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各地域の人口・世帯数

目 次

人　口 8,333人 減 13人
　　男 4,194人 減 6人
　　女 4,139人 減 7人
世帯数 4,599世帯 減 3世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,095 1,937 1,840 3,777
大賀郷 1,572 1,393 1,405 2,798
樫　立 304 285 276 561
中之郷 396 384 392 776
末　吉 232 195 226 421

１０月中
の異動

はちじょうトピックス／新型インフルエンザ　ほか

合算療養費制度／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　ほか／母子保健 ほか

お知らせ掲示板

おじゃれ１１万人　ほか

参加しませんか？　募集しています ほか

昨日の自分より
　速く、高く、遠くへ。

八丈管内中学校陸上競技記録会

１１月５日（木）
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はちじょうトピックス

八丈町表彰／グラウンドゴルフ大会

平成 ２１ 年度八丈町 グ ラ ウ ン ド ゴ ル フ大会
　１０月２３日（金）、南原スポーツ公園にて平成２１
年度八丈町グラウンドゴルフ大会が開催されま
した。
　当日は、約１１０人のベテランゴルファーが集
まり、なかなか思い通りには転がらない南原の
芝に苦労しながらも、全２４ホールを楽しくラウ
ンドされていました。

平成 ２１年度　八 丈 町 表 彰 式
　平成２１年度八丈町表彰式が、１０月２０日（火）大賀郷公民館で行われ、永年各分野で活躍し、
八丈町の発展に貢献された１７名の方が表彰されました。また、八丈町との共同事業として
再資源化事業に貢献された方に、感謝状が贈呈されました。

○自 治 功 労　北浦敏英・三島和惠・奥山由美 ○建 設 功 労　伊勢崎五郎
○消 防 功 労　玉置富久・磯�　正 ○教 育 功 労　菊池貞行・石�理恵子
○農林水産功労　豊田英雄・田村　伸・奥山　� ○勤 労 精 励　八十嶋義則・山下　茂
　　　　　　　　　佐々木嘉久・奥山　満・� 橋三郎 ○中小企業発達功労　浅沼憲春
○感謝状
　㈱八丈建機サービス（八丈町との共同事業として再資源化事業に貢献された）

（順不同：敬称略）
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新型インフルエンザ予防接種／年末年始の業務案内／職員募集採用試験

新新新新新新新新新新新型型型型型型型型型型型イイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンフフフフフフフフフフフルルルルルルルルルルルエエエエエエエエエエエンンンンンンンンンンンザザザザザザザザザザザ予予予予予予予予予予予防防防防防防防防防防防接接接接接接接接接接接種種種種種種種種種種種にににににににににににつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいててててててててててて

　１２月から、「妊婦」、「基礎疾患を有する方」に加えて、「１歳から６歳までの未就学児」、「小学校低学年」

の接種を始める見込みとなっています。詳しくは、折り込みチラシをご覧ください。

　また、八丈町ホームページにも特設ページを開設しましたので、ご覧ください。

■問い合わせ■　健康課保健係　�２－５５７０

職種及び採用予定人数　事務職　若干名

採用予定年月日　平成２２年４月１日以降

勤　務　場　所　特に定めない

待　　　　　遇

八丈町の職員の給与に関する条例等による

応　募　資　格

昭和５５年４月２日以降に出生の者で大学、短期大

学（高等専門学校）、高等学校の既卒者

（平成２２年３月卒業見込みの者を含む。）

※地方公務員法第１６条の欠格条項に該当する方は、

受験できません。

試 験 の 方 法

ア　筆記試験（教養試験・論文）

　　※点字試験は実施していません。

イ　口述試験（個人面接）

試験の日時・場所

１２月２５日（金）午前９時（昼休憩有り）

八丈町役場会議室

申　込　締　切

１２月２２日（火）午後５時まで

（郵送の場合、同日必着）

※健康診断書のみ１２月２４日（木）まで可

提　出　書　類

・履歴書（町指定のもの・自筆）　　　　　　１通

・写　真（上半身脱帽正面向４㎝×４㎝

　　　　　・履歴書に貼ること）　　　　　　１葉

・最終学校卒業証明書または見込書

　（卒業証書の写し可）　　　　　　　　　　１通

・健康診断書（町指定のもの）　　　　　　　１通

※履歴書及び健康診断書は八丈町ホームページか

らダウンロードできます

八 丈 町 職 員 募 集

■申し込み・問い合わせ■

東京都八丈島八丈町大賀郷２３４５番地１

八丈町総務課庶務係

�　０４９９６－２－１１２１

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始ののののののののののののののののののののの業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内
�し尿収集受付　１２月１９日（土）まで
　※年末は申し込みが増加します。

