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各地域の人口・世帯数

目 次

人　口 8,378人 増 3人
　　男 4,225人 増 2人
　　女 4,153人 増 1人
世帯数 4,618世帯 増 2世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,107 1,953 1,842 3,795
大賀郷 1,573 1,403 1,409 2,812
樫　立 305 284 283 567
中之郷 402 389 392 781
末　吉 231 196 227 423

５月中
の異動

はちじょうトピックス／都議会議員選挙

健診のお知らせ／国民年金

税のお知らせ ほか／環境だより

教育委員会だより／母子保健 ほか

お知らせ掲示板

参加しませんか？　募集しています！ ほか

夏期安全対策／おじゃれ１１万人

育つといーね。実るといーね。育つといーね。実るといーね。育つといーね。実るといーね。 第６回田植え体験 ６月７日（日）第６回田植え体験　６月７日（日）
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はちじょうトピックス

東京都交響楽団コンサート／消費者講座開催／第6回田植え体験

これがオーケストラの迫力！ 東京都交響楽団コンサート
　５月３０日（土）三根小学校体育館にて、東京都交
響楽団による「東京都交響楽団ハーモニーツアー」が
開催されました。
　当日は小・中学生を対象とした公開ゲネプロ（リハ
ーサル）と、本公演が行われ、合わせて４６０人以上
の方が来場しました。
　島内ではなかなか聴く機会のないオーケストラ演奏
は、素晴らしい迫力で、演奏が終わった後も拍手が鳴
り止みませんでした。

「思いは地球規模で　行動は足元から！」消費者講座開催
　６月６日（土）大賀郷公民館にて、八丈町消費者講座が開催されま

した。講師は、「環境漫才」で全国を飛び回る漫才師、林家ライス・カ

レー子さんのお二人。

　ごみの捨て方の工夫など、身の回りのちょっとしたことから世界レ

ベルのゴミ問題まで、データや法令、もちろん笑いも交えた講演に、

約１３０人の方が集まった会場は、笑いと感心、驚きの声に包まれてい

ました。

　今年度に入り、紙類の分別回収や、使用済み天ぷら油の回収、また

ゴミの有料化に関する意見の募集などについてお知らせしていますが、

7日に行われたクリーンデーにも、多くの方にご参加いただきました。

これからも、美しいまちづくりにご協力をお願いします。

今年もいっぱい実るかな？　第 6 回　田植え体験
　６月７日（日）和泉体験農園にて、毎年恒例の田植え体
験が実施されました。
　当日は、大人から子どもまで８０人以上の方が集まり、足
が抜けなくなったり、転んで泥まみれになっている子ども
もいる中、２時間ほどで約７５０㎡の水田に稲を植えました。
　秋には、植えた稲の刈り取り体験・収穫祭も実施する予
定です。今から待ち遠しいですね。
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　東京都議会議員選挙が次のとおり行われます。

■ 告　 示　 日 ：７月３日（金）
■ 投 票 日 時 ：７月１２日（日）　午前７時～午後８時
■ 投票区・投票所 ：三　根…三根公民館　　　大賀郷…大賀郷公民館　　樫　立…樫立公民館
　　　　　　　　中之郷…中之郷公民館　　末　吉…末吉公民館
■ 開 票 日 時 ：当日　午後９時から
■ 開 票 所 ：八丈町保健福祉センター
 　　　　　　　　　　※一般の方も参観することができます。午後８時４５分までにお越しください。

都議会議員選挙

東京都議会議員選挙
～小さな一票、大きな未来～～小さな一票、大きな未来～～小さな一票、大きな未来～

投票日７月１２日（日）

投票できる方
　八丈町の選挙人名簿に登録されている方。

　今回新たに登録される方は、平成元年７月１３日以前

に生まれた方と平成２１年４月２日までに住民登録の届

出をし、引き続き八丈町に住所を有する方です。

投票所入場券
　投票所入場券（はがき）を郵送しますので、投票に

行くときには忘れずに持参してください。入場券が届

かなかったり、紛失した場合でも選挙人名簿に登録さ

れている方は投票できますので、各投票所の受付へ申

し出てください。

 期  日  前 投票ができます
き じつ まえ

　投票日に仕事や上京、レジャーなどで投票所へ行け

ない方は、次の期間に期日前投票をご利用ください。
　

■期　間

　７月４日（土）～７月１１日（土）
■受付場所・時間

　町役場総務課カウンター　午前８時３０分～午後８時

■問い合わせ■　八丈町選挙管理委員会

　　　　　　　　電話　２－１１２１　内線２１５

滞在先でも不在者投票ができます
　八丈町にいなくても滞在先の区市町村選挙管理委員

会で不在者投票ができます。

　まず、投票用紙の請求を当選挙管理委員会にしてく

ださい。投票用紙などを７月２日（木）から滞在先に

郵送します。

　郵送でのやりとりとなりますので、お早めに請求を

してください。

●投票用紙の請求
　はがきや便せんなどに、次のことを書いて、八丈町

選挙管理委員会（町役場内）まで郵送にて請求してく

ださい。（ＦＡＸや電話での請求はできません。）

①八丈町の住所

②氏名・生年月日

③滞在先住所　

※滞在先の住所は、建物名、部屋番号など詳しく書

いてください。

④電話番号　※日中に連絡の取れる番号

⑤どこの区市町村で不在者投票をするか

●不在者投票できる期間　
７月４日（土）～７月１１日（土）

※時間は区市町村選挙管理委員会の執務時間中となり

ます。

平成２１年４月３日以降に
　都内から住民登録の届出をした方
　平成２１年４月３日以降に住民登録の届出をした方

は、八丈町の選挙人名簿には登録されません。

　前住所地（都内）の選挙人名簿に登録されている方

は、登録されている前住所地の選挙管理委員会に投票

用紙などを請求し、八丈町にて不在者投票をすること

ができます。

　ただし、都内住所移転１回に限ります。また、前住

所地請求時には、住民票などが必要となりますので、

八丈町選挙管理委員会へお早めに問い合わせくださ

い。
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健診のお知らせ

■日程・場所■　７月２６日（日）～２８日（火）……八丈町保健福祉センター
　　　　　　　　　　２９日（水）……………………末吉公民館
　　　　　　　　　　３０日（木）……………………中之郷公民館
　　　　　　　　　　３１日（金）……………………樫立公民館

