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各地域の人口・世帯数

目 次

人　口 8,346人 減 18人
　　男 4,200人 減 10人
　　女 4,146人 減 8人
世帯数 4,602世帯 減 10世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,097 1,938 1,846 3,784
大賀郷 1,569 1,395 1,401 2,796
樫　立 305 285 279 564
中之郷 400 387 395 782
末　吉 231 195 225 420

９月中
の異動

はちじょうトピックス／ゴミ分別特集　ほか

ポスター表後入選作品

公営企業決算 ほか

国保だより ほか／国民年金

教育委員会だより　ほか／母子保健　ほか

お知らせ掲示板

税のお知らせ　ほか／環境だより

参加しませんか？　募集しています

町営住宅 ほか／おじゃれ１１万人 ほか

八丈島 RAINBOW CUP 2009 フットサル大会 9月月26日（土日（土））・27日（日）日（日）
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はちじょうトピックス

RAINBOW CUP／町民体育大会／収穫祭

第　６　回　収　穫　祭
　１０月３日（土）三根　和泉体験農場で、稲刈り体験と収穫祭が行われまし
た。今年６月に行われた田植え体験（広報７月号に掲載）のときに植えた稲
が見事に実り、約９０人の方々の手により、１時間ほどで約１６０キロの稲を収
穫しました。
　稲刈りの後は収穫祭が行われ、おにぎりやお肉などの料理を皆さんで楽し
みました。収穫祭のころには雨も降り出すなど、あいにくの天気でしたが、

参加した皆さんには、達成感のある表情が浮かんでいました。

町　民　体　育　大　会
　１０月１１日（日）、各地域で町民体育大会が開催されました。快晴となった空のもと、約１，３００人の町民
の皆さんが参加し、各種競技に汗を流しました。
　球技がメインの地域や、運動会形式の地域など、競技、内容ともにさまざまでしたが、同じ地域の方
どうしがときに笑顔で協力し合い、ときに競い合う様子は、どの地域も変わらないものでした。

八丈島 RAINBOW CUP 2009 フットサル大会
　９月２６日（土）、２７日（日）の二日間、南原スポーツ公園にて、八丈島 
RAINBOW CUP 2009 フットサル大会が開催されました。一般、レディー
ス、O-４５（４５歳以上）の部門に２２チーム（島外から１３５名、島内選手・スタッ
フ含め１２０名）が参加し、熱戦が繰り広げられました。
　川平慈英さん率いるチームレインボーは昨年に続いて出場し、今回も惜しく
も準優勝となりましたが、大会を盛り上げてくださいました。今回はほかにも
元Ｊリーガーが参加したチームなどもあり、レベルの高い試合が展開されまし
た。
　一日目の夜には懇親会が行われ、各チーム紹介のほか、八丈太鼓やフラの披
露などが行われました。翌日の試合のことなど忘れた（？）かのように、会場
は島料理に島焼酎で盛り上がり、楽しいひと時を過ごしていました。
　二日目の大会終了後には、サッカー解説者で、日本代表としても活躍された
水沼貴史さんの講演が行われました。持ち前の経験をもとに語られる、オリン
ピック、パラリンピックやサッカーの魅力についての講演に、参加者も熱心に
聞き入っていました。
　八丈島の豊かな自然の中、普段とは一味違った大会に、島外からの参加者の
方々も「来年もぜひ参加したい」と笑顔を見せてくださいました。
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ゴミ分別特集／義援金

　資源ごみとして回収されたものはリサイクルされ、新たなものに

生まれ変わります。ゴミの減量化、リサイクル推進の両方に役立つ、

ごみの分別収集にこれからもご協力お願いします。

　このほかにも、ゴミ減量化に向けた取り組みとして、町のゴミの

現状について説明し、皆さんの声をお伺いするための、「住民懇談会

　～ゴミ減量化について～」を１０月に各地域で実施しました。

（写真は１０月７日（水）末吉公民館の懇談会の様子）

　ゴミのさらなる減量化に向けての提案や、ゴミの捨て方などのちょっとした疑問まで、さまざまなご意

見を伺うことができました。

　今回のような新しい方法でのゴミの分別や、住民懇談会の開催など、ゴミの減量化に向けた施策の実施

には、住民の皆さんのご協力が不可欠です。今後も皆さんとともにゴミ減量化に取り組んでいきたいと考

えますので、ご理解、ご協力をお願いします。

分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別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たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた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ららららららららら、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、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ここここここここここううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっったたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた分別したら、こうなった　

～ゴミの新分別スタートから半年　経過報告～

町では、４月から紙類や古着の分別回収、てんぷら油の回収などを開始しまし
た。これがどれくらいの結果を出しているのか、半年間の経過報告として、お知
らせします。

　八丈町では、左記

のとおり義援金の受

付を行いました。皆

さんの温かいご協力

ありがとうございま

した。

送金先義援金総額受付期間義援金名
日本赤十字社兵庫県支部２７,６３０円８月２５日～９月２５日兵庫県台風第９号災害義援金
日本赤十字社岡山県支部０５,７００円８月２５日～９月１１日台風９号岡山県大雨災害義援金
日本赤十字社東京都支部０４,８４５円９月１１日～１７日　　台湾台風災害救援金

義援金受付報告義援金受付報告ご協力
　ありがとうございました！ 義援金受付報告義援金受付報告義援金受付報告
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交通安全・ごみ減量化ポスター

　交通安全とごみ減量化のポスターを、各小学校の高学年生及び各中学校生より募集しました。交通安全

ポスターには、小学生２２点、中学生２４点、ごみ減量化ポスターには、小学生５９点、中学生５０点、合計１５５

点の作品が寄せられ,審査の結果、次の方々の作品が入選しました。町では、入選作品を啓発用ポスター

として、交通安全とごみ減量化のPRに努めてまいります。たくさんのご応募ありがとうございました。

交通安全ポスター入選者
○小学生の部

○中学生の部

ごみ減量化ポスター入選者
○小学生の部

優秀　大賀郷小６年　菊池風花

佳作　三原小６年　河野美海

佳作　大賀郷小６年　田村彩海

優秀　三原中１年　玉置麗華

佳作　三原中１年　沖山裕佳

佳作　大賀郷中２年　菊池一晃

優秀　三根小６年　奥山玲海 佳作　大賀郷小６年　和田昂樹

佳作　末吉小６年　内田雄大

交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交 通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通 安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安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全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 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ご みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ 減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減 量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量 化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化 ポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポ 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タ 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 入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入 選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選 作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品
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交通安全・ごみ減量化 ポスター／火災予防ポスター

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災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予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防防防防防防防防防防ポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポ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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品
　火災予防ポスター・標語を各小学校の３年生以上に公募した結果、ポスター１３８点、標語１５１点が寄せ

られました。入選作品を啓発用ポスターとして、火災予防のPRに努めてまいります。たくさんのご応

募ありがとうございました。

○火災予防標語入選作品
　優秀　消えたかな　不安は残さず　後始末　　　　　　　　三根小学校　６年　�江　豪
　佳作　あわてるな　的確判断　　初期消火　　　　　　　　三根小学校　６年　奥山　玲海
　佳作　火をけして！！　グラッときたら　まずかくにん　　三根小学校　３年　臼井　みつ樹

■問い合わせ■　八丈町消防本部　予防係　�２－０１１９

○中学生の部

■問い合わせ■　総務課庶務係　内線２１１

優秀　大賀郷中１年　和田健太郎

佳作　三原中１年　1橋多美子 佳作　大賀郷中１年　菊池佳恵

交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交 通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通 安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安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全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 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ご みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ 減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減 量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量 化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化 ポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポ 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タ 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 入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入 選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選 作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品

優秀　三根小６年　佐々木翔悟

佳作　三根小６年　土屋夏穂

佳作　三根小６年　q江豪
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公営企業会計決算

平平成成２２００年年度度公公営営企企業業会会計計決決算算ののああららまましし
　八丈町は、水道事業・一般旅客自動車運送事業・病院事業の３事業について、地方公営企業法の規定の
全部適用を受け、それぞれ特別会計を設けて、独立採算制の企業会計方式により経営しています。