　　早めに申し込んでください。

　■申し込み■　八丈島衛生総合企画　
　　　　　　　　�２－０８５５
�臨時ごみ収集　１月４日（月）全島　
　　　　　　　　燃やせる ゴ ミ ・有害 ゴ ミ

　※通常収集は５日から開始します。

�各温泉の営業　
　１２月２５日（金）～１月５日（火）

　全館休まず営業いたします。

休　　業　　日施　設　名

１２月２９日（火）～１月３日（日）役 場 ・ 出 張 所

１２月２８日（月）～１月４日（月）コミュニティセンター

１２月２９日（火）～１月３日（日）
※救急患者は診療します。

町 立 八 丈 病 院

１２月２８日（月）～１月５日（火）町 立 図 書 館

１２月３１日（木）～１月３日（日）ご み 収 集

１２月３１日（木）～１月３日（日）クリーンセンター

１２月３１日（木）～１月３日（日）自動車解体処理場

１月１日（金）～１月３日（日）中之郷埋立処分場
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合算療養費制度

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２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１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支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額
　世帯内の国民健康保険・長寿医療制度の被保険者の方全員が、

①平成２０年８月～平成２１年７月末（１２か月）の自己負担額が、次の表における【１２か月】の欄の基準額を

超えた場合、その超えた金額

②平成２０年４月～平成２１年７月末（１６か月）の自己負担額が、次の表における【１６か月】の欄の基準額を

超えた場合、その超えた金額

⇒　①と②を比べ、大きい方の額を支給します。

　  　　　　　　【１２か月】 　【１６か月】

 ① 世帯員全員の合計所得が一定以上（※）の場合 ・・・・・・・ １２６万円 （１６８万円）

 　 ※合計所得６００万円を超える場合

 ② 世帯員全員が市町村民税非課税の場合 ・・・・・・・　３４万円 　（４５万円）

 ③ ①・②以外の場合 ・・・・・・・　６７万円 　（８９万円）

 　  　　　　　　【１２か月】 　【１６か月】

 ① 高齢受給者証の負担割合が「３割」となっている場合 ・・・・・・・　６７万円 　（８９万円）

 ② 世帯員全員が市町村民税非課税の場合 ・・・・・・・　３１万円 　（４１万円）

 ③ ②のうち、世帯員全員の所得が一定以下（※）の場合 ・・・・・・・　１９万円 　（２５万円）

 　 ※年金収入８０万円以下等

 ④ ①・②・③以外の場合 ・・・・・・・　５６万円 　（７５万円）

 　  　　　　　　【１２か月】  　【１６か月】

 ① 被保険者証の負担割合が「３割」となっている場合 ・・・・・・・　６７万円 　（８９万円）

 ② 世帯員全員が市町村民税非課税の場合 ・・・・・・・　３１万円 　（４１万円）

 ③ ②のうち、世帯員全員の所得が一定以下（※）の場合 ・・・・・・・　１９万円 　（２５万円）

 　 ※年金収入８０万円以下等

 ④ ①・②・③以外の場合 ・・・・・・・　５６万円 　（７５万円）

申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続きききききききききききききききききききききききききききききききききききききききき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るるるるるるるるる留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留留意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点点申請手続きに関する留意点
　今年度の支給の対象となる被保険者の方には、１月下旬ごろにお知らせを送付します。届いた場合は国

民健康保険については住民課国保年金係、長寿医療制度については健康課高齢福祉係に申請をしてくださ

い。

　ただし、次に該当する方には、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。ご不明な点

については、右記問い合わせ先までご連絡ください。

■平成２０年４月から２１年７月末までの間に
　①他の市区町村から転居された方

②他の医療保険から国民健康保険・長寿医療制度に加入

された方（国保から長寿医療制度へ移られた方も含み

ます）

高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額介介介介介介介介介介介介介介介介介介介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護護護護護護護護護護護護護護護護護護護合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療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養養養養養養養養養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制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度 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トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！高額医療・高額介護合算療養費制度　スタート！ 
　医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度が始まりました。世帯内の
国民健康保険・長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の被保険者の方全員が、１年間（毎年８月～翌
年７月末）に支払われた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超
えた金額を支給する制度です。
※なお、支給の対象となる被保険者の方には、１月下旬ごろにお知らせを送付します。