※２６日～２８日には、東京都の島しょにおける歯と口の健康作り推進のための
口腔内チェックとアンケート調査が合わせて実施されます。

■受 付 時 間■　午前７時～１０時まで　　※各健診ともに保険証を持参してください。

特定健康診査

を 同じ日程・場所 で 行います！

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）健康診査
生活機能評価 Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査（検診）
胃・肺・大腸がん検診

■各健診問い合わせ■
がん検診、Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎ウイルス検査（検診）について …… 健 康 課 保 健 係 電話　２－５５７０
特定健康診査について …………………………………………………… 住民課国保年金係 内線　２３５
長寿医療制度健康診査、生活機能評価について ……………………… 健康課高齢福祉係 電話　２－５５７０

各健診・検診の受診までの流れや、細かい内容は、別紙折込をご覧ください。

特定健康診査
　生活習慣病（糖尿病・高血圧症・脂質異常症・肥満
症など）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の予防・改善に着目した健診
です。

対　　象
①八丈町の国保被保険者で、４０～７４歳の方
②ほかの医療保険に加入している方のご家族（被扶養
者）で事前に町に登録をされた方

受診方法
　お手元に届く受診券と保険証を必ずお持ちください。

重　　要
　パートの方など、労働安全衛生法に基づく勤務先の
事業主が行う健診（事業主健診）を受けている方は、
その事業主健診が優先されます。健診の結果は国保年
金係へ提出してください。

胃・肺・大腸がん検診
　今回は胃・肺・大腸がんについて検診を行います。
集団検診により、症状がないうちに見つけると、軽い
治療で済むことができます。

対　　象
　４０歳以上の方（今年度職場のがん検診や、人間ドッ
グなどの検査を受ける予定がない方）

受診方法
　日程のうちの希望受診日に、開催場所に来てください。

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）健康診査

対　　象
　７５歳以上の方及び平成２１年７月３１日までに７５歳にな
る方、障害認定を受けていて、後期高齢者医療制度の
被保険者の方

受診方法
　対象者には受診券と質問票を発送しますので、受診
の際に必ずお持ちください（質問票は当日受付職員と
一緒に記入することもできます）。

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査（検診）

対　　象
・今年度４０歳になる方（６月１６日までに受診勧奨の通
知文を郵送してあります）
・今までにＢ型Ｃ型肝炎ウイルス検査を受けたことの
ない方

受診方法
　対象者は、事前に保健福祉センターに申込書を提出
して、受診券を受け取り、当日受付に提出してくださ
い。

生活機能評価
　心や体の働きだけでなく、日常生活を送る機能が低
下していないかをチェックします。６５歳以上の方なら、
どなたでも受診できます。
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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・記載内容を十分に確認し、訂正がある場合は、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。

　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

●国民年金には退職（失業）による特例免除があります

特例免除のメリット
①保険料を一部納付したことと同じになります。
　免除期間の年金額は、保険料が納付された場合と比較して３分の１の計算となります。
②万が一の際にも安心です。
　病気や事故で障害が残ってしまったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金な
ど、免除承認期間については支給対象の期間とされます。

特例免除の対象となる方
①申請する年度、または前年度において退職（失業）の事実がある場合に対象となります。
②通常は審査の対象となる本人所得を除外して審査を行います。（ただし配偶者、世帯主に一定以上の
所得がある時は免除が認められない場合があります）。

手続きに必要なもの
次の三点を用意して、住民課国保年金係までお越しください。

①年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
②認印（本人が署名する場合は不要）
③失業していることを確認できる公的機関の証明の写し（雇用保険受給資格者証、離職票など）

追 納 制 度
　免除を受けた期間の年金額は、納めた時と比べて少なくなりますが、１０年以内であれば、あとから納

めて（追納）、年金額を増額することができます。

　このほか、経済的な理由などで保険料を納めるのが困難な方が利用できる免除制度もありますので、
ご相談ください。

■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/

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

関わらず回答していただく必要があります。同封の返信用封筒で、返送をお願いします。
重要
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税のお知らせ ほか

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
　

�３１日（金）
・固定資産税　　　２期分
・国民健康保険税　１期分
※国民健康保険税の納税通知書は、

７月上旬に発送します。

平成２０年分の所得の申告は

済んでいますか?
　

