 隊 だ よ り

省察の時

未来へ繋がる物語
こ ばやし

小林

の ぶ ゆ き

伸行

空き家活用促進担当

広報いき６月号の掲載にあたり、４月末の時点で記事を書い

我が家にある「モモ」という児童書は、

企業研修等誘致担当

ふ じ

ております。全国に緊急事態宣言が発令され、新型コロナ感染

もともと地元の図書館にあったものでした。

症終息に向け、１人ひとりが道徳観・倫理観・自律性を持って

本を借りた時にしおりが外れてしまって、

行動している最中であり、６月号が発行される時点では、終息

新しく買った本と交換したものです。私は

後の経済・社会の立て直しに一丸となって前に進んでいる状況

その本をとても気に入っています。我が家

を願っております。

にある本を１冊取ってみても、それだけの

私の役割である島外企業の研修勧誘・実施は活動を中断して

き

藤木

あ や

の

彩乃

物語があります。

おりますが、今までの当たり前が当たり前でなくなった現状を

家にまつわる活動を始めてから、それぞれの家には、たくさ

受け止め、今までの考え方・行動を振り返り、１つ１つの活動

んの物語が詰まっていることを感じています。空き家バンクで

の「意味・目的・やり方」を見直し、活動再開後に壱岐経済の

紹介する時には、そのことを次の人に感じてほしいという想い

活性化の一助になれるよう準備しておきたいと考えております。

で、
「すこしのはなし」
「こんな人におすすめ」という項目を作っ

最後に、５月・６月の研

ています。空き家バンクへの登録を検討される際は、「いきし

修中止に伴いご迷惑をおか

まぐらし」ホームページの空き家バンクページ

けした宿泊先様・関係者様

（https://ikishimagurashi.jp/step/houselist）

にこの場を借りて改めてお

をご覧いただけると幸いです。

詫び申し上げます。
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開け！健康のトビラ
今月の
健康は
健康づくり
メッセージ 

家族でつくる
【渡良小学校

2020

宝もの

6

お問い合わせ   
健康増進課（芦辺庁舎）☎ 45-1114

結婚・妊娠・子育て
応援サイト

山根 頼人（やまね らいと）】

※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

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

痘

日本脳炎

接種対象年齢（※標準的な接種年齢）

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確認く
１期：１～２歳未満
ださい。
２期：小学校入学前の１年間（平成 26 年４月２日～平成 27 年４月１日生）
●必ず予防接種を受ける３日
１歳～３歳未満（ただし、水痘に罹っていない方が対象）
前までに、医療機関へ予約
をしてください。予診票は
１期：生後６か月～７歳６か月未満（※３歳～４歳）
医療機関にあります。
２期：９歳～ 13 歳未満
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、
20 歳の誕生日の前日までの間

※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

会

場

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

9日㈫・26日㈮

13：00～13：30

１歳６か月児健診

18日㈭

13：00～13：30

３歳児健診

25日㈭

13：00～13：20

乳幼児歯科相談

18日㈭

8：30～11：00 ※8：30開場

壱岐の島ホール

すくすく育児相談

22日㈪

13：30 ～ 15：30

壱岐こどもセンター

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。

※日程は予定です。感染症の流行や天候次第で乳幼児健診、相談事業の開催を中止したり、日程を変更する場合があります。
※来所人数によっては、車中待機になるなど、待ち時間が長くなることがあります。その場合は事前にご連絡します。

子育てに関することで、不安なこと、聞きたいこと、心配なことがありましたら、健康増進課母子保健担当
にご連絡ください。

☆毎月19日は食育の日☆
☆６月は食育月間☆
•
•
•
•

食事バランスガイド
あなたの食事は大丈夫？

健康的な食生活を考えよう
季節のものや地域のものを味わおう
家族と食事をしたり、料理をしよう
食べ物の収穫を体験しよう

食べる力を育む！ 食育の輪を広げよう！
元気な毎日は食事が基本です！！
バランスよく様々な食材を摂りましょう。
13
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このコマは、厚生労働省・農林水産省が決定した「食事バランスガイド」
に基づき、壱岐市が作成したものです。

