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各地域の人口・世帯数

目 次

人　口 8,375人 増 57人
　　男 4,223人 増 34人
　　女 4,152人 増 23人
世帯数 4,616世帯 増 39世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,100 1,949 1,832 3,781
大賀郷 1,576 1,399 1,416 2,815
樫　立 305 286 284 570
中之郷 405 392 393 785
末　吉 230 197 227 424

４月中
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お知らせ掲示板

参加しませんか？　募集しています！

八丈島納涼花火大会／おじゃれ１１万人

闘　う　交　流闘　う　交　流 第五回八丈島ジュニアフットサル大会第五回八丈島ジュニアフットサル大会 ５月２日・３日５月２日・３日
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はちじょうトピックス

第五回八丈島ジュニアフットサル大会／テニス大会結果／第２３回文庫まつり

他島からも参戦！第五回八丈島ジュニアフットサル大会
　５月２日（土）・３日（日）、南原スポーツ公園において、八
丈島フットサル大会が開催されました。
　今回は例年の小学生の部に加え、中学生の部も実施され、
約１１０名の選手が参加しました。また、ご家族などの観客も
多く来場し、その力強い声援は、大会をより盛り上げていま
した。
　今回も三宅島、御蔵島、青ヶ島のチームが来島し、緊張感
のある熱戦が繰り広げられました。
　小学生の部の優勝は三根ＳＣ、中学生の部の優勝は、富士
中チームが勝ち取りました。
　一日目の夜には懇親会も開催され、他島との交流も図られ
たようです。

第 5 回コミュニティセンター　� テニス大会結果 �
　４月１９日（日）にコミュニティセンター・テニスコートにおいて、

テニス大会が開催されました。ダブルスによるリーグ戦に男性、女

性合わせて１０組のペアが参加しました。結果は次のとおりです。

　皆さんもコミュニティセンターのテニスコートを利用してみては

いかがでしょうか？

●男子ダブルス ●女子ダブルス

　優　勝　安藤　和人・矢吹　　隆 　優　勝　奥山　繁美・北浦恵美子

　準優勝　北沢　洋史・間仁田　聡 　準優勝　笹本明里子・高橋　　希

　第３位　佐々木眞理・山下　卓哉 　第３位　浅沼　和美・斎藤　伸子

みんなでつくって、みんなであそぼう　第23回文庫まつり
　５月１６日（土）に大賀郷公民館において、第２３回文庫まつりが開

催されました。

　今回は、児童文学作家の木村研さんを講師に迎え、おはなしやお

もちゃづくりが行われました。

　手作りおもちゃ研究家でもある木村さんの指導により、紙コップ

や牛乳パック、ストローなど身近にあるものを利用したユニークな

おもちゃを、大人も子どもも一緒になって作りました。

　完成したおもちゃは、どれも楽しそうなもので、子どもたちはそ

れを見せ合ったりしながら、楽しそうに遊んでいました。
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中之郷自治会

―― 中中中中中中中中中中中中中中中之之之之之之之之之之之之之之之郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷自自自自自自自自自自自自自自自治治治治治治治治治治治治治治治会会会会会会会会会会会会会会会 対対対対対対対対対対対対対対対話話話話話話話話話話話話話話話集集集集集集集集集集集集集集集会会会会会会会会会会会会会会会　中之郷自治会　対話集会　――

　４月２９日（水）に開催された、中之郷自治会総会における対話集会の内容は次のとおりです。

　

質問１　次の箇所に街灯を設置してもらいたい。
　　　　①三原町営住宅から三原小前の都道までの間　②石井きり子氏宅入口付近
　

回　答　　基本的には子どもたちの安全を第一に考え、通学路を優先に設置箇所を選考しております。①

については木が覆い被さり、昼間でも暗く感じましたので、地主、地域の皆さんに伐採などにご

協力いただき、街灯を設置してまいりたいと考えております。②については、すでに家のとなり

に街灯が立っているなどの状況から新規に設置するのは難しく、移設を含めて検討させていただ

きたいと考えております。

　

質問２　真砂保育園の場所に児童公園を設置してもらいたい。
　

回　答　　坂上保育園の建設が決まり、坂上地域全体の振興策として、坂上三園の跡地、末吉保育園の建

物の利用について今後、十分に考えていかなければなりません。また、昨年、「中之郷小学校跡

地の活用として児童公園施設を」との要望があり、運動場の一部に遊具を設置していくと回答し

た経過もありますので、遊具の設置については地元住民の方々と相談してまいります。

　

質問３　18、19年度に要望したザ・ブーン温泉周辺に温泉プールを有した、スポーツ施設の
建設について、キャンプ場を含めた町の計画を説明してもらいたい。

　

回　答　　現在、町では汚泥再生処理センター、新庁舎、保育園等の建設、さらに、野球場の整備など大

規模事業を進めており、町の財政が非常に厳しい状況にあります。また、温泉プールを有したス

ポーツ施設の建設は、概算で７～８億の整備費を要することもあり、具体的な事業になっており

ません。しかし、それらの施設整備は、住民の健康増進、福祉の向上、観光の振興に寄与するこ

とから、施設の規模や内容等を検討してまいりたいと考えております。また、キャンプ場につい

ては、町有地を利用した整備に関して、引き続き、東京都に要望していこうと考えております。

　

質問４　真砂保育園前のカーブミラーを樫立方向が見えるように、一面鏡を増設してもらい
たい。

　

回　答　　質問事項については、東京都から「カーブミラーは、都道を通行する車両の視界を確保、補助

することを目的として設置しています。このため、都道からの見通しが良くなった場所について

は原則、新たに設置しないこととしております。」と回答をいただいております。

　