　所得の無かった方でも、国民健康保険税

の軽減や、所得証明などの交付を行うため

申告が必要となります。まだ、申告をして

いない方は、次の日程で受付を行います。

■日　程■
　・８月３日（月）　中之郷公民館

　・８月４日（火）　町役場会議室

■時　間■
　午前９時～午後４時

※都合のつかない方は、税務課で常時受け

付けています。

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、公的年金などの所得に係る個人住民税

（都民税・町民税）のお支払い方法が変わります。

　公的年金を受給されていて、個人住民税の納税義務のある

方は、公的年金から特別徴収（※）されます。

※特別徴収とは、住民税を年金から引き落として市町村へ

直接納めることです。納税方法が変更となるものであ

り、この制度による新たな税負担は生じません。

�対象となる方
　平成２１年４月１日現在で

・６５歳以上の公的年金受給者であり、その年度の個人住民

税の納税義務のある方で、かつ年額１８万円以上の老齢基

礎年金または老齢年金、退職年金などを受給している方

�対象となる税額
　厚生年金、共済年金といった公的年金などに係る所得額

に応じた税額です。ただし、その税額は老齢基礎年金また

は老齢年金、退職年金などから特別徴収されます。（この

制度の対象とならない方は、普通徴収となります。）

　特別徴収される公的年金の種類及び税額などは、先月町か

ら送付しました納税通知書をご覧ください。

�
５
月
の
主
な
会
議
�

町長上京日記５月

議　　題　　等会　議　名日

新型インフルエンザ対策について　ほか庁議１日

八丈町教科用図書採択要綱の制定について　ほか
平成２１年度八丈町教育委員会
第２回定例会

８日

平成２１年６月期の期末勤勉手当について　ほか課長連絡会議１１日

農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について　ほか八丈町農業委員会第２回総会２５日

町税等の収納状況について　ほか課長連絡会議２６日

専決処分事項の報告及び承認について　ほか第二回八丈町議会臨時会２８日

７日～８日……………………
○ANA８２２便にて上京
○東京海区漁業調整委員会
○ANA８２３便にて帰島

１４日～１５日…………………………
○ANA８２２便にて上京
○東京都土地改良事業団体連合会
　第一回理事会
○ANA８２３便にて帰島

２０日～２１日……………………
○ANA８２２便にて上京
○平成２１年度町村長連絡会
○東京都表敬訪問
○ANA８２９便にて帰島

２４日～２７日………………
○ANA８２２便にて上京
○全国離島振興協議会
　第１回正副長会議
　理事会
　通常総会
　懇談会
○日本離島センター
　理事会
　評議員会
○ANA８２９便にて帰島
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環境だより

■問い合わせ■　住民課環境係　内線２３３・２３４

大掃除をして、
さわやかな夏を迎えましょう！

　

　夏を迎える前に、害虫や蚊の発生源になりそうな

天井・床下の清掃や家の周辺の除草・枝払いなど、

普段はなかなか掃除できない所も清掃しましょう。

一般廃棄物処理手数料
　平成２１年度の一般廃棄物処理手数料（清掃手数料）の

納付書を、事業主のみなさんにお送りしています。

■納　期■　・Ⅰ期　平成２１年９月３０日（水）

　　　　　　・Ⅱ期　平成２２年３月３１日（水）

納め忘れのないよう、よろしくお願いします。

浄化槽に関するお知らせ

　申請は、設置者や使用者が行います。申請者及び申請者の世帯構成員に、町税・保育料・水道料・病院使用料

などの滞納または未納がある場合、これらの補助及び軽減措置を受けることができません。調査期間が必要とな

りますので、設置や清掃の前に必ず、申請書を提出するようお願いします。

使用済み自動車は、適正処理でリサイクルを……

　自動車リサイクル法により、使用済自動車は、最終所有者が引き取

り業者に渡し、適正処理をしなければなりません。

　明らかに使用できない自動車の放置が見られますが、そうした自動

車は不法投棄または不適正保管となり、罰則が適用されます。放置自

動車は、景観を損ね、観光面でのイメージも悪くします。速やかに引

取事業者へ引き渡してください。皆さんのご協力をお願いします。

ゴミの不法投棄は、
やめましょう！

　

　ゴミの不法投棄は、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律に違反する行為で

す。違反による罰則は、１,０００万円以下

の罰金もしくは５年以下の懲役、また

は両方の罰則を科せられます。

�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７７７７７７７７７７７７７７７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 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 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 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 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 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

　東京都島嶼町村一部事務組合が購入した、管理型最終処分場建設予定地の敷地面積は、約７０,０００m2ですが、そ

の大半は自然林として残されます。そして、施設建設に要する開発面積は、約１６,３００m2で、そのうち、廃棄物を

埋め立てる埋立地の面積は、６,２００m2、残りの約１０,１００m2は、浸出水処理施設及び管理棟や防災調整池、場内外周

道路、法面などです。

　自然公園区域内である八丈島に、廃棄物埋立処分場やその他の工作物（建物等）を整備する場合は、自然公園

法に係る許可や届出により整備することとなっています。

　私たちが排出する廃棄物を処理するために、自然環境との「共存・共栄」を図り、整備します。

　合併処理浄化槽の設置（建築基準法では設置が義務付けられています）に

対する補助制度や、清掃作業経費の住民負担の軽減措置制度があります。

�八丈町合併処理浄化槽整備事業補助金�

　　　①専用住宅または主に住居を目的とした住

宅で小規模店舗を併設した住宅に設置す

る場合

　　　②建築確認書にて確認を受けたもの、また

は浄化槽設置の届出の審査を受けたもの

　　　③専用住宅などを借りている方が設置する

場合で、賃借人の承諾が得られた場合

対　

象　

条　

件

�八丈町浄化槽清掃作業経費の住民負担軽減措置�

　　　①環境大臣が指定する構造に適合する浄化槽で

あること

　　　②事業所以外の住宅及び小規模店舗を併設した

住宅に設置されているもの

　　　③浄化槽法（第７条または第１１条）に定められ

た、法定検査を受けているもの

※申請時に、法定検査結果（第７条または第１１条）の

写しの添付が必要となります

対
象
条
件
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　梅雨の晴れ間に、玉石垣の道を歩いてみました。木も