〆

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

“平和なまち”絵画コンテストの作品を募集します！

カネミ油症認定患者の健康実態調査について

対

県内にお住まいのカネミ油症認定患者の方を対象に健康実態
調査を行っています。
調査にご協力いただいた方には健康実態調査支援金が支給さ
れます。
３月 31 日までにカネミ油症の認定を受けている方
【回答期限】６月 30 日㈫まで ※消印有効
※調査に関する通知が届いていない方で、調査にご協力いただ
ける方はご連絡ください。
長崎県 生活衛生課 ☎ 095-895-2362
問

令和２年度 税務職員（高等学校卒業程度）募集

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、令和元年８月末現在で 8,200
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、
九州運輸局 長崎運輸支局整備部門にお寄せください。

問

【受験資格】
①令和２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
３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に掲げる者に準じると認める者

【試験の程度】高等学校卒業程度
【受付期間（インターネット申込みの場合）】
６月 22 日㈪ 午前９時から７月１日㈬ まで［受信有効］
○インターネット申込み専用アドレス
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
○原則、インターネット申込みをしてください。
ただし、インターネット申込みができない環境
にある場合には、希望する第 1 次試験地を所轄する国税局（事
務所）にお問い合わせください。
【試験日】
〈第１次試験〉９月６日㈰
〈第２次試験〉10 月 14 日㈬から 10 月 23 日㈮のう
ち指定する日
①インターネット申込みについて
人事院 人材局試験課 ☎ 03-3581-5311
（内線 2332）
②その他試験に関して
福岡国税局 人事第二課 試験研修係
☎ 092-411-0031
（内線 2432）
国税庁ホームページ
（https://www.nta.go.jp）
にも募集内容を掲載しています。
問

問

平和首長会議では、小学生から中学生を対象に「平和なまち」
をテーマにした絵画を募集します！ この取組は、次世代を担
う若い世代の平和への意識啓発を目的としたものです。
【テ―マ】平和なまち
【応募資格】壱 岐市在住で、令和２年 11 月 20 日時点で６歳
以上 15 歳以下の方
【応募方法】
● B4 サイズ（257 × 364 ミリ）又は、八つ切りサイズの画
用紙で、使用する画材は自由です。（ただしスキャンが可能
な平面作品）
●作品の裏面に応募申込用紙を貼って総務課総務班に持参いた
だくか、郵送ください。
※応 募申込用紙は平和首長会議ホームページ
（http://www.mayorsforpeace.org/jp/
ecbn/effort/2020_Art_Competition.
html）よりダウンロードください。
【申込期限】９月 30 日㈬まで
【郵送先】 〒 811-5192 郷ノ浦町本村触 562 番地
壱岐市 総務課総務班 宛
【その他】
●応募は１人１点
●他のコンテストに出品していないこと
●個人で制作した作品であること（複数名での合作作品は受け
付けません。）
●絵 画作品であること（写真の貼付やコンピューターグラ
フィックスを利用した作品でないこと）
●著 作権（アニメキャラクターなどを含んだ作品）、商標権、
肖像権など第三者の権利を侵害しないものであること
●「６歳～ 10 歳の部」
「11 歳～ 15 歳の部」の両部門において、
最優秀作品１点、優秀作品２点、入選作品３点を選定し表彰
状と記念品を贈呈します。
壱岐市 総務課総務班 ☎ 48-1111

Kurashi no Keijiban

安全確保と公害防止のために
危険です。迷惑です。クルマの不正改造。

壱岐市 危機管理課危機管理班 ☎ 48-1131
九州運輸局 長崎運輸支局整備部門 ☎ 095-839-4749
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石田図書館からのお知らせ
６月上映会のお知らせ
時】６月 27 日㈯

