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はちじょうトピックス

八丈島フリージアまつり
　３月２０日（金）から４月５日（日）まで、八形山フ

リージア畑において、八丈島フリージアまつりが

開催されました。

　期間中には、約４,６００名が訪れ、フリージアの

色とりどりの花の美しさや香りを楽しみました。

島外から来場された方は、フリージアの摘み取り

を行うことができ、予想していなかった島からの

花のプレゼントに喜んでいる様子も多く見受けら

れました。

　うららかな陽気に映えるフリージアの花々は、

まさに八丈島の春の訪れを感じられるものでした。

第１９回　八丈島産業祭
　３月２１日（土）、２２日（日）、八丈町コミュニティ

センターにおいて、第１９回八丈町産業祭が開催さ

れました。

　島の農産物や水産物の販売や品評会、郷土料理

の販売、無料配布などが行われ、島の産業が凝縮

されたイベントとなりました。二日目は荒天に見

舞われ、午前中のみの開催となってしまいました

が、二日間で約３,５００人が来場し、大きな賑わい

を見せました。

警視庁音楽隊パレード＆コンサート
　３月２１日（土）、２２日（日）に、約６０名の警視庁音

楽隊、警視庁音楽隊カラーガードが来島し、パレ

ードとコンサートを行いました。

　悪天候による日程の変更などがありましたが、

華やかなパレードには、多くの観客が沿道に詰め

掛けました。

　また、二回行われたコンサートには合計約５００

人の観客が訪れ、勇壮な音楽隊の演奏と、華麗な

カラーガードの演技に、鳴り止まないほどの拍手

が贈られていました。

八丈島フリージアまつり／第１９回八丈島産業祭／警視庁音楽隊パレード＆コンサート
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憲　法　週　間　（5月1日～7日）　“憲法は　明るい社会の　道しるべ”

▲

平成２１年度年間行事予定

▼

浮き球ベースボール大会　～５日（土）　４　日

　４　月 敬老会（樫立・中之郷）（日）１９日
八丈町事業説明会（水）２２日
中之郷自治会総会（水）２９日
トローリング大会　～１／３１（金）　１　日

　５　月
ジギングトーナメント　～１７日（土）１６日
敬老会（三根）（日）１７日
富士中学校運動会（日）２４日
東京都交響楽団公演（土）３０日
クリーンデー（日）　７　日

　６　月 第二回八丈町議会定例会（木）１１日
小笠原親善訪問　～３０日（木）２５日
消防団夏季訓練　～２８日（土）２７日
都議会議員選挙（日）１２日　７　月 夏まつり　～２５日（木）２３日
八丈島浜あそび（日）　２　日

　８　月 サマーコンサート（日）　２　日
納涼花火大会（火）１１日
自治振興委員・納税貯蓄組合長の集い（金）　４　日

　９　月
第三回八丈町議会定例会　～９日（月）　７　日
三原中学校体育祭（日）１３日
大賀郷中学校運動会（日）２０日
敬老会（大・末）（月）２１日
中学校記録会（日）　４　日

１０月
防災訓練（月）　５　日
町民体育大会（日）１１日
八丈町表彰式（火）２０日
グラウンドゴルフ大会（金）２３日
小学校運動会（火）　３　日

１１月 福祉バザー（日）１５日
末吉自治会総会（月）２３日
高齢者演芸大会（日）　６　日１２月 第四回八丈町議会定例会　～１０日（火）　８　日
消防出初式（月）　４　日

　１　月
成人祝賀式（火）　５　日
パブリックロードレース（日）１０日
文化フェスティバル（日）１７日
へルシーフェスタ　～２／７（土）２３日
樫立自治会総会（木）１１日　２　月 芸能文化交流会　～１４日（土）１３日
第一回八丈町議会定例会　２５・２６・２９・３０日（金）　５　日

　３　月 フィッシングチャレンジＣＵＰ　～１４日（土）　６　日
八丈島産業祭　～２１日（土）２０日
フリージアまつり　～４／４（日）２１日

※各行事は実施日が変更になる場合があります。

平成２１年度年間行事予定 ほか

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
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国民年金

●「ねんきん定期便」をお届けしています
　社会保険庁では、４月より、被保険者の皆さんの保険料納付実績や年金の見込み額などを記載した「ね

んきん定期便」の送付を開始しております。

●学生納付特例をご利用ください
　日本国内に住む全ての人は、２０歳になった時から国民年金の被保険者となり、学生であっても国民年金

に加入しなければなりません。

　学生の方で本人の前年の収入が一定額以下の場合には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される

「学生納付特例制度」が設けられています。

　申請を行わず、保険料が未納のままだと、不慮の事故などにより障害が残ってしまった場合、障害基礎

年金等を受けることができなくなります。

　利用される方は、年金手帳（基礎年金番号がわかるもの）、認印をご用意のうえ、住民課国保年金係に

お越しください。

●こんなとき加給年金額が支給停止になります
　加給年金額の対象となっている配偶者が、老齢（退職）・障害を事由とする、主に次のような年金を受け

られるようになると、加給年金額は支給停止になります。

・老齢厚生年金　　・退職共済年金　　・障害基礎年金　　・障害厚生年金　　・障害共済年金

　これらを受けられるようになった場合、「加給年金額支給停止事由該当届」の提出が必要となります。

詳しくは、港社会保険事務所までお問い合わせください。

●「ねんきん特別便」年金記録の確認にご協力ください
　「ねんきん特別便」を受け取られた方は、年金記録を確認いただき、「もれ」

や「間違い」がない場合も、必ず回答をお願いします。

　まだ届いていないという方は、お手数ですが、基礎年金番号がわかるものを

用意し、お問い合わせください。

　お受け取りになられた際は加入記録・記載内容に「もれ」

や「誤り」がないか、十分にご確認いただき、訂正があっ

た場合、同封の「年金加入記録回答票」にて回答いただき

ますよう、お願いいたします。

※水色の用紙の「年金加入記録回答票」が同封されている方
は、「もれ」や「誤り」の有無に関わらず、必ずご回答を
いただく必要のある方ですので、同封の返信用封筒にて、
ご返送をお願いいたします。

■ねんきん定期便に関する問い合わせ■

�ねんきん定期便専用ダイヤル……電話　０５７０－０５８－５５５

　（ＩＰ電話・ＰＨＳからは　０３－６７００－１１４４）

�受付時間

　・月曜日から金曜日……午前９時～午後８時

　・第２土曜日……………午前９時～午後５時

　なお、祝日はご利用いただけません。

　また、「ねんきん特別便」に関する問い合わせも、引

き続き受け付けています。

�

①年金加入期間（加入月数、納付済月数など）

②５０歳未満の方には加入実績に応じた年金の見

込み額。５０歳以上の方には、ねんきん定期便

作成時点の加入制度に引き続き加入した場合

の将来の年金見込み額。（既に年金受給中

（全額停止中も含む）の方には通知しません）

③保険料の納付額（被保険者負担分累計）

④年金加入履歴（加入制度、事業所名称、被保

険者資格取得・喪失年月日など）

⑤厚生年金の全ての期間の月ごとの標準報酬月

額・賞与額、保険料納付額

⑥国民年金のすべての期間の月ごとの保険料納

付状況（納付、未納、免除などの別）

通知する内容

国民年金
■住 民 課 国 保 年 金 係■　内線２３６
■港 社 会 保 険 事 務 所■　電話　０３－５４０１－３２１１
■社会保険庁ホームページ■　http://www.sia.go.jp/
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国保だより ほか

■国保税率等の検証について
　町では、国保制度の安定的な運営を目指すため、国保運営協議会（※）において多角的な検討、検証を

行っています。その内容については、広報などで皆さんにお知らせします。特に本年度については、平成

１９年度に改定した国保税率の算定期間の３年目として、検証を行ってまいります。

※国保運営協議会とは、国保事業の運営に関する重要事項を審議するため、被保険者、保険医、保険薬剤師、公益を代

表する各委員で構成された組織です。

■国保税の支払方法について
　国保税の支払いにあたり、一定の基準を満たす６５～７４歳の世帯主の方を対象に、年金から支払っていた

だく方法（特別徴収）を採っていましたが、平成２１年４月からは、「年金からの支払い」もしくは、「口座

振替」のどちらかを選択できるようになりました。

　なお、「年金からの支払い」の対象となり、「口座振替」を希望される方は、各出張所及び住民課国保年

金係にて手続きをしてください。

■国保税の賦課限度額（介護分）が変わります
　地方税法の一部改正に伴い、４月１日より介護分の賦課限度額が９万円から１０万円に引き上げられました。
　

　　　◆「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。
　　　◆国保税は国保制度の重要な財源です。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。
　