れ日の下、まるみを帯びた石が行儀よく並び、隣りの石

との間に生じた陰の部分と見事に調和しています。

　近づいて見ると、小さな穴が無数にあってゴツゴツし

た感じのもあるし、すべすべしたのもある。黒い石もあ

れば灰色のもある。縦に長いものもあれば、平べったい

ものもある。苔の生え方も、みな違う。

　海岸で激しい波にもまれてまるくなった石が、一定の

約束にしたがって積み上げられると、丈夫で美しい石垣

になります。一見簡単そうだが、ひとつの石が周囲の石

６個としっかり支えあうようにと、その場に最適の石を

選ぶため、置いては確かめる作業を納得のいくまでくり

返す。玉石垣の美しさは、大自然の力と、人間の知恵と

根気のみごとな調和にあるといえます。

　「個性の尊重」が、国際競争力の強化を理由に、「上位

者」を引き立てる方向に動き出しました。また、「違い」

を強調し排除しようとする傾向は、いじめや差別として

根深く残っています。

　ところが、玉石垣からは別な個性尊重のあり方が見え

てきます。人々が心豊かに暮らせる社会とは、ひとりひ

とりの違いを大切にし、その力を十分引き出して互いに

支え合う社会のことなのではないか……。

　子どもたちに、未来への夢や目標を持って、社会をつ

くる営みに積極的に取り組む姿勢を求めるなら、おとな

たちにも同じことが求められるでしょう。玉石垣が、ひ

とつずつかたちの異なる石を積み上げて、豊かな機能美

を実現したように、違いを認め、尊重し合うところか

ら、おとな社会のあり方、こども社会のあり方を見直し

て行けたらすばらしいと思いました。

　 （教育相談員　伊藤　宏）

教育相談室より　　　玉石垣　強さと美しさはどこから……

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
●八丈町立図書館推進委員を募集します
　任期満了につき八丈町立図書館推進委員を募集します。八丈町立図書館の円滑かつ効率的な運営を図るため、意見
を述べていただきます。
◇募集人員：３名（応募多数の場合は、書類審査などを行います）
◇応募方法：教育課生涯学習係にて配布している申込用紙にご記入のうえ、提出してください。
◇応募条件：２０歳以上の方
◇応募締切：７月１７日（金）

●今月のおはなし会　日時：７日（火）１１時～１２時・１１日（土）午後２時～３時　　場所：こどものほんのへや
　いつもは月１回のおはなし会が、今月はなんと！　２回行われます。７日（火）は、八丈高校の生徒さんによるお
はなし会です。どんなおはなし会になるのかな？　お楽しみに！
●休館日 毎週月曜日 ３１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

教育委員会だより ほか

今月の学校行事
�セーフティ教室 ２日（木） 三根小学校

　　　　　　　　　　　１０日（金） 富士中学校

　非行防止・犯罪被害防止を目的に実施しています。
　

�終業式 １７日（金） 全小・中学校

�夏季休業 ２１日（火）～ 全小・中学校

　７月２１日（火）から夏休みが始ま
ります。夏休みの間は、学校ではで
きない経験や体験ができるいい機会
でもあります。子どもたちが健康で
安全に、楽しく充実した夏休みが送
れるよう、ご家庭や地域の方々のご
協力をお願いします。

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



INFORMATION ●広報はちじょう

9

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…………２１日（火）　午後１時１５分～１時４５分　受付
　　�対象…平成１８年５月２０日～平成１８年７月２１日生まれの幼児

　４歳児歯科健康診査……１日（水）　午前９時１５分～１０時　受付
　　�対象…平成１７年４月９日～平成１７年７月１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

　７月２１日（火）　午前９時～午後４時

　７月２２日（水）　午前９時～午後２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

　７月１４日（火）　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。

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ご参加ください。お父さんも歓迎します。

　１回目　７月３日（金）　午後１時３０分～３時３０分　妊娠中の生活（生活の工夫、歯の健康）
　２回目　７月１０日（金）　午前１０時３０分～１２時３０分　妊娠中の栄養（調理実習含む）
　３回目　７月１６日（木）　午後１時３０分～３時３０分　お産を迎える準備（お産の進み方、呼吸法）
　４回目　７月２３日（木）　午後１時３０分～３時３０分　赤ちゃんの準備（沐浴、マタニティ体操）

キッズ（親子）クッキング　会場：保健福祉センター

　７月２２日（水）　午後２時～４時
　　�対　　象…小学生とその保護者　　　�定　員…約１６名（定員になり次第締め切り）

　　�受付締切…７月１７日（金）　　　　　　�持ち物…三角巾、エプロン、手拭きタオル

�　

７月８日（水）・２２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・二種混合・三種混合）

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）

�就学前のお子様の身体測定　７月２１日（火）～２４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！
　　７月１日　製作　うちわほか
　　　　８日　製作　「夏のわくわくおもちゃ」
　　　　１５日　消防本部による救急法
　　　　２２日　製作・壁面装飾　「あさがお」
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交通安全・ごみ減量化・火災予防ポスター 火災予防標語
 

　交通安全、ごみの減量化、火災予防をテーマにしたポスターと、火災予防の標語を募集します。

応募された作品の中から、優秀・佳作作品を使用して広報ポスターを作成します。

　

　作品の裏面に作者の氏名（ふりがな）、学校名、学年、組を明記して、９月９日（水）までに学

校へ提出してください。なお、小学生は交通安全・ごみ減量化・火災予防ポスターの中から１作品

と、火災予防標語１作品の応募ができ、中学生は交通安全・ごみ減量化ポスターの中から１作品の

応募ができます。いずれも各応募資格などに注意してください。
　

●問い合わせ●　総務課庶務係　内線２１１

ポスター・標語募集／消防からのお知らせ

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

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防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部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でででででででででで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すすすすすすすすすす
 

消防団の詰所前・防火水槽周辺の駐車はご遠慮ください！
　火災やその他の災害発生時に、消防団詰所から消防車が出動します。詰所の敷地内や、消防車庫

前の道路には駐車しないようご協力をお願いします。

　また、各地区の防火水槽は火災発生時の貴重な消火用水です。その周辺に駐車車両があると、消

防活動上障害になりますので、防火水槽・消火栓の周囲には駐車しないよう、ご協力をお願いします。

　

●問い合わせ●　八丈町消防本部　�２－0119

火災予防ポスター・火災予防標語
●応募資格　小学校３年生～６年生

●応募規定（ポスター）

①Ｂ４サイズの画用紙

②ポスター内の文字は「火の用心」だけを

使用してください

●応募規定（標語）

　Ｂ５サイズの用紙に大きく書いてください

交通安全・ゴミ減量化ポスター　
●応募資格

　小学校５・６年生、中学生　

●応募規定　

①Ｂ４サイズの画用紙　

②作品には、テーマにあ

　った標語をつけてくだ

　さい

大募
集

水の事故を防ごう
　遊びや仕事に夢中になっていると、水の怖
さや危険を忘れがちです。特に海や河川では
毎年事故が絶えません。尊い命を守るために、
水の事故にはくれぐれも注意しましょう。
○水の事故を防ぐためのポイント
�海や河川、プールでは小さい子供から目を
離さないようにし、遊泳中や水遊び中は大
人が付き添う。