質問５　ザ・ブーン前の側溝に蓋をしてもらいたい。また、菊池昭和氏宅前から山下輝氏宅
までの間の側溝蓋をコンクリートからグレーチングに交換してもらいたい。

　

回　答　　ザ・ブーン前の道路は、毎年側溝に蓋をかけ、ガードレールなどを整備してまいりました。今

後も引き続き整備してまいります。次にコンクリートからグレーチングへの交換についてですが、

本来、グレーチングは交差点などの、車の往来が激しい所に設置するものでありますが、現地を

調査し、必要と認められる部分については交換します。
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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、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、４月から開始しました。

　受け取られた際には、加入記録・記載内容に「もれ」や「誤り」がないか、十分に確認し、訂正があっ

た場合は、同封の「年金加入記録回答票」に記入して、返送してください。

※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、必ず回答していただく必要のある方なので、同封の返信用封筒にて、返送をお願いします。

　

　また、住所に変更があったときは、下記の届出先に変更届を提出してください。届出が済んでいない

と、「ねんきん定期便」などの各種お知らせが届かない場合があります。
　

 【届出先】 ①国民年金第１号被保険者
  　住民課国保年金係または各出張所

  ②厚生年金・共済組合加入者及びその被扶養配偶者

  　厚生年金・共済組合加入者の勤務先を経由し、管轄する社会保険事務所

●国民年金保険料をクレジットカードでお支払いいただけます
　国民年金保険料は全国の銀行、郵便局、コンビニエンスストアまたはインターネットなどで納付するこ

とができますが、クレジットカードでも支払えるようになりました。

　クレジットカード支払いは、事前に申込用紙を提出いただき、以後、将来の保険料を定期的にカード会

社が立替払いし、カード会社から会員の方に請求する方法です。支払い方法は次の通りです。
　

 �毎月支払い ………………毎月の保険料を当月末に立替をする。

 �１年分支払い（前納） …… ４月から翌年３月分までの保険料をまとめて４月末に立替をする。

 �半年分支払い（前納） …… ４月分から９月分までの保険料を４月末に、１０月分から翌年３月分までの保

険料を１０月末にそれぞれまとめて立替をする。

　※前納による割引額は現金で納めていただく場合と同じです。支払い回数は１回払いのみとなります。
　

 ■留意点■　�保険料の一部を免除されている場合、また、過去の未払い分については利用できません。

　　　　　　　�クレジットカード支払いは口座振替割引が適用されません。

　※詳しい内容・申し込みに関する問い合わせは、港社会保険事務所まで。

●「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「誤り」がない場合も、必ず回答をお願いします。

　まだ届いていない方は、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。

■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

※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、この番号で引き

続き受け付けています。

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

■特定健康診査について
　日本の生活習慣の変化などにより、近年、生活習慣病（糖尿病・高血圧症・脂質異常症・肥満症

など）が増加しており、それを原因とする死亡は全体の３分の１にものぼると推計されています。

　特定健康診査は、こうした生活習慣病の増加やその医療費の増加を抑えるため、メタボリックシ

ンドローム（内臓脂肪型肥満の人が「高血糖」「脂質異常」「高血圧」のいずれか二つ以上を併せ持

っている状態）の予防・改善に着目した健診です。

　八丈町の特定健康診査などについては、７月下旬に予定しています。詳細については７月号の広

報でお知らせします。

　　◆「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。

※その他、国民健康保険証や制度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。

国保だより ■問い合わせ■　住民課国保年金係　内線２３５

　重要 八丈町特定健康診査の受診対象者が変更になりました

昨年度……八丈町国民健康保険などに加入している方（町から７月上旬頃に受診券が届く方）

�
今年度……上記の方に加え、他の医療保険（国民健康保険組合、健康保険組合、全国健康保険

協会、共済組合など）に加入している方のご家族（被扶養者…４０～７４歳の主婦な

ど）で、各医療保険者が発行する【特定健診受診券】をお持ちの方も受診できるよ

うになりました（加入されている医療保険によっては、自己負担が発生する場合が

あります）。ただし、企業（職場）健診を受診される方、職域健診の対象者（※）

の方は除きます。

※職域健診の対象者

共済組合などに加入している世帯で、受診対象者に被扶養者が含まれている場合に限

ります。また、その範囲は各職場により異なりますので、詳しくは職場の担当者にご

確認ください。

　長寿（後期高齢者）医療制度や八丈町国保被保険者以外の被扶養者の方で、八丈町特定健康

診査の受診を希望される方は、加入している医療保険者が発行する【特定健診受診券】を取り

寄せて、６月２６日（金）までに下記窓口に登録をしてください。

　　■受診券登録窓口■　　①住民課国保年金係　　②保健福祉センター　　③各出張所

　　　　　　　　　　　　　※登録する際は、受診券・保険証をお持ちください。

　　　　　　　　　　　　　※受診券は早めにお取り寄せください。
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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