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

未納分はありませんか？ 支えあいの介護保険制度

　介護保険制度の第１号被保険者（６５歳以上の方）の保険料は、被保険者本人の課税状況及び所得の状況

並びに被保険者の属する世帯の課税状況により、段階別に設定されています。

　介護保険制度は社会全体で支えあう制度です。平成２０年度及び過年度分について、未納分がある方は至

急納付してください。

注意！　保険料の滞納が続くと、給付制限が行われます

　現在八丈町では、納期までに納付が確認できない場合、督促状を発送しています。督促状が届いた場合

はすみやかに納付してください。ご自分の納付状況などがわからない場合は、お問い合わせください。

　滞納を続けると、財産の差し押さえや、保険給付に制限を受けることになります。保険給付の制限に

は、支払い方法の変更や一時差止、給付額の減額などがあり、滞納期間により、下記のような給付制限を

受けることになります。

■問い合わせ■　健康課高齢福祉係　電話２－５５７０

給　　付　　制　　限介護保険料滞納期間
　介護サービス利用時に、利用料を全額自己負担していただくことになります。その後、
保険給付分（原則９割）を払い戻し（償還払い）します。

１年以上　１年６か月未満
（支払い方法の変更）

　保険給付分（原則９割）の払い戻しを一時差し止めます。納付の意思がなく、滞納し続け
た場合には、さらに差し止めた給付額から滞納している保険料を差し引くことがあります。

１年６か月以上　２年未満
（保険給付の一時差止）

　介護保険料を２年以上滞納した場合は、利用者負担割合が本来の１割から３割に引き上
げられます。また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

２年以上
（給付額減額）

国保だより ■問い合わせ■　住民課国保年金係　内線２３５
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税のお知らせ

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

平成２０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２０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２０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などの被扶養

者になっている方は不要です。

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。

１０月から始まる新制度

ご確認ください

　６５歳以上の公的年金の受給者

で、個人住民税を納税されている

方は公的年金からの特別徴収制度

がはじまります。

　この制度の対象となるのは、

「４月１日現在、６５歳以上の公的年

金の受給者で、前年中の年金所得

に係る個人住民税の納税義務のあ

る方」です。

　特別徴収の開始は、平成２１年１０

月支給分の年金からとなります。

そのため、２１年度の税額の半分に

ついては、平成２１年６月及び８月

に普通徴収（納税通知書により納

める方法）により納めていただく

ことになります。

　また、年金所得以外の所得に係

る個人住民税については、従来ど

おりの方法により納めていただく

ことになります。

町税等の口座振替（自動払込）について

　町税等の納付は、口座振替（自動払込）が便利です。
１．口座振替ができるもの
　町民税・都民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、水道
使用料、保育料、住宅使用料、学校給食費

２．口座振替の利点
�時間の節約……町役場や金融機関などに納付のたびに出向かずに済

みます。
�納税の確認……預・貯金通帳に納付記録が残るので、確認が容易に

なります。
�経費の削減……町役場の事務経費が削減されます。

３．口座振替のできる金融機関等
�七島信用組合の本店、支店　
�みずほ銀行の本店、支店　　�全国の郵便局

４．口座振替の手続き
①金融機関等に申し込む場合
　３．の金融機関や郵便局に預金通帳、届出印、納付書をお持ちに
なり、窓口に備えてある口座振替依頼書に必要事項を記入し、提出
してください。おおむね２か月後以降の納期分より振替（払込）に
なります。

②口座振替をしている金融機関等を変更する場合
　変更したい金融機関、または税務課へ口座振替依頼書を提出して
ください。

平成２１年度町税納税カレンダー

平成２１年度の町税の納期限（口座振替日）は次のとおりです。

納　期　限税　　　　目月
――――５月

平成２１年６月１日
固定資産税第１期
軽自動車税６月

平成２１年６月３０日町都民税第１期

平成２１年７月３１日
固定資産税第２期
国民健康保険税第１期

７月

平成２１年８月３１日
町都民税第２期
国民健康保険税第２期

８月

平成２１年９月３０日国民健康保険税第３期９月
――――１０月

平成２１年１１月２日
〃

平成２１年１１月３０日

町都民税第３期
国民健康保険税第４期
国民健康保険税第５期

１１月

平成２１年１２月２５日
固定資産税第３期
国民健康保険税第６期

１２月

――――１月

平成２２年２月１日
町都民税第４期
国民健康保険税第７期

２月

平成２２年３月１日
固定資産税第４期
国民健康保険税第８期

３月
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環境だより ほか

■問い合わせ■　住民課環境係　内線２３３・２３４

�資源ごみの分別収集�
　ダンボール・新聞紙・雑誌・雑紙・古着の収集が始まって、１か月が経ちました。

　多くの住民の皆さんにご協力いただいていますが、再資源化に適さないものが見受けられます。

ダンボール類では、ダンボールの裏にビニールが付いたものや写真、古着では、ランドセル、ビニール製バック、

電気毛布、トイレマット、背広などが出されていました。他にも、ガムテープで綴じてあるものなど、出し方が守

られてないものもありました。

　出し方が守られていないものは、収集できない場合があります。また、集積所に出す場合は、必ず午前８時３０分

までに出すようにしてください。

　収集とは別に、収集・圧縮・梱包を行っている㈱八丈建機サービスにて持ち込みを受け付けています。木・金曜

日の午後３時から５時の時間帯に持ち込んでください。

※今月号の折込み、新しい「ごみ分別表（カラーＡ２版）」をよくご覧いただき、新しくなった分別・回収方法に

ご協力ください。

■出し方■
１．ダンボール・新聞紙・雑誌・雑紙

①それぞれ種類別にビニールのひもで十字にしばる。

②雑紙は、紙の袋に入れるか、小さなダンボールに入れる。

※ダンボールや雑紙でビニールコーティングなど処理されて

いるものは、収集対象外です。

２．古着

①収集対象は、Ｔシャツ、ワイシャツ、タオル、タオルケッ

ト、シーツ、ハンカチなどです。

②透明の袋に入れる。

※背広、革製品、布団類、油・ペンキで汚れたもの、ペットに使用したものは、収集対象外です。

■個人情報に該当するものは、燃えるごみで出してください■
■集積所に出すときは、出すごみに責任を持ち、必ず名前を書いてください■

�一般廃棄物処理手数料の納め忘れはありませんか？�
　八丈町では事業活動に伴う一般廃棄物の減量化を目的に１㎏につき４円の一般廃棄物処理手数料（清掃手数料）

を事業者に納めていただいています。新たに事業活動を始められた事業者についても、ご理解とご協力をお願いし

ます。また、ごみ排出量の増減がある事業者は、過日お送りした清掃手数料に係るお知らせに同封の「廃棄物等処

理申出書」を５月１５日（金）までに、住民課環境係へ提出してください。
　

�シリーズ・ワンポイント「管理型最終処分場」�
　第５回　管理型最終処分場への埋立方法

　管理型最終処分場への埋立対象廃棄物は、焼却残渣（焼却灰）と不燃ごみです（大島では焼却灰のみに限定）。

埋立方式は「セル+サンドイッチ方式」といい、処分場に搬入された焼却灰を、重機（バックホウ）を使って袋か

ら出し、直ちに土（覆土）で覆います。この埋立方式により、埋立廃棄物の飛散や悪臭の発生を防止することがで

きます。埋立作業には細心の注意を払い、また、周辺の自然環境に影響のないよう廃棄物の埋立を行います。

　みんなで八丈島をきれいに！　　　クリーンデー � ６月７日（日）
　八丈島の自然と環境を守り、クリーンで住みやすい八丈島にしましょう！　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、ごみ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。

