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町の人口（4月 1日現在）

人口 8,480 人 減 92 人
男 4,270 人 減 46 人
女 4,210 人 減 46 人
世帯数 4,608 世帯 減 27世帯

3月中 転入ほか…117人（うち出生 6人）

の異動 転出ほか…209人（うち死亡 11人）

各地域の人口・世帯数

 世帯数 男 女 人口計
三根 2,098 1,961 1,886 3,847
大賀郷 1,559 1,407 1,402 2,809
樫立 307 290 286 576
中之郷 408 403 402 805
末吉 236 209 234 443
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▲
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目次
02-03 平成 20年度予算 /民生委員会　ほか   10-11 人事異動 /年間行事予定　ほか

04-05 国民年金 /国保だより   12-13 教育委員会だより　ほか

06-07 長寿医療制度 /税のお知らせ　ほか   14-15 情報公開 /町営住宅入居者募集　ほか

08-09 環境だより /母子保健　ほか   16-17 納涼花火大会 / おじゃれ 11万人　ほか

約 80人の球児（？）たちが来島

勝っても負けても ･･･、
気分はサイコー！
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窓口での本人確認を行います
　平成 20年 5月 1日から、戸籍法の一部改正により、
窓口での「本人確認」が法律化されました。
　戸籍謄・抄本などの申請や、戸籍の届出の際には、
運転免許証、保険証などの本人確認ができるものを持
参してください。

■問い合わせ　住民課住民係　内線237

項目
町税
地方譲与税
地方消費税交付金
自動車取得税交付金
地方交付税
分担金・負担金
使用料及び手数料
国庫支出金
都支出金
繰入金
諸収入
町債
その他
　計

921,531
86,143
97,655
82,478

1,700,000
70,697
169,191
335,576
1,746,397
471,320
110,024
674,500
40,488

6,506,000 千円

14.2%
1.3%
1.5%
1.3%
26.1%
1.1%
2.6%
5.2%
26.8%
7.2%
1.7%
10.4%
0.6%

100.0%

<各会計の予算>

　合　　　　　　計 88億2010万円

<公営企業の予算>

病院事業会計 16億7854万円
合　　　　　　　計 26億1231万8千円

一般旅客自動車
運送事業会計 1億3452万9千円

水道事業会計 7億9924万9千円

後期高齢者医療特別会計 1億4286万6千円
国民健康保険特別会計 13億9906万3千円

老人保健医療特別会計 8337万9千円
介護保険特別会計 6億8502万5千円

一般会計 65億600万円
用品会計 376万7千円

歳 入

○平成20年度会計別予算額

○一般会計

平成20年度一般会計予算額　 65億600万円 -前年度比6.8％減-

項目
人件費 17.7%
物件費 16.7%
維持補修費 2.3%
扶助費 5.9%
補助費等 9.9%
普通建設事業費 31.4%
（補助事業費） 12.4%
（単独事業費ほか） 19.0%
公債費 10.9%
繰出金 4.6%
積立金 0.1%
その他 0.5%
　計

1,152,921
1,085,448
152,796
384,930
646,330
2,039,568
805,484
1,234,084
711,006
297,428
5,000
30,573

6,506,000 千円 100.0%

予算額
歳 出（性質別）

● INFORMATION　平成 20年度予算／人材育成事業／窓口での本人確認／係名などの変更

八丈町人材育成事業  

「若い力で地域に活力！」

　町の地域振興を担う人材を育成することを目的
に、理学療法士などを目指す学生の方を対象とし
た、補助金の交付制度があります。詳しい内容を
聞きたい方は、総務課庶務係までご連絡ください。 

■問い合わせ　総務課庶務係　内線212

八丈町役場係名などの変更（平成 20年 4月 1日） 

 「会計係」を「会計課」に改めました。
 会計管理者が会計課長になります。
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三根地区
・三根出張所・三根小学校
・富士中学校
大賀郷地区
・八丈町役場
・八丈町コミュニティセンター
・大賀郷小学校・大賀郷中学校
・八丈町保健福祉センター
・八丈島空港ターミナルビル
・八丈高校
・東京都島しょ保健所八丈出張所

樫立地区
・樫立出張所・ふれあいの湯
中之郷地区
・中之郷出張所・三原小学校
・三原中学校・やすらぎの湯
・ブルーポート
・スパ・ザ・ＢＯＯＮ
末吉地区
・末吉出張所・末吉小学校
・みはらしの湯

いざというとき！
 ＡＥＤはここにあります
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）とは…
　心臓が停止し意識がなくなってる人に対し、自動的に心電図を分
析し、電気ショックの適応であるかを判断し、必要な場合には電気
ショックを与心臓の機能の回復を試みます。音声メッセージで操作
方法を案内するので、万一の事態が発生した際には、医学的な知識
がなくてもその場に居合わせたが、安全に使用することができます。

～地域の福祉を支えるボランティア～
5月12日は民生委員・児童委員の日です

　民生委員・児童委員は地域の相談
役として厚生労働大臣から委嘱され
ているボランティアです。
　島内で活動する民生・児童委員は
２９名で、このうち２７名は担当地
域を持ち、２名は「主任児童委員」
として児童福祉に関する問題を専門
に担当しています。
　民生・児童委員の仕事は、困って
いる方の問題解決のお手伝いをする
ことが中心となっています。
　たとえば、お年寄りや身体の不自
由な方などに手当てや各種サービス
などを紹介したり、担当地域内の児
童、妊産婦、ひとり親家庭などのさ
まざまな相談に応えています。
　また、今年３月から民生委員・児
童委員を補佐するため協力員が東京
都から委嘱されました。
民生委員・児童委員と協力して地域
で活動しています。
　秘密は守られます。お気軽にご相
談ください。

■問い合わせ
　住民課厚生係　内線231
　八丈支庁総務課福祉係　
　電話　2-1112

担当地区 電話番号
矢崎・川の平・川向 金川 美枝子
宮の平・与惣次・尾端 金川 津屋子
中道①・②・③ 大 澤 幸 一
桜平・桜平②・稲葉 田 代 典 夫
荒島・明治橋・新田 持 丸 友 恵
護神・孫兵衛 赤 松 都
新道・丘里 冬 木 克 良
富士見①・片瀬 佐 藤 純 子
富士見② 葛 馬 忠 道
赤金・洋望・中平・一心 浅 沼 彧
出廻・底土・東畑 三 島 憲 治
神湊東・神湊西・三根永郷 小 栗 富 美 代
東里①・②・③ 佐 藤 タ マ 子
金土川①・②・③ 櫻 井 洋 子
金土川④・屋和川 鈴 木 國 司
楊梅ヶ原①・②・③・下・向里 奥 山 妙 子
大里①・②・③・寺山 菊 池 寛
八戸 折 田 正 江
千鳥①・②・③・④ 菊 池 清 泰
西見①・②・③・甚太・大賀郷永郷 沖 山 智 徳
川城羅・尾崎・妻里・向里・伊郷名 田 村 功
東六里・江能里・康政里・中平・峯ヶ郷 笹本 久美代
上浦・尾越・藍ヶ江 菊 池 哲 弘
粥倉・藍ヶ里 菊 池 和 子
中里・向里・三原 川 上 清 福
宮裏・宮ヶ路・台ヶ原 沖 山 綾 夫
尾越・神子尾・洞輪沢・道ヶ沢 松 代 勝 子
坂下地域 大 脇 進
坂上地域 山 下 節 子
三　根 高 橋 静 江
大賀郷 赤 間 博 明
坂上地域 金 田 哲 哉