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．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事事事事事事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業業業業業業会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計
　本事業は、水道法の本旨に基づき清浄な生活用水の安定供給に重点をおき、水道施設
の整備を図るとともに、経営の合理化に努めています。
　本年度の主な建設改良事業としては、水量の安定確保を図るため、坂下地区配水管布
設工事（第四工区）・（第五工区）・（第六工区）及び坂上地区送水管布設工事を実施し、
安全性を向上させるため、関之戸浄水場ろ過池改修工事を行いました。また、島内の水
道施設を総合的に常時監視し、安心安全な水を供給するため、水道施設中央監視設備工
事を実施しました。

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送事事事事事事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業業業業業業会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計
　本事業は、昭和３２年発足以来、地域住民へのサービス向上を目指し、生活路線の運営
に努めていますが、乗合、定期観光、一般貸切とも極めて厳しい経営環境が続いています。
　本年度の経常収益は、４３１０万９千円と前年比６０６万９千円の減、経常費用は、１億１１６６
万４千円となり、一般会計からの補助金７０００万円を受け入れ、経常利益を計上しました。

（１）収益的収入および支出

（単位：千円）【収益的収入】

決算額区　分
２７２,５３８給水収益（水道料金）
１,１００負担金（給水装置負担金）
１８０雑収益

２７３,８１８合　計

１３,５６０当年度純損失

（２）資本的収入および支

（単位：千円）【資本的収入】

決算額区　分
５４５,７００企業債
１６,１８６国庫補助金
１４３,００２都補助金
７０４,８８８合　計

　資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億２４１３万
円は、消費税資本的収支調整額１００８万３千円、損益勘定
留保資金１億１４０４万７千円で補てんした。

（１）収益的収入および支出

（単位：千円）【収益的収入】

決算額区　分
１６,１２１乗合収益
３,０１３定期観光収益
２２,７６６貸切収益
５８０運送雑収益
４６５雑収益

７０,０００一般会計補助金
１６４都補助金
９９０特別利益

１１４,０９９合　計

５５２当年度純利益

（２）資本的収入および支出

　資本的収入額が資本的支出額に不足する額３４１万４千円
は、損益勘定留保資金３４１万４千円で補てんした。

（単位：千円）【収益的支出】

決算額区　分
６０,２３０人件費
８１,５５９物件費
１０６,３５５減価償却費
３５,１１２支払利息
３,１０４繰延勘定償却
１,０１８特別損失
２８７,３７８合　計

（単位：千円）【資本的支出】

決算額区　分
１４１,６７０配水施設費
１１７,４９９坂下地区上水道整備費
４６,９２８坂上地区簡易水道整備費
６４,８５１水道施設中央監視設備費

７固定資産購入費
４５８,０６３企業債償還金
８２９,０１８合　計

（単位：千円）【収益的支出】

決算額区　分
８１,８３５人件費
２２,５８９物件費
６,２７８減価償却費
２７支払利息
９３５繰延勘定償却
１,８８３特別損失
１１３,５４７合　計

【単位：千円】【資本的支出】

決算額区　分
３,４１４企業債償還金
３,４１４合　計
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公営企業会計決算

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院事事事事事事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業業業業業業会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計
　町立八丈病院は、東京の島々の中で唯一の自治体病院であり、昭和４１年の開院以来、
伊豆諸島の中核的病院として離島における医療確保に努めています。
　診療については、内科、外科、小児科、産婦人科のほか臨時診療（専門外来）を実施
しています。本年度の収支状況については、医業収益は１２億２９３万２千円と前年度比
２３６８万８千円の増、医業費用は１４億２３７３万８千円となり収益と同様に増加しました。
　繰入金については、一般会計からの繰出金総額３億２６９万９千円のうち、資本勘定に
繰り入れた負担金６２５０万７千円と他会計補助金５４３万９千円を除く負担金５８１１万６千円
と補助金１億６６３万７千円を医業外収益、７０００万円を特別利益として損益勘定に繰入れま
した。

（１）収益的収入および支出

（単位：千円）【収益的収入】

決算額区　分
３２９,３８８入院収益
８３９,３９２外来収益
３４,１５２その他医業収益
１３８,８０２都補助金
５８,１１６一般会計負担金
１０６,６３７一般会計補助金
１５,８４９その他医業外収益
７０,０００特別利益

１,５９２,３３６合　計

６６,８６９当年度純利益

（２）資本的収入および支出

（単位：千円）【資本的収入】

決算額区　分
１６,４００企業債
６２,５０７一般会計負担金
３４,６３４都補助金
６,９６２他会計補助金
１２０,５０３合　計

（単位：千円）【収益的支出】

決算額区　分
４８８,５８３人件費
５６７,８１５材料費
２９５,０７６経費
７２,４９４減価償却費
２,９６５研究研修費
５０,３７４支払利息
６,２０４繰延勘定償却
４０,１６９雑支出
１,７８７特別損失

１,５２５,４６７合　計

（単位：千円）【資本的支出】

決算額区　分
１１,４９７建物整備費
２４,０４９固定資産購入費
１,７８５工事請負費
１２４,８３４企業債償還金
１６２,１６５合　計

解説　公営企業で使われる用語
�収益的収入および支出 ─
　　公営企業の営業活動から生ずる収益や費

用で、収益的収入には営業収益・預金利子・

国都補助金などがあり、収益的支出には、

人件費・物件費などの諸経費のほか、減価

償却費や繰延勘定償却などの現金の支出を

伴わない費用も含まれます。

�資本的収入および支出 ─
　　公営企業の諸施設の整備、拡充などにと

もなう収支で、資本的収入には企業債や施

設等に対する補助金などがあり、資本的支

出には、建設改良費・固定資産購入費・企

業債償還金などがあります。

�損益勘定留保資金 ─
　　収益的支出に現金の支出を必要としない

費用（減価償却費・繰延勘定償却など）を

計上することにより、資金が外部に流出す

ることなく留保されます。この内部留保資

金を損益勘定留保資金といいます。

�減債積立金 ─
　　企業債償還金の財源に充てるための積立

金で、毎事業年度に生じた利益を積み立て

ておきます。

�建設改良積立金 ─
　　建設改良事業の財源に充てるための積立

金で、毎事業年度に生じた利益を積み立て

ておきます。

　資本的収入額が資本的支出額に不足する額４１６６万２千円は、消費税資本的収支調整額１５７万１千円、損益勘定留
保資金４００９万１千円で補てんした。
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（１）収益的収入および支出

（単位：千円）【収益的収入】

予算額区　分
３１０,７４８給水収益（水道料金）
１,９４２負担金（給水装置負担金）
１８９雑収益

３１２,８７９合　計

（２）資本的収入および支出

（単位：千円）【資本的収入】

予算額区　分
２４５,５００企業債
７１,３２３国庫補助金
１３７,４９１都補助金
４５４,３１４合　計

（１）収益的収入および支出

（単位：千円）【収益的収入】

予算額区　分
３３,３１０乗合収入
１０,７９３定期観光収入
７３,７７８貸切収入
７２０運送雑収益
３１５雑収益

２０,０００一般会計補助金
１５０都補助金
５６５特別利益

１３９,６３１合　計

（２）資本的収入および支出

（単位：千円）【資本的支出】

予算額区　分
１４,７９５固定資産購入費
３,４２８企業債償還金
１８,２２３合　計

平平成成２２１１年年度度公公営営企企業業会会計計予予算算のの状状況況

公営企業会計予算

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．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事事事事事事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業業業業業業会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計

（単位：千円）【収益的支出】

予算額区　分
６２,９０６人件費
８６,８４１物件費
１０８,９４１減価償却費
３１,８００支払利息
２,６８８繰延勘定償却
２００予備費

２９３,３７６合　計

（単位：千円）【資本的支出】

予算額区　分
１６８,７３９配水施設費
２２６,７７２坂下地区上水道整備費
７７,２２５坂上地区簡易水道整備費
９８,４７６企業債償還金
５７１,２１２合　計

（単位：千円）【収益的支出】

予算額区　分
８６,６８１人件費
３３,８４８物件費
６,２７０減価償却費
１４支払利息
９３５繰延勘定償却
１,４３５特別損失
２００予備費

１２９,３８３合　計

　資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億１６８９万８千円は、消費税資本的収支調整額１２５６万８千円、損益
勘定留保資金１億４３３万円で補てんする。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額１８２２万３千
円は、消費税資本的収支調整額６９万５千円、損益勘定
留保資金１５３２万８千円、減債積立金取り崩し額２２０万
円で補てんする。