�飲酒後や体調のすぐれないときは、遊泳し
ない。

�海では気象情報に注意を払い、天候の変化

に応じて遊泳やキャンプなどを中止すると
いった危険回避を心がける。

�磯釣りや海上でのレジャーを楽しむときは、
ライフジャケットを着用する。

�庭用の浅いビニールプールや浴槽でも溺れ
る危険があるので、乳幼児の遊びには必ず
大人が付き添う。

�高齢者が入浴しているときには、家族が声
をかけるなど、入浴を介助する。

�乳幼児のいる家庭では、乳幼児が独りで浴
室に入れないように鍵をかけるか、浴槽の
水は抜いておく。
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町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員 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
 

職　　種　校舎内外の整理整頓、学校行事、

　　　　　給食業務の補助作業など

勤　務　先　大賀郷中学校

定　　員　１名

勤務期間　平成２１年８月１日（土）～

　　　　　　　　平成２２年３月３１日（水）

（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

勤務時間　午前７時４５分～午後４時３０分

資　　格　八丈町に住民登録があり、

　　　　　おおむね７０歳未満の健康な方

必要な書類　履歴書（町指定のもの）

　　　　　※教育課庶務係・各出張所にあります。

募集期間　７月６日（月）～７月２１日（火）

　　　　　（土、日、祝日を除く）

選考方法　面接により決定

●申し込み・問い合わせ●
教育課庶務係　�２－０７９７

学校用務員募集／町立保育園代替職員／自衛官募集

町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立保保保保保保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育育育育育育園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園 代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付
 

■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）

　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。

ホームページアドレス
（http : //www. town . hachijo . tokyo . jp）

・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

自 衛 官 募 集

一般曹候補学生
○受験資格 １８歳以上２７歳未満

○受付期間 ８月１日（土）～９月１１日（金）

○試験期日 １次試験 ９月１９日（土）

２等陸・海・空士
○受験資格 １８歳以上２７歳未満

○受付期間 男子…年間を通じて受付

女子…（３、４月採用）

８月１日（土）～９月１１日（金）

○試験期日 男子…受付時にお知らせ

女子…（３、４月採用）

９月２７日（日）・２８日（月）

航空学生
○受験資格 ２１歳未満の高卒者（卒業見込含む）

○受付期間 ８月１日（土）～９月１１日（金）

○試験期日 １次試験 ９月２３日（水）

看護学生
○受験資格 ２４歳未満の高卒者（卒業見込含む）

○受付期間 ９月７日（月）～１０月２日（金）

○試験期日 １次試験 １０月２４日（土）

■問い合わせ

自衛隊東京地方協力本部 大田出張所

電 話 ０３－３７３６－４２７１

Ｆ Ａ Ｘ ０３－３７３３－６５５９

電子メール recruit2-tokyo@pco.mod.go.jp
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お知らせ掲示板（つづき）

ヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギ飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼飼養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養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関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関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説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明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 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 ～ノヤギの発生防止へ向けて～

 

　八丈町では、昨年度から５か年計画でノヤギ対策事業を

開始し、島に生息するノヤギの撲滅に向け捕獲作業に取り

組んでいますが、ノヤギ対策においては現在行っている捕

獲作業とともに、家畜のヤギが逃げ出したことによって発

生したノヤギを、今後発生させないための対策が大変重要

なものとなります。

　その取り組みとして、ノヤギの発生防止を目的としたヤ

ギの飼養にかかる条例の制定を今年度予定しており、この

ことについて説明会を実施します。ヤギを飼っている方、

飼う予定のある方はぜひご参加ください。

八八丈丈町町介介護護用用品品支支給給事事業業ののごご案案内内
 

　この事業は、高齢者（６５歳以上の方。４０歳以上６５歳未満であって特定疾病に該当する方も

含む）を介護している家族等の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図ることを目的として

います。

■支給内容　　下記の支給要件に該当し、希望される方に、一人あたり月額6,250円を上限
に介護用品（※）を現物支給します。

※この事業での介護用品とは、紙おむつ、尿とりパット、使い捨て手袋、清

拭剤、ドライシャンプーなど、介護に適し数回の使用で効力のなくなるも

のをいいます。

■支給要件　　要介護４、または要介護５の認定を受けていて、市町村民税非課税世帯に属
する在宅の高齢者を介護している方。（要介護者の入院期間中を除く。）

■申請方法　　八丈町介護用品支給申請書を提出してください。。

●問い合わせ●　健康課高齢福祉係　�２－５５７０

町営路線バス ���夏期の路線変更について
 

　７月２１日（火）～８月３１日（月）までの間、末吉～洞輪沢、永郷行きは運

休となり、東畑～神湊間は底土まわりとなります。お間違えのないよう、

ご注意ください。

●問い合わせ●　企業課運輸係　内線３２１

■日時・場所　

�７月１６日（木）　午後７時～

　大賀郷公民館　二階和室

�７月１７日（金）　午後７時～

　中之郷公民館　二階和室

　

●問い合わせ●
産業観光課産業係　内線263

ヤギ説明会／八丈町介護用品支給／路線バス
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汚泥再生生活環境調査／サマージャンボ宝くじ

八丈町汚泥再生処理センター建設へ向けて
～生活環境影響調査結果（要旨）～

 

　現在八丈町では、平成２４年４月の供用開始に向けて、汚泥再生処理センターの建設計画を
進めています。
　施設の建設に先駆けて、平成１９年１０月から平成２０年１０月まで、汚泥再生処理センター施設
整備に係る生活環境影響調査を行い、広報５月号では、生活環境影響調査書の縦覧について
お知らせしたところです。今回はその調査結果（要旨）についてお知らせします。