今月の納期限および

口座振替日
　

�１日（月）

　　固定資産税　第１期

　　軽自動車税　第１期

�３０日（火）

　　町都民税　第１期

便利で確実！　税の納付は口座振替で 

　税の口座振替による納付を推進しています。

�手続のできる金融機関

　�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

�手続きに必要なもの

　�預金通帳　　�通帳の届出印

個人住民税の納税義務のある公的年金受給者の方へのお知らせ 

　平成２１年１０月から、その年の４月１日において６５歳以上の公的年金受給者（その年度分の支

給額が年額１８万円以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金などを同日において受給して

いる方）で、その年度の個人住民税（町民税・都民税）の納税義務のある方については、公的

年金などに係る所得に対する個人住民税が、年６回の年金支給の際に特別徴収されます。
　

　厚生年金、共済年金といった公的年金などに係る所得額に応じた税額が対象ですが、特別徴

収されるのは、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金などのみです。（対象となる方以外の

公的年金などに係る所得に対する個人住民税の納税方法は、普通徴収となります。）

　この個人住民税が公的年金から特別徴収になることにより、新たな税負担は生じません。
　

　特別徴収される公的年金の種類及び徴収される税額などは、その年の６月に町から送付する

納税通知書によってお知らせします。
　

　なお、特別徴収が始まる年度の前半（６、８月）については普通徴収となります。

住民税が変わります 

●寄附金控除が平成２１年度（平成２０年分所得）から変わります。●

　（１） 控除の方法が、所得控除から税額控除へと変更されました。

　（２） 適用下限額が、１０万円から５千円へと引き下げられました。

　（３） ５千円を超える寄附をすれば、超えた部分について控除が受けられます。

　（４） 控除の上限額が、総所得金額等の２５％から３０％へと引き上げられました。

　（５） 今までは、地方公共団体、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部だけが住民税の寄

附金控除の対象であったものが、町内に事務所または事業所を有する社会福祉法人、

認定特定非営利活動法人が新たに寄附金控除の対象となりました。

　（６） 地方公共団体に対する寄附については、住民税の所得割のおおむね１割を限度に適用

下限額を超える部分について所得税と合わせて全額控除できるようになりました。
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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

�意見募集を行います�　～『ごみの有料化』について～

　４月からダンボール・新聞紙などの紙類と、古着の分別回収がスタートし、今までは、ごみとし

て捨てられていたものが、資源として生まれ変わる道筋を作ることができました。このことは、ご

みの発生・排出の抑制へとつながり、それによるクリーンセンターや管理型最終処分場の延命化に

も大きな役割を担うものとなります。
　

　八丈町ゴミ処理問題協議会では、ごみの発生・排出の抑制を促進するためのもう一つの方法とし

て、「ごみの有料化」について、現在検討しています。「ごみの有料化」は、多くの自治体において

導入されており（※大島町では平成１６年度より導入）、排出抑制に大きくつながっている自治体も

あります。
　

　この「ごみの有料化」という問題を検討するうえで、皆さんのご意見を募集します。今月号折込

のハガキに意見・要望などを記入し、お送りください（切手不要）。

�シリーズ・ワンポイント「管理型最終処分場」�

第第第第第第第第第第第第第第第第第６６６６６６６６６６６６６６６６６回回回回回回回回回回回回回回回回回 管管管管管管管管管管管管管管管管管理理理理理理理理理理理理理理理理理型型型型型型型型型型型型型型型型型最最最最最最最最最最最最最最最最最終終終終終終終終終終終終終終終終終処処処処処処処処処処処処処処処処処分分分分分分分分分分分分分分分分分場場場場場場場場場場場場場場場場場ののののののののののののののののの水水水水水水水水水水水水水水水水水処処処処処処処処処処処処処処処処処理理理理理理理理理理理理理理理理理にに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つついい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てて
　　　　　　　　　　　�・�～焼却灰に降った雨はどうなるの？～�・�
　

　管理型最終処分場の埋立地に降った雨は、焼却灰などを浸み通ることで汚水（浸出水）となりま

すが、浸出水処理施設にて衛生的に処理され、安全な水として放流されます。

 処理内容 ①生物処理…………微生物の働きにより汚濁物質を除去

　 ②凝集沈殿処理……薬品により混濁粒子をフロック（小さな固まり）化し、沈降分離

によって除去

  ③高度処理…………ろ過器と活性炭によって、微細な汚濁物質を除去

  ④消毒・放流………大腸菌などを滅菌処理し、放流

　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。
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　子育ての場では、子どもに望ましい行動を身につけさ

せようと、さまざまな指示が出されます。指示に従って

行動に変化が現れれば、学習の成果といえるのですが、

現実はなかなかむずかしい。大人の思い通りにできない

と「どうしてこんなこともできないの！」と、子どもを

責めることに。しかし、その前に、できなかった原因を

考えてみましょう。果たして、指示は適切であったか

……？

　指示する側には当然のことでも相手にまったく理解さ

れていないことがあります。指示は、相手にわかる言葉

で、具体的に行われることが大切です。

　目標達成のための技術が足りない場合には、練習して

新しい行動を身につける必要があります。その時、有効

なのがシェイピング①～③とチェイニング④～⑦の理論。

〈シェイピング〉

①できたことはくり返して完全に自分のものにさせる。

②目標は小刻みに、少しずつ引き上げる。

③つまずいたら、目標を一段下げてやり直す。

〈チェイニング〉

④目標到達までの過程を整理する。

⑤初めから順番に取り組ませ、できないところは手伝う。

⑥初めは手伝っても最後の過程は自分で取り組ませる。

⑦最後から２番目以降、３番目以降というように、順次自

分で取り組む範囲を広げ、最終的には初めから最後まで

自分の力でできるようにして、達成感を体験させる。

　スポーツトレーニングなどで知られる「行動分析学」

の手法は、子育ての場面でも力を発揮するのではないで

しょうか。　 （教育相談員　伊藤　宏）

教育相談室より 指示は適切か…

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　～カウンターボランティア講習会を実施しました～
　今回は２名の方が参加されました。「普段目にしている貸出や返却が、カウンターの内側ではこ
のようになっているんだ」との感想をいただきました。職員も、説明する中で作業の多様さを改めて実感しました。
興味をお持ちになった方は、カウンターまでお気軽にお越しください。まずは、図書館職員がどんなことをしている
か、眺めてみるというのもいいかもしれませんね。