【場

所】シアタールーム

図書館だより

【日

入場無料

～ おすすめ本 ～
雨の日が続くと、外に出かけるのもおっくうになり、家で過ごすこと
も多くなります。そんな日は、のんびりと読書という過ごし方はいか
がでしょうか？ 雨の日におすすめの本をご紹介します。

午後１時 30 分から（76 分）

『雨の日も、晴れ男』

【上映作品】
『ガリバー旅行記』
梅雨の季節となりました。
本は水に弱いものです。本を入れる
ためのバッグのご持参にご協力をお
願いします。
〈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

人生で一番大切な事は何かを教えてくれる感動のエン
ターテイメント小説。

『雲の名前、空のふしぎ』
武田康男／文・写真（PHP 研究所）
「うろこ雲が広がると３日以内に雨」など「天気の
ことわざ」と共に美しい空の写真を 200 点以上掲載。

図書館
ホームページ

図書館蔵書
検索・予約

社会教育課掲示板

古代米づくり体験「さなぶりの祭り」を行います
６月 13 日㈯に古代米づくり体験「さなぶりの祭り」を開催します。

今年も秋の豊作を願い、
「壱岐神楽（豊年の舞）
」を原の辻ガイダンス地域振興室神楽
殿及び体験水田前で奉納します。当日はご自由に参加できますので、興味のある方はガ
イダンスにお越しください。
なお、壱岐神楽奉納後に、無農薬農法で栽培する古代米水田にアイガモを放鳥するお
手伝いや、古代米を使った料理のふるまいなどもあります。

【日
【場

時】６月 13 日㈯

午前 10 時から

所】原の辻ガイダンス

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止する場合があります

15

水野敬也／著（文藝春秋）
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アイガモによる無農薬栽培

お問い合わせ

原の辻ガイダンス

☎ 45-2728

市長コラム

産業の事業継続・
市内経済の再生に向けて

の 産 業 振 興 に 全 力 」「 壱 岐 の 未 来 へ 必

ると認識しており、今回、私は「全て

補助など、市内産業の維持・存続を第

金、農業・漁業に従事される皆様への

岐市飲食店・宿泊施設等事業継続支援

16
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表者等で構成される壱岐市緊急経済対
策会議の意見等を踏まえ、緊急経済対
策事業を積極的に展開しているところ
です。
５月７日に販売を開始した第１弾
の プ レ ミ ア ム 商 品 券 に つ い て は、 発
日、実日数６日

行 数 ５，０ ０ ０ セ ッ ト 発 行 総 額 ４，
０００万円が、５月
間をもって完売いたしました。このよ

日執行の市長選挙におきまし

て、市民皆様のご信託を賜り、引き続
うなことから、当初、７月上旬から予

４月
き市政を担当させていただくこととな
定していた第２弾のプレミアム商品券
いたします。

の販売を前倒して６月から販売を開始

りました。
市民皆様の温かいご支援とご理解に、
衷心より厚くお礼を申し上げます。

り）を補助する壱岐市内宿泊施設応援

こ の ほ か、 宿 泊 費 の 半 額（ 上 限 あ

わたって持続可能な地域社会を目指し、

キャンペーン、事業者の規模により最

４期目となるこの４年間は、将来に
子どもや孫の世代、将来の壱岐市のあ

万円から１００万円を支援する壱

大

死」をスローガンとして掲げたところ

一義として各事業に取り組んでいます。

てしまいました。
日本と違って、アメリカでは花見の習慣はないです。
偶然友達の誘いで桜を見ました。アメリカでは自然を
鑑賞する機会が少ないかもしれませんが、たくさん自
然公園があります。大学のときに、自然公園で何回も
走りました。自然といえば、単純な美しさで、言葉で
伝えにくいです。見るとグッときますね。春と夏は緑
色、秋と冬は雪で白色でした。困っていたとき、悩ん
でいたときに、そこに行って気持ちを落ち着かせまし
た。複雑な日々から少し離れた、落ち着ける場所でした。
疲れた、悩んでいるときに、花見・自然を楽しんで
みませんか？