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送事事事事事事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業業業業業業会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計
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（１）収益的収入および支出

（単位：千円）【収益的収入】

予算額区　分
５０４,７５４入院収益
８１１,４４２外来収益
３３,７８２その他医業収益
１０７,１２８都補助金
６０,７８３一般会計負担金
５０,０００一般会計補助金
５００他会計補助金

１６,５０６その他医業外収益
１,５８４,８９５合　計

（２）資本的収入および支出

（単位：千円）【資本的収入】

予算額区　分
５５,３００企業債
５９,８４０一般会計負担金
３４,３５６都補助金
５２,６２５他会計補助金
２０２,１２１合　計

公営企業会計予算／新庁舎意見募集／広聴ハガキ

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院事事事事事事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業業業業業業会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計

（単位：千円）【収益的支出】　

決算額区　分
５３０,８４６人件費
５９３,８８３材料費
３２４,４３９経費
６９,０５３減価償却費
４,３７６研究研修費
４８,０７８支払利息
６,２０５繰延勘定償却
２００予備費

１,５７７,０８０合　計

（単位：千円）【資本的支出】

予算額区　分
１０,９０４建物整備費
１１４,３３３固定資産購入費
１３６,４９１企業債償還金
２６１,７２８合　計

　資本的収入額が資本的支出額に不足する額５９６０万７千円は、消費税資本的収支調整額５７０万８千円、損益勘定留
保資金５３８９万９千円で補てんする。

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 活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活 用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用 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 だだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ さささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささ 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 ！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ 広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広 聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴 ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ ガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガ キキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキ
　今号の広報には、広聴ハガキが折り込まれています。まちづくりについて感じていることや、八丈

町へのご意見などをお寄せいただくためのものですので、ぜひご活用ください。

　足りなくなった場合は、各出張所にも用意してあります。

■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　内線３０５

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町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびび集集集集集集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会会会会会会施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設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ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見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
　町では、新庁舎及び集会施設の建設に向けて、平成２４年度の供用開始を目指して取り組んでいます。

　新庁舎及び集会施設は、「安心安全なまちづくり」を目指し、多種多様な町民のニーズに対応でき

る行政サービスセンターとして、まちづくりの拠点とし、町民にとって「暮らしのよりどころ」とし

て親しみやすく、本町の活性化と住民サービスの向上に寄与することを基本理念にしています。

　前月号では、基本設計図についてお知らせしましたが、これをよりよいものにしていくために、

町民の皆さんの「庁舎にあると便利だと思う機能・施設」などの意見を募集します。体裁は自由です。

皆さんのアイデア、お待ちしています。

■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　内線３０１
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国保だより ほか

高額療養費特別支給金のお知らせ

　７５歳になられる方は、その誕生月には、「国民健康保険」と「後期高齢者医療制度」の２つの制度に加

入することになります。

　そして、それぞれの制度で一定額を超えて医療費を支払われた場合には、他の月に比べて世帯としての

負担が増加する場合がありました。

　

　

　今回、この措置が講じられる前の平成２０年

４月から１２月までに７５歳になられた方で、限

度額を超えて支払われていた場合について

は、高額療養費特別支給金を支給し、同様に負担を軽減することとなりました。該当される方には申請書

を送付しますので、手続きをお願いします。

　　　◆「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や、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

町長上京日記 ９月

　このお知らせは、平成２０年４月から１２月までの間に７５歳を迎えられた方で、一月内にお支払いただ

いた医療費がその世帯の自己負担限度額を超えていた場合に支給される制度のお知らせです。

※なお、該当される方には申請書を送付いたします。

例：限度額の区分が「一般」
　　（一月の限度額４４,０００円）の方が、
　　７月に７５歳になられた場合

　平成２１年１月以降は、誕生月のそれぞ
れの制度における自己負担の限度額を半
分にする措置が講じられ、負担が増加す
ることはなくなりました。

�

�

９月１６日～９月１８日
●ANA８２２便にて上京　　●東京都議会　表敬訪問

●東京都福祉保健局　表敬訪問

●２０１６年オリンピック・パラリンピック開催都市決定に

向けての出陣式出席

●ANA８２３便にて帰島

９月２９日～１０月１日
●ANA８２２便にて上京

●杏林大学医学部付属病院表敬訪問

●複十字病院表敬訪問

●東京都港湾整備振興大会出席

●ANA８２１便にて帰島
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国民年金

年金を受けている方が
亡くなられたときは届出が必要です

　年金を受けている方が亡くなられたときは、
届出が必要です。
　また、年金は亡くなった日の属する月まで受
けられますので、未払いの年金がある場合は、
死亡当時、生計を同じくしていた配偶者、子、
父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、が代わりに受け
取ることができます。（手続きが必要です。）
　なお、届出が遅れ、年金がそのまま支払われ
続けると、後日、遺族の方より年金を返納して
いただくことになりますのでご注意ください。
　詳しくは、住民課国保年金係までお問い合わ
せください。

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/

第３号被保険者期間と重複する厚生年金
などの加入期間が、老齢年金裁定後に判
明した場合の取扱いが変更となりました
　国民年金第３号被保険者は、会社員や公務員
に扶養される配偶者のことです。自分で年金の
保険料を納付する必要はありませんが、第３号
被保険者となった旨の届出を行うことが必要で
す。
　今回、記録訂正の処理を行うことにより、第
３号被保険者期間の未届けが判明し、年金の返
還請求を受けた方について、返納された年金額
が改めて支給されることとなりました。
　社会保険庁への届出が必要となりますので、
詳しくはお問い合わせください。

保険料の納め忘れはありませんか？
　日本国内に住む２０歳以上６０歳未満の人は国民年金の被保険者となります。将来、満額の老齢基礎年
金を受けるには、２０歳から６０歳までの４０年間、国民年金保険料を納めなければなりません。
　納め忘れた国民年金保険料をそのままにしておくと、年金額が少なくなったり、受け取ることがで
きない場合があります。また、万が一のときに、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れなくなるこ
とがあるので、忘れずに納めましょう。

各種問い合わせ
控除証明書に関する問い合わせ

　控除証明書専用ダイヤル　０５７０－０７０－１１７（IP電話・PHSからは　０３－６７００－１１３０）
　　受付期間　平成２１年１１月２日～平成２２年３月１３日
　　受付時間　・月曜日から金曜日　　午前８時３０分～午後５時１５分（月曜日は午後７時まで）
　　　　　　　・第２土曜日　　　　　午前９時３０分～午後４時
　　　　　　　・１１月の第２・４土曜日と翌日曜日　午前９時３０分～午後４時
　　　　　　　　※祝日、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません

その他の問い合わせ

　ねんきんダイヤル　０５７０－０５－１１６５（IP電話・PHSからは　０３―６７００―１１６５）
　　受付時間　・月曜日から金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分（月曜日は午後７時まで）
　　　　　　　・第２土曜日　午前９時３０分～午後４時　
　　　　　　　　※祝日、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません

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、１２月２９日～１月３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。
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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

平成２１年分年末調整などの説明会
　今年の年末調整の手続きと関連書類作成についての説明会

を次のとおり行いますので、ぜひご出席ください。多くの給

与所得者は、年末調整によってその年の所得税の納税が完了

し、改めて確定申告をする必要がなくなります。この意味か

らも大切な手続きといえます。

　■日時　１１月１９日（木）　午後１時３０分～４時

　■場所　保健福祉センター

今月の納期限および口座振替日 �２日（月）　町民税　３期、国民健康保険税　４期
 �３０日（月）　国民健康保険税　５期

家屋を新築・増築・取り壊しされたときは…
　家屋を新築または増築された場合、固定資産

税の課税標準となるべき価額を算定するため、

家屋調査を行います。

　家屋が未登記の場合には、税務課までご連絡

ください。調査の際には、建築確認済証などの

資料を参考にしますのでご用意ください。

　また、取り壊された家屋がありましたら、ご

連絡ください。ご協力をお願いします。

国民健康保険税の納め忘れに注意しましょう
　一人ひとりの保険税は国保をささえる大切な財源

です。国民健康保険税に未納があると、保険証の有

効期限が短い「短期被保険者証」が交付されます。

　さらに未納が続くと保険証を返してもらうことと

なり、代わりに「資格証明書」が交付されます。こ

の場合、医療費は全額自己負担になりますので、ご

注意ください。

　また、納付した国民健康保険税額は、所得税・住

民税の社会保険料の控除の対象になります。

年末調整とは…
　給与の支払を受ける一人ひとりにつ

いて、毎月の給料や賞与などの支払い

の際に源泉徴収した税額と、その年の

給与の総額について納めなければなら

ない税額（年税額）を比べて、その過

不足額を精算するものです。

家具転倒防止器具を支給します
　町では震災時による家具などの転倒による人的被害を少しでも軽減するため、次のとおり家具転倒防止器

具の支給を行います。

　