■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
　『再生』石田衣良／著　
　『おくりびとが流した涙』牧村聡／著
　『ピピンとトムトム』たかどのほうこ／作　
　『むかしむかしとらとねこは…』大島英太郎／絵
　＊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：１３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
　　　　　３０日（火・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　　７日（日）道徳授業地区公開講座　三原小・末吉小

　　　　　　１２日（金）セーフティ教室　　　　末吉小

　　　　　　１４日（日）道徳授業地区公開講座　三根小

　　　　　　２１日（日）道徳授業地区公開講座　大賀郷小

　中学校　　４日（木）開校記念日　　　　　　三原中

　　　　　　１２日（金）セーフティ教室　　　　三原中

　　　　　　２１日（日）道徳授業地区公開講座　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

　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
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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

　３～４か月乳児健康診査…２３日（火）　午後１時１５分～１時４５分受付
　　�対象…平成２１年１月２２日～平成２１年３月２３日生まれの乳児

　１歳６か月児健康診査……１６日（火）　午後１時１５分～１時４５分受付
　　�対象…平成１９年１０月１５日～平成１９年１２月１６日生まれの幼児

　１歳児歯科健康診査………３日（水）　午前９時１５分～１０時受付
　　�対象…平成２０年３月１２日～平成２０年６月３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

　６月１６日（火）　午前９時～午後４時
　　�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。

すくすく相談　（要電話予約）　会場：保健福祉センター

　６月１日（月）　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。

もぐもぐ離乳食　会場：保健福祉センター

　６月９日（火）　午前１０時～１１時３０分
　　�対象…７～１１か月頃のお子さんとその保護者の方

　　離乳食の調理実習を行い、試食をします。母子手帳とエプロンを持参してください。保育コーナーもあります。

�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

�　

６月１０日（水）・２４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　６月１５日（月）～１９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！
　　６月３日　歯科衛生士による「歯みがき大好き」
　　　　１０日　親子で遊ぼう
　　　　１７日　管理栄養士による食育「簡単クッキング」
　　　　２４日　製作「七夕かざり」



● INFORMATION 広報はちじょう

10
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　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って、平成２１年度より第１段階から第８段階ま

で設定します。

●保険料の納期と納め方

　年金から天引きされる方（特別徴収）及び直接町へ納めていただく方（普通徴収）の平成２１年度

の保険料と納期は、別表①②のとおりです。

　平成２１年度特別徴収については、すでに開始されていますが、４・６・８月の特別徴収分（仮徴

収期間）は、平成２０年度分の税情報等を基に算出していますので、別表①の保険料及び段階が適用

されるのは６月の本算定以降、１０・１２・２月の特別徴収分（本徴収期間）からとなります。

　また、平成２０年１０月２日以降に６５歳になられた方や転入された方は、本年１０月以降に年金からの

天引きが開始されるため、それまでは納付書で納めていただくことになりますので、ご注意くださ

い。

　平成２１年度の保険料（年額決定）に関する通知は、６月下旬から７月上旬にかけて送付しますの

で、お手元に届きましたら内容をご確認ください。

　介護保険制度では、保険料の滞納に対して厳しい罰則（保険給付費の減額やサービスの一時差し

止めなど）がありますので、納め忘れなどにご注意ください。
　

●問い合わせ●　健康課高齢福祉係　�２－５５７０

平成２１年度の介護保険料について

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

別表①　平成２１年度　６５歳以上の被保険者の保険料
保 険 料

保険料率対 象 と な る 方段階区分
年額（円）月額（円）

２４,３００２,０２５基準額×０.５生活保護及び老齢福祉年金受給者で市町村民税が世帯全員非課税の方第１段階

３０,３００２,５３１基準額×０.６２５
市町村民税が世帯全員非課税で、年金収入額＋合計所得金額が８０万円
以下の方

第２段階

３６,４００３,０３７基準額×０.７５市町村民税が世帯全員非課税で、第２段階以外の方第３段階

４２,５００３,５４３基準額×０.８７５
市町村民税が本人非課税であるが、世帯の他者に市町村民税が課税さ
れている方で、年金収入額＋合計所得金額が８０万円以下の方

第４段階
（新設段階）

４８,６００４,０５０基準額×１.０
市町村民税が本人非課税であるが、世帯の他者に市町村民税が課税さ
れている方で、第４段階以外の方

第５段階

５４,６００４,５５６基準額×１.１２５市町村民税が本人課税で、合計所得金額が１２５万円未満の方第６段階
（新設段階）

６０,７００５,０６２基準額×１.２５市町村民税が本人課税で、合計所得金額が１２５万円以上２００万円未満の方第７段階

７２,９００６,０７５基準額×１.５市町村民税が本人課税で、合計所得金額が２００万円以上の方第８段階

※年額における１００円未満は切り捨てています。（例：３０,３７５円⇒３０,３００円）
※第４期介護保険事業計画において介護保険料基準額は、平成２１年度は４,０５０円、平成２２年度は４,１００円、平成２３年度４,１５０円と
なります。

別表②　平成２１年度　６５歳以上の被保険者の保険料の納期限等
普 通 徴 収特 別 徴 収

期 別 ご と の 納 期 限天 引 き さ れ る 月

８期７期６期５期４期３期２期１期６期５期４期３期２期１期

３月１日２月１日１２月２５日１１月３０日１１月２日９月３０日８月３１日７月３１日２月１２月１０月８月６月４月
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６月１４日（日） 午前９時～午後４時 大賀郷公民館２階