民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 及 び 協 力 員

協力員

末吉

主任
児童委員

三根

大賀郷

樫立

中之郷

氏名
2－2825
2－0735
2－2730
2－4022
2－0187
2－1873
2－3962
2－0687
2－2701
2－1633
2－3494
2－2705
2－1327
2－3107
2－4681
2－0498
2－2568
2－2011
2－3733
2－2583
7－0241
7－0251
7－0753
7－0968
7－0209
8－0045
8－0010
2－5651
7－0421
2－0775
2－5312
7－0366

　● INFORMATION　民生委員・児童委員の日／ AED

～充実した福祉へ～障害者相談員

　障害者の方々の相談に応じて、関係機関
との連携を保ちながら、必要な指導、助言
を行っています。お気軽にご相談ください。

■問い合わせ 健康課保健係 2-5570

氏名 電話番号
きくち まさぶみ
菊池  晶文 2-2269
もちまる よしこ
持丸  美子 2-0669

氏名 電話番号
きくち　 みのる
菊池　實 2-1801
たかはし けいこ
髙橋  恵子 2-3242
わたなべ まえみ
渡部  真恵美 7-0864

身体障害者相談員

知的障害者相談員



	 広報はちじょう

4

    国  民  年  金  ■問い合わせ　住民課国保年金係　内線 236

ねんきん特別便を再送付します
　昨年 12月より、新たに記録が結びつく可能性のある方に対し送付しました「ねんきん特別便」は、未回答の方
が多く、「訂正なし」と回答した方の中にも、記録がある可能性の高い方が相当数いることから、ねんきん特別便
を再送付し、改めて記録の確認をお願いすることとなりました。

●前回、回答していない方（提出日と氏名を記入のうえ、同封の返信用封筒にて送付してください。）

訂正がある場合　「年金加入記録照会票」に記入して、「確認はがき」を切り取らず、「訂正がある」に○をして送  
 付してください。
訂正がない場合　「確認はがき」を切り取り、「訂正がない」に○をして送付してください。

●前回、回答している方

追加訂正がある場合　「年金加入記録照会票」に記入して、「確認はがき」は切り取らず、「訂正がある」　に○をし 
 て、提出日と氏名を記入のうえ、同封の返信用封筒にて送付してください。
追加訂正がない場合　手続きは必要ありません。

　また、全ての年金受給者の方にも、4月から随時送付を開始しています（薄い緑色の封筒で届きます）。記載さ
れている内容を確認して、同封の「年金加入記録回答票」に記入して、返信用封筒にて送付してください。
なお、婚姻等で氏名が変わられた方は旧姓の記入が必要となります。ご協力をお願いします。

ねんきん特別便についての問い合わせ

ねんきん特別便専用ダイヤル　0570-058-555
IP電話・PHSからは　 03-6700-1144

一般の年金相談は、こちらをご利用ください

・住民課国保年金係　内線 236
・ねんきんダイヤル　　　　0570-05-1165
IP電話・PHSからは　 03-6700-1165

受付時間
・月曜日～金曜日　午前 8時 30分～午後 5時 15分

※月曜日は午後 7時まで (月曜が休日の場合は火曜 )

・第二土曜日　　　午前 9時 30分～午後 4時

電話番号のかけ間違いに注意してください。
・港社会保険事務所　 03-5401-3211

・社会保険庁ホームページ　http://www.sia.go.jp/

※年金記録照会専用のフリーダイヤル「ねんきんあんしんダイヤ
ル」は、3月 31日をもって終了いたしました。
4月からは、「ねんきん特別便専用ダイヤル」で受け付けております。

●受付時間

・月曜日～金曜日　午前 9時～午後 8時
・第二土曜日　　　午前 9時～午後 5時

学生納付特例、若年者納付猶予制度

　国民年金は、日本国内に住所がある 20歳以
上 60歳未満のすべての方が加入しなければな
りません。
　しかし、学生や、就職が困難などの理由に
より保険料の納付が難しい若年層（30歳未満）
の方は、申請して承認されれば納付が猶予され
る制度があります。
これらの申請を行わず、保険料が未納のままに
なっていると、万が一、病気やケガにより障害
が残ってしまった時に障害基礎年金などを受
けることができなくなりますのでご注意くだ
さい。

● INFORMATION　国民年金



広報はちじょう

5

所得割① 資産割② 均等割③ 平等割④ 所得割① 資産割② 均等割③ 平等割④
医療 4.00% 42.00% 13,100円 18,200円
支援 1.65% 3.00% 4,000円 9,000円

介護 1.50% 14.50% 10,100円 5,500円 介護 1.50% 14.50% 10,100円 5,500円

          例えば… 　　平成19年度の国保税が年額150,000円の自営業40代夫婦と子ども1人世帯での場合

は変わりません！

所得割① 課税標準額　×　所得割率

資産割② 固定資産税額（固定資産税額のうち土地・家屋に係る分）　×　資産割率

均等割③ 被保険者数　×　均等割額

平等割④ 平等割額（一世帯あたり）

医療 5.65% 45.00% 17,100円

税 率 等 改 定

年税額　150,000円 年税額　150,000円 

法律改正に伴う変更（２本立てから３本立て）

27,200円

平成２０年度から現 行

医　　　療　　　分
（118,500円）

介　　　護　　　分
（31,500円）

医　　療　　分
（85,500円）

後期高齢者支援分
（33,000円）

介　　護　　分
（31,500円）

国
民
健
康
保
険
税

国保税率の改定を行います
　平成２０年度４月からの後期高齢者医療制度の創設に伴い、国保税の算定方式が変更となるため、税率改定を
行います。
　改定内容については、現行の医療分に係る税率などを二分する形で行うため、皆さんの負担は変わりません。
ご理解をお願いします。
　なお、新しい税率や税額などは下記のとおりです。

国　保　だ　よ　り　　　　　　■問い合わせ　住民課国保年金係　内線２３５

　改定後の税率は、平成 20 年度分（4
月1日賦課）からとなり、納入通知書は
7月上旬の発送となります。
　八丈町は、被保険者の皆さんがこれ
からも安心して医療を受けられるよう、
国保事業の安定的かつ継続的な運営に
努めます。

◆「相互扶助」で成り立つ国保制度で
す。皆様のご理解、ご協力をお願いし
ます。
◆国保税は国保制度の重要な財源です。
被保険者の皆様、納め忘れのないよう
ご注意ください。
◆国保税の納付には、便利な口座振替
をご利用ください。

※その他、国民健康保険証や制度等に
ついて分からないこと、疑問に思うこ
となどいつでもご相談ください。

円 円
44,300

44,300
31,300

（▲13,000）

13,000
   （13,000）

15,600
（　0　）

（　0　）

円 円
221,800

221,800
159,900

（▲61,900）

61,800
   （61,800）

59,200
（　0　）

 （▲100）

医
療
分

1,000

0

平成19年度(2本立)

年
税
額

うち2号該当
(40～64歳)

収入

介
護
分

年
税
額

基準所得 2,234,000

基準資産 0

2,564,000所得

収入 3,880,950

平成19年度(2本立)モ デ ル １

1人
医
療
分

介
護
分

1人

981,000

331,000

※この表は、給与所得世帯での状況と税額を表しています。
【平成１９年度の税額　⇒　平成２０年度の税額　（差額分）】

（表の金額は、その世帯の人数及び所得等の変動があった場合は変わります。）

うち2号該当
(40～64歳)

２人

所得

基準所得

基準資産

（４５歳）

世帯員数

世帯員数

（４０歳）

モ デ ル ２

４人

医
療
分

支
援
介
護

平成20年度(3本立)

平成20年度(3本立)

年
税
額

59,900

15,600

59,900

280,900

59,200

281,000

医
療
分

支
援
介
護

年
税
額

⇒
⇒

　● INFORMATION　国保だより
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4 月から長寿医療制度（後期高齢者医療制度）が始まりました