■問い合わせ■
　…国民健康保険加入者の方
　　住民課国保年金係　内線２３５

　…長寿医療制度加入者の方
　　健康課高齢福祉係　�２－５５７０

７０歳未満の方（国民健康保険）

７０～７４歳の方（国民健康保険）

長寿医療制度加入者（７５歳以上など）の方
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国民年金

平成２２年１月より「日本年金機構」がスタートします。

　来年１月１日、社会保険庁が廃止され、新たに「日本年金機構」がスタートします。

●「日本年金機構」は、社会保険庁から公的年金の運営業務を引き継いで行います
　…公的年金制度の財政や運営に国が責任を持つことについては、これまでと変わりません。　

●社会保険庁や社会保険事務所の名義で案内していた各種の関係書類は、「厚生労働省」または
「日本年金機構」の名義での案内となります

　…このことにより、皆さんの手続きが必要になることはありません。

●現在の社会保険事務所は、新たに「年金事務所」と名称が変わります
　…年金相談などの窓口として引き続き利用できます。現在の社会保険事務所をそのまま利用しますの

で、所在地の変更もありません。
　

国民年金保険料の納付にはお得な口座振替をご利用ください

　前　　納……一年度分・半年分の保険料をまとめて払うことで割引になります。
 また、口座振替を利用するとさらにお得になります。
　早割制度……通常その月の国民年金保険料は翌月末に指定口座より引き落としとなりますが、当月末に

納付すると、月々の保険料が５０円割引になります。

口座振替による納付を希望される場合は、口座振替申出書の必要事項に記入・押印（金融機関の届出
印）のうえ、金融機関の窓口、または社会保険事務所へご提出ください。

　

各種問い合わせ

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）

 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
（受付期間：平成２２年３月１３日まで）

　　電話　０５７０－０７０－１１７
　　（IP電話・PHSからは　０３－６７００－１１３０）

 その他の年金に関する問い合わせ

　○ねんきんダイヤル
　　電話　０５７０－０５－１１６５
　　（IP電話・PHSからは　０３－６７００－１１６５）

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/

受付時間　（控除証明書専用ダイヤル・ねんきんダイヤル）

�月～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

受付時間　（ねんきん定期便専用ダイヤル）

　�月～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

償却資産の申告
　償却資産を所有している方は、平成２２年１月１日現在の所有状況を平成２２年２月１日（月）までに申
告してください。

　償却資産とは…　

　土地、家屋以外の固定資産で、農業者・漁業者・会社や個人で工場や商店などを経営している方が、

その事業のために用いる機械・器具・備品などの事業用資産のうち、法人税または所得税の申告におい

て減価償却の対象となる次のような資産です。

※自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産の範囲から除かれます。

今月の納期限および口座振替日

�２５日（金） 固定資産税　　　３期
 国民健康保険税　６期

減価償却の対象となる資産 ①構築物（ビニールハウスなど）
 ②機械及び装置（ポンプ・動力配線設備など）

 ③船舶

 ④車両及び運搬具（大型特殊自動車など）

 ⑤工具・器具及び備品（いす・机・測定工具・ロッカー・パソコンなど）

納期限を過ぎた町税が未納になっていませんか。
町税はあなたの暮らしを支える大切な財源です。
必ず期日までに納めましょう。

第１８８回 東京都都市計画審議会 傍聴者募集
�日　　時�　平成２２年２月５日（金）　午後１時３０分から
�会　　場�　東京都庁第一本庁舎特別会議室Ａ
�傍聴申込�　往復はがきに住所、氏名、電話番号を記載し、下記までお送りください。
　　　　　　　平成２２年１月２１日（木）消印有効　一人一通のみ有効。事前抽選で１５人まで傍聴可。
�審議案件�　詳細は都庁ホームページ（http://www.metro.tokyo.jp）または都庁都市計画課へ

■問い合わせ及び申し込み■　〒１６３－８００１　東京都新宿区西新宿２－８－１
 東京都　都市整備局　都市づくり政策部　都市計画課　計画監理係
 電話　０３－５３８８－３２２５

送金先救援金総額受付期間救援金名
日本赤十字社東京都支部２８,５９４円１０月１９日～２８日フィリピン台風災害救援金
日本赤十字社東京都支部１５,９００円１０月１９日～２８日ベトナム台風災害救援金
日本赤十字社東京都支部２０,９５１円１０月１９日～２８日スマトラ島沖地震救援金
日本赤十字社東京都支部１１,９５０円１０月１９日～２８日サモア地震・津波災害救援金

救援金受付報告救援金受付報告ご協力ありがとうございました！ 救援金受付報告救援金受付報告救援金受付報告
八丈町では、次のとおり救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。
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環境だより

■問い合わせ■　住民課環境係　内線２３３・２３４

●住民懇談会 ～ゴミ減量化を考える～ の報告
　１０月７日から２１日までの間、各公民館において住民懇談会を開催しました。各地区で昼と夜開催し、昼
の部には合計３４名、夜の部には合計７４名、合計１０８名の方にご来場いただきました。