受付期間 １１月２日（月）～３０日（月）
 （土・日・祝日を除く）

 午前９時～１２時・午後１時～５時

受付場所 総務課及び各出張所
支給対象 八丈町に住民票、外国人登録原票

のある世帯主

支給世帯数 先着約１３０世帯
支給内容 右記の器具を１世帯、合計１５０ポ

イントまで

※詳しくは今月号の折り込みチラシをご覧ください。

※上記の器具等のカタログ（カラー）は総務課・各出張所

及び八丈町ホームページでご覧いただけます。

ポイント器　　具　　名

各４８
茶
・

アイボリー

家具から天井までの高さ
①２５～３５cm（補助板付）
②３５～５０cm（補助板付）
③５０～８０cm（補助板付）

家具転倒防止器具
「マグニチュード７」
（２本１セット）

５０白９００×２４０mm（２枚１組）上記専用補強あて板
２５L型家具転倒防止器具「不動王」（２個１セット）
各２１粘着耐震ゴム（薄型テレビ６枚　またはOA機器用４枚）
１７家具転倒防止版「ふんばる君」（２本１セット）
１６OA機器用耐震固定バンド「リンクストッパー」（２本１セット）
１３家具転倒防止ベルト「タンスガードⅡ」
１２とびらロック（食器戸棚用）（２組１セット）

家具転倒防止器具一覧

■問い合わせ■　総務課庶務係　内線２１１



INFORMATION ●広報はちじょう

13

環境だより

■問い合わせ■　住民課環境係　内線２３３・２３４

●１１月３日（火）は、クリーンセンターの定休日 ゴミの収集もありません
※中之郷埋立処分場は、午前８時３０分から午後５時１５分まで、通常どおり受け付けます。

●コンポスト（家庭用生ゴミ堆肥化容器）の貸し出し
　家庭から出る生ゴミの自家処理の促進、減量化のためにコンポストを一世帯に一つ、無償貸与していま

す。利用を希望される方は印鑑を持参のうえ、住民課環境係にて申請してください。

　現在コンポストを利用されている方からは、コンポスト内の虫の予防に「どくだみの葉を入れると防虫

効果がある」、「洋服タンスなどに入れる防虫剤を、コンポストのふたに付けておくと良い」　などの情報

をいただきました。皆さんも試してみてはいかがでしょうか。

●出す前にもう一度確認！ 分別収集ゴミ
　４月から始まったダンボール類や古着の収集では、住民の皆さんにご協力

により、多くの資源ゴミの分別回収が実施できています。しかし、古着の中

にぬいぐるみや生ゴミが入っていたり、ダンボールの間に古着が混ざって出

されていることがあります。正しい分別にご協力お願いします。

�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１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１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 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 計計計計計計計計計計計計計計計 画画画画画画画画画画画画画画画 地地地地地地地地地地地地地地地

　八丈島一般廃棄物管理型最終処分場の建設計画地である、末吉地域の旧水海山集落周辺を水源とした町

の水道施設は整備されておらず、水不足などに対応するために水源として使用する可能性は皆無です。

　また開発面積については、当初の計画から変更し、約２２,７００m2から約１６,３００m2（１２８ｍ×１２８ｍの正方形

に等しい形で、大賀郷中学校の敷地をひとまわり小さくしたくらいの大きさ）になり、約６,４００m2を縮減

することができました。また、そのうち埋立地として使用する面積は、６,２００m2となっています。

●ご協力ください！ 正しい処理から減量化へ
　住民の皆さんの家庭から排出されるゴミは、収集されてから、中間処理、最終処分に至るまで皆さんに

納めていただいた税金で処理されます。

　ゴミを減量化することにより、その処理に要する経費は減らすことができます。一方で、分別がされて

いないゴミや、電気製品などの不法投棄があれば、それらを処理するための経費が別途かかることになり

ます。皆さんとともにゴミも経費も減らしていけるように検討を進めていきます。

　八丈町ゴミ処理問題協議会においても、ゴミの減量を検討するうえで、住民の皆さんのゴミ処理に関す

る意識の向上を図るための取り組みが重要であると考えています。

　このようなポイントを意識して、ゴミの正しい処理、減量化へとつなげていきましょう。

�自分が出すゴミに責任をもち、正しい分別とゴミ袋には氏名を記入して出しましょう。
�不法投棄に対しては住民の皆さんの監視と、不法投棄をさせない環境づくりをしましょう。
�ゴミ集積所は近所の方々によって管理されています。自宅に近い集積所にゴミを出しましょう。



● INFORMATION 広報はちじょう

14

教育委員会だより ほか

就学時健診を実施します
　来年度小学校へ入学するお子さん
を対象に健康診断を実施します。
　　
１６日（月）大賀郷小・三原小・
　　　　　末吉小

※末吉小は入学説明会もあわ
せて実施します。

１７日（火）三根小
　　
　詳しくは送付される案内をご確認
ください。

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
●カウンターから　 特別整理（蔵書点検）が終了しました 
　休館中は皆さんにご不便をおかけしましたが、１０月２８日（水）から開館していますので、どうぞご利用ください。
ところでこの「蔵書点検」、図書館員の間では「曝書（ばくしょ）」とも呼ばれています。書物の虫干しを意味し、昔
から資料保存のために行われてきました。現在では「図書を点検する」という意味でも使われています。

●新着図書　＊詳しくは八丈町ホームページをご覧ください。ほぼ毎週更新しています＊
　『三人暮らし』　群ようこ／著　　　　　　　『長井健司を覚えていますか』　明石昇二郎／著
　『ニュースの大研究』　碓井広義／監修　　　『時間旅行の夜』　竹内誠／監修

●今月のおはなし会……１４日（土）午後２時～３時　こどものほんのへや
●休 館 日………………毎週月曜日　３日（火・文化の日）　２７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 ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話２－０７９７

１１月の学校行事

小学校

�運動会 ３日（火）全小学校
�セーフティ教室 １０日（火）大賀郷小

中学校

�音楽会 １日（日）大賀郷中
�八丈管内中学校陸上競技記録会（全中学校）

５日（木）富 士 中
�学校公開 １１日（水）～１４日（土）富 士 中
�合唱コンクール １４日（土）富 士 中
�公開授業 １６日（月）～１７日（火）大賀郷中

　八丈町では、すべての児童・生徒がともに学べる教育

環境を整え、学習や集団生活に特別な支援が必要なお子

さんも、一人一人のニーズに適した教育を受けられるよ

う、小・中学校入学予定のお子さんのいるすべてのご家

庭に、「就学支援シート」の提出をお願いしています。

　「就学支援シート」は、保護者が、誕生から現在まで

の成長の過程を振り返り、必要な支援や配慮を入学先の

学校に伝えるための資料です。お子さんの心身の健康状

態、日常生活、人とのかかわり、性格・行動の特徴、子

育てで大切にしてきた工夫や配慮など、また入学後も引

き続き必要な支援を、前もって学校に伝えておくことに

より、学校では入学時から適切な指導態勢をとることが

できます。

　これまで、保育園からの情報も同じシートに記入して

いましたが、法令が改正され、保育園からは、「保育要

録」が直接小学校に提出されることになりました。

　入学は、これから始まる学校生活の出発点です。学習

面に困難があったり、対人関係が苦手だったり、健康に

不安をかかえていても、みんなが希望を持って学校生活

を始められるよう、「就学支援シート」の提出ににご協

力ください。　 （教育相談員　伊藤　宏）

教育相談室より　　小学校版「就学支援シート」が変わります

　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

　１歳６か月児健康診査……１０日（火）　午後１時１５分～１時４５分　受付
　　�対象…平成２０年２月２６日～平成２０年５月１０日生まれの乳児

　２歳児歯科健康診査………１７日（火）　午前９時１５分～１０時　受付
　　�対象…平成１９年８月５日～平成１９年１１月１日生まれの幼児

すくすく相談　（要電話予約）　会場：保健福祉センター

　１１月９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。

こども心理相談　（要電話予約）　会場：保健福祉センター

　１１月１０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。

４～５歳児すこやか相談会　　会場：保健福祉センター

　１１月２８日（土）　午前９時～１１時３０分　�対象：年中児とその保護者
心身の発達がめざましく、また基本的な生活習慣が身につくこの時期に、大切なことを一緒に考えてみませ
んか。お気軽にお越しください。