 

　弁護士・司法書士・税理士など法律関係者のボランティアＮＰＯ法人　司法過疎サポートネット

ワーク主催により、くらしの法律税金相談が開催されます。法律の専門家が無料で相談に応じます

ぜひ、この機会をご利用ください。

無料相談（法律・税金など）　

○実施機関　ＮＰＯ法人司法過疎サポートネットワーク （担当：小海）　
電話　０３-５９１９-３５３０ （事前予約も受け付けていますが、予約なしでも相談できます。）

●問い合わせ●　企画財政課企画情報係　内線３０１

くらしの法律税金相談開催／東京法務局／平成２１年度危険物安全週間

　東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局 登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相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談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開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催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催京法務局　登記相談開催
 

　東京法務局では、相続や会社の役員変更などの登記申請に関する相談や、不動産及び会社に関す

る一般的な登記相談を開催します。

　登記申請手続などでお困りの方は、ぜひこの機会をご利用ください。

日　　時：６月４日（木）午前１０時～午後５時 相談内容：登記に関する相談全般

　　　　　　　５日（金）午前９時～午後２時　　　　　　　※なるべく事前に予約してください。

　　　　　※受付は終了時間の３０分前までです。 ●予約・問い合わせ●
場　　所：東京法務局八丈島出張所　二階会議室 　　東京法務局　八丈島出張所　�２－３０８１

平成２１年度危険物安全週間 ６６月月７７日日（（日日））～～６６月月１１３３日日（（土土））

「安全は意識と知識を心がけ 」
 

　危険物貯蔵所などでの事故を防止するため、定期点検に加え、保安点検も十分に行ってください。

また、危険物取り扱いの許可を受けた品目、数量以外の危険物を取り扱う場合には、次のことに注

意しましょう。正しい知識、正しい取り扱いで、事故や災害を防ぎましょう。

１．貯蔵取り扱い場所では火気を使用しない。　　　　　３．漏れ、あふれ、飛散しないようにする。

２．周囲は常に整理整頓を行い、不要な物を置かない。　４．容器は転倒、転落しないようにする。

●問い合わせ●　消防本部予防係　�２－０１１９

「相続問題で、親戚とトラブルになってしまって…」、「子どもに財産を譲ろうと思っているん

だけど…」、「確定申告のことで気になることがあって…」といった相談に、弁護士・司法書士

・税理士などが応じます。※当日は、相談に必要な資料などを持参してください。
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お知らせ掲示板（つづき）

シリーズ 戸戸籍籍電電算算化化ががははじじままりりまますす！！
第一回　戸籍電算化事業について
　平成６年１２月に戸籍法の一部が改正され、戸籍事務がコンピューター処理できるようにな

りました。法改正以降、現在までに全国の自治体の８０％以上が電算化を実施しており、島し

ょ地域においても導入が進められています。

　八丈町では、平成２２年９月の稼動に向けて準備を進めています。戸籍事務の電算化への移

行には、皆さんのご理解、ご協力が必要となります。よろしくお願いします。

　電算化による変更点、特徴などの内容については、次回以降掲載していきます。

●問い合わせ●　住民課住民係　内線２３７

 

通行の支障となる街路樹の枝木を伐採します。ご迷惑おかけしますが、ご協力お願いします。

■日　時　６月２日（火）※雨天順延　　午前８時４５分～午後４時

●問い合わせ●　建設課建設係　内線２５２

島内一円 道路の街路樹を伐採します

議　題　等会　議　名日
非常配備体制別動員名簿について　ほか庁議１日
中之郷自治会要望事項について　ほか課長連絡会議１０日
臨時代理処分事項の報告及び承認
（臨時的任用教員の採用）について　ほか

平成２１年度八丈町教育委員会
第１回定例会

１７日

町税等の収納状況について　ほか課長連絡会議２０日
平成２１年度八丈町農業委員会活動目標（案）について　ほか八丈町農業委員会第１回総会２４日

�
４
月
の
主
な
会
議
�

原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許許試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験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 
 
　今年の原付免許試験は、６月２８日（日）に八丈島警察署で実施する予定です。受験を希望される方
は、次のとおり申請をしてください。

●問い合わせ●　八丈島警察署交通係　�２－０１１０（内線４１１２～３）

○受付・適正検査

　６月２８日（日）【予定】
　　第一回　午前９時～９時３０分
　　第二回　午後０時３０分～１時
○学科試験　

　　第一回　午前１０時３０分～１１時（３０分間）
　　第二回　午後２時～２時３０分（３０分間）
※第一回で不合格の場合、第二回を受験すること
もできます。

○必要なもの　

①住民票（本籍記載のもの）１通　　

②証明写真（縦３cm、横２.４cm　無背景）１枚

③視力に自信のない方は、眼鏡またはコンタ

クト（両眼で０.５以上）

④過去に免許取消処分を受けた方は、取消処

分者講習修了証（有効期間１年）

⑤学科試験受験料　１,６５０円（一回）

　※住民票をお持ちでない方は受験できません。

戸籍電算化がはじまります！／道路の街路樹を伐採します／原付免許試験のお知らせ／４月の主な会議
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平成２１年度八丈町離島漁業再生支援事業／平成２０年度八丈町離島漁業再生支援事業