　※清掃活動の開始時刻は各地区で異なるので、各地区の自治振興委員の方の指示に従ってください。

名前も記入
しましょう。

（新聞紙の出し方の例）
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　子どもが何か失敗したり問題を起こしたとき、つ

い「おこって」しまうことがあります。おとなは

「しかって」いるつもりでも、子どもには「おこら

れた」ショックしか残らず、ほんとうに伝えたかっ

た気持ちが届かないばかりか、おとなが望むように

変わっていくことは少ないように思われます。それ

はなぜか。「怒る」と書いて「いかる」とも読むよ

うに、それが「腹を立てる」という感情の表現だか

らです。おとなの、「もう我慢できない」という気

持ちは開放され、その時は気が済むかもしれません

が、肝心のメッセージは子どもに受け入れられず、

行動の変化につながることはむずかしいように思わ

れます。

　「しかる」という言葉も「おこる」と同じように

使われますが、「しかる」には「教えさとす」とい

う意味が含まれています。子どもにわかるように言

って聞かせるところに「おこる」との大きな違いが

あるのです。どのように表現したらよりよく伝わる

だろうかという工夫が必要なので、おとなが冷静で

ないと、子どもがみずから「さとる」ように言葉を

選び、言い方を工夫することはできません。

　おとなは、忙しさにかまけ、感情をコントロール

する余裕もなく、子どもにきびしい言葉を浴びせ続

けてしまいがちですが、それが子どもの心に深い傷

となって積もっていくとしたら、取り返しがつきま

せん。日々育っていく子どもとともに、親もまた成

長を続ける存在であることに思いを巡らせてみたい

ものです。 （教育相談員　伊藤　宏）

教育相談室より 「おこる」と「しかる」

　八丈町教育相談室…………毎週火・金曜日　午前８時３０分～午後５時
　　　　　　　　　　　　　電話・ＦＡＸ　２－０５９１　　E-mail　soudanhachijo@ybb.ne.jp
　東京都教育相談センター…平日　午前９時～午後９時／土・日・祝日　午前９時～午後５時
　　　　　　　　　　　　　電話　０３－５８００－８００８
　東京いのちの電話…………電話　０３－３２６４－４３４３（２４時間）

図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかららららららららららららららららららららららららららののののののののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知ららららららららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ
●カウンターより　～第２３回文庫まつりを開催します～
　今年は絵本『９９９ひきのきょうだい』などの著者で手作りおもちゃ研究家でもある、児童文学
作家の木村研（きむら・けん）さんを講師に迎え、おはなしやおもちゃづくりを行います。親子連れや、お子さん、
大人の方も大歓迎！　ぜひお越しください。
　日時：５月１６日（土）午前１０時～正午　　場所：大賀郷公民館

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話　２－０７９７

●新着図書ピックアップ
　『こいしり』畠中恵／著　
　『病気にならない腸もみ健康法』新谷弘実／著
　『キムチの絵本』チョン・デソン／編　
　『大きな木のような人』いせひでこ／作
　＊八丈町ホームページにも新着図書情報があります＊

●今月のおはなし会　日時：９日（土）午後２時～３時
　　　　　　　　　　場所：こどものほんのへや
●休館日 毎週月曜日
　　　　　３日（日）～６日（水）
　　　　　２９日（金・館内整理日）
●開館時間 午前９時３０分～午後５時

教育委員会だより ほか

今月の学校行事
　小学校　　２７日（水）開校記念日………三原小
　中学校　　２４日（日）セーフティ教室…大賀郷中　　
　　　　　　２４日（日）運動会……………富士中

　　　　　　３０日（土）開校記念日………富士中

※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
のもとセーフティ教室や道徳教育を実施し
ています。保護者はもとより、地域のみな
さまの参加をお待ちしています。

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話２－０７９７
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母子保健 ほか

母子保健 ■問い合わせ・申し込み■　健康課保健係　電話２－５５７０

今月の健康診査　会場：保健福祉センター　　※健診の対象者には個別通知します

　３歳児健康診査　１９日（火）　午後１時１５分～１時４５分受付
　　�対象…平成１８年３月４日～平成１８年５月１９日生まれの幼児

　２歳児歯科健康診査　２６日（火）　午前９時１５分～１０時受付
　　�対象…平成１９年１月１５日～平成１９年４月１６日生まれの幼児

こども心理相談　（要電話予約）　会場：保健福祉センター

　５月１９日（火）　午前９時～午後４時
　言葉が遅い・落ち着きがない・身体の動きがぎこちない・癖が気になるなど

心配なことがありましたら、専門の心理相談員が相談に応じます。

　　�対象…１歳６か月以上の未就学児

すくすく相談　（要電話予約）　会場：保健福祉センター

　５月２０日（水）　午前９時３０分～１１時３０分
　　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。

お や つ 教 室　（要電話予約）　会場：保健福祉センター

　５月２２日（金）　午前９時３０分～１１時
　今回は食物アレルギーのお子さんでも安心して食べられるおやつを一緒につくります。食物アレル

ギーのないお子さまもご参加できます。みなさんのご参加お待ちしています。（定員：親子１０組程度）

　　�対　象…未就学児とその保護者　　　�受付締切…５月１８日（月）

　　�持ち物…三角巾、エプロン、母子手帳　ほか

�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）
・登録した方の中から、臨時でお願いすることになります。
・履歴書は八丈町ホームページ（http://www.town.hachijo.tokyo.jp）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。

・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

町立保育園

代替職員
登録受付

�　

５月１３日（水）・２７日（水）・６月１０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

予約制予防接種
（麻しん風しん混合・三種混合）

子ども家庭支援センターからお知らせ
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）

�就学前のお子様の身体測定　５月１８日（月）～２２日（金）
※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

�交流ひろばの催し 　毎週水曜日　午前１０時２０分～
親子で楽しめる催しを企画しています。ぜひお越しください！

　　　　５月１３日　パネルシアター・手遊び

　　　　　　２０日　ミニ運動会

　　　　　　２７日　製作「あじさい」
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八八八八八八八八八八八八八八八丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈町町町町町町町町町町町町町町町放放放放放放放放放放放放放放放課課課課課課課課課課課課課課課後後後後後後後後後後後後後後後子子子子子子子子子子子子子子子どどどどどどどどどどどどどどどもももももももももももももももプププププププププププププププララララララララララララララランンンンンンンンンンンンンンン指指指指指指指指指指指指指指指導導導導導導導導導導導導導導導員員員員員員員員員員員員員員員ののののののののののののののの募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集にににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいててててててててててててててて
 
　町では、放課後子どもプラン事業の指導員を募集しています。
　業務内容　三根小学校・大賀郷小学校における小学生児童への指導や見守り
定　　　員：若干名（資格・年齢・性別等問いません）
勤 務 期 間：平成２１年９月１日から平成２２年３月３１日まで（土日祝日などを除く）
勤 務 時 間：午後０時～午後６時３０分（週１回でも勤務できる方の申し込み可。）
必要な書類：履歴書（町指定のもの。八丈町ホームページ（http://www.hachijo.tokyo.jp）からダ

ウンロードするか、教育課生涯学習係に用意してあります。）を、教育課生涯学習係
に提出してください。

募 集 期 間：５月１日（金）～５月１５日（金）（土日祝日を除く）
選 考 方 法：面接により決定

●問い合わせ●　教育課生涯学習係　�２－０７９７

坂坂坂坂坂坂坂坂坂坂坂坂坂坂坂上上上上上上上上上上上上上上上地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域新新新新新新新新新新新新新新新保保保保保保保保保保保保保保保育育育育育育育育育育育育育育育園園園園園園園園園園園園園園園建建建建建建建建建建建建建建建設設設設設設設設設設設設設設設予予予予予予予予予予予予予予予定定定定定定定定定定定定定定定地地地地地地地地地地地地地地地
についての説明会開催のお知らせ