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。お母さんの体調が良い時にご参加ください。お父さんも歓迎します。
　　１回目　１１月６日（金）　午後１：３０～３：３０　妊娠中の生活（生活の工夫、歯の健康）
　　２回目　１１月１３日（金）　午前１０：３０～１２：３０　妊娠中の栄養（調理実習含む）
　　３回目　１１月１９日（木）　午後１：３０～３：３０　赤ちゃんの準備（沐浴、マタニティ体操）
　　４回目　１１月２６日（木）　午後１：３０～３：３０　お産を迎える準備（お産の進み方、呼吸法）

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　１６日（月）～２０日（金）
　※水曜日は催し時間以外になります。　※母子保健手帳を持参してください。

■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～
１１月４日　ハンカチで遊ぼう
　　１１日　シーツで遊ぼう
　　１８日　製作・壁面装飾
　　２５日　製作・クリスマス飾り
　
�そのほか催し
１１月１０日（火）絵本＆紙芝居　　　午前１０時２０分
　　２６日（木）ほのぼの健康相談　午前１０時～１１時３０分

�　

１１月１１日（水）・２５日（水）・１２月９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・二種混合・
三種混合・日本脳炎

親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子ででででででででででででででででででででで楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽しししししししししししししししししししししめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催しししししししししししししししししししししををををををををををををををををををををを
企企企企企企企企企企企企企企企企企企企企企画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画しししししししししししししししししししししててててててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい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。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

ぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜぜひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひ

おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお越越越越越越越越越越越越越越越越越越越越越しししししししししししししししししししししくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだださささささささささささささささささささささいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

第１部　午前９時～１１時３０分　　
計測、相談（身体・心理・栄養・口腔・育児など）、
お話（臨床心理士・小児科医師・小学校校長）、
こどもイベント（パネルシアターなど）

第２部　午後１時～４時（要予約）
個別相談会（事前に電話または第１部でお申し込み
ください。）
小児科医・臨床心理士・保健師が応じます。

※１１月の両親学級は３日目と４日目の内容を入れ替えて行います。
お間違えのないようにお越しください。
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坂上保育園／ファミリー・サポート
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　町では、坂上保育園（仮称）の建設に向けて、平成２３年４月の開園を目指して、保護者のみなさん、
地域の皆さんとともに取り組んでおり、現在は設計業務を進めています。
　つきましては、新園舎の建設にかかる用地造成などの工事開始時期について、次のとおり説明会
を開催します。

日　時　１１月１０日（火）午後７時から

場　所　中之郷公民館　集会室

●坂上保育園（仮称）新園舎建設　今後のスケジュール

　実施設計・現況測量・地質調査　　　　　　　　～平成２１年１２月

　用地造成工事　　　　　　　　　平成２１年１２月　～平成２２年３月

　園舎建設工事　　　　　　　　　平成２２年２月　～平成２３年２月

　園舎外構工事　　　　　　　　　平成２２年９月　～平成２３年２月

●問い合わせ●　住民課厚生係　内線２３１・２３２

※駐車場は、中之郷公民館・中之郷小学校跡地の駐車
場をご利用ください。なお、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。

ファミリー・サポート・センター
 

　ファミリー・サポート・センターの平成２１年度第２回提供会員養成講座を、次のとおり行います。

日　時　１１月１８日（水）、１９日（木）二日間
　　　　午後５時３０分～８時３０分（予定）

場　所　子ども家庭支援センター

　※上記の日程をすべて修了した方が、提供会員として活動することができます。
　※詳しい講座内容などは、お申し込みいただいた方にセンターより後日連絡します。

☆ファミリー・サポート・センターの詳しいパンフレットが、子ども家庭支援センター、住民課厚
生係及び各出張所にありますので、興味をお持ちの方はご覧ください。

●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

申込方法　１１月１３日（金）までに子ども
家庭支援センターにて、申込
用紙にご記入ください。電話
での受付は行いません。

ファミリー・サポート・センターの地域における相互援助活動を行うには、子育ての支援をし
てくださる提供会員が不可欠です。多くの方の受講をお待ちしています。

お知らせ掲示板（つづき）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

園庭から見た園舎園舎玄関

イ メージ図１ イ メージ図２
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広報はちじょう１０月号でご案内しました、子

育て応援特別手当（平成２１年度版）は、政府決

定により、支給停止が決定されました。

厚生労働省より、詳しい内容の通知がありま

したら、改めてご案内します。

●問い合わせ● 住民課厚生係 内線２３２

※子育て応援特別手当（平成２１年度版）は、平成
２１年度限りの措置で、小学校就学前３年間に該
当するお子さん（平成１５年４月２日～平成１８年
４月１日生まれ）と同居する世帯主に、お子さ
んひとりあたり３万６千円が一回払いで支給さ
れる制度です。

保健福祉センター駐車場が変更になります
　１２月１日（火）から、保健福祉センター前に、東京都島しょ保健所
八丈出張所建て替えのための仮庁舎を建設します。

　これに伴い保健福祉センターの駐車場は、右記のとおり保健福祉セ

ンター裏の空き地に変更します。なお、申請など一時的に来庁される

方は、保健福祉センター敷地内の駐車スペースをご利用ください。

　しばらくの間、ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いします。

●問い合わせ●　健康課保健係　�２－５５７０

新駐車場 

保健福祉センター 
コミュニティセンター 

　　　　　　　体育館 

駐車スペー ス (８台程 度 ) 
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（中学生以下の方は、小児科へお問い合わせください）

※この予防接種は新型インフルエンザのワクチンではありません。
※ワクチンの数に限りがありますので、ご希望の方はお早めに予約してください。

●問い合わせ●　町立八丈病院　�２－１１８８

接種日　１１月１７日（火）、１８日（水）、２５日（水）
時　間　午後１時３０分～３時
場　所　町立八丈病院内科
料　金
�八丈町に居住地を有する６５歳以上の方　 ２,０００円
�生活保護受給者で６５歳以上の方 無　料
�上記以外の方 ３,５５０円

予約受付期間　１１月９日（月）～１３日（金）
受付時間　�専用窓口受付　午前９時～１１時
　　　　　�電話受付　　　午後１時～４時
専用電話番号　２－７６２１・２－７６２２
窓口受付の場合は、必ず診察券をお持ちください。
電話予約の場合は、診察券を用意してご連絡くだ
さい。

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病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院 臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時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（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理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
対　象　者　健康状態が良好で、調理に興味のある方
必要書類　履歴書（町指定の様式）
　　　　　※町立八丈病院事務局で受け取るか、八丈町

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

　　　　　　でダウンロードしてください。

※面接などによる選考を予定して
います。勤務条件など、詳細に
ついては問い合わせてください。

●申し込み・問い合わせ●
町立八丈病院事務局
�２－１１８８　　　　

子育て応援特別手当／インフルエンザ予防接種／保健福祉センター駐車場／臨時職員募集
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お知らせ掲示板（つづき）