皆さん、こんにちは！ 現在コロナで
大変な時ですが、お互いに気を付けま
しょうね。今回は桜について書きます。
壱岐に来る前、日本に２回来たこと
がありました。１回目は平成 26 年６
月の栃木県でのホームステイでした。
２回目は平成 28 年７月の東京での留学でした。どち
らも夏の時季でしたので、桜・花見はできませんでした。
今年の３月下旬から４月初旬に初めて日本で桜を見ま
した。葉の緑色と空の青色と違い、桜色は美しいですね。
アメリカでは、一部の地域（カリフォルニア州、ニュー
ヨーク市、ニュージャージー州など）にちょこちょこ
桜はありますが、少ないです。アメリカで初めて桜の
庭園を見た時は感動しました。その桜の庭園はニュー
ジャージー州にあります。通っていた大学から片道約
13 キロの場所にあります。私は車や電車を使わず、走っ
ていきました。１時間半かけて到着し、友達と会いま
した。その友達と昼ご飯を食べながら、左右に並ぶ桜
を見ました。夢のような景色でした。この日に、自然
の美しさと触れ合い、自分の人生は一瞬にして変わっ

るべき姿を形作る大変重要な時間にな

であり、壱岐市の未来へ繋がる各取組

市民皆様には、本市経済再生のため

皆様とともにこの極めて厳しい局面

に、多大なご理解、ご協力をいただい

宿泊、飲食、貸切バス、タクシー等を

を乗り切ってまいりたいと考えており

今般の新型コロナウイルス感染症に

中心に、また農業、漁業についても甚

ますので、引き続きご協力を賜ります

ており、厚くお礼を申し上げます。

大な影響を受け、大変厳しい状況にあ

ようお願いいたします。

係 る 危 機 に 面 し、 壱 岐 市 内 の 経 済 は、

ります。
このように大きな打撃を受けている
産 業 の 事 業 継 続 を 図 る こ と が、 現 在、
本市にとって緊急かつ重大な課題であ
り、 一 刻 の 猶 予 も で き な い こ と か ら、
市としましては、各団体・事業者の代