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２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１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離離離離離離離離離離離離離離離島島島島島島島島島島島島島島島漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁業業業業業業業業業業業業業業業再再再再再再再再再再再再再再再生生生生生生生生生生生生生生生支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業 概概概概概概概概概概概概概概概要要要要要要要要要要要要要要要

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２２２２２２２２２２２２２２２０００００００００００００００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離離離離離離離離離離離離離離離島島島島島島島島島島島島島島島漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁業業業業業業業業業業業業業業業再再再再再再再再再再再再再再再生生生生生生生生生生生生生生生支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業 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報報報報報報報報報報報報報報報告告告告告告告告告告告告告告告

　

●問い合わせ●　産業観光課水産係　内線２６４

１．事業の目的
　八丈島の主要産業である漁業を活性化させる

ため、新たな事業に取り組むことで漁業集落の

底上げを目指し、漁業生産活動によって発揮さ

れる多面的機能（※）の維持・増進を図ります。

※多面的機能として次のことが挙げられます。

①適度の漁獲により再資源化を促進するととも

に、チッソ・リンの循環を補完し、沿岸域の

環境保全に貢献

②漁業者による海浜清掃などの生態系保全活動

③海難救助機能など生命・財産の保全活動

④体験漁業などの交流の場の提供

⑤魚食文化、伝統漁法などの伝統的文化の創造

・継承

２．集落協定の概要
　ここで言う集落とは、漁港のある地域（三根

・大賀郷・中之郷・末吉）のことで、この４地域

が１つの漁業集落（八丈漁業集落）として、共

同で事業に取り組むための協定を策定しました。

（協定概要）八丈島において、トローリング大

会を定着させ、市場で低価格な未利用・低利用

資源の加工、商品開発及び加工施設の整備を行

います。

　また、各集落の海岸・漁港の清掃活動を行い、

海上での操業秩序の維持・密漁防止のため漁場

監視を実施します。

３．集落協定締結数、予定している
　協定対象漁業世帯数及び交付額
協定締結数　　　　　　　　　１　件

協定対象漁業世帯数（予定）　１３０世帯

補助金交付額（予定）　　　　１７,６８０,０００円

４．漁場の生産力の向上に関する取り組み
　海岸などの清掃を実施するとともに、前年度

同様、漁船操業中は、操業秩序の維持・密漁防

止のため、漁場監視に努めます。

５．集落の創意工夫を活かした新たな取り組み
　前年度を踏襲し、加工施設の整備を実施する

（平成１８年～２１年の継続事業）とともに、地元

遊漁船を使用してのトローリング大会を、前年

度より１か月早く５月１日～１月３１日の期間で

開催します。期間中は、八丈町及び観光協会の

ホームページなどを通じて周知・宣伝を行います。

　また、漁獲物販路拡大に関する取り組みを、

都漁連などと引き続き検討していきます。

１．対象漁業集落
　漁港のある４地域（三根・大賀郷・中之郷・

末吉）の漁業者が、共同で事業に取り組むため

の協定を策定し、八丈漁業集落として事業に取

り組みました。

２．集落協定締結数、協定対象漁業世帯
数及び交付額

協定締結数　　　　　　１　件

協定対象漁業世帯数　　１２９世帯

補助金交付額　　　　　１７,５３３,８４４円

３．取組内容
　漁場の生産力の向上に関する取り組みとして、

海岸の清掃、漁船操業中は、操業秩序の維持・

密漁防止のため、漁場監視に努めました。

　集落の創意工夫を活かした新たな取り組みと

しては、前年度を踏襲し、６月１日～１月３１日

までの間、地元遊漁船を使用してのトローリン

グ大会、未利用魚・低価格魚の付加価値化を推

進するため、加工施設の整備（八丈島漁協所有

の建物を改修し完成後に使用）を実施しました。

　また、漁獲物のブランド化及び消費拡大を図

るため、流通業者の要望を取り入れ、漁獲物の

出荷形態（箱詰め方法）を改善しました。
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八丈町ホームヘルパー養成講習会／第６回田植え体験のお知らせ

　八丈町ホームヘルパー養成講習会（２級課程）開催　
在宅サービスの充実、地域の介護に寄与するため、ホームヘルパー養成講習会を次のとおり開催します。

���������������������　受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３００００００００００００００００００００名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名））））））））））））））））））））受講対象者（定員３０名）

�資格取得後、島内でホームヘルパーとして登録

し、働く意志のある１６歳以上の方（全日制高校

生不可）で、島内に住民票を有する方。

※町税・保育料・水道料・病院診療費・給食費な

どの滞納または未納がある場合は、対象になり

ません。

��������������������� 養養養養養養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成成成成成成講講講講講講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習習習習習習にににににに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つつつつつついいいいいい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てててててて

　講義・演習・実習で構成されます（合計１３６時

間）。

��������������������� 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程日　程 

　平成２１年６月２４日（水）～１２月２５日（金）

��������������������� 講講講講講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習習習習習場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所講習場所 

　八丈町保健福祉センター　ほか

��������������������� 講講講講講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習習習習習料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料講習料（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキスススススススススススススススススススストトトトトトトトトトトトトトトトトトトト代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代テキスト代、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料受講料、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料含含含含含含含含含含含含含含含含含含含含むむむむむむむむむむむむむむむむむむむむ保険料含む）））））））））））））））））））））

　１５,０００円（初回研修時に納めてください）

※研修開始後に受講料の返還はできません。

���������������������　募募募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集集集期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間募集期間 

　６月４日（木）～１８日（木）
※募集期間終了後、決定通知を送付します。

���������������������　申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申込込込込込込込込込込込込込込込込込込込込方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法申込方法 