『『八八丈丈町町飼飼養養ヤヤギギのの野野生生化化防防止止にに関関すするる条条例例』』がが制制定定さされれままししたた
 
　「八丈町飼養ヤギの野生化防止に関する条例」が、平成２１年９月２８日付で制定されました。

（同日公布、平成２２年１月１日施行）

　この条例は、八丈町内で飼養されるすべてのヤギ一頭ずつにタグ付きの首輪をつけ、個体識別を可能に

するとともに、飼養管理についても一定の規定を設け、飼養ヤギが新たにノヤギとなることを防ぐことを

目的としています。　

　八丈島では、昔からヤギが飼われていましたが、管理や飼養方法に関する規定は特に設けられていませ

んでした。そうした規制のない状態が、一部の安易な飼養管理につながり、そこから逃げ出したヤギがノ

ヤギになりました。

　現在八丈富士においてノヤギの駆除を行っていますが、飼養されているヤギの管理が万全でなければ、

一旦駆除が成功しても、数年後には駆除前の状態に戻ってしまう可能性があります。

　これまでに比べ、飼養者の皆さんにとって手間がかかることにはなりますが、飼養ヤギをノヤギにしな

いためには、このような取り組みが必要です。当制度の円滑な実施に皆さんのご理解、ご協力をお願いし

ます。なお、この条例の施行期日は平成２２年１月１日となっていますので、条例などで規定された申請・

届出・首輪の装着等は、施行期日から義務となります。

●問い合わせ●　産業観光課産業係　内線２６３

～ ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配配布布布布布布布布布布布布布布布布布布布布布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  ～
　花き園芸の振興を図るため、農家１軒あたり約２リットルのロベレニー種子の無料配布を行います。希

望する農家の方は、１１月１３日(金)までに申し込んでください。

　配布日時　１１月下旬予定（申し込みをされた方には、決定次第連絡いたします。）
　配布場所　�坂下地域…ＪＡ八丈島支店集荷場　　�坂上地域…各出張所
　申込窓口　�坂下地域…産業観光課産業係　　　　�坂上地域…各出張所

●問い合わせ●　産業観光課産業係 内線２６２・２６１

ノヤギ／農業共済／ロベレニー種子無料配布

園園芸芸施施設設共共済済（（農農業業共共済済））加加入入施施設設がが損損害害をを受受けけたた場場合合のの通通知知ににつついいてて
 
　園芸施設共済に加入している園芸施設が、台風や低気圧などで損害を受けた場合、加入者は修繕を行う

前に、東京都農業共済組合または、産業観光課産業係へ損害があった旨を連絡する必要（損害通知義務）

があります。

　この連絡がない場合、共済金の全額または一部が支払われないことがありますので、台風などの通過後

は、管理している園芸施設の損害状況をご確認いただき、損害が生じていた場合は速やかに下記までご連

絡ください。

 
●問い合わせ●　産業観光課産業係 内線２６３

連絡される際の内容
�加入者の住所、氏名　

�被害発生日　

�被害施設の所在地（地区名などおおよその場所）

�被害施設の種類（パイプハウス、ストロングハウス、

　　　　　　　　　ネットハウス、鉄骨ハウス）　

�被害施設の棟数

連絡先
（平日）
　東京都農業共済組合　電話　０４２－３８１－７１１１

　産業観光課産業係　　電話　２－１１２１　内線２６３

（土・日・祝日等休庁日）
　八丈町役場（日直）  　電話　２－１１２１
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教育委員会の構成／公社補助事業／９月の主な会議

教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員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会会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のの構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構構成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成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にに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つ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いいててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
 

１０月２日（金）の平成２１年度

八丈町教育委員会第１回臨時会にお

いて、八丈町教育委員会の構成が右

記のとおり決定しました。
・９月３０日付退任　菊池　優氏
・１０月１日付就任　山下　巧氏

●問い合わせ●
　教育課庶務係　�２－０７９７

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平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成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年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度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度 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域域域域域域域域域域域域域域域域域域 振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振 興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興興 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にに 係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係 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るるるるるるるるるるるるるるるるるる 補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補 助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助 事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事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業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（ 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第 ３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３ 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回 ）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））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のの 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集集 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
 
募　 集　 期　 間
　１１月２日（月）～ １２月１５日（火）

対象とされる事業
�地域振興に係る特産品に関する事業

�地域振興に係る観光振興に関する事業

�地域振興に係る島おこしを担う人材育成に関

する事業

補 助 対 象 団 体
概ね５名以上（島しょ在住者）で構成する団

体で、公社が補助する事業にふさわしい計画

を持つグループ・団体

事 業 の 期 間
　事業開始時期から平成２２年９月末日まで

補 助 金 額
補助対象経費の５分の４以内で１００万円（特
に必要と認められる事業については、２００万
円）を上限とする。なお、地域振興に係る補
助事業のうち、視察に関するものは補助事業
の対象としない。

申 込 方 法
所定の計画書により、１２月１５日（火）までに企
画財政課へお持ちください。
※交付要綱は企画財政課で配布します。

●問い合わせ●
・企画財政課企画情報係　内線３０５
・財団法人東京都島しょ振興公社

　　電話　０３－５４７２－６５４６

�
９
月
の
主
な
会
議
�

議　　題　　等会　議　名日

第三回八丈町議会定例会について議会運営委員会１日

八丈町防災訓練について　ほか庁議２日

八丈町教育委員会委員の任命の同意について　ほか第三回八丈町議会定例会７日

平成２１年度八丈町病院事業会計補正予算　ほか第三回八丈町議会定例会９日

八丈町家具転倒防止器具助成事業について　ほか課長連絡会議１１日

臨時代理処分事項の報告及び承認について
（教員の採用）

八丈町教育委員会
第６回定例会

１１日

一般旅客運送事業検討特別委員会による町営バス視察及び
委員会開催について

一般旅客運送事業
検討特別委員会

１５日

「住民懇談会～ゴミ減量化～」について　ほか課長連絡会議１８日

農地法第３条の規定による許可申請について八丈島農業委員会第６回総会２５日

平成２１年度八丈町一般会計補正予算　ほか第三回八丈町議会定例会２８日

任　　　　期氏　名職　名

平成１８年１０月１０日～平成２２年１０月９日菊 池 洋 子委員長

（委員長任期　平成２１年１０月２日～平成２２年１０月１日）

平成２０年１０月１日～平成２４年９月３０日沖 山 富 則委員長職務代理

（委員長職務代理者任期　平成２１年１０月２日～平成２２年１０月１日）

平成２０年１０月１日～平成２４年９月３０日菊 池 辰 男委　員

平成２１年１０月１日～平成２５年９月３０日山 下　 巧委　員

平成１９年１０月１日～平成２３年９月３０日金 川 育 男教育長
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陸上記録会／PC講習会／凧づくり

第第第第第第第第第第第第第第第第第４４４４４４４４４４４４４４４４４９９９９９９９９９９９９９９９９９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丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈管管管管管管管管管管管管管管管管管内内内内内内内内内内内内内内内内内中中中中中中中中中中中中中中中中中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陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸陸上上上上上上上上上上上上上上上上上競競競競競競競競競競競競競競競競競技技技技技技技技技技技技技技技技技記記記記記記記記記記記記記記記記記録録録録録録録録録録録録録録録録録会会会会会会会会会会会会会会会会会
　今年度の陸上競技記録会は、天候不良や学校行事の日程調整などの問題で、中止とさせていただきまし
たが、地域や、保護者の方々からの開催を求める意見を多数いただき、各中学校で検討した結果、次のと
おり開催することとなりました。たくさんの方々にご迷惑をおかけしましたが、皆さまお誘い合わせの
うえ、応援にお越しください。

日時…１１月５日（木）午前８時５０分　　場所…富士中学校校庭　※雨天の場合は６日（金）に順延となります。

■問い合わせ■　各中学校　富士中学校…２－０２４４　大賀郷中学校…２－０１２７　三原中学校…７－００５７
　　　　　　　　教育課庶務係　２－０７９７

　為朝凧作り教室を、下記の日程で行います。来年１月には作った凧での為朝凧あげ大会を予定していま
す。子どもから大人まで、皆さんのご応募をお待ちしています。
�申込方法�
各出張所・教育委員会・町役場にある
申込用紙に記入し、提出してください。
�申込締切�　１１月１２日（木）
�参 加 費�　無料