●問い合わせ●　企画財政課企画情報係　内線３０１・３０５

予　測　結　果　及　び　影　響　の　分　析予測・評価項目

　施設の稼動における大気汚染に対する該当項目はないため、影響はない。１．大気汚染

　施設の稼働における放流水の各濃度は排水基準以下であり、放流先の公共用水域
においても環境基準を下回る。また、運転状況および水質の監視を適切に行うこと
により排水基準値以下の水質となるように図り、水質汚濁の発生を防止することか
ら、事業の実施に伴う周辺への影響はない。

２．水質汚濁

　施設の稼働における騒音の最大値は45デシベルであり、「東京都環境確保条例に基
づく工場・指定作業場に係る騒音の規制基準」以下である。
　また、可能な限りの低騒音型設備機器の採用や、機器の地階への配置、必要最低
限かつ円滑な運転により騒音の低減を図り、影響を最小限に抑えられるため、周辺
への影響はない。

３．騒　　音

　施設の稼働における振動の最大値は38デシベルであり、「東京都環境確保条例に基
づく工場・指定作業場に係る振動の規制基準」以下である。
　また、可能な限りの低振動型設備機器の採用や、機器の地階への配置、必要最低
限かつ円滑な運転により振動の低減を図り、影響を最小限に抑えられるため、周辺
への影響はない。

４．振　　動

　施設の稼働における臭気は、脱臭を適切に行うことにより、施設境界、最寄りの
住宅の敷地境界ともに臭気指数が10以下となり、「東京都環境確保条例に基づく工場
・指定作業場における悪臭の規制基準」以下であることから、事業計画地周辺にお
いても、人が感じる程度の悪臭は発生しない。
　また、各設備から発生する臭気を濃度に応じて分別捕集し、脱臭することにより
悪臭の発生を防止、軽減することから、周辺への影響はない。

５．悪　　臭

　高さ12ｍ×横幅20ｍ程度の建屋を想定した場合、事業計画前後においても周辺樹
木に隠れる面積が大きいため、周辺環境と違和感のある景観とはならない。
　また、建屋の外観も明るい配色ではなく、周辺樹木に馴染む様な配色とすること
により景観の悪化を防止することから、周辺環境と違和感のある景観とはならない。

６．景　　観

サササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササ マママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジ ャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャ 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 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 宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝 くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくく じじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじ 7月13日（月）から発売！
 

賞金は１等・前後賞合わせて３億円�　２等も１億円！
■発売期間　７月１３日（月）～７月３１日（金）　　　収益金は、区市町村の明るく住みよいまちづくり
■抽　選　日　８月１１日（火）　　　　　　　　　　に使われます。
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島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島嶼嶼嶼嶼嶼嶼嶼嶼嶼嶼嶼嶼嶼嶼嶼嶼嶼嶼嶼嶼嶼会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館ホホホホホホ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ーーーーーームムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーージジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジ 開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
 

　島嶼会館では、インターネットのホームページを開設しました。

   HPアドレス　h t t p : / / w w w . t o s h o - i c h i k u m i . j p /

　島外へのお出かけも多くなるこの季節、会館をご利用の際には、

まず先にホームページにアクセスしてみてはいかがでしょうか。

戸籍電算化がはじまります！／島嶼会館ホームページ

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！！
第二回　戸籍電算化事業について

　戸籍の電算化に伴い、「戸籍謄本」、「戸籍抄本」といった名称や、文書の形式などが変わります。

●名　　称　・戸籍謄本（戸籍事項のすべてを証明するもの） ⇒　全部事項証明書

　　　　　　・戸籍抄本（各個人を証明するもの） ⇒　個人事項証明書

●文書形式　縦書き文書形式 ⇒　横書きで項目ごとの箇条書き

●字　　体　手書き（書き癖などにより分かりにくい場合がありました） ⇒　コンピューターの活字

　　電算化による型式変更（イメージ）

●問い合わせ●　住民課住民係　内線２３７
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要望活動報告／八丈支庁からのお知らせ
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　東京都では、メジロやホオジロなどの野鳥を愛玩目的で

飼うために捕獲すること、また飼うことを認めていません。

　野鳥の保護にご理解、ご協力をお願いします。

●問い合わせ●　八丈支庁産業課林務係　�２－1113

平成２１年度要望活動が５月１９日（火）から５月

２２日（金）まで行われました。国や東京都の関係

機関を訪問し、要望書の提出と口頭による要望

を行いました。要望項目については以下の通り

です。

○要望先 東京都・国土交通省・水産庁
○要望者 八 丈 町 長 浅沼 道徳

八丈町議会議長 沖山 宗春
八丈町議会議員 佐々木 治
八丈町議会議員 奥山 博文
八丈町議会議員 土屋 博

【東　京　都】

要　　　望　　　項　　　目

八丈島空港の空港使用料減額に関する要望

接岸港船客待合所の整備に関する要望

港湾及び漁港の整備促進に関する要望
　（１）港湾の整備促進
　（２）漁港の整備促進

道路、砂防河川等の整備促進に関する要望
　（１）都道の整備促進
　（２）八丈都市計画道路３・４・１号線
　　　（底土・空港・八重根港線）の整備促進
　（３）砂防河川事業の促進

産業振興に係る施設等の整備促進に関する要望
　（１）農道整備
　（２）大賀郷地区農業用水施設の整備　
　（３）美の田園復興推進事業の整備支援
（４）フェニックス・ロベレニー防風・防霜施