The West, East and me

14

を加速させていく所存であります。

30

初めての桜
欧米と日本と私
。
僕の名字は西（
West）
です♪

国際交流員トレバーの

12

Happy Birthd

泰輔さん・尚子さん

豊さん・真沙美さん

な

こ

の

も と

さ

10日

え

こ

こ

ね

や ま ぐ ち

え

彩笑ちゃん 山口
裕次さん・昌奈さん

（郷ノ浦町田中触）

♡
だ～いすき

いきたいな！
は

み

つ じ か わ

13日

ゆ

い

か

出口 晴奈子ちゃん 野本 來心音ちゃん 辻川 結 依香ちゃん

あ

笑葵ちゃん
貴文さん・知恵さん

（郷ノ浦町片原触）

なかがみ

みず

き

中上 瑞希くん

・真由美さん
勝徳さん・絵莉香さん
徹さん・奈見子さん
22日（芦辺町箱崎大左右触）
24日 慎司さん
（芦辺町中野郷西触） 28日
（郷ノ浦町片原触） 28日

直樹さん・順子さん

（勝本町仲触）

や ま も と

かえで

山本

秀和さん・久美子さん

14日

い わ

なかむら

楓くん

（芦辺町箱崎江角触）

食いしん坊 す♡
で
ちぃちゃん

（郷ノ浦町東触）

い わ

石見

き
マンマ大好
たべるの

6日

羚くん

みんなのイドル♡
ア
はやくおさん
ぽ

（郷ノ浦町大原触）

れ い

山内

お兄ちゃん、
大好き

光莉ちゃん

や ま う ち

みんな、
いっ
ぱ
い

遊んでね
！

り

6月

生まれ

いつも
ありがとう♡

！
！
ひ か

松本

い で ぐ ち

に♡
パパ♡にぃ き♡
ねぇね大好
ねぇね大
すき♡

凪・芯兄ちゃん
大好き

さん
お父さんお母 き♡
大好

歳 に な まちた♪
り

ま つ も と

6日

ay!! おたんじょうびおめでとう

あお

か

中村 碧花ちゃん

15日

の

奨さん・沙弥佳さん

（石田町久喜触）

「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。

岩野 ちとせちゃん

29日

遼さん・有衣子さん

（芦辺町深江栄触）

壱岐市緊急経済対策事業をご活用ください

ふるさと壱岐からの学生応援小包便
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、壱岐市への帰省を自粛され、ゴールデンウィーク
に里帰りができなかった島外在住の学生の皆様が多数いらっしゃることと思います。そこで、親
元を離れさびしく不安な気持ちでいっぱいの島外在住学生の皆様に、ふるさと壱岐の産品をご
準備しました。ご希望される方は下記によりお申し込みください。
【対 象 者】 壱岐出身で島外に住む学生
（小学校、中学校、高校、大学、専門学校、予備校生）
【商

品】 米１kg など約 10 点の壱岐産品 5,000 円分（商品代不要）

【送

料】 一律 1,000 円を申込時に依頼主（保護者）に負担いただきます。
後日、壱岐市ふるさと商社から順次発送します。

【申 込 先】 壱岐市ふるさと商社（芦辺港フェリーターミナル２階）
【申込期間】 ６月 30 日㈫まで（※土日を除く） 午前９時から午後５時まで
※申込時に、送り状の記入及び学生証の写しの提示をお願いします。
（事前にヤマト運輸の送り状（宅急便・発払）に記入のうえ持参いただいて
も結構です（常温発送）。学生証の写しは、学生証を撮影した写真をスマー
トフォン等の画面で提示いただいても構いません。）
【お問い合わせ】壱岐市ふるさと商社

☎48-2501

今月の表紙

壱岐市緊急経済対策会議（第５回）

人 の 動 き

（５月15日）

新型コロナウイルス感染症による経済への影響に対し、効果的な支援策を打ち
出すため、壱岐市緊急経済対策会議を開催しています。これまでに３回にわた
る緊急経済対策を打ち出し、次なる対策に向けた意見交換を重ねています。今
後も関係機関と連携を図り、全力で対応にあたってまいります。
17
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人口


世帯

令和２年４月30日 現在

26,136 人

男 12,519 人
女 13,617 人

11,655 世帯

出生
9人
死亡 40 人
転入 172 人
転出 77 人

2020

水無月

6月

〈花

暦〉花菖蒲
（よいおとずれ）

〈誕生石〉パール
（健康、長寿）

June

…はつらつ元気塾・介護予防教室等

広報

令和２年度 軽自動車税・自動車税納期限
特別企画展 一支国博物館・長崎県埋蔵文化財センター
収蔵品展 ７日まで
10：00～11：30 月曜ミニ広場

3水
2020

6

No.195
〔毎月１回１日発行〕

◎発行
壱岐市総務部 総務課

〒８１１－５１９２ 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５６２番地
☎（０９２０） －１１１１ ＦＡＸ（０９２０） －１５５３

48

48

4木
5金
6土
7日
8月
9火
10 水

●ホームページアドレス

iki-soumu@city.iki.lg.jp

【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

11 木
12 金
13 土
14 日
15 月
16 火
17 水

いきっこ広場

８：00～12：00 柳田小食農プロジェクト
（いもさし、大豆播種、田植え）
（柳田小農園） 予備日：11日
９：30〜11：30 コグニサイズ渡良教室
（渡良地区公民館）
10：00～16：00 人権相談（法務局）
13：30〜15：30 コグニサイズ勝本教室（勝本地区公民館）