75 歳以上の方は、全ての方が対象となる制度です

　75歳以上の方と 65歳以上 75歳未満で障害認定を受けている方が加入する新しい医療制度です。この制度は皆
さんが安心して医療を受けられるように、都内の 62区市町村が加入し、設立した「東京都後期高齢者医療広域連合」
が運営しています。

長寿医療制度と呼んでください

　今まで、後期高齢者医療制度としてお伝えしていましたが、長年、社会に貢献してこられた方々の医療費を国民
みんなで支え、「国民みんなが長寿を喜ぶことができる仕組み」として、「長寿医療制度」と呼ぶことになりました
（保険証の標記などは変わりません）。

4 月から、年金からの天引きが始まっています

　天引きの対象となる年金は、介護保険料が引かれている年金と同じです。ただし、国民健康保険以外（被用者保
険）から移行された方は原則として 10月から天引きが始まります。また、年金額が年額 18万円未満の方、介護
保険料と長寿医療制度の保険料の合算額が年金受給額の 2分の 1を超える方、転居で住所が変わられた方などは、
納付書や口座振替などで納めていただきます。

保険証は 1 人に 1 枚を交付、保険証に負担割合が記載してあります

　これから 75歳になる方は、誕生日からの加入となりますので、誕生日までに保険証を送付します。保険証には
医療機関の窓口で支払う負担割合が記載されています（1割または 3割）。原則として今までの保険の負担割合を
引き継いでいますが、平成 20年度の住民税課税所得などにより、8月 1日を基準日として負担割合の再判定を行
う予定です。
なお、国民健康保険以外（被用者保険）に加入している方は、長寿医療制度の加入日に被用者保険を脱退（家族の
場合は変更）する手続きが必要となります。詳しくは現在加入している保険の担当にご相談ください。

「広域連合お問合せセンター」をご利用ください

　制度についてわからない点など、お気軽にご相談ください。また、多数の問い合わせが寄せられ、一時的にかか
りにくくなるときがありますのでご了承ください。

・電　　話：0570-086-519　　FAX：0570-086-075
・受付期間：午前 9時～午後 5時（土日、祝日を除く平日）
※個人情報や政策判断を伴う内容などにはお答えできません。

■ 問い合わせ　健康課高齢福祉係　電話 2-5570

三根地区　敬老会
　高齢者の町民の方々への感謝と長寿を
お祝いする敬老会を開催します。

日　時　5月 18日（日）　午前 11時～
場　所　三根小学校体育館
対象者　70歳以上

（昭和 14年 4月 1日以前に生まれた方）

■問い合わせ　健康課高齢福祉係　電話 2-5570

● INFORMATION　長寿医療制度／敬老会

シニア体力測定（前期）開催
日時：5月 26日（月）午前 9時～ 12時
場所：保健福祉センター

65歳以上の方なら、どなたでも参加できます。気軽に
参加してください。※室内用運動靴、飲み物、シニア体力
測定記録ノート（すでにお持ちの方）を持参し、運動しや
すい格好でお越しください。

■問い合わせ　健康課保健係　電話 2-5570
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「もっと暮らしやすい八丈町に！」　　　八丈町生活安全協議会報告
　3月 18日（火）に平成 19年度八丈町生活安全協議会（安全で安心して暮らすことのできる社会の実現を目的）
が開催されました。
　会合では、八丈島警察署管内の事件・事故状況、振り込め詐欺についての報告、街路灯の設置状況や今後の設置
方針の説明の後、事前に各小中学校へのアンケート結果で挙げられた問題点や要望などを元に通学路の安全対策を
主な議題として話し合いが行われました。
　その結果、通学路の要所となる所への「こども 110番」のシール貼付活動（18日現在 121箇所）や街灯整備
及び道路整備を重点的に進めていくことになりました。
　そのほかに、電話などによる販売の勧誘に対しては、「いらないものはいらない」という毅然とした態度で断る
こと、三根地域の老人会による児童下校時の見回り活動の継続、高齢者などの一人暮らし世帯や登下校時の児童生
徒へのあいさつの声掛け運動、夜間の反射材着用などの推進が確認されまた。
　児童生徒が安全に登下校できる環境にしていくために、地域の方の協力を引き続きお願いいたします。

税のお知らせ税のお知らせ ■問い合わせ
　税務課税務係  内線２２１

未納になっていませんか？

　皆さんが納める税金は、道路や学校などの施
設整備や運営、または福祉事業などに使われて
います。
　税金は、私たちが豊かで健康な生活を送るた
めに、みんなで負担しなければなりません。
　納め忘れに気がついたときや、納付書をなく
してしまった場合などは、税務課までご連絡く
ださい。

納付は口座振替で!

 簡単な手続きで、申し込むことができます。預金
口座がある金融機関または、郵便局の窓口に、預
金通帳・届出印を持参して、申し込んでください。

手続きのできる金融機関
 ○七島信用組合　 ○みずほ銀行　 ○郵便局

平成19年分所得の申告について

  税務課では、随時所得の申告を受け付けてい
ます。
　平成19年中に収入のあった方や、八丈町国民
健康保険、または後期高齢者医療制度の被保険
者の方で、平成19年分の所得の申告が済んでい
ない方は、至急所得の申告をお願いします。税務
署に確定申告書を提出した方及び家族等の被扶
養者になっている方は不要です。

●平成20年度　町税　
納期限（口座振替日）カレンダー
　月 税　　目 納　期　限
5月 　　―

固定資産税第1期
軽自動車税 平成20年6月2日

町都民税第1期 平成20年6月30日

8月 　　―

国民健康保険税第3期 平成20年9月30日

11月 　　―

国民健康保険税第5期 平成20年12月1日

固定資産税第3期
国民健康保険税第6期

1月 　　―

固定資産税第4期
国民健康保険税第8期3月 平成21年3月2日

12月 平成20年12月25日

町都民税第4期
国民健康保険税第7期2月 平成21年2月2日

町都民税第2期
国民健康保険税第2期9月

平成20年9月1日

町都民税第3期
国民健康保険税第4期10月 平成20年10月31日

6月

固定資産税第2期
国民健康保険税第1期7月 平成20年7月31日

　● INFORMATION　税のお知らせ／八丈町生活安全協議会
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浄化槽に関するお知らせ

　生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、建
築基準法では合併処理浄化槽を設置することが義務付けられ
ています。
　八丈町では、合併処理浄化槽を設置しようとする方に対す
る補助制度や、浄化槽の清掃作業経費の住民負担の軽減措置
制度があります。詳しくは住民課環境係までお問い合わせく
ださい。
　町税などの滞納者は、これを受けることができません。申
請書は必ず設置や清掃の前に提出してください。

八丈町合併処理浄化槽整備事業補助金

　家を新築するときや新たに合併処理浄化槽を設置しようと
する方に対する補助金です。

八丈町浄化槽清掃作業経費の住民負担軽減措置

　浄化槽の清掃作業に必要な経費のうち、浄化槽汚泥を収集、
運搬するために要する経費の一部を一年度につき一回負担し
ます。※軽減申請時には、点検・清掃・検査の記録の写しの
添付が必要となります。

火葬場駐車スペースを設けました

火葬場の建設工事に伴い、住民の皆さ
んにはご不便をお掛けしております。
新たに下記の場所に駐車スペースを設
けましたのでご利用ください。

ヤスデ対策　薬剤を配布します

　ヤスデの移動が確認されています。今年度も家屋侵入防止対策用として薬剤 (コイレット )を、来年３月までの
期間配付します。自然環境を考慮し、また乱用防止のため配布数を制限しています。（一世帯一か月に一袋 (3㎏入り )
を四か月分 (四袋 )まで）
　ヤスデは、9月頃から 2月頃までが本来の集団移動の時期です。まずは家屋の周りの落ち葉などを取り除き、水
はけ・日当たりを良くするための環境づくりや、家屋の基礎 (コンクリートなど )に表面のツルツルした素材のテ
ープを貼るなどを試してみてください。
　大賀郷地域にお住まいの方は住民課環境係、他の地域にお住まいの方は各出張所にて引換券を受け取ってください。