設の整備促進
（５）農業用施設（ストロングハウス）の整備

促進

野営場の整備に関する要望

町立八丈病院運営に伴う財政援助及び医師の支
援に関する要望

【　国　】

要　　　望　　　項　　　目

離島航空路線の維持及び支援に関する要望

接岸港船客待合所の整備に関する要望

港湾の整備促進に関する要望

漁港の整備促進に関する要望

八丈都市計画道路の整備促進に関する要望

野営場の整備に関する要望

砂防河川事業の促進に関する要望

項目別口頭要望一覧
【東　京　都】

要　　　望　　　項　　　目

新庁舎建設に係る財政支援について

汚泥再生処理センター建設に係る財政支援について

新野球場の整備に係る財政支援について

統合による新保育園建設に係る財政支援について

ダイビングプールに係る支援について

八丈島空港総合案内施設に係る支援について

水温等観測機器搭載浮漁礁の整備について

底土園地の拡充及び整備について

都有地の譲渡について

介護保険の施設等の整備に係る支援について
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第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回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島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏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つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり
今年も夏まつりの季節がやってきました！ステージイベントや出店など、賑わいと笑顔で皆さんをお

待ちしています！

主なステージイベント（予定）
�23日（木） キャラクターショー

�24日（金） バンド演奏

ミス八丈島発表会

�25日（土） 芸能人によるショー

歌手による歌の披露

参加者を募集します ……………………………………………………………………………………………
夜店出店者、期間中の大売出し加盟店を募集します。夏まつりをより盛り上げるため、ご参加お待ち

しています。
募集期間 ６月２９日（月）～７月３日（金） 午前８時３０分～午後５時まで

夜店出店者
�資 格 営業に必要な許可を持っている商工会員

�条 件 ①夜店出店の趣旨に準じ、低価格で子どもにも喜ばれる商品の提供が可能なこと。

②公序良俗に反する商品の販売および酒類の提供はできません。

�出店料 １区間 １５，０００円

※出店場所は、申込書の提出順にさせていただきます。なお、飲食店関係の店舗につい

ては、１区間２品までとさせていただきます。

大売出し加盟店
�資 格 商工会員

家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族族介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室 『ケアケア交流講座』開催

７月１５日（水）　午後１時～３時
第二八丈老人ホーム２階会議室

　この講座では、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が交流を図りながら、認知症

について学びます。皆さんの参加をお待ちしています！

内　　容　身体清潔保持の介護について（入浴・清拭など）
申込締切　７月１０日（金）
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

■申し込み・問い合わせ■　八丈町商工会事務局　　電話２－２１２１

夏まつり／ケアケア交流講座／パッションフルーツまつり

7月２３日（木）～２５日（土）
商 工 会館通り

おじゃりやれ！
パッションフルーツまつり
７月３０日（木）正午～午後４時
場所 ： えこ・あぐりまーと

■催　し

　○家庭菜園・ハーブ教室

　○押し花アート教室
　○ひょんはー　もちつき体験
　　※正午～午後１時
　　　八丈太鼓
　　　（飛び入り大歓迎）

■問い合わせ■　えこ・あぐりまーと
　電話　04996-7-1808
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　●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

納涼花火大会／町営住宅入居者募集

　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

　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　
　

　大会運営については、今年も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います。皆さんのご協力をお願いします。

●寄付をしていただける方…
　事務局までご連絡くだされば伺います。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）　

●記念花火も引き続き募集中（申込料　個人：3万円～、企業：5万円～）
　■申込先　担当：沖山　電話2－4060　FAX２－1682

■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

��町町町町町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営営営営営住住住住住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宅宅宅宅宅入入入入入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居居居居居者者者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募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集町営住宅入居者募集��
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

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１９,０００～２８,３００H９２ＬＤＫ５８．２㎡１戸（１-１０１号）富士見団地三　根

２人以上（※２）
世帯向け

コンクリートブロック造２階建１２,９００～１９,３００S５１３Ｋ５６．０㎡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１２,２００～１８,１００S５１３Ｋ５２．７㎡
３戸

（３-４号・３-５号・４-１号）
屋和川団地
「無」（※１）

大賀郷

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１８,９００～２８,１００H１０２ＬＤＫ５９．６㎡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１５,７００～２３,４００H１０１ＬＤＫ４９．７㎡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２６,３００～３９,１００H１０３ＬＤＫ８２．９㎡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２４,９００～３７,１００H１７３ＬＤＫ７４．９㎡１戸（４号）三原住宅中之郷

若年層（※４）
３人以上世帯向け

一戸建　木造平屋建２５,５００～３７,９００H２０
（新築）３ＬＤＫ７５．５㎡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２４,８００～３７,０００H１６３ＬＤＫ７７．１㎡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建１７,３００～２５,８００H１２１ＬＤＫ５２．２㎡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　７月８日(水)～７月１５日（水）
　　　　　午前８時３０分～正午　午後１時～午後５時
　　　　　※１１日（土）、１２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２０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。

■申し込み・問い合わせ
建設課管財係　　内線２５６

第 １０回
 記念
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　いよいよ夏期シーズンを迎え、島を訪れる方々が増える時期にむけ、６月１５日（月）に関係各団体の代表
による、夏期対策懇談会が開催されました。
　懇談会では、各団体が安全面やトラブル防止のための対策を実施することが決められました。
　空港・港湾施設の交通対策や次のことについて、皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。

●ご協力をお願いします

■ 底土港
混雑緩和のため、さん橋内へは「営業車ステッカ

ー」を掲示した車両以外は入れなくなるので、注

意してください。

■ 八重根港
船客待合所前の広場は駐車禁止です。車両はお客

様の乗降後、すみやかに移動してください。

■ 八丈島空港
ターミナル前の路上駐車は全面禁止です。車両を

止めたまま短時間でも運転者が車を離れると違法

行為となるので注意してください。また、駐車場

の混雑緩和のため、上京に伴う長期間の駐車は控

えていただくようお願いします。

　………………………………………………………

●夏期は来島者によるレンタカー、レンタバイク、

レンタサイクルの利用が多くなります。お互いに

注意しましょう。

●八丈島警察署では、空港港湾施設や海水浴場、釣

り場、キャンプ場などにおいて警戒を実施します。

また、交通違反の指導取り締りを強化します。

●遊泳禁止（赤旗又は看板）を、底土、横間、ヤケ

ンヶ浜、旧八重根、乙千代ヶ浜、藍ヶ江、洞輪沢

の各海水浴場に、状況に応じて表示します。

●沿岸でプレジャーボートなどを使用する際には、

遊泳者に十分注意を払い、運転してください。

●釣りの際には一人での釣行を避け、救命具を着用

し、波やうねりには細心の注意を払ってください。

●周辺海域では、水中銃の使用禁止のほか、イセエ

ビ、トコブシ、テングサなどの水産動植物をとる

ことなどが制限されています。

●食中毒や伝染病などの発生を防止するため、十分

な注意を払ってください。

■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　内線268

夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏 期期期期期期期期期期期期期期 安安安安安安安安安安安安安安 全全全全全全全全全全全全全全 対対対対対対対対対対対対対対 策策策策策策策策策策策策策策 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 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　夏期安全対策について　