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　２－０７９７

※小学３年生以下の児童は、保護者同伴とします。
※小学生は、凧の絵柄は自由です。もとになる絵を申込書と一緒に
提出してください。

※応募者多数の場合、小学生を優先参加とし、その他の方で抽選と
なり、小学生の応募者のみで定員を超えた場合は、小学生の応募
者で抽選となります。（教育委員会内で抽選します。）

初心者向けパソコン講習会　受講者募集初心者向けパソコン講習会　受講者募集初心者向けパソコン講習会　受講者募集
パソコンに初めて触れるところから、文章や表計算まで、基礎から楽しく学べます。

日　　時　１１月２０日（金）・２５日（水）・
　　　　　１２月２日（水）　午後１時～５時
場　　所　八丈町役場２階　大会議室
講　　師　八丈　島おこし実行委員会
内　　容　
１２日　体験編 スイッチの入れ方から文章の打ち

方まで、パソコン初体験の方に！
１９日　入門編 エクセル２００７に初挑戦する方に！

基礎の基礎から学びます。
２６日　初級編 エクセル２００７を覚えましょう。表

計算も簡単！　活用法を学びます。

受 講 料　無　料
申込方法 ご希望の方は、講習会の前日までに電

話かＥメールで、氏名・電話番号・受講
希望日をご連絡ください。

※申込人数が定員（１５名）に
　達した場合は締め切らせて
　いただきます。

■申し込み・お問い合わせ■
　企画財政課企画情報係
　電話　２－１１２１（内線３０２）
　Ｅメール　hachijo@town.hachijo.tokyo.jp

凧作り教室　各地区日程（予定）
三根・大賀郷 日程　１２月３、４、７、１１、１２、１３日 時間　１８時～２０時 会場　三根小学校 定員　２０名
中之郷・樫立 日程　１２月３、４、７、８、９、１０日 時間　１８時３０分～２１時 会場　中之郷公民館 定員　２０名
末　吉 日程　１２月３、４、１０、１１、１７日 時間　１９時～２１時 会場　末吉小学校 定員　１０名

子供から大人まで　為朝凧づくり教室開催！子供から大人まで　為朝凧づくり教室開催！
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ホームヘルパー／ケアケア交流／民謡保存会／ブーゲンビリアまつり／八高授業公開

日本ホームヘルパー協会出前講座開催
　ホームヘルパーの業務における問題解決、資質の向上を目的として、日本ホームヘルパー協会による出
前講座を開催します。なお、受講修了者には修了証書を発行します。

日　時　１２月２０日（日）
　　　　午前１０時３０分～午後４時３０分
会　場　保健福祉センター
対　象　ホームヘルパー有資格者（級は問いません）
内　容　ヘルパー職をめぐる今後の動向・専門職

として知っておくべき知識と論理・ヘル
パーのリスクマネジメント・認知症の理
解とケア　など

申　込　１２月１０日（木）までに下記問い合わせ先
までご連絡ください。

定　員　６０名
受講料　無料
主　催　日本ホームヘルパー協会・八丈町

■申し込み・問い合わせ■
　健康課高齢福祉係　電話　２－５５７０

東京文化財ウィーク２００９　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民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民謡謡謡謡謡謡謡謡謡謡謡謡謡謡謡謡謡謡謡謡謡謡謡謡謡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公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演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行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行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
　東京文化財ウィーク２００９の一つとして、東京都無形文化財に指定されているショメ節、太鼓節、春山節
など八丈島の民謡の公演を八丈島民謡保存会が行います。見学に来られた方も八丈太鼓などを体験するこ
とができます。芸術の秋、身近な文化に触れる機会として、ぜひ参加ご参加ください！

日　時 １１月１日（日）午後１時３０分～４時　　※団体で参加される場合は、事前にご連絡ください。
会　場 大賀郷公民館

■問い合わせ■　八丈島民謡保存会　　電話　２－１５５０

観光客の
皆さんに

は
観光客の

皆さんに
は

観葉植物
の小鉢を

観葉植物
の小鉢を

　プレゼ
ントプレゼン
ト !!!!

ブーゲンビリアまつりブーゲンビリアまつりブーゲンビリアまつりブーゲンビリアまつりブーゲンビリアまつり 11月 21日（土）　場所：えこ・あぐりまーと

観光客の
皆さんに

は
観光客の

皆さんに
は

観葉植物
の小鉢を

観葉植物
の小鉢を

　プレゼ
ントプレゼン
ト !!!!

観光客の
皆さんに

は

観葉植物
の小鉢を

　プレゼ
ント !!

＊プログラム＊ 正午～午後１時　八丈太鼓（飛び入り歓迎）

　　　　　　　　午後１時～３時　家庭菜園・ハーブ園・花遊び教室

　　　　　　　　　　　（先着１５名の方に野菜の苗プレゼント）

 午後３時～４時　ひょんはー（餅つき）体験

■問い合わせ■　えこ・あぐりまーと　電話０４９９６－７－１８０８

八丈高校
　　授業公開

● 全日制　11月29日（日）どなたでもご覧いただけます
　・午前8時30分～12時20分　　・午後1時5分～　2時55分
　※詳しい時間割などについては、お問い合わせください。
　　　　　　　■問い合わせ■　八丈高校　電話　２－１１８１

内　　容　理学療法士による「移乗について」
　　　　　　～ベッドの上で身体を動かす介助の仕方や、
　　　　　　　車いすへの乗り移り方など～
申込方法　１１月９日（月）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。
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びます。
皆さんの参加をお待ちしております。

家族介護者
教室

１１月１２日（木）午後１時～３時
　第二八丈老人ホーム２階会議室

『ケアケア交流講座』『ケアケア交流講座』『ケアケア交流講座』『ケアケア交流講座』『ケアケア交流講座』開催
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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）
単身世帯向け

鉄筋コンクリート造
３階建

１６,５００～２４,５００Ｈ９
１ＬＤＫ
５０.５㎡

１戸
（１－１０２号）

富士見団地三根

高齢者専用（※３）
２人以上世帯向け

鉄筋コンクリート造
２階建

１７,３００～２５,８００Ｈ１０
２ＬＤＫ
５２.５㎡

１戸
（２－１０４号）

富士見団地三根

２人以上（※２）
世帯向け

鉄筋コンクリート造
２階建

１９,６００～２９,２００Ｈ１８
２ＬＤＫ
５７.２㎡

１戸
（Ｃ－２０２号）

中道団地三根

３人以上（※２）
世帯向け

鉄筋コンクリート造
２階建

１４,８００～２２,１００Ｓ５３
３ＬＤＫ
６１.４㎡

１戸
（１０－２０２号）

中道団地「無」
（※１）

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

１２,９００～１９,３００Ｓ５１
３Ｋ
５６.０㎡

２戸
（１－２号・２－３号）

屋和川団地
「無」（※１）

大賀郷

２人以上（※２）
世帯向け

コンクリートブロック造
２階建

１２,２００～１８,１００Ｓ５１
３Ｋ
５２.７㎡

３戸
（３－４号・３－５号・４－１号）

屋和川団地
「無」（※１）

大賀郷

３人以上（※２）
世帯向け

鉄筋コンクリート造
３階建

２０,４００～３０,４００Ｈ５
３ＬＤＫ
６５.７㎡

１戸
（１－１０１号）

八蔵団地大賀郷

３人以上（※２）
世帯向け

鉄筋コンクリート造
２階建

１５,１００～２２,４００Ｓ５５
３ＬＤＫ
６１.７㎡

１戸
（２－２０１号）

原山団地「無」
（※１）

大賀郷

高齢者専用（※３）
単身世帯向け

鉄筋コンクリート造
３階建

１５,９００～２３,７００Ｈ８
１ＬＤＫ
５１.６㎡

１戸
（２－１０７号）

寺山団地大賀郷

３人以上（※２）
世帯向け

鉄筋コンクリート造
３階建

２６,３００～３９,１００Ｈ１０
３ＬＤＫ
８２.９㎡

１戸
（１－２０３号）

中之郷団地中之郷

高齢者専用（※３）
単身世帯向け

鉄筋コンクリート造
３階建

１５,１００～２２,５００Ｈ１０
１ＬＤＫ
４７.８㎡

１戸
（１－１０２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２５,５００～３７,９００Ｈ２０
３ＬＤＫ
７５.５㎡

新築１戸
（２号）

尾越第２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２４,８００～３７,０００Ｈ１６
３ＬＤＫ
７７.１㎡

１戸
（２号）

名古住宅末吉

町営住宅／火災予防運動

（※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
　１１月９日（月）～１６日（月）
　午前８時３０分～１２時・午後１時～５時
　※１４日（土）、１５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
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

尾越第２住宅　新築です !