　今月号折込の受講申込用紙を町役場（住民課

前の箱に投函）、各出張所、もしくは保健福祉

センターに提出してください。

※受講希望者多数の場合は、抽選になります。

……第第第第第第第第第第第第第第第６６６６６６６６６６６６６６６回回回回回回回回回回回回回回回田田田田田田田田田田田田田田田植植植植植植植植植植植植植植植えええええええええええええええ体体体体体体体体体体体体体体体験験験験験験験験験験験験験験験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せせせせせせせせせせせせせせせ……
　第６回田植え体験を下記の日程で行います。田んぼでの作業を通じて、農業への理解を深め
ます。皆さんでぜひご参加ください。

■問い合わせ■　産業観光課産業係　内線２６１・２６２

日　　時　６月６日（土）　午前９時～

場　　所　和泉体験農場（三根・ホタル水路手前）

参　加　費　無　料

申込方法　当日会場で受け付けます。

主　　催　八丈島田園空間整備運営委員会

くわしい内容については、今月号折込をご覧ください。

■問い合わせ■　健康課高齢福祉係　　電話２－５５７０
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八丈町消費者講座／小笠原親善訪問団／光るキノコまつり開催／八丈高校からのお知らせ

光るキノコまつり開催　　～八丈島の豊かな自然に感謝～

　　　　　　　　　　　6月２０日（土）　　　  えこ・あぐりまーと

■問い合わせ■　えこ・あぐりまーと　電話　０４９９６－７－１８０８

小笠原親善訪問団（６月２５日～３０日）参加者募集中！！
受 付：八丈マリンサービス（底土事務所）

申込受付は６月１２日（金）まで！ ！

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈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町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座 開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開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催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催 ������������

内　容　　元祖　環境漫才　　　　　　　　　　　　　　主　催　　八丈島連合婦人会

　　　　　　　　林家ライス・カレー子さんによる　　　共　催　　八丈町
　　　　　講演「ごみを考えよう」　　　　　　　　　　　　　　

日　時　　６月６日（土）　午後６時～　　　　　　　　　■問い合わせ■
場　所　　大賀郷公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住民課環境係　内線２３３

▲

プログラム

▼

　

　●午後１時～４時（ご希望のコーナーへ！）　　●午後８時～９時

　　�光るキノコ観察　　　　　　　　　　　　�光るキノコの森めぐり

　　�家庭菜園・ハーブ園教室　　　　　　　　　（雨天時は雨具の用意をお願いします）
　　　（先着１５名に野菜の苗プレゼント）

　　�押し花アート教室

■問い合わせ■
　都立八丈高校　電話　２－１１８１八丈高校からのお知らせ 　

授業公開及び体験入学、体験部活動（全日制）　６月２１日（日）

　�午前８時３０分～１２時２０分　授業公開（どなたでもご覧いただけます）

　�午後１時～　　　　　　　園芸・家政科体験入学及び部活動体験入部（中学生が対象となります）

授業公開週間（定時制）　　　　　　　　　　　６月８日（月）～ １２日（金）

　�午後５時３０分～９時１０分　授業公開（どなたでもご覧いただけます）

　　※詳しい時間割などについては、お問い合わせください。
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　八 丈 島 納 涼 花 火 大 会　
８月１１日（火）（悪天候時は翌日に延期）底土港にて開催

　今年も、夏の恒例行事「八丈島納涼花火大会」を開催します。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。

　今回は花火大会の開催１０周年を記念し、約１,０００発の花火を打ち上げる予定です。

　八丈島民による、手づくりのイベント運営のため、広く皆さまからの寄付を募っています。ま

た、大会運営のスタッフも募集しています。

大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費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のののののののののののののののの寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付にににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力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おおおおおおおおお願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願願 いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい ししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししし まままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままま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すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす
　大会運営は、ご賛同いただいている商店や事業所などをはじめ、多くの町民の方々からの寄付金

によって行われています。ご理解、ご支援をお願いします。

　寄付していただける方は、事務局までご連絡くださればお伺いします。また、協賛箱を商工会、

観光協会、協力をいただいている商店などに設置します。振り込みによる寄付をご希望の方は次の

口座までお願いします。

七島信用組合　八丈島支店　普通２０５８８３１　　八丈島納涼花火大会会長　沖山重彦

（ハチジョウジマノウリヨウハナビタイカイカイチヨウ　オキヤマシゲヒコ）

記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火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をををををををををををををををを募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募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集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集しししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししまままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままま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すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
　記念花火の打ち上げを今年も行います。米寿、還暦、結婚記念日、創業記念などを花火でお祝い

しませんか。ご希望の方は、住所・氏名・電話番号・記念の内容をご連絡ください。応募者多数の

場合は、納涼花火大会実行委員会にて調整させていただく場合がございます。あらかじめご了承く

ださい。

■締め切り　６月３０日（火）午後５時

■申　込　料　個人：２万円～　

　　　　　　（個人で共同申込場合は３名くらいまで）

　　　　　　企業：５万円～

■連　　絡　担当：沖山　電　話　２―４０６０

　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　２―１６８２

ご協力ください！　 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営スススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募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集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集　