みんなで参加しよう！クリーンデー　6 月 1 日（日）

八丈島の自然と環境を守り、住みやすいクリーンな島を目指しましょう！

　クリーンデーは、地区ごとの空き缶拾いや清掃活動を全島一斉に行い、
ゴミの散乱防止や環境に対する意識を高めることを目的としています。

※清掃の開始時刻は各地域で異なります。
各地域の自治振興委員の方の指示に従ってください。

環境だより  ■問い合わせ　住民課環境係　内線 233・234

● INFORMATION　環境だより／クリーンデー
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母子保健
・今月の健康診査　会場：保健福祉センター　　　　　　　
※各健診の対象者には個別通知します

3歳児健康診査：20日（火）午後 1時 15分～ 1時 45分受付
○対象：平成 17年 3月 19日～平成 17年 5月 20日生まれの幼児

4歳児歯科健康診査  ：14日（水）午前 9時 15分～ 10時 00分受付
○対象：平成 16年 2月 21日～平成 16年 5月 14日生まれの幼児

・こども心理相談（要電話予約）20日（火）　午前 9時～午後 4時　会場：保健福祉センター
○対象：１歳６か月以上の未就学児　言葉が遅い・落ち着きがない・身体の動きがぎこちない
 癖が気になるといった心配事に、専門の心理相談員が相談に応じます。

・すくすく相談（要電話予約）16日（金）午前 9時 30分～ 11時 30分　会場：保健福祉センター
日頃の子育ての中からでてくる疑問や心配事などに保健師・管理栄養士・歯科衛生士が応じます。
母子健康手帳を持参してください。
※今回は 10時 30分から「こどものおやつ」について、管理栄養士の講話や試食を行います。

・両親学級　会場：保健福祉センター
新しい命を迎える準備をしましょう。お母さんの体調がよい時にいらして下さい。
1・2回目（4月に開催）に参加していない…。どちらかしか出られない…。という方も大歓迎です！
・3回目　1日（木）午後 1時 30分～ 3時 30分　お産を迎える準備　　　　　
・4回目　8日（木）午後 1時 30分～ 3時 30分　赤ちゃんの健康、沐浴、マタニティビクス

■問い合わせ・申し込み　健康課保健係　電話 2-5570

子ども家庭支援センターからのお知らせ

開館日　　平日　午前９時～午後５時
　　　　　土日、祝日、年末年始はお休みです
交流ひろばの催し　毎週水曜日　10時から
5・6予定
・5月 7日　ミニ運動会
・14日　パネルシアター「いぬのおまわりさん」
・21日　お楽しみゲーム
・ 28日　劇あそび「三びきのこぶた」
・6月 4日　時計を作ろう！！

就学前のお子様の身体測定 19日（月）～ 23日（金）
※ただし、水曜日は催し時間以外になります。
■問い合わせ　子ども家庭支援センター　　
 電話　2－ 4300

5 月は赤十字社員増強運動月間です

　赤十字社の活動事業の財源は、皆さんが社員に加入して納めていただく社費によって賄われています。
　自治振興委員の方が赤十字活動についての理解と社員になっていただくためのお願いにご家庭を訪問します。
ご協力をお願いします。
■問い合わせ　住民課厚生係　内線 232

予約制予防接種

(麻しん風しん混合・三種混合 )

5月 14日（水）・28日（水）
午後 2時 30分～ 3時 (予約制 )
場所：町立八丈病院小児科

町の集団接種（BCG・ポリオを除く）を
受けられなかった方で接種を希望される方
は、予約をしてください。
受付締切は、接種希望日の 1週間前です。

■予約受付・問い合わせ
　健康課保健係　電話 2-5570

　● INFORMATION　母子保健／子ども家庭支援センター／予防接種／赤十字
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［課長級異動］（　）は旧所属等
▼総務課長　關村　三男（病院事務長）

［課長級昇格］（旧職名（統括係長）略）
▼会計課長　※〈会計管理者〉
　伊勢﨑　孝久（産業観光課観光商工係長）
▼企業課長　奥山　　拓（中之郷出張所長）
▼病院事務長　福田　高峰（総務課庶務係長）

［統括係長級異動］
▼総務課庶務係長　加藤　浩康（総務課文書係長）
▼産業観光課観光商工係長　沖山　安男（教育課庶務係長）
▼教育課庶務係長　藍原　丙馬（健康課高齢福祉係長）

［統括係長級昇格］
▼企画財政課財政係長　菊池　正勝（同）
▼住民課国保年金係長　奥山　　勉　（同）
▼三根出張所長　　　　田代　　至　（同）
▼消防本部庶務係長　消防司令　瀬筒　　穣（同警防係長）

［係長級異動］　
▼総務課文書係長　田村　久美（教育課主査・庶務係）
▼税務課主査・税務係　浅沼　晃子（住民課主査・住民係）
▼若草保育園副園長　山下　敦子（末吉保育園）
▼末吉保育園副園長　小崎　浩子（主査・むつみ第二保育園）
▼健康課高齢福祉係長　塩野　　誠（総務課主査・庶務係）
▼建設課管財係長　佐々木　昭仁（末吉出張所長）
▼会計課主査・会計係　奥山　京子（会計係長）
▼消防本部主査・庶務係　小宮山　努（同）
▼消防本部警防係長　消防司令補　佐々木　恒（同）
▼消防本部主査・警防係　消防司令補　佐藤　順一（同予防係）
▼教育課給食係長　浅沼　　晶（建設課管財係長）

［係長級昇格］（旧職名（主任等）略）
▼総務課主査・庶務係　佐々木　まなみ（同）
▼子ども家庭支援センター　保健師長　五十嵐　たか子（同）
▼住民課主査・むつみ第二保育園　赤間　やえ子（真砂保育園）
▼健康課主査・高齢福祉係　菅原　宏幸（病院事務局管理係）
▼建設課主査・建設係　瀬筒　国治（同）
▼中之郷出張所長　大澤　恒仁（八丈町農業委員会）
▼病院医療局　副看護師長　福岡　禮子（同）
▼病院医療局　副看護師長　菊池　昭子（同）

［その他の職員の異動］（旧職名略）
▼企画財政課企画情報係主任（島しょ振興公社派遣）
　四谷　清貴（健康課高齢福祉係）
▼企画財政課企画情報係主事　沖山　晃（産業観光課観光商工係）
▼企画財政課財政係主事　船橋　さつき（会計係）
▼総務課庶務係主事　小﨑　真希（産業観光課観光商工係）
▼税務課税務係主事　奥山　徳夫（企画財政課企画情報係）
▼住民課国保年金係主事　佐々木　優保（健康課保健係）
▼住民課住民係主任　金打　洋子（健康課高齢福祉係）
▼住民課住民係主事　富田　亜希（総務課庶務係）
▼住民課環境係主事　山路　樹一郎（企業課水道係）
▼健康課保健係主事　米田　眞理（税務課税務係）