 
　坂上地域新保育園建設予定地についての説

明会を次のとおり開催します。

日　時　５月１５日（金）　午後７時～

場　所　中之郷公民館集会室

●問い合わせ●　住民課厚生係　内線232

※駐車場は、中之郷公民館駐車場、もしくは中之郷
小学校跡地駐車場をご利用ください。

　駐車スペースに限りがありますので、なるべく乗
り合いでお越しください。

坂上保育園説明会／ファミリー・サポート・センター／放課後子どもプラン

おおおおおおおおおおおおおおおおお 知知知知知知知知知知知知知知知知知 ららららららららららららららららら せせせせせせせせせせせせせせせせせ 掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲 示示示示示示示示示示示示示示示示示 板板板板板板板板板板板板板板板板板

ファミリー・サポート・センター
―利用会員登録説明会 開催のお知らせ―

 
　広報４月号折込でお知らせした、ファミリー・サポート・センターの利用会員を募集します。
　利用会員の登録は、八丈町に在住、在勤、在学しており、概ね生後６か月～１０歳未満のお子さん
がいらっしゃる方で、『利用会員登録説明会』に参加し、センターの趣旨をご理解いただいた方と
させていただきます。
　次のとおり、『利用会員登録説明会』を開催
しますので、利用会員の登録を希望する方は平
成２１年５月１５日（金）までに、子ども家庭支援
センターへ電話でお申し込みください。
日　時　平成２１年５月２８日（木）午後２時
場　所　保健福祉センター　２階会議室

 （お子さまの健康保険証及びかかりつけの病
　院の診察券、お子さまの顔写真（タテ３㎝、
　ヨコ２．５㎝程度）をお持ちください）

※ファミリー・サポート・センターの詳細につい
ては、広報４月号折込をご覧ください。また、
センターのパンフレットが住民課厚生係、子ど
も家庭支援センターにあります。

※ファミリー・サポート・センターの相互援助活
動の開始は、提供会員の養成講座修了後となり
ますので、概ね６月以降となる予定です。　

●問い合わせ●　　住民課厚生係　内線２３２
子ども家庭支援センター　�２－４３００
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉ををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支えええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララランンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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

右記の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。また、３

名の協力員は民生・児童委員を補佐

するために、東京都から委嘱されて

おり、各地域で活動しています。

　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。

　秘密は守られますのでお気軽にご

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　

　　　　　　　�２－１１１２

民生委員・児童委員及び協力員
電話番号氏　名担当地区

三　根

2－2825金川美枝子矢崎・川の平・川向

2－0735金川津屋子宮の平・与惣次・尾端

2－2730大澤　幸一中道①・②・③

2－4022田代　典夫桜平・桜平②・稲葉

2－0187持丸　友恵荒島・明治橋・新田

2－1873赤松　　都護神・孫兵衛

2－3962冬木　克良新道・丘里

2－0687佐藤　純子富士見①・片瀬

2－2701葛馬　忠道富士見②

2－1633浅沼　　�赤金・洋望・中平・一心

2－3494三島　憲治出廻・底土・東畑

2－2705小栗富美代神湊東・神湊西・三根永郷

2－1327沖山タマ子東里①・②・③

大賀郷

2－3107櫻井　洋子金土川①・②・③

2－4681鈴木　國司金土川④・屋和川

2－0498奥山　妙子楊梅ヶ原①・②・③・楊梅ヶ原下・向里

2－2568菊池　　寛大里①・②・③・寺山

2－2011折田　正江八戸

2－3733菊池　清泰千鳥①・②・③・④

2－2583沖山　智徳西見①・②・③・甚太・大賀郷永郷

7－0241田村　　功川城羅・尾崎・妻里・向里・伊郷名
樫　立

7－0251笹本久美代東六里・江能里・康政里・中平・峯ヶ郷

7－0753菊池　哲弘上浦・尾越・藍ヶ江

中之郷 7－0968菊池　和子粥倉・藍ヶ里

7－0209川上　清福中里・向里・三原

8－0045沖山　綾夫宮裏・宮ヶ路・台ヶ原
末　吉

8－0010松代　勝子尾越・神子尾・洞輪沢・道ヶ沢

2－5651大脇　　進坂下地域主　任
児童委員 7－0421山下　節子坂上地域

2－0775高橋　静江三　根

協力員 2－5312赤間　博明大賀郷

7－0366金田　哲哉坂上地域

民生委員の日／障害者相談員のご紹介

～充実した福祉へ～ 障害者相談員のご紹介
 

　障害者相談員とは、身体障害、知的障害のある方々への福祉

施策のより一層の充実を図るために、町から委嘱を受けており、

相談に応じて、関係機関と連携し、必要な指導、助言を行って

います。今年度の相談員は右記の方々です。お気軽にご相談く

ださい。

●問い合わせ●　健康課保健係　�２－５５７０

身体障害者相談員

電話番号氏　　名

2－2269 菊  池 　 晶  文 
きく ち まさ ぶみ

2－0669 持  丸 　 美  子 
もち まる よし こ

知的障害者相談員

電話番号氏　名

2－1801 菊  池 　　 實 
きく ち みのる

7－0864 渡  部  真  恵  美 
わた なべ ま え み
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青少年委員紹介／町営住宅入居者募集

お知らせ掲示板（つづき）

� 町町町町町町町町町町町町町町町 営営営営営営営営営営営営営営営 住住住住住住住住住住住住住住住 宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅 入入入入入入入入入入入入入入入 居居居居居居居居居居居居居居居 者者者者者者者者者者者者者者者 募募募募募募募募募募募募募募募 集集集集集集集集集集集集集集集�
新築、および空家町営住宅への入居者を次のとおり募集します。

住宅型別資格構　　造住宅使用料
〔標準〕

建設
年度

間取り・
住戸専用面積戸　数団地名地域

２人以上（※２）世帯向けコンクリート　ブロック造２階建１２,９００～１９,３００S５１３Ｋ　５６.０㎡２戸
（１－２号・２－３号）

屋和川団地
「無」（※１）大賀郷

２人以上　世帯向けコンクリート　ブロック造２階建１２,２００～１８,１００S５１３Ｋ　５２.７㎡３戸
（３－４号・３－５号・４－１号）屋和川団地「無」大賀郷

２人以上　世帯向けコンクリート　ブロック造２階建１３,５００～２０,２００S５２３Ｋ　５８.２㎡１戸（２－３号）湯浜団地「無」樫立

若年層　３人以上世帯向け一戸建　木造平屋建２４,９００～３７,１００H２０３ＬＤＫ ７４.７㎡１戸（５号）東六里住宅樫立

若年層　３人以上世帯向け一戸建　木造平屋建２５,７００～３８,３００H２０３ＬＤＫ ７７.２㎡１戸（６号）東六里住宅樫立

高齢者専用（※３）２人以上世帯向け鉄筋コンクリート造３階建１８,９００～２８,１００H１０２ＬＤＫ ５９.６㎡１戸（１－１０１号）中之郷団地中之郷

高齢者専用　単身世帯向け鉄筋コンクリート造３階建１５,７００～２３,４００H１０１ＬＤＫ ４９.７㎡１戸（１－１０４号）中之郷団地中之郷

３人以上　世帯向け鉄筋コンクリート造３階建２６,３００～３９,１００H１０３ＬＤＫ ８２.９㎡１戸（１－２０３号）中之郷団地中之郷

若年層（※４）３人以上世帯向け一戸建　木造平屋建２５,５００～３７,９００H２０３ＬＤＫ ７５.５㎡２戸（１号・２号）尾越第２住宅中之郷

若年層　３人以上世帯向け一戸建　木造平屋建２４,８００～３７,０００H１６３ＬＤＫ ７７.１㎡１戸（２号）名古住宅末吉

高齢者専用　単身世帯向け鉄筋コンクリート造　平屋階建１７,３００～２５,８００H１２１ＬＤＫ ５２.２㎡１戸（B－１０１号）瀬戸団地末吉

（※１）「無」とは、浴室はあるが浴槽・風呂釜の無い住宅です。設置については、自己負担となります。
（※２）２人、３人以上世帯向け住宅とは、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。
（※３）高齢者専用世帯向けとは、バリアフリー住宅で、６０歳以上の方のみ応募資格があります。
（※４）若年層向け住宅とは、１８歳以下の世帯員を含んでいる。または出産の予定があること。