駐車場ライン引き　１０名８月９日（日）午後３時～５時　　　■締め切り　７月１６日（木）午後５時

会　場　設　営　２０名　　１０日（月）午前９時～１２時　　　■集合場所　花火大会会場

交　通　整　理　２０名　　１１日（火）午後５時～９時　　　　（底土海岸のコンクリート駐車場）

立入禁止区域整備　５名　　１１日（火）午後７時３０分～９時　■連絡先　担当：沖山

会場撤収（当日）　２０名　　１１日（火）午後９時～１０時　　　　　　　　電話：０９０－７４０７－６４９５

会場撤収（翌日）　２０名　　１２日（水）午前９時～１２時　　　　　　　　e-mail：jsxdw４００@ybb.ne.jp

■問い合わせ■　八丈島納涼花火大会実行委員会事務局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　０４９９６－２－１１２１（内線２６７）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０４９９６－２－４４３７

八丈島納涼花火大会

　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 島島島島島島島島島島島島島島 納納納納納納納納納納納納納納 涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼 花花花花花花花花花花花花花花 火火火火火火火火火火火火火火 大大大大大大大大大大大大大大 会会会会会会会会会会会会会会八 丈 島 納 涼 花 火 大 会　
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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
行
事
予
定

主
な
行
事
予
定

３０日（火）～１日（水）新宿駅西口ときの広場……愛らんどフェア（島外イベント）
�
６月

１５日（水）・１７日（金）神湊港………………………ぱしふぃっくびぃなす寄港
�
７月

２３日（木）～２５日（土）商工会前通り………………八丈島夏まつり
３０日（木）神湊港………………………にっぽん丸寄航

　来島者数・観光客数推計

前年比
観光客（推計）合　　　計海　　　路空　　　　路

２０年度２１年度２０年度２１年度２０年度２１年度２０年度２１年度

－１６.７％５,９９１４,９９１８,６６５７,２１９７８４６２６７,８８１６,５９３４月

－１６.７％５,９９１４,９９１８,６６５７,２１９７８４６２６７,８８１６,５９３計

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

�６月の航路ダイヤ�
【東海汽船】　三宅島・御蔵島経由　東京竹芝─八丈島　　「かめりあ丸」・「さるびあ丸」

　　〈東京竹芝発　２２：３０〉　〈八丈島発　１０：００〉　■問い合わせ■　東海汽船　電話：２－１２１１

【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

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

２６日～２８日７日～１０日

○ANA８２２便にて上京
○関東地区港湾整備振興協議会　理事会・懇談会
○ANA８２３便にて帰島

○ANA８２２便にて上京
○全国離島振興協議会緊急要望運動
○島嶼町村長会議
○ANA８２３便にて帰島

町長上京日記　４月

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 / １３：０５１１：５５８５０B７３５１１：１５→１０：２５８２３

B７３５１６：４５→１５：５５８２６B７３５１５：１０１４：００ / １４：３５１３：２５８４３

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



土金木水火月日
６

田植え体験
和泉体験農場
９:００～

消費者講座
�  １８:００～大

５

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００樫

４３

１歳児歯科健康診査
�  ９:１５～１０:００受付保福

２

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００末

１

すくすく相談
�  ９:３０～１１:３０受付

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

保福

１３

おはなし会
八丈町立図書館

１４:００～１５:００

１２１１１０９

もぐもぐ離乳食
�  １０:００～１１:３０保福

８

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

７
クリーンデー

２０１９１８

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００三

１７１６

１歳６か月児健康診査
�  １３:１５～１３:４５受付

子ども心理相談
�  ９:００～１６:００

保福

保福

１５

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

１４

２７２６２５２４２３

３～４か月児健康診査
�  １３:１５～１３:４５受付保福

２２

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

２１

３０

図書館休館日

２９

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

２８

土金木水火月日
６５

燃・害

４３
資源
古着

２

燃・害

１

金属

１３１２

燃・害

１１

びん

１０

資源

９

燃・害

８

金属

７

２０１９

燃・害

１８１７

資源

１６

燃・害

１５

金属

１４

２７２６

燃・害

２５２４

資源

２３

燃・害

２２

金属

２１

３０

燃・害

２９

金属

２8

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

樫立・中之郷・末吉大　賀　郷三　　　根

温泉休業日

休　　業　　日

１日（月）、８日（月）、１５日（月）、２２日（月）、２９日（月）ふれあいの湯

２日（火）、９日（火）、１６日（火）、２３日（火）、３０日（火）みはらしの湯

３日（水）、１０日（水）、１７日（水）、２４日（水）　※ザ・ＢООＮ

４日（木）、１１日（木）、１８日（木）、２５日（木）やすらぎの湯

６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 6　月

町 立 病 院
臨時診療日

（受付時間／８：００～１１：００）

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

診療時間診　療　日

９：００～１５日（月）～１９日（金）耳鼻咽喉科

１３：３０～２６日（金）糖尿病教室
※初めて町立八丈病院にかかる方は、午前８時３０分からの受付になります。

※ザ・BOONは、源泉井戸のメンテナンス工事を行う
予定となっており、工事期間は休業となります。（詳
細な日程については防災無線などでお知らせします）

土金木水火月日
６５

金属

４

燃・害

３２
資源
古着

１

燃・害

１３１２

金属

１１

燃・害

１０９

資源

８

燃・害

７

２０１９

金属

１８

燃・害
・びん

１７１６

資源

１５

燃・害

１４

２７２６

金属

２５

燃・害

２４２３

資源

２２

燃・害

２１

３０

資源

２９

燃・害

２8

土金木水火月日
６５

金属

４

燃・害

３
資源
古着

２１

燃・害

１３１２

金属

１１

燃・害

１０

資源

９８

燃・害

７

２０１９

金属

１８

燃・害
・びん

１７

資源

１６１５

燃・害

１４

２７２６

金属

２５

燃・害

２４

資源

２３２２

燃・害

２１

３０２９

燃・害

２8