▼産業観光課観光商工係主事　佐々木　里美（住民課環境係）
▼教育課庶務係主事　高梨　美穂（住民課国保年金係）
▼八丈町農業委員会主事　川上　裕次郎（税務課税務係）
▼真砂保育園主任　奥山　智美（むつみ第二保育園）
▼末吉保育園保育士　川上　幸代（若草保育園）
▼消防本部庶務係消防副士長　西濱　　剛（同警防係）
▼消防本部警防係消防士長　堀本　敏彦（同庶務係）
▼消防本部予防係消防副士長　沖山　　淳（同庶務係）
▼むつみ保育園副主任調理員　佐々木　英子（病院医療局）
▼南海保育園調理員　奥山　ヨリ子（むつみ保育園）
▼病院医療局調理員　沖山　千恵（むつみ保育園）

［その他の職員の昇格等］（旧職名略）
▼総務課庶務係主事　※〈任用替〉山下　進（企業課運輸係）
▼総務課文書係主任　菊池　　学（同）
▼税務課税務係主任　沖山　恵美（同）
▼健康課高齢福祉係主任　土方　七重（企画財政課財政係）
▼産業観光課産業係主任　浅沼　利光（同）
▼産業観光課観光商工係主任　大川　和彦
　（企画財政課企画情報係・島しょ振興公社）
▼消防本部庶務係消防副士長　篠原　武文（同）
▼消防本部警防係消防副士長　上ノ山　真児（同）
▼消防本部予防係消防副士長　大西　国士（同）
▼消防本部予防係消防副士長　井ノ口　義二（同）
▼消防本部予防係消防副士長　村上　穣二（同）
▼病院医療局臨床検査技師　大本　祥子　（同）
▼病院医療局主任看護師　沖山　洋子（同）
▼病院医療局主任看護師　木村　浩子（同）
▼若草保育園副主任調理員　川村　富士子（同）
▼企業課運輸係主任バスガイド　髙橋　秀子（同）

［新規採用］
▼企業課水道係主事　篠﨑　京平
▼病院事務局管理係主事　西尾　裕輝
▼むつみ保育園保育士　峯元　安代
▼むつみ第二保育園保育士　山下　恵美子
▼若草保育園保育士　児玉　　廉
▼病院医療局看護師　矢野　淳子

［その他］
▼樫立出張所長　中之郷出張所長兼務
▼末吉出張所長　中之郷出張所長兼務
▼会計係長　会計課長兼務
▼企業課運輸係長　企業課長兼務

［退職者］ ※ 3月 31日付
▼総務課長　佐々木　英俊
▼企業課長　宮内　一男
▼統括係長（給食係長）　菊池　悦子
▼統括看護師長　沖山　弓子
▼副園長（若草保育園）　山下　美保
▼末吉保育園主任　高麗　由起子
▼住民課住民係主事　松代　　華
▼病院医療局薬剤師　伊藤　幸次
▼病院医療局看護師　細川　志帆
▼教育課給食係副主任調理員　遠藤　初美

八  丈  町  人  事  異  動
（平成 20 年４月１日）

● INFORMATION　八丈町人事異動
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第 27 回小笠原親善訪問　参加者募集中！
6月 19日 (木 )～ 24日 (火 )

今年は小笠原返還 40周年
皆さんで一足早い夏を小笠原で楽しんでみませんか！

受付は八丈マリンサービスで行います。詳しくは今月号の折込
チラシをご覧ください。

　●申請方法
　 ①所定の申込用紙（コピー可、チラシと一緒に配布）に必要事項を記入し、
　 　現金を添えて、八丈マリンサービスにお申し込みください。
　 ②申込用紙・現金と引き換えに、会員券引換証（出発日に必要です）を渡します。
　●申込期限：6月 7日（土）
　●申込場所：八丈マリンサービス底土事務所（船客待合所内）
　●申込受付期間　
　 月曜日～金曜日：午前 10時 30分～ 15時 30分
　 土・日・祝日 ：午前 10時 30分～ 11時 45分

 ※天候などの理由により、実施できない場合は、7月 9日（水）～ 14日（火）に変更します。

●問い合わせ
　八丈マリンサービス　電話 2-1211　　総務課庶務係　電話 2-1121　内線 211

５日
１２日
２１日
３日

１１日
２３日
８日
４日

　５日
１１日
２４日
１１日
５日

　６日
２０日
２１日

（日）
（日）
（火）
（月）
（火）
（日）
（月）
（日）
（土）
（日）
（土）
（水）
（木）
（木）
（金）

（金）

（土）

１２日
２０日
２５日
２９日
１７日
１８日
１日

１日

９日
１９日
２８日
２３日

　３日
１１日
３０日
８日

１５日

（土）
（日）
（金）
（火）
（土）
（日）
（日）

１日（日）
（月）
（木）
（土）
（水）

（日）
（月）
（土）
（月）
（月）

中学校記録会
町民体育大会
総合防災訓練
小学校運動会
八丈町表彰式
末吉自治会
第四回八丈町議会定例会～10日
消防出初式
成人祝賀式
パブリックロードレース
へルシーフェスタ～2／8
樫立自治会
第一回八丈町議会定例会23・25・26・30日
フィッシングチャレンジＣＵＰ～15日
フリージアまつり～4／5
八丈島産業祭～22日

浮き球ベースボール大会～13日
敬老会（樫立・中之郷）
八丈町事業説明会
中之郷自治会
Ｊ１グランプリ（ルアー釣り大会）～18日
敬老会（三根）
クリーンデー
トローリング大会～1/31
第二回八丈町議会定例会
小笠原親善訪問～24日
消防団夏季訓練～29日
夏まつり～25日
八丈島宝さがし～11/30
サマーコンサート
納涼花火大会
八丈島RAINBOW CUP 2008 フットサル大会～31日
第三回八丈町議会定例会～8・29日
敬老会（大・末）

12月

２月

１月

３月

10月

11月

８月

９月

４月

５月

６月

７月

平成20年度 年間行事予定平成20年度 年間行事予定

　● INFORMATION　平成 20年度年間行事予定／小笠原親善訪問
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学校行事のお知らせ　
 
・セーフティ教室　23日 (金 )　末吉小学校
 25日 (日 )　大賀郷中学校

　　小・中学校では、開かれた学校教育を推進していく
　ため、保護者や地域住民の参加のもとで、セーフティ

　教室や道徳教室を実施しています。保護者はもとより、

　地域のみなさまの参加をお持ちしています。

教育相談室より　「学校には慣れてきたけれど…」　教育相談員　伊藤　宏

　Ｑさんは、４月に中学校に入学したばかりの子どものお母さん。わが子の真新しい制服姿もようやく目にな
じんできました。ただ、入学直後の生き生きとした表情が消えて、口数が少なくなってきたことが心配です。

相談員　6年間を過ごした小学校から中学校に入ることは、とても大きな環境の変化を経験しているわけですから、慣れ
るまでは毎日がストレスの連続でしょうね。

Ｑさん　勉強もむずかしくなるし、教科ごとに先生が換わることも、子どもにとってはストレスになるんでしょうか。
相談員　中学校は教科担任制ですから、教科ごとに専門の先生がいます。先生にもそれぞれ個性があって、すべての先生

と円満な関係を築いていくことは大変なことなんですね。保護者としても、子どもと先生の関係は気になります
よね。

Ｑさん　そうなんです。学校の話になると、Ａ先生がどうだとかＢ先生がどうしたとか…。
相談員　子どもの観察は鋭いですから、おとなが教えられることもたくさんありますが、すべてが当たっているとは限り

ませんよね。特に、子どもがマイナスイメージをもったときには、保護者の対応は慎重を要します。子どものこ
とばを尊重し、子どもの気持ちに寄り添いながらも、鵜呑みにしないということです。

Ｑさん　たとえわが子でも、ここは一歩退いて、冷静に見るということですね。
相談員　そうなんです。子どもといえども、偏見からまったく自由であるとは言い切れませんから。子どもなればこその