13：30〜15：30
16：30〜18：30

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

…こどもセンター講座・教室等

6/1 月 

10：00～11：30

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

※このカレンダーは、５月１日現在のものです。
新型コロナウイルス感染症の状況により中止・延期する場合があります。ご了承ください。

今月の行事予定

2火

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 -

たんがるディックウォーキング倶楽部
（筒城浜周辺）
イキテラ

10：00～11：30

月曜ミニ広場

10：00～11：30
10：00〜11：30

いきっこ広場
はつらつ元気塾（壱岐の島ホール）

９：30〜11：30 コグニサイズ渡良教室
（渡良地区公民館）
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）
13：30〜15：30 コグニサイズ勝本教室（勝本地区公民館）
16：30〜18：30 イキテラ
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）

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

10：00〜12：00 Ｉ（あい）カフェ（健康相談）
（マリンパル壱岐）
16：30〜18：30

イキテラ

10：00～11：30

月曜ミニ広場／赤ちゃん広場

10：00～11：30 いきっこ広場
10：00〜11：30 はつらつ元気塾（壱岐の島ホール）
９：30〜11：30 コグニサイズ渡良教室
（渡良地区公民館）
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）
13：30〜15：30 コグニサイズ勝本教室（勝本地区公民館）
16：30〜18：30 イキテラ
９：30～11：30 筒城小 筒城浜クリーン活動
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
９：00～15：00 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）
13：30～

石田図書館 上映会

10：00～11：30

月曜ミニ広場

10：00～11：30

いきっこ広場

９：30〜11：30

10：00～ 古代米づくり体験
「さなぶりの祭り」
（原の辻ガイダンス）

10：00～11：30

月曜ミニ広場

10：00～11：30

いきっこ広場

2木
3金
4土
5日

９：30〜11：30 コグニサイズ渡良教室
（渡良地区公民館）
10：00～16：00 人権相談（法務局）
13：30〜15：30 コグニサイズ勝本教室（勝本地区公民館）

◆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
☎ 45-1113（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

◆芦

ピーマンとひき肉の
カレーチャーハン



16：30〜18：30

イキテラ

13：30〜15：30

たんがるディックウォーキング倶楽部
（小牧崎公園周辺）

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

玉ねぎには血液をサラサラにする効果

451
kcal

抗酸化作用があるので美肌効果が高い

お野菜です。 材料はシンプルですが、

にんにくとカレー粉がアクセントになり

お箸がすすむ一品です。 ぜひお試しく

ださい。

今月のヘルスメイトさん
坂本智恵子さん 松本 貞子さん
（芦辺支部）

（勝本支部）

☎ 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

や疲労回復効果があり、ピーマンには

材

コグニサイズ渡良教室（渡良地区公民館）

：00 人権相談（法務局）
7/1 水 10：1300～16
：30〜15：30 コグニサイズ勝本教室（勝本地区公民館）

① ピ ーマンは種を取り洗ったら、粗めのみ
じん切りにし、にんにく、玉ねぎもみじ
ん切りにしておく。
② フ ライパンにサラダ油を入れ、みじん切
りにしたにんにくを入れ、香りが出てき
たら、合いびき肉を入れ炒める。
③ ②に火が通ったら、①を入れさらに炒める。

料《４人分》

ピーマン������ ２個

カレー粉� 大さじ１と1/2

玉ねぎ������ 1/2個

サラダ油������ 適宜

合いびき肉���� 250g

塩������ 小さじ1/3

ご飯����� 茶碗４杯分

しょうゆ���� 小さじ２

④ ③がしんなりしてきたら、ご飯、カレー粉、
塩、しょうゆを入れ手早く炒め器に盛る。
※量 が多い場合は、材料を半分にして、２
人分ずつ分けて作ってもいいです。

にんにく���� ひとかけ
「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。

「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。