■受付期間

　　５月８日（金）～５月１５日（金）
　　午前８時３０分～正午、午後１時～５時
　　※９日（土）、１０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１９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１５万８千円以下、高齢者などの世帯は２１万４千円以下）

　③納税証明書（町税、使用料などを滞納してないこと）
　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か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。

●問い合わせ●　建設課管財係　内線２５６

●●●●●●●●●●●●●八八丈丈のの子子どどももたたちちののたためめにに……
 

　４月１日より、青少年委員として右記の方々が活動

しています。

　青少年委員とは、青少年を対象にした団体の活動へ

のアドバイスや、学校と地域のパイプ役として、それ

ぞれの活動の支援や、連携した子育てへの仲介役など、

青少年教育振興のために設置されています。

●問い合わせ●　教育課生涯学習係　�２－０７９７

沖山　克身、淺沼　隆章三根地区

奥山　光洋、大松　淳子大賀郷地区

磯崎　正樫立地区

菊池　千加士、佐々木　剛中之郷地区

宮木　望末吉地区

　青少年委員に相談したいことがありましたら、

左記までご連絡下さい。

青少年委員紹介
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ＡＥＤはここにあります／住宅用火災警報器／防火標語

平成21年度 全国統一防火標語  

「消えるまで ゆっくり火の元 にらめっ子」

住住住住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅用用用用用用用用用用用用用用用火火火火火火火火火火火火火火火災災災災災災災災災災災災災災災警警警警警警警警警警警警警警警報報報報報報報報報報報報報報報器器器器器器器器器器器器器器器ののののののののののののののの取取取取取取取取取取取取取取取りりりりりりりりりりりりりりり付付付付付付付付付付付付付付付けけけけけけけけけけけけけけけはははははははははははははははおおおおおおおおおおおおおおお済済済済済済済済済済済済済済済みみみみみみみみみみみみみみみででででででででででででででですすすすすすすすすすすすすすすかかかかかかかかかかかかかかか？？？？？？？？？？？？？？？
 
　近年、住宅火災による死者の６割が逃げ遅れによるものと言われており、その割合は毎年増加傾
向にあります。八丈町でも、今年、住宅火災により亡くなられた方は、いずれも逃げ遅れによるも
のと思われます。火災発生の初期であれば逃げ出すことや、消火できる場合があります。

　自分や家族の命、貴重な財産を守るために、住宅用火災警報器
を設置しましょう。消防法の改正により、平成２３年４月１日より、
すべての住宅に警報器の設置が義務化されます。
　住宅用火災警報器を購入するには、各電気店、消防用設備取扱
業務店また、インターネットなどでも購入できます。購入時には、
なるべくNSマーク（検定品）の付いた機器を購入しましょう。
　警報機は、皆さん自身で取り付けることができますが、取り付

け完了後に消防本部への届け出が必要となります。不明な点などについては、消防本部へ問い合わ
せてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　●問い合わせ●　八丈町消防本部　�２－０１１９

いいいいいいいいいいいいいいいざざざざざざざざざざざざざざざととととととととととととととといいいいいいいいいいいいいいいうううううううううううううううとととととととととととととととききききききききききききききき！！！！！！！！！！！！！！！ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＥＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤＤはははははははははははははははここここここここここここここここここここここここここここここにににににににににににににににああああああああああああああありりりりりりりりりりりりりりりままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすす
 
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いる人に対し、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え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
合わせた人が、安全に使用することができます。
　イベントなどで使える、レンタル用のＡＥＤを用意しておりますので、希望される方は、産業観
光課観光商工係（内線２６７・２６８）まで問い合わせてください。

●問い合わせ●　消防本部警防係　�２－０１１９

三根地区

�三根出張所　　�三根小学校

�富士中学校　　�富士グラウンド

�町立病院　　　�八丈町保健福祉センター

�東京都島しょ保健所八丈出張所

�八丈島警察署　　�八丈町火葬場　

�八丈町コミュニティセンター

大賀郷地区

�八丈町役場　　�大賀郷小学校　

�大賀郷中学校　�八丈高校

�八丈島空港ターミナルビル　

�歴史民俗資料館　�南原スポーツ公園

�大賀郷公民館　　�八丈支庁

樫立地区

�樫立出張所　　　�ふれあいの湯
�樫立運動場

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

�中之郷運動場

末吉地区

�末吉出張所　　�末吉小学校　　�みはらしの湯
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お知らせ掲示板（つづき）

平成２０年度情報公開および個人情報保護制度の実施状況／水道係からお知らせです

水道料金未納の方へ
　水道料金未納の方に対して、支払い方法（分

割納付など）の相談を受け付けています。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。

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。

●問い合わせ●　企業課水道係　内線３１５

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２０００００００００００００００００００００年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびび―――
―――個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度ののののののののののののののののののののの実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況

 

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

水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかからららららららららららららららららららららおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知らららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせででででででででででででででででででででですすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす�������
 

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２０年度は６２件の請求があり、実施

状況については次のとおりです。

●開示　　　　　　　　　２６件

●一部開示　　　　　　　１６件

●非開示　　　　　　　　４件

●その他（文書不存在等）　１６件

個人情報保護制度

　平成１６年４月から施行された八丈町個

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。この制度は町が保有する

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２０年度は４件の請求があり、実施

状況については次のとおりです。

●開示　　　　　　　２件

●一部開示　　　　　２件
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　毎日の暮らしの中で、役所などが行っている仕事に苦情、

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。

春春春春春春春春春春春春春春春ののののののののののののののの行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政相相相相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談談談談週週週週週週週週週週週週週週週間間間間間間間間間間間間間間間 ５月１８日（月）～２４日（日）

汚泥再生縦覧／春の行政相談

八丈町汚泥再生処理センターの建設にかかる

生活環境影響調査書縦覧のお知らせ
　

　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく、八丈町汚泥再生処理センターの建設による

周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査書（生活環境影響調査書）を下記のとおり縦覧

します。
　

縦覧期間　５月１１日（月）～６月９日（火）　午前８時３０分～午後５時

縦覧場所　八丈町役場・各出張所

縦覧方法　上記場所での縦覧とします。なお、本調査書の貸出は禁止としますが、複写

（有料）及び写真撮影は認めます。
　

　なお、今回の調査書について意見書の提出を受けつけます。
　

提出期間　５月１１日（月）～６月２４日（水）

記載事項　住所及び氏名を記入のうえ、本調査書に関する意見をご記入ください。様式は

任意としますが、住所・氏名のないものは無効とします。

提出方法　メール、ＦＡＸ、郵送または直接持参ください。

提　出　先　〒１００－１４９８　東京都八丈島八丈町大賀郷２３４５番地１

                       　　　　八丈町役場企画財政課企画情報係

                     　　　　  ＦＡＸ　０４９９６－２－３８７４

                       　　　　メールアドレス　ha130@town.hachijo.tokyo.jp

　

�今後の予定について
　自然公園法に係る環境局申請手続き及び都市計画審議会への都市計画決定手続きを行い、今年度

中に実施設計、用地造成工事。平成２４年４月１日供用開始に向け来年度より建築工事、外構工事を

行う予定です。
　

●問い合わせ●　企画財政課企画情報係　内線３０１

八丈町の行政相談委員

 沖  山 　�  　  平 
おき やま しょう へい

末吉２１８８番地　電話　８－０３２１
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お知らせ掲示板（つづき）