室内もピ
カピカ

室内もピ
カピカ !

!!!
室内もピ

カピカ !
!

平成２１年度秋季全国火災予防運動「消えるまでゆっくり火の元にらめっ子」
　秋の全国火災予防運動が１１月９日（月）から１５日（日）まで実施されます。八丈町では今年に入り火災が３件発

生し、内２件が建物火災でした。誠に残念な結果、尊い命が失われています。火災は生命のみならず貴重な財産や

思い出までも一瞬にして失ってしまう恐ろしいものです。火気の取扱いや電気器具の取扱いには十分注意し、火災

を未然に防ぎましょう。

■問い合わせ■　八丈町消防本部　電話２－０１１９

３つの習慣

・寝たばこは絶対にやめる。
・ストーブは燃えやすいものから
離れた位置で使用する。
・ガスコンロなどのそばを離れる
時は必ず火を消す。

４つの対策

・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。

・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために防火品を使用する。

・火災を小さいうちに消すために住宅用消火器等を設置する。

・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
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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
７日（土）・８日（日）優婆夷宝明神社  ……優婆夷宝明神社例祭

� 　
１１月

２３日（月）  ………………………三島神社例祭・庁まつり　樫立地域
２８日（土）・２９日（日）  ………………………三島神社例祭・庁まつり　中之郷地域
２９日（日）大潟浦園地周辺  ……八丈島夢伝大会

２４日（木）・２５日（金）  ………………………三島神社例祭・庁まつり　末吉地域
� 　
１２月

　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
－１１.５％５,６１３４,９６７７,４２５６,５７１８７８９６１６,５４７５,６１０６月
７.２％８,５９５９,２１８１１,６３３１２,１２６１,６８７２,９４７９,９４６９,１７９７月
１.７％１４,８３８１５,０９３１７,７５６１７,９２５３,７９２４,８０５１３,９６４１３,１２０８月
－２.９％８,７２０８,４６３１０,４６２１０,１５４１,６２４１,３７２８,８３８８,７８２９月

０.２％５２,１８５５２,３０６６４,７６７６４,０２１１０,３２１１２,４２３５４,４４６５１,５９８計

＊空路にはチャーター便が、海路には２１年７・８月の大型客船寄港分が含まれています。

第２９回

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島島島島島島島島島島島島島島島島島パパパパパパパパパパパパパパパパパブブブブブブブブブブブブブブブブブリリリリリリリリリリリリリリリリリッッッッッッッッッッッッッッッッックククククククククククククククククロロロロロロロロロロロロロロロロローーーーーーーーーーーーーーーーードドドドドドドドドドドドドドドドドレレレレレレレレレレレレレレレレレーーーーーーーーーーーーーーーーーススススススススススススススススス 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大大大大大大大大大大大大大大大大大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�����������������
◆日　程……平成２２年１月１０日（日）
◆会　場……富士野球場
◆主　催……八丈島観光振興実行委員会
◆種目・料金…右表参照�
◆申込方法……八丈島観光協会窓口にて配布して
いるパンフレットの「払込取扱票」で

　①郵便局から振り込む（振込手数料は選手負担）
　②八丈島観光協会に直接払い込む
申込締切は １１月３０日（月）です。ご注意ください。 ■問い合わせ■　八丈島観光協会　電話　２－１３７７

機種羽田着八丈島発便名機種八丈島着羽田発便名

Ａ３２０９：５５９：０５８２２Ａ３２０８：３５７：４５８２１
Ｂ７３５１４：５５１４：０５８２６Ｂ７３５１２：２５１１：３５８２３
Ａ３２０１８：００１７：１０８３０Ａ３２０１６：４０１５：５０８２９

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

�１１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

特　割往復割引
（片道）普通運賃

  １２,５００ 円  １２,７００ 円  １９,８００ 円羽田＝八丈島

８２３・８２６便の出発時間が変更に
なっています。ご確認ください。

第２９回八丈島パブリックロードレースが左記の日程で開催
されます。皆さんで楽しく走って、汗を流しませんか！
（参加者全員に記念Ｔシャツプレゼント！　懇親会もあります）

参加費出場資格区　分種　目

一般 ２,０００円
中・高校生 １,０００円

中学生
以上

①一般男子
②壮年男子（４０歳以上）
③女子

公認ハーフ
（２１.０９７５㎞）
八丈富士一周

一般 ２,０００円
中・高校生 １,０００円

中学生
以上

①一般男子
②壮年男子（４０歳以上）
③女子

１０㎞

一般 １,０００円
小学生 ５００円

小学４年生
以上

①一般男子　③小学男子
②一般女子　④小学女子

ファミリー
３㎞

※８２３・８２６便は１１月５日～１１月１８日の間、機種がA３２０となります。



土金木水火月日
７６

両親学級　一日目
�  １３:３０～１５:３０

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００

保福

樫

５４３　文化の日

図書館休館日

２

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

１

１４

おはなし会
八丈町立図書館
１４:００～１５:００

１３

両親学級　二日目
�  １０:３０～１２:３０保福

１２１１１０

１歳６か月児健康診査
�  １３:１５～１３:４５受付

こども心理相談
�  ９:００～１６:００

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００

保福

保福

末

９

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

すくすく相談
�  ９:３０～１１:３０保福

８

２１２０

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００大

１９

両親学級　三日目
�  １３:３０～１５:３０保福

１８

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００中

１７

２歳児歯科健康診査
�  ９:１５～１０:００受付保福

１６

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００三

１５

２８

４～５歳児すこやか
相談会・講演会

�  ９:００～１１:３０保福

２７

図書館休館日

２６

両親学級　四日目
�  １３:３０～１５:３０保福

２４２４２３　勤労感謝の日

図書館休館日

２２

３０

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

２９

八丈島夢伝大会
大潟浦園地周辺
１０:００～

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

樫立・中之郷・末吉大　賀　郷三　　　根

１１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 1 1月 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

土金木水火月日
７６

燃・害

５４
古着
資源

３２

金属

１

１４１３

燃・害

１２

びん

１１

資源

１０

燃・害

９

金属

８

２１２０

燃・害

１９１８

資源

１７

燃・害

１６

金属

１５

２８２７

燃・害

２６２５

資源

２４

燃・害

２３

金属

２２

３０

金属

２９

土金木水火月日
７６

金属

５

燃・害

４３２

燃・害

１

１４１３

金属

１２

燃・害

１１１０

資源

９

燃・害

８

２１２０

金属

１９

燃・害
・びん

１８１７

資源

１６

燃・害

１５

２８２７

金属

２６

燃・害

２５２４

資源

２３

燃・害

２２

３０

燃・害

２９

土金木水火月日
７６

金属

５

燃・害

４
古着
資源

３２

燃・害

１

１４１３

金属

１２

燃・害

１１

資源

１０９

燃・害

８

２１２０

金属

１９

燃・害
・びん

１８

資源

１７１６

燃・害

１５

２８２７

金属

２６

燃・害

２５

資源

２４２３

燃・害

２２

３０

燃・害

２９

温泉休業日

休　　業　　日

２日（月）、９日（月）、１６日（月）、３０日（月）ふれあいの湯

１０日（火）、１７日（火）、２４日（火）みはらしの湯

４日（水）、１１日（水）、１８日（水）、２５日（水）ザ・ＢООＮ

５日（木）、１２日（木）、１９日（木）、２６日（木）やすらぎの湯

※ふれあいの湯は温泉井戸掘削工事中のため、駐車場が狭くなっております。ご注意ください。

町 立 病 院
臨時診療日

（受付時間／８：００～１１：００）

診療時間診　療　日

９：００～１６日（月）～２０日（金）耳鼻咽喉科

１３：３０～２０日（金）糖尿病教室

※新規患者の方は、８時３０分からの受付となります。