思いこみも、なきにしもあらず……なんです。

Ｑさん　そう言えば、私も経験あります。中 1の時、お腹が痛くて早退したんです。担任を捜したけど見つからなくて、
友だちに連絡頼んで帰りました。それを「無断早退」だって、すごく怒られちゃった。友だちが連絡忘れただけ
なのに、その時はほんとうに担任がきらいになって、学校にも行きたくなくなっちゃいました。

相談員　そういうことがあったんですか。2006年度の統計ですが、30日以上欠席するいわゆる不登校の小・中学生は全
国で 12万 7千人、中学生は 35人に 1人だそうです。

Ｑさん　へー！そんなに大勢いるんですか。
相談員　そのうち「いじめ」がきっかけだったのは 3.2％。もっとも多かったのは友人・教師との関係や学業不振も含めた「学

校生活にかかわる問題」で、35.5％を占めています。不登校には至らないまでも、多くの子どもたちがさまざま
な困難と向き合いながら日々を送っているんですね。まわりのおとなが子どもの変化に気づき、いち早く適切に
対応する以外に方法はありません。心配な兆候が見られたら、すぐに相談することが大切です。

Ｑさん　そうですね。でも、学校はなんだか敷居が高くて……。
相談員　学校と率直なお話が出来ればそれが一番いいのですが、教育相談室もそういうお話を聞く所なんですよ。

　
■受付時間：毎週火曜日・金曜日　午前 8時 30分～午後 5時　

■電話・FAX：2-0591

教 育 委 員 会 だ よ り  ■問い合わせ　各学校・教育課庶務係　電話 2-0797  

● INFORMATION　教育委員会だより

・開校記念日	 27日 (火 )　三原小学校
 30日 (金 )　富士中学校
・運動会	 25日 (日 )　富士中学校
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○新着図書　
「沈黙のアイドル」赤川次郎 /著
「美貌と処世」林真理子 /著
「密会」ウィリアム・トレヴァー /著
○今月の休館日　
毎週月曜日
3･4･5･6日（祝日及び振替休日）
30日（金・館内整理日）
○開館時間：午前 9時 30分～午後 5時
○問い合わせ　教育課生涯学習係　
 電話 2-0797

 図書館からのお知らせ
○4月からおはなし会をはじめました！
　
日時　毎月第 2土曜日　午前 10時～ 11時
場所　こどものほんのへや
おはなしは八丈島子ども文庫連絡会の皆さんが行います。
今月は、5月 10日（土）の開催です。
子どもだけでなく大人も楽しめる、おはなし会です。
皆さんでぜひご参加ください！
○八丈町ホームページに新着図書情報を掲載しています
八丈町ホームページ（http://www.town.hachijo.tokyo.jp）
の「新着図書情報」の表示をクリックしてください。
図書館へお出かけの前に、ぜひチェックを！

家族介護者教室（ケアケア交流講座）開催
５月21日（水）　午後1時～3時　第二八丈老人ホーム2階会議室
八丈町地域包括支援センターでは、介護している家族の方と、老人ホームやデイホームで働く職員とが交流を図り
ながら、認知症について学ぶ講座を次のとおり開催します。

主催　八丈町地域包括支援センター　　共催　認知症介護研究・研修仙台センター
■内容：認知症高齢者の基本的理解について 　■申込締切：5月 9日（金）
■費用：無料　　　　
■申し込み ･問い合わせ：八丈町地域包括支援センター　電話 2-0580

ケアケア交流講座とは？
　地域と施設を結ぶ相互参加型介護講座として、専門家による講義と参加者の話し合いにより、介護について考え
ていくものです。
好評だった前回に続き、2回目の開催です。今後も介護に関するにさまざまな内容で、開催する予定です。

町 長 上 京 日 記
３ 月５日～６日
○ ANA822便にて上京
○東京都総務局行政部訪問
○東京都福祉保健局訪問
○ ANA829便にて帰島

12日～ 17日
○ ANA822便にて上京
○フリージアまつり表敬訪問
・全日空　東京支店　
・衆議院第１議員会館
・衆議院第２議員会館　
・参議院議員会館
・自民党本部　
・東京電力（株）東京支店　
・（株）ロッテ
・東京都議会
・国土交通省　
・日本医科大学付属病院
・東京都庁
○ ANA829便にて帰島

３月の主な会議
日 会議名 議題等

３日 庁議 新庁舎建設についての提案書について
ほか

４日 第一回八丈町議会定例会 町長施政方針 ほか

７日 課長連絡会議 八丈町手続き等のご案内について ほか

11日 議会運営委員会 第一回八丈町議会定例会について ほか

14日 平成 19年度八丈町教育委員会
　第 12回定例会

八丈町立学校の管理運営に関する規則
の一部を改正する規則について ほか

19日 課長連絡会議 坂上保育園統合に係る保護者等の意向
について ほか

24日 八丈町農業委員会第 12回総会 農業経営基盤強化促進法に基づく農地
利用集積計画の承認について ほか

25日 第一回八丈町議会定例会 一般質問 ほか

26日 第一回八丈町議会定例会 平成 20年度 一般会計予算 ほか

26日 八丈町議会議員 全員協議会 新庁舎建設についての提案 ほか

27日 第一回八丈町議会定例会 平成 20年度 水道事業会計予算 ほか

28日 第一回八丈町議会定例会 平成 19年度 一般会計補正予算 ほか

3月

　● INFORMATION　図書館からのお知らせ／ケアケア交流講座／町長上京日記／ 3月の主な会議
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平成 19 年度情報公開及び
個人情報保護制度の実施状況

情報公開制度
　町では八丈町情報公開条例に基づいて、情報公開の制度を実
施しています。この制度は、町民の皆さんに町の仕事の内容を
理解していただくために、町が持っているさまざまな情報を請
求に応じて公開するものです。
平成 19年度　　請求　　9件
開示または一部開示 8件・非開示 1件

個人情報保護制度
　八丈町個人情報保護条例では、個人情報の適正な取り扱いを
定め、本人の開示請求権を保障しています。町が保有する個人
情報（自分の情報）の開示、訂正、削除などを請求することが
できます。
　平成 19年度　　請求 2件　開示 2件
両制度に基づく相談や請求は、各担当課で行っています。お気
軽にご相談ください。

■問い合わせ　総務課文書係　内線215

水道係からお知らせです
●異動届の提出は済んでいますか？
　転入・転出など、異動の際には水道係か各出張所
で異動届を提出してください。
●名前が正しく表示されていますか？
　水道検針票や、納入通知書の名前の表示が間違っ
ている場合は、水道係までご連絡ください。
●水道検針
　町から委託された検針集金員が行っています。メ
ーター周辺はきれいに保って、検針がスムーズに行
えるようにご協力ください。
●水道料金未納の方へ
　水道料金未納者の方に向けた、支払い方法（分割
納付など）の相談を受け付けています。支払いに応
じられない方については、給水条例 36条を適用し、
給水を停止する場合があります。支払いが済んでい
ない方は、水道係にご相談ください。

■問い合わせ　企業課水道係　内線315

春の行政相談週間　5月 19日（月）～ 25日（日）
　
　毎日の暮らしの中で、役所などが行っている仕
事に関して苦情、意見、要望はありませんか。そ
のようなときは、行政と住民とのパイプ役として
総務大臣から委嘱された、「行政相談委員」が相
談に応じています。お気軽にご相談ください。

東京都島嶼部　無料電話法律相談開催

　東京都島嶼部を対象とした電話による法律相談が実施さ
れます。予約は原則不要ですが、事前予約を希望される方
は下記問い合わせまでご連絡ください。

■日程　5月23日（金）　6月27日（金）
	 7月 25日（金）　8月22日（金）
	 9月 26日（金）

■当日相談用電話番号
　電話　03-3581-2407
■相談時間：午前 10時～正午    
 （一件の相談につき約 20分）
■相談料：無料
■問い合わせ
第二東京弁護士会法律相談課　担当：森
電話 03-3592-1855　