≪≪≪ノヤギ捕獲方法の変更について≫≫≫
 

　町では昨年度から５か年計画のノヤギ対策事業に取り組んでおり、昨年１０月から引き続き現在も

八丈富士の鉢巻道路より上の区域においてノヤギの捕獲作業を実施しています。

　昨年度（昨年１０月～本年３月末）は、合計９３頭のノヤギを捕獲しましたが、作業の進展に伴い捕

獲が困難な状況となったため、捕獲方法をこれまでの網捕獲主体から銃器使用を主体とした方法に

変更することとなりました。

　変更後の新しい捕獲作業は下記の日程で実施しますので、八丈富士に登山の際は立入禁止区域に

は入ることのないようにお願いします。

　町ではノヤギの撲滅に向けて捕獲作業を進めてま

いりますので、今後とも皆さんのご協力をお願いし

ます。

○開始時期　５月１日（金）から
○ノヤギ捕獲作業日程

　毎週月曜日・水曜日・金曜日
※ただし、祝日・夏季観光シーズン（７月２０日～８月２０

日）・年末年始（１２月３１日～１月３日）・遠足などの行

事が八丈富士で実施される日を除きます。

○ノヤギ捕獲作業実施場所

　ノヤギ拡散防止網に包囲された八丈富士山頂側の
区域一帯（登山道及び火口内を除く）※右図参照

●問い合わせ●　産業観光課産業係　内線２６３

ノヤギ捕獲方法の変更について／３月の主な会議

議　題　等会　議　名日
町立病院改革プランについて　ほか庁議２日
第一回八丈町議会定例会について議会運営委員会２日
施政方針　ほか第一回八丈町議会定例会（一日目）６日
定額給付金事務について　ほか課長連絡会議１０日
第一回八丈町議会定例会について議会運営委員会１２日
臨時代理処分事項の報告及び承認について（教
員の退職）　ほか

平成２０年度
　八丈町教育委員会第１２回定例会

１３日

定額給付金事務について　ほか課長連絡会議１６日
平成２０年度八丈町教育委員会の権限に属する事
務の管理及び執行状況の点検及び評価報告書
（平成１９年度分）について

平成２０年度
　八丈町教育委員会第２回臨時会

１９日

一般質問　ほか第一回八丈町議会定例会（二日目）２３日
平成２１年度八丈町一般会計　ほか第一回八丈町議会定例会（三日目）２５日
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

八丈町農業委員会第１２回総会２６日

平成２１年度八丈町水道事業会計予算　ほか第一回八丈町議会定例会（四日目）３０日
正副委員長互選一般旅客運送事業検討特別委員会３０日

�

３
月
の
主
な
会
議
�
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八 丈 町 人 事 異 動 （平成２１年４月１日）

八丈町人事異動

［統括課長級昇格］　（　）旧所属等

（産業観光課長）佐々木　昭▼総務課長

［課 長 級 異 動］　（　）旧所属等

（教育課長）佐々木眞理▼企画財政課長

（会計課長）伊勢�孝久▼税務課長

（税務課長）笹本　重喜▼健康課長

（企画財政課主幹）和田　一宏▼建設課主幹（管財担当）

（建設課主幹）小川　　一▼産業観光課長

（健康課長）浅沼　房徳▼会計課長・会計管理者

［課 長 級 昇 格］　（旧職名（統括係長）略）

（病院事務局業務係長）菊池　　良▼企画財政課主幹（企画情報担当）

（総務課庶務係長）加藤　浩康▼教育課長

［統括係長級異動］

（総務課課務担当係長）佐藤　真一▼総務課庶務係長

（住民課主査）佐々木洋子▼むつみ第二保育園副園長

（三根出張所長）田代　　至▼病院事務局業務係長

［統括係長級昇格］

（同）田村　久美▼総務課文書係長

（同）高野　秀男▼産業観光課水産係長

（同・消防司令補）石井　広人▼消防本部予防係長　消防司令

［係 長 級 異 動］　

（税務課主査）浅沼　晃子▼税務課税務係長

▼住民課主査　子ども家庭支援センター担当
（むつみ第二保育園副園長）三島　和惠

（企業課主査）沖山　美智▼健康課主査・高齢福祉係

（建設課主査）高橋　太志▼建設課管財係長

（建設課管財係長）佐々木昭仁▼建設課主査・管財係

（消防本部主査）小宮山　努▼三根出張所長

（会計課主査）奥山　京子▼会計課会計係長

▼消防本部主査・予防係　消防司令補
（同警防係）佐藤　順一

（総務課主査）佐々木まなみ▼企業課主査・経理係

［係 長 級 昇 格］　（旧職名（主任等）略）

（同）浅沼今日子▼産業観光課産業係　獣医師長

▼消防本部主査・警防係　消防司令補
（同）堀本　敏彦

（同）西濱　直江▼病院医療局　副看護師長

［その他の職員の異動］　（旧職名略）

（税務課税務係）佐藤　順一▼企画財政課財政係主事

（住民課住民係）菊池　博文▼総務課庶務係主事

（議会事務局庶務係）関村　優子▼総務課庶務係主事

（総務課文書係）菊池　　学▼税務課税務係主任

（三根出張所）佐々木　研▼税務課税務係主事

（会計課会計係）大川　文世▼税務課税務係主事

（健康課保健係）菊池　真季▼住民課厚生係主事

（教育課生涯学習係）柳田　拓也▼住民課住民係主事

（企画財政課財政係）小野　高志▼健康課保健係主任

（住民課厚生係）和田喜佐子▼健康課保健係主事

（企業課水道係）�馬　仁道▼建設課管財係主任

（教育課生涯学習係）川上みずき▼三根出張所主事

［その他の職員の異動］　（旧職名略）　つづき

（健康課高齢福祉係）笹本明里子▼会計課会計係主事

（産業観光課観光商工係）浅沼　洋介▼企業課水道係主任

（税務課税務係）沖山　恵美▼教育課庶務係主任

（税務課税務係）奥山　徳夫▼教育課生涯学習係主事

（同庶務係）大澤　美穂▼教育課生涯学習係主事

（若草保育園）田代亜由美▼むつみ保育園主任

（真砂保育園）菊池　将司▼むつみ第二保育園保育士

（むつみ保育園）土屋　洋子▼若草保育園主任

（むつみ保育園）笹本　未来▼若草保育園保育士

▼建設課建設係副主任自動車運転手
（教育課給食係）山本　隆三

▼建設課建設係副主任自動車運転手
（教育課給食係）吉田　知博

（むつみ第二保育園）大澤　瑠美▼むつみ保育園調理員

▼むつみ第二保育園副主任調理員
（若草保育園）川村富士子

（教育課給食係）廣瀬みのり▼むつみ第二保育園調理員

（むつみ第二保育園）佐々木あさみ▼南海保育園調理員

［その他の職員の昇格等］　（旧職名略）

（同）山下　　進▼総務課庶務係主任

（健康課保健係）佐々木　恒▼総務課文書係主任

（同）山路樹一郎▼住民課環境係主任

（同）原　　大介▼消防本部庶務係消防副士長

（同予防係）沖山　　淳▼消防本部警防係消防士長

（同）塩崎　昌孝▼消防本部警防係消防副士長

（同）玉置　大海▼消防本部予防係消防副士長

（同）栗田　健二▼病院医療局理学療法士

（同）下地　亮子▼病院医療局主任助産師

（同）粕尾　文義▼病院医療局主任看護師

（同）杉山　和子▼病院医療局主任看護師

（同）土屋　　巧▼企業課運輸係副主任自動車運転手

［新規採用］

渡邊　貴広▼税務課税務係主事

菊池　和樹▼産業観光課観光商工係主事

内山　智温▼むつみ第二保育園保育士

塚越　あや▼若草保育園保育士

奥山　雄松▼消防本部庶務係消防士

洞口　　智▼消防本部庶務係消防士

伊藤美沙子▼健康課保健係保健師

［その他］

▼消防長　総務課長兼務

［退職者］　※３月３１日付

關村　三男▼総務課長

奥山　　緑▼税務課税務係長（統括係長）

小栗亜紀子▼総務課庶務係主事

小林　絵梨▼健康課保健係保健師

安田　富美▼むつみ第二保育園保育士

佐々木英子▼むつみ保育園副主任調理員

奥山ヨリ子▼南海保育園調理員



● INFORMATION 広報はちじょう

18

小笠原親善訪問／シニア体力測定／東京交響楽団コンサート／敬老会

第第第第第第第第第第第第第第第第第２２２２２２２２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８８８８８８８８回回回回回回回回回回回回回回回回回小小小小小小小小小小小小小小小小小笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠原原原原原原原原原原原原原原原原原親親親親親親親親親親親親親親親親親善善善善善善善善善善善善善善善善善訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪問問問問問問問問問問問問問問問問問 参参参参参参参参参参参参参参参参参加加加加加加加加加加加加加加加加加者者者者者者者者者者者者者者者者者募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集中中中中中中中中中中中中中中中中中！！！！！！！！！！！！！！！！！ ６月２５日（木）～３０日（火）