夏期安全対策について

●平成２１年　夏期の道路交通案内図

　対策日時：７月１８日（土）～８月３１日（月）
　　　　　　午前8時30分～午後10時

●神湊（底土）港

●八重根港
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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

１５日（水）・１７日（金）神湊港……………………ぱしふぃっくびいなす寄港

�
７月

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

２日（日）神湊軍艦堤防……………八丈島浜遊び
�
８月

２日（日）八丈高校視聴覚ホール…八丈島サマーコンサート
９日（日）神湊港……………………ぱしふぃっくびいなす寄港
１１日（火）底土港……………………八丈島納涼花火大会
１３日（木）～１５日（土）各地域……………………盆踊り
２４日（月）神湊港……………………ふじ丸寄港

　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

１３.６％８,４２８９,５７４８,８２６１０,０２６１,５５６１,７１２７,２７０８,３１４５月

１.０％１４,４１９１４,５６５１７,４９１１７,２４５２,３４０２,３３８１５,１５１１４,９０７計

＊空路には、チャーター便が含まれています。

�７月の航路ダイヤ�

【東海汽船】　■電話■　２－１２１１
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　２２：２０〉　〈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

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）Ｂ７３５１１：１５→１０：２５８２３

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
（１７日より ２０,９００円）羽田＝八丈島

──  １２,４００ 円  １２,６００ 円  １７,８００ 円
（１７日より １８,９００円）大島＝八丈島

ANA八丈島便
運航ダイヤ変更について

　ANA八丈島便は、１０月１日（木）より大島～八丈島線が

休止となり、それに伴い運航ダイヤも次のように変更とな

る予定です。

機　種羽田着八丈島発便　名機　種八丈島着羽田発便　名
Ａ３２０９：５０９：０５８２２便Ａ３２０８：３５７：４５８２１便
Ｂ７３５１４：１５１３：２５８２６便Ｂ７３５１２：２０１１：３０８２３便
Ａ３２０１８：００１７：１０８３０便Ａ３２０１６：４０１５：５０８２９便



土金木水火月日
４３

両親学級　１回目
�  １３:３０～１５:３０

東京都議会議員選挙公示日

保福

２

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００樫

１

４歳児歯科健康診査
�  ９:１５～１０:００受付保福

１１

おはなし会
八丈町立図書館
１４:００～１５:００

１０

両親学級　２回目
�  １０:３０～１２:３０保福

９８７

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００

おはなし会
八丈町立図書館
１１:００～１２:００

末

６

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

５

１８１7

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００中

１６

両親学級　３回目
�  １３:３０～１５:３０保福

１５

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００三

１４

すくすく相談
�  ９:３０～１１:３０保福

１３

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

１２

東京都議会議員選挙
投・開票日

２５２４２３

両親学級　４回目
�  １３:３０～１５:３０保福

２２

こども心理相談
�  ９:００～１４:００

キッズ（親子）クッキング
�  １４:００～１６:００

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００

保福

保福

大

２１

３歳児健康診査
�  １３:１５～１３:４５受付

こども心理相談
�  ９:００～１６:００

コミュニティセンター休館日

保福

保福

２０　海の日

図書館休館日

１９

３１　図書館休館日３０２９２８２７　図書館休館日
コミュニティセンター休館日

２６

土金木水火月日
４３

燃・害

２１
資源
古着

１１１０

燃・害

９

びん

８

資源

７

燃・害

６

金属

５

１８１７

燃・害

１６１５

資源

１４

燃・害

１３

金属

１２

２５２４

燃・害

２３２２

資源

２１

燃・害

２０

金属

１９

３１

燃・害

３０２９

資源

２８

燃・害

２７

金属

２６

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

６日（月）、１３日（月）、２７日（月）ふれあいの湯

７日（火）、１４日（火）、２１日（火）、２８日（火）みはらしの湯

１日（水）、８日（水）、１５日（水）、２２日（水）、２９日（水）ザ・ＢООＮ

２日（木）、９日（木）、１６日（木）、２３日（木）、３０日（木）やすらぎの湯

７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 7　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

９：００～２７日（月）～３１日（金）耳鼻咽喉科

１３：３０～２４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。

土金木水火月日
４３

金属

２

燃・害

１

１１１０

金属

９

燃・害

８７
資源
古着

６

燃・害

５

１８１７

金属

１６

燃・害
・びん

１５１４

資源

１３

燃・害

１２

２５２４

金属

２３

燃・害

２２２１

資源

２０

燃・害

１９

３１

金属

３０

燃・害

２９２８

資源

２７

燃・害

２６

土金木水火月日
４３

金属

２

燃・害

１
資源
古着

１１１０

金属

９

燃・害

８

資源

７６

燃・害

５

１８１７

金属

１６

燃・害
・びん

１５

資源

１４１３

燃・害

１２

２５２４

金属

２３

燃・害

２２

資源

２１２０

燃・害

１９

３１

金属

３０

燃・害

２９

資源

２８２７

燃・害

２６

第３７回　八 丈 島 夏 ま つ り
商工会館通り

特定健康診査／長寿医療制度（後期高齢者医療制度）健康診査／生活機能評価／Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査（検診）／胃・肺・大腸がん検診……詳しくは４ページをご覧ください