町立保育園　代替職員登録受付

■職種：臨時保育士、及び、臨時調理員
■必要書類：履歴書（町指定の様式）

　履歴書は八丈町ホームページからダウンロード
するか、住民課厚生係で受け取ってください。
登録した方の中から、臨時でお願いすることにな
ります。

・保育士、または調理師の資格をお持ちの方は必ず
資格証をお持ち下さい。

■申し込み・問い合わせ
　住民課厚生係　内線231

● INFORMATION　情報公開／水道係／春の行政相談週間／憲法週間／島嶼部法律相談／町立保育園

八丈町の行政相談委員

沖山鈆平　
末吉 2188番地　電話 8-0321



広報はちじょう

15

■受付期間

5月 9日（金）～ 5月 16日（金）
午前 9時～午前 12時午後 1時～午後 5時
※ 10日（土）11日（日）は除く。

■申し込み添付書、入居基準等

①入居者全員の住民票（町内在住の成年者）
②入居者全員の平成 18年分の所得証明書、
　転職などで所得の変わった方は、申し込
　み時点における収入証明（月額換算、一
　般世帯で月額 20万円以下、高齢者など
　の世帯は 26万 8千円以下）
③納税証明書（町税、使用料などを滞納し
　ていないこと）
④印鑑
⑤現在、住宅に困っている方
⑥暴力団員は入居できません

■入居決定後の手続き

①家賃 3ヶ月分の住宅保証金の納付
②島内に在住の 2名の連帯保証人
　（町税、使用料などを滞納していない方）
※記入書類等は、入居決定後にお渡しします。

■その他

選考期日などは書類審査後、ご連絡します。

■申し込み・問い合わせ

建設課管財係　内線 256

※ 3人世帯向け住宅とは、現に同居しまたは、同居しようとする親族（婚約者を含む）があること。

　● INFORMATION　道路の街路樹伐採／町営住宅入居者募集

町営住宅入居者募集

地域 団地名 戸数 間取り・住戸
専用面積 建設 年度 住宅使用料

〔標準〕 構造 住宅型別資格

三根 神　湊 
第 1団地 1戸 (A-105号 ) 1ＤＫ 

36．1㎡ H14 12,500～
20,700

鉄筋コンクリート
造 2階建

単　身 
世帯向け

三根 神　湊 
第 1団地 1戸 (B-204号 ) 1ＤＫ 

36．1㎡ H15 12,600～
20,800

鉄筋コンクリート
造 2階建

単　身 
世帯向け

三根 桜平団地 1戸 (B-201号 ) ３ＬＤＫ 
72．5㎡ H13 24,900～

41,200
鉄筋コンクリート
造 3階建

3人以上 
世帯向け

三根 桜平団地 1戸 (C-304号 ) ３ＬＤＫ 
64．7㎡ H13 22,200～

36,800
鉄筋コンクリート
造 3階建

3人以上 
世帯向け

大賀郷 八蔵団地 1戸 (1-103号 ) ３ＬＤＫ 
65．7㎡ H5 20,400～

33,800
鉄筋コンクリート
造 3階建

3人以上 
世帯向け

大賀郷 八蔵団地 1戸 (6-201号 ) ３ＬＤＫ 
69．5㎡ H7 22,200～

36,700
鉄筋コンクリート
造 3階建

3人以上 
世帯向け

中之郷 中之郷団地 1戸 (1-203号 ) ３ＬＤＫ 
82．9㎡ H10 26,300～

43,600
鉄筋コンクリート
造 3階建

3人以上 
世帯向け

末吉 神子尾住宅 1戸 (2号 ) 3ＬＤＫ 
75．3㎡ H14 24,000～

39,800
一戸建 木造平屋

建
3人以上 
世帯向け

末吉 名古住宅 1戸 (2号 ) 3ＬＤＫ 
77．1㎡ H16 25,100～

41,500
一戸建 木造平屋

建
3人以上 
世帯向け

空家町営住宅への入居者を次のとおり募集します。

憲  法  週  間（5月 1日～ 7日）

“ 憲法は　明るい社会の　道しるべ ”
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八丈島納涼花火大会　開催にご支援お願いします
　今年も夏の恒例行事になっている「八丈島納涼花火大会」を行う予定です。納涼花火大会は将来の担い手である子どもたち
や、町民の皆さんが、夏を楽しく過ごせるようにと願って行うものです。花火大会当日は、町民はもとより、八丈島の観光を
楽しんでいる来島者など、多くの観客が夏の夜空に歓声をあげています。
　開催にあたっては、広く町民の皆さんから寄付をいただき、運営しています。本年も運営については、ご賛同いただける商
店や事業所などをはじめ、多くの町民の方々から寄付金を募っていきますので、ご理解、ご支援のほどよろしくお願いします。

・日程　8月 10日（日）前夜祭　　　　　　
　　　　　　11日（月）花火大会
・会場　底土海岸
サービスコーナー出店者募集
廉価で子どもに喜ばれる商品を提供できる方、大会準備、撤収作業へ参加できる方
・応募締切　5月 30日（金）午後 5時
・連絡先　八丈島納涼花火大会実行委員会事務局
寄付金の集金や協賛箱の設置、スタッフ募集などにつきましては、広報６月号でお知らせします。

■問い合わせ　八丈島納涼花火大会実行委員会事務局　内線267

遊漁船業務主任者講習会　開催　

６月１０日（火）・１１日（水）
場所：八丈支庁　３階　大会議室
受付開始時間：午後１時３０分（両日とも）
講習予定時間：午後２時から５時３０分（両日とも）
募集定員：６０名（１回あたり）
受講料：無料（事前にテキスト購入が必要です）
テキスト購入先は（社）全国遊漁船業協会
電話　03－ 5479－ 4491
申込期限：５月３０日（金）
■申し込み・問い合わせ
産業観光課水産係　内線 264
八丈支庁産業課水産係  永田・渡辺
電話　2-1113  FAX　2-4515

どなたでも受けることができます
（八丈島では 5年おきに開催しています）

遊漁船業務主任者とは…
　遊漁船業を営む方は、使用する遊漁船に「遊漁
船業務主任者」を乗船させなければ、遊漁の案内
ができないこととなっています。
　この「遊漁船業務主任者」になるためには、講
習会の修了証明書の交付を受けることが必要で、
その有効期間は５年間です。有効期間が満了し、
引き続き業務を行う予定のある方も、再度講習を
受ける必要があります。
　また、その他必要とする条件がありますので、
お問い合わせください。

東京愛らんどシャトルをご利用の皆様へ
いつもご利用いただきありがとうございます。
より有効な座席利用のため次の点にご協力ください
・不用になったご予約は、直ちにキャンセルの連絡をお願いします
・ご搭乗日前日には、確認のお電話をお願いします
・重複予約はやめましょう

東京愛らんどシャトル空席状況
アドレス(東邦航空ホームページ）
http://www.tohoair.co.jp/business/dummyindex2.htm

【東海汽船】　
 TEL ２－１２１１
「さるびあ丸」
「かめりあ丸」
 三宅島・御蔵島経由
 東京竹芝－八丈島
 <東京竹芝発２２：３０>
 <八丈島発１０：１０>