　
　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をご覧ください。
　
申込方法
①所定の申込用紙（本紙折込、コピー可）に必要

事項を記入し、現金を添えて、八丈マリンサー

ビスに直接申し込んでください。

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）を受け取ってください。

申込期限　６月１２日（金）
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～午後３時３０分

　土・日・祝日……午前１０時３０分～１１時４５分

■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
※天候などの理由により、上記日程どおり実施

できない場合は、７月８日（水）～１３日（月）に

変更となります。

主　催…東京都・（財）東京都歴史文学財団
後　援…八丈町教育委員会
内　容…・公開ゲネプロ（本番前の最終リハーサル）　午後３時３０分～
　　　　　　対象：小・中学生（付添保護者含む）

　　　　・本公演　午後７時～
　　　　　　対象：一般（４歳未満の方の入場はご遠慮ください）

その他…詳しくは折込チラシをご覧ください。

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話２－０７９７

「「「「「「「「「「「「「「「シシシシシシシシシシシシシシシニニニニニニニニニニニニニニニアアアアアアアアアアアアアアア体体体体体体体体体体体体体体体力力力力力力力力力力力力力力力測測測測測測測測測測測測測測測定定定定定定定定定定定定定定定（（（（（（（（（（（（（（（前前前前前前前前前前前前前前前期期期期期期期期期期期期期期期）））））））））））））））」」」」」」」」」」」」」」」開開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催催
　シニアの皆さんの体力測定を毎年２回（春・秋）行っています。ぜひご参加ください。

※すべての項目を受けていただくことが理想ですが、測定したい項目を選ぶこともできます。

■問い合わせ■　健康課保健係　電話２－５５７０

　測定項目　　・握力　・開眼片足立ち　・長座体前屈　・上体起こし　・１０ｍ障害歩行　・６分間歩行

　事前申し込みなどは必要ありません。参加希望

の方は、室内用運動靴、水（水分補給用）、シニア

体力測定ノート（既にお持ちの方）を持参し、運

動しやすい服装でお越しください。

� 体力が低下したなと感じたら… �
「体力向上　みんなで体操」実施中！

　日時 　毎週木曜日　午後３時３０分～４時３０分
　場所 　保健福祉センター

日　時　５月２５日（月）午前９時～１２時
場　所　八丈町保健福祉センター

東京都交響楽団東京都交響楽団ハーモニーツアハーモニーツアー
日程　５月３０日（土）　　場所　三根小学校体育館

東京文化発信プロジェクト

東京都交響楽団東京都交響楽団ハーモニーツアハーモニーツアー東京都交響楽団ハーモニーツアー
～八丈島にオーケストラがやって来る！～

　

高齢者の町民の方々への感謝と

長寿をお祝いします。
　

日　時　５月１７日（日）
　　　　　　　　午前１１時００分～

場　所　三根小学校体育館
対象者　７０歳以上
（昭和１５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

三根地区三根地区    敬老会開催敬老会開催三根地区  敬老会開催
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ケアケア交流講座／ホームヘルパー養成講習／たこうなまつり／フォーラム開催／島しょ部における法律相談

東京都島嶼部 無料電話法律相談開催
とう  しょ

　第二東京弁護士会による、東京都島嶼部を対象とした電話法律相談が実施されます。

　相談を受けたい方は、事前予約が必要です。

日　程　５月２２日（金）　６月２６日（金）
　　　　７月２４日（金）　８月２８日（金）
　　　　９月２５日（金）
事前予約用電話番号　電話　０３－３５９２－１８５５
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

プログラム
　観光客の皆さんには、観葉植物の小鉢をプレゼント！

・午後１時～２時　家庭菜園教室（先着１５名様に野菜の苗プレゼント）

・午後２時～３時　押し花アート教室

・午後３時～４時　たこうな試食会
■問い合わせ■　えこ・あぐりまーと　電話　０４９９６－７－１８０８

内　　容　認知症サポーター講座
　　　　　（認知症の正しい理解と、よき応援者となるために）

申込方法　５月１３日（水）までに地域包括支援センターに
電話で申し込んでください。

費　　用　無　料
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

■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…

　介護を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

ながら認知症や介護について学ぶ、相互参

加型介護講座です。皆さんの参加をお待ち

しています。

日時　５月２０日（水）午後１時～３時
場所　第二八丈老人ホーム２階会議室家族介護者教室『ケアケア交流講座』開催家族介護者教室『ケアケア交流講座』開催

日程　５月３０日（土）　場所　えこ・あぐりまーと

山の幸に感山の幸に感謝！！山の幸に感謝！！たこうなまつたこうなまつり開催り開催たこうなまつたこうなまつり開催り開催たこうなまつり開催 （“たこうな”とは、八丈島の方言でたけのこのことです）

　八八八八八八八八八八八八八八八丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈町町町町町町町町町町町町町町町ホホホホホホホホホホホホホホホーーーーーーーーーーーーーーームムムムムムムムムムムムムムムヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘルルルルルルルルルルルルルルルパパパパパパパパパパパパパパパーーーーーーーーーーーーーーー養養養養養養養養養養養養養養養成成成成成成成成成成成成成成成講講講講講講講講講講講講講講講習習習習習習習習習習習習習習習会会会会会会会会会会会会会会会（（（（（（（（（（（（（（（２２２２２２２２２２２２２２２級級級級級級級級級級級級級級級課課課課課課課課課課課課課課課程程程程程程程程程程程程程程程）））））））））））））））開開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催催予予予予予予予予予予予予予予予定定定定定定定定定定定定定定定　
　昨年度に引き続き、ホームヘルパー養成講習会を、次のとおり開催する予定です。

くわしい内容については、広報６月号（次号）の記事、チラシをご確認ください

　講習会日程　平成２１年６月２４日（水）から平成２１年１２月２５日（金）

■問い合わせ■　健康課高齢福祉係　電話２－５５７０

フォーラム「「「「「「「「「「「「「「「エエエエエエエエエエエエエエエコココココココココココココココエエエエエエエエエエエエエエエネネネネネネネネネネネネネネネルルルルルルルルルルルルルルルギギギギギギギギギギギギギギギーーーーーーーーーーーーーーーををををををををををををををを先先先先先先先先先先先先先先先導導導導導導導導導導導導導導導しししししししししししししししよよよよよよよよよよよよよよよううううううううううううううう」」」」」」」」」」」」」」」　開催
主催　ターボ機械協会ハイブリッド発電技術分科会
日時　５月１６日（土）午後２時～５時
場所　大賀郷公民館

　■問い合わせ■
　　九州工業大学大学院工学研究院　金元
　　電話・ＦＡＸ　０９３－８８４－３４１８

　ターボ機械協会ハイブリット発電技術分科会は、これか
らのクリーンエネルギー確保に向けて研究を行い、その成
果などを発信しています。
　今回のフォーラムでは、身近な海流、波浪、風、水資源
などの潜在能力を知り、皆さんでこれらの有効利用を考
え、自然との共生を世界に向けて発信することを目的とし
ています。皆さんも参加してみてはいかがですか？
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大募集！　ミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミススススススススススススススススススススス八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島
　ミス八丈島選考会では、平成２１年度のミス

八丈島を募集しています

ミス八丈島について…………………………………

・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。

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

町町長長上上京京日日記記 3月
１０日～１１日

○ANA８２６便にて上京

○全日空（株）への要望

○ANA８２９便にて帰島

１９日～２０日

○ANA８２２便にて上京

○フリージアまつり表敬訪問

・東京都庁・東京ビッグサイト（東京マラソン関連イベント）

○ANA８２９便にて帰島

��������������������� ��������������������� ��������������������� 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「八丈島納涼花火大会」の開催を予定しています。花火大会は、島の将来の担

い手である子どもたちが、夏休みをより一層夢を持って楽しめるようにと願い、行っています。

　当日は町民はもとより、観光を楽しむ来島者など、多くの観客が夏の夜空に歓声をあげています。

　この花火大会は、町民の皆さんからの寄付により運営しています。本年もご賛同いただける商店や事

業所などをはじめ、町民の方々から寄付金を募ってまいりますので、ご理解、ご支援のほどよろしくお

願いいたします。

　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（次号）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　電話　２－１１２１　内線２６７

�日程　８月１０日（月）前夜祭　　　�会場　底土海岸
　　　　　　１１日（火）花火大会

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２９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

大募集！ミス八丈島／八丈島納涼花火大会／町長上京日記３月
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おじゃれ１１万人 ほか

観光　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
主
な

行
事
予
定

行
事
予
定

１日（金）……………………………海開き
�
５月

１６日（土）・１７日（日）……………………………J－１グランプリ（ルアー釣り大会）

第三回八丈島もの知り検定 結 果 発 表
　平成２１年３月８日（日）に行われた、第三回八丈島もの知り検定の結果は次のとおりです。

　今回は第三回目ということもあり、多くの方がクロマグロ級となり、小学生からもクロマグロ級が２名出ました。

次回はさらに多くの方がクロマグロ級になることを期待しています。

　なお、今回の検定開催時に実施したアンケートの集計結果を八丈島総合ポータルサイト（http://www.８jyo.jp）に掲載し

ています。ぜひご覧ください。

該 当 者 数ラ ン ク受 験 者 数

大人　１７名　小学生　２名クロマグロ級（正解率８０％以上）大　人（中学生以上）　４１名

大人　１５名　小学生　１２名カ ジ キ 級（正解率６０％以上）小学生（３～６年生）　２７名

大人　９名　小学生　１３名カ ツ オ 級（上記以外）合　計　　　　　　　　６８名

�５月の航路ダイヤ
【東海汽船】　電話：２－１２１１

「かめりあ丸」
「さるびあ丸」
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……１０：００〉

【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致します
　・ご搭乗日前日には、確認のお電話をお願いいたします
　・重複予約はやめましょう

…詳しくは　■東邦航空予約センター　電話：２－５２２２　・　■問い合わせ　電話：２－５２００

機種羽田着大島着/発八丈島発便名機種八丈島着大島着/発羽田発便名
A３２０９：５０→９：０５８２２A３２０８：３５→７：４５８２１
B７３５１３：３５１２：３５/１３：０５１１：５５８５０（８４４）B７３５１１：１０→１０：２０８２３
B７３５１６：４５→１５：５５８２６B７３５１５：１０１４：００/１４：３５１３：２５８４３（８４９）
A３２０１８：００→１７：１０８３０A３２０１６：４０→１５：５０８２９

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

乗継特割（羽田＝大島＝八丈島）特割往復割引（片道）普通運賃
　１２,７００ 円　１２,５００ 円　１２,７００ 円　１９,８００ 円羽田＝八丈島

──　１２,４００ 円　１２,６００ 円　１７,８００ 円大島＝八丈島

　来島者数・観光客数推計

前年比
観光客（推計）合　　　計海　　　路空　　　　路

１９年度２０年度１９年度２０年度１９年度２０年度１９年度２０年度
－１１.４％６,７６４５,９９１９,７８３８,６６５１,３６４７８４８,４１９７,８８１４月
－１６.４％１０,０７６８,４２８１０,５５２８,８２６１,８０７１,５５６８,７４５７,２７０５月
－２４.２％７,４０３５,６１３９,７９２７,４２５１,２１３８７８８,５７９６,５４７６月
２.１％８,４２２８,５９５１１,３９９１１,６３３１,２８０１,６８７１０,１１９９,９４６７月
－９.２％１６,３３８１４,８３８１９,５５１１７,７５６４,４５０３,７９２１５,１０１１３,９６４８月
－８.７％９,５４９８,７２０１１,４５６１０,４６２１,７９３１,６２４９,６６３８,８３８９月
－７.１％６,８１１６,３３０１０,４９５９,５８３１,３９２１,４５１９,１０３８,１３２１０月
－１２.３％７,０７８６,２０８１０,２０３８,９４９１,０７９９７１９,１２４７,９７８１１月
－１６.９％５,６２４４,６７３９,５００７,８９３７４５５２４８,７５５７,３６９１２月
－８.３％４,７６２４,３６５７,６０８６,９７４５７７５１４７,０３１６,４６０１月
－２５.５％４,３３１３,２２７８,０１１５,９６９４４２４３８７,５６９５,５３１２月
－１.６％６,７４２６,６３５９,４１８９,２６８７０６１,１６５８,７１２８,１０３３月

－１０.９％９３,９００８３,６２３１２７,７６８１１３,４０３１６,８４８１５,３８４１１０,９２０９８,０１９計

＊空路には、チャーター便が含まれています。海路１９年度４月、２０年度１０月には大型客船寄港分も含まれています。



土金木水火月日
２１　海開き

９

おはなし会
八丈町立図書館

　１４:００～１５:００

８

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００樫

７６　振替休日５　こどもの日４　みどりの日３　憲法記念日

１６

文庫まつり
�  １０:００～１２:００大

１５

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００三

１４

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００中

１３１２

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００末

１１

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

１０

２３２２

おやつ教室
�  ９:３０～１１:００保福

２１

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００大

２０

すくすく相談
�  ９:３０～１１:３０保福

１９

３歳児健康診査
�  １３:１５～１３:４５受付

こども心理相談
�  ９:００～１６:００

保福

保福

１８

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

１７
三根地区敬老会
三根小学校体育館

　１１:００～

３０

東京都交響楽団
ハーモニーツアー
三根小学校体育館
　１９:００～

２９

図書館休館日

２８２７２６

２歳児歯科健康診査
�  ９:１５～１０:００受付保福

２５

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

シニア体力測定
�  ９:００～１２:００保福

２４

３１

土金木水火月日
２１

燃・害

９８

燃・害

７６
資源
古着

５

燃・害

４

金属

３

１６１５

燃・害

１４

びん

１３

資源

１２

燃・害

１１

金属

１０

２３２２

燃・害

２１２０

資源

１９

燃・害

１８

金属

１７

３０２９

燃・害

２８２７

資源

２６

燃・害

２５

金属

２４

３１

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

土金木水火月日
２１

金属

９８

金属

７

燃・害

６
資源
古着

５４

燃・害

３

１６１５

金属

１４

燃・害

１３

資源

１２１１

燃・害

１０

２３２２

金属

２１
燃・害
・びん

２０

資源

１９１８

燃・害

１７

３０２９

金属

２８

燃・害

２７

資源

２６２５

燃・害

２４

３１

土金木水火月日
２１

金属

９８

金属

７

燃・害

６５
資源
古着

４

燃・害

３

１６１５

金属

１４

燃・害

１３１２

資源

１１

燃・害

１０

２３２２

金属

２１

燃・害
・びん

２０１９

資源

１８

燃・害

１７

３０２９

金属

２８

燃・害

２７２６

資源

２５

燃・害

２４

３１

樫立・中之郷・末吉大　賀　郷三　　　根

温泉休業日

診療時間診　療　日

９：００～１８日（月）～２２日（金）耳鼻咽喉科

１３：３０～１５日（金）糖尿病教室

休　　業　　日

１１日（月）、１８日（月）、２５日（月）ふれあいの湯

１２日（火）、１９日（火）、２６日（火）みはらしの湯

１３日（水）、２０日（水）、２７日（水）ザ・ＢООＮ

７日（木）、１４日（木）、２１日（木）、２８日（木）やすらぎの湯

５月のゴミ分別回収 燃　…燃えるゴミ　びん　…空きびん　資源　…資源ゴミ　古着…古着の回収　害　…有害ゴミ　金属　…金属ゴミ

SCHEDULE
2009 5　月

町 立 病 院
臨時診療日

（受付時間／８：００～１１：００）

※初めて町立八丈病院にかかる方は、午前８時３０分からの受付となります。

上老

坂上老人
福 祉 館

保

保健所町 立
八丈病院

町病

八丈町保健
福祉センター

保福末

末 吉
公民館

三

三 根
公民館

大

大賀郷
公民館

樫

樫 立
公民館

中

中之郷
公民館

図書館休館日