【ANA】 TEL ０１２０－０２９－２２２ (無料) （携帯電話の場合 TEL ０５７０－０２９－２２２（有料））

往復割引（片道） 特割 乗継特割
（羽田＝大島＝八丈島）

羽田＝八丈島 12,700 11,700 12,700
大島＝八丈島

普通運賃

19,800
17,800 12,600 11,100 －

便名 羽田発 大島着/発 機種
821 7:40 → A320
823 10:30 → B735

843（849） 13:25 14:00/14:30 B735
829 16:05 →

八丈島着
8:30
11:20
15:05
16:55 A320

便名
822

850（844）
826
830

八丈島発
9:00
11:55
16:10
17:25

大島着/発
→

12:35/13:05
→
→

羽田着
9:45
13:35
16:55
18:10

機種
A320
B735
B735
A320

詳しくは
東邦航空予約センター 2-5222
お問い合わせ電話      2-5200

５月の航路ダイヤ

● INFORMATION　納涼花火大会／遊漁船業務主任者講習会／ 5月の航路ダイヤ

････････････････････････････････････････････････

････････････････････････････････････
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選考方法　
書類による選考（必要があれば面接審査）

結果通知　
決定者のみに連絡

決定後　
ミス八丈島選考会での承認後、夏まつりで
ミス八丈島発表会を行い、ミス八丈島期間
中は八丈島の顔として PRなどに務めてい
ただきます。

■応募・問い合わせ　　　
〒100-1498
東京都八丈島八丈町大賀郷2345-1
八丈町役場産業観光課観光商工係
電話04996-2-1121	内線 268

大募集！　ミス八丈島
ミス八丈島選考会では
平成２０年度のミス八丈島を募集しています

●活動期間：８月１日から１年間
●仕事内容
八丈島の各種行事（イベントなど）への参加、
八丈島の PR活動
※ミス八丈島として参加した時には謝礼あり　

応募条件
●期間中、八丈島に在住できる独身女性
●年齢 18歳（高校卒業以上）から 27歳位まで
●元気よく笑顔で八丈島を PRしてくれる
八丈島が大好きな方

応募方法
履歴書またはプロフィールに写真を２枚添えて郵送
（写真は顔と全身がわかるもので集合写真不可
参考のため、身長を明記してください。）
※自薦、他薦問いません。沢山の応募をお待ちしています。

応募締切　
５月末日（必着）
※応募書類は返却できません。ご了承ください。

おじゃりやれ！　あしたばまつり
５月１８日（日）えこ・あぐりまーと
■プログラム　
午後１時～２時　　　野菜作り教室（先着 15名様に苗プレゼント）
午後２時～３時　　　花遊び教室
午後３時～４時　　　ヒョンハーもちつき体験（あしたば料理の無料試食）
午後４時～６時　　　三原滝の森・へごの森めぐり案内
～森林浴で身も心もリフレッシュ！～
※観光客の皆さんにはあしたばの苗をプレゼントします！！
■問い合わせ　えこ・あぐりまーと　電話 04996-7-1808

※空路には、チャーター便が含まれ、海路１９年度４月、６月、８月、１０月には、
  大型客船寄港分が含まれています。

来島者数・観光客数推計

４月
５月
６月
７月
８月
９月
10月
11月
12月
１月
２月
３月
計

19年度
8,419
8,745
8,579
10,119
15,101
9,663
9,103
9,124
8,755
7,031
7,569
8,712

110,920

19年度
1,364
1,807
1,213
1,280
4,450
1,793
1,392
1,079
745
577
442
706

16,848

18年度
935
2,089
1,025
2,337
4,315
1,158
703
1,148
922
577
783
1,073
17,065

19年度
9,783
10,552
9,792
11,399
19,551
11,456
10,495
10,203
9,500
7,608
8,011
9,418

127,768

18年度
9,394
11,370
8,546
13,011
18,120
10,569
9,435
10,554
9,778
8,465
10,898
12,441
132,581

19年度
6,764
10,076
7,403
8,422
16,338
9,549
6,811
7,078
5,624
4,762
4,331
6,742
93,900

18年度
6,400
10,857
6,405
9,613
15,074
8,810
5,997
7,321
5,789
5,298
5,892
8,906
96,362

5.7%
-7.2%
15.6%
-12.4%
8.4%
8.4%
13.6%
-3.3%
-2.9%
-10.1%
-26.5%
-24.3%
-2.6%

前年比18年度
8,459
9,281
7,521
10,674
13,805
9,411
8,732
9,406
8,856
7,888
10,115
11,368
115,516

空　　　　路 海　　　　路 合　　　計 観光客（推計）

おじゃれ１１万人 　  ■問い合わせ　産業観光課観光商工係 内線２６７・２６８

主
な
行
事
予
定

主
な
行
事
予
定

海開き ･････････････････････････ 1日（木）

Ｊ１グランプリ（ルアー釣り大会）
････････････････････ 17日（土）・18日（日）
東京愛らんどフェア「島じまん2008」
竹芝ふ頭公園 ････････ 31日（土）・6月1日(日)

５月

６月
八丈島海遊魚まつり 
底土漁師小屋 ･･･････ 6日（金）～29日（日）
         （毎週金・土・日）

　● INFORMATION　おじゃれ 11万人／ミス八丈島／あしたばまつり



SCHEDULE
20085月

三　 根
公民館

大賀郷
公民館

樫　 立
公民館

中之郷
公民館

末　 吉
公民館

八丈町保健
福祉センター

町　 立
八丈病院 保健所 坂上老人

福 祉 館

日 月 火 水 木 金 土

町 立 病 院
臨 時 診 療 日（受付時間  / 8：00～ 11：00）

八丈町役場　出張所 /三根 : 2-0349　樫立 : 7-0003　中之郷 : 7-0002　末吉 : 8-1003 100％再生紙を使用しています

5月のゴミ分別回収

温 泉 休 業 日

資源びん 金属

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 31

三　　根

資源

資源

資源

資源

びん

金属

金属

金属

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 31

大　賀　郷

資源

資源

資源

びん

金属

金属

金属

金属

金属

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 31

樫立･中之郷･末吉

資源

資源

資源

資源

びん

金属

金属

金属

金属

金属

･･･燃えるゴミ ･･･空きびん ･･･資源ゴミ ･･･有害ゴミ ･･･金属ゴミ

三

三

大

大

樫

樫

中

中

末

末

保保福

保福

保福

保福

保福保福

保福

保福

町病 上老

診　療　日 診療時間
耳鼻咽喉科 19日（月）～ 23日（金）   9:00～
糖尿病教室 16日（金） 13:30～

※新規患者の方は、8時 30分からの受付となります。

休　業　日
ふれあいの湯 12日（月）19日（月）26日（月）

みはらしの湯 休業中

ザ ･ＢＯＯＮ 7日（水）14日（水）21日（水）28日（水）

やすらぎの湯 1日（木）8日（木）15日（木）22日（木）
29日（木）

1

両親学級　3回目

 13:30～ 15:30

2

高齢者健康教室

 10:00～ 12:00

3
図書館休館日

4

図書館休館日

5
図書館休館日

6
図書館休館日

7
高齢者健康教室
　　 10:00～ 12:00

両親学級　4回目
　　  13:30～ 15:30

9 10

11 12
図書館休館日
コミュニティーセンター
休館日

13
高齢者健康教室

 10:00～ 12:00

14
4歳児歯科健康診査

 9:15～ 10:00

15
高齢者健康教室

 10:00～ 12:00

16
すくすく相談

 9:30～ 11:30

17
Ｊ 1グランプリ
（ルアー釣り大会）

18
Ｊ 1グランプリ
（ルアー釣り大会）

19
図書館休館日
コミュニティーセンター
休館日

3歳児健康診査　
　 　13:15～ 14:00

こども心理相談
　　   9:00～ 16:00

21 22 23
高齢者健康教室

 10:00～ 12:00

24

25
図書館休館日
コミュニティーセンター
休館日
シニア体力測定
             9:00～ 12:00

27 28 29 30
図書館休館日

3126

20

8