　 懇談会での主な意見

�ゴミ分別の徹底と不法投棄に対しては、厳しい態度で対応するべき。
�住民のゴミ意識と小売店の販売方法（トレー減）を変えていくことが必要。
�事業所（給食センター・小売店など）から大量に排出される生ゴミの堆肥化。
�電気式の生ごみ処理機の補助及び集合住宅でのコンポストの活用検討。
�トレー・発泡スチロールのリサイクル（リサイクルセンターの設置）。
�野焼きができないことで、ゴミを増やすことになる。

　今後も、自治会・地区・婦人会などの会合にも、出前懇談会として伺います。ご希望の場合は住民課環
境係までお問い合わせください。

●どうして野焼きはいけないの？
　今回の住民懇談会においても、なぜ野焼きがいけないのかという質問をいただきました。
　ご自分の畑などで家庭から出たごみを燃すことは、原則上禁止されていると同時に、洗濯物や布団に灰
や煙のにおいが付く、煙やにおいなどで窓が開けられない、ダイオキシンなどの有害物質が発生するなど
といった、周辺地域の生活環境に影響（近所への迷惑）を与えることがあります。また、景観的によくな
いことからも、野焼きはやめましょう。
　皆さんが、住みやすい環境づくりにご協力をお願いします。

●ヤンバルトサカヤスデ対策
　ヤスデの本格的な移動の時期となり、実際にその様子も確認されています。
　町では、家屋侵入防止対策用の薬剤（コイレット）の配付や、ヤスデの発生調査（現場確認や薬剤の配
付状況など）、集中・大量発生箇所の駆除を行っております。
　薬剤配布については、来年３月まで行っていますが、自然環境への配慮、乱用防止のため、一世帯あた
り一か月に一袋（３kg入り）を４か月分（４袋）までとしています。大賀郷地域にお住まいの方は住民
課環境係、他の地域にお住まいの方は各出張所にて引換券を受け取ってください。
　また、薬剤のみに頼らず、家屋の周りの落ち葉などを取り除く、水はけ・日当たりを良くする（ヤスデ
は、直射日光が苦手です）といった環境づくりや、家屋の基礎（コンクリートなど）に表面のツルツルし
た素材のテープを張るなどの家屋への侵入を防ぐ対策をまず試してみましょう。

�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１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２回回回回回回回回回回回回回回回 大大大大大大大大大大大大大大大島島島島島島島島島島島島島島島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廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄物物物物物物物物物物物物物物物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受受受受受受受受受受受受受受受入入入入入入入入入入入入入入入量量量量量量量量量量量量量量量

　平成１８年度より埋め立てを開始した大島一般廃棄物管理型最終処分場の埋め立て総量は、１０月まで
で４,３１０ｔ、そのうち八丈町が排出した焼却灰は１,５１２ｔ（３５％）です。今年度分の総量は、１０月までで
６７９ｔ、そのうち八丈町が排出した焼却灰は１９２ｔ（２８％）となっています。４月から開始した資源ゴ
ミの分別収集などの結果が、ここにも表れているようです。
　今後も住民の皆さんにご協力いただき、大島の最終処分場や、八丈に建設される最終処分場をより
長く使用していくことができるように、ゴミの減量化を進めていきたいと考えています。
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　今年の９月に八丈島の全小・中・高校生（７５８人）を対

象に、島の代表的な方言１２語を選び、八丈方言（島こと

ば）の調査を行いました。

　その結果が、右のグラフです。これからわかるように

「おじゃりやれ」「どんご」「ちょんこめ」「かんも」などは

５０％を超えています。逆に「まじける」「でえじけ」「たこ

うな」「あっぱめ」などは、３０％を割ってしまっています。

　これからわかることは、普段なじみのある言葉は知っ

ているけれど、使われていない言葉は知っている率は低

くなっています。八丈方言が消滅してしまうという危機

が言われている今、教育委員会では今後も定期的に調査

をしたいと思っています。（紙面の都合上、他のデータ

は掲載できませんが、詳しく知りたい方は、教育委員会

に連絡してください）

教育委員会だより ほか

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
●カウンターから

 ご存知ですか？　「リサイクルブックコーナー」 

　コミュニティセンターの入口右手に「リサイクルブッ
クコーナー」があります。このコーナーにある本や雑誌
・新聞はご自由にお持ちいただけます。保存期間が過ぎ
た雑誌やすでに図書館にある本など、「残念ながら図書
館には置けないけれど、皆さんにみてほしいもの」を置
いていますので、どうぞご覧ください。聞くところによ
ると、長期休館時にこのコーナーの本をお持ちになって
読む方もいらっしゃるとか……。

●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＊

『ノートパソコンは買うな！』　　小山信康／著
『筑紫哲也この「くに」の面影』　藤原帰一・吉岡弘行／編
『リキシャガール』　ミタリ・パーキンス／作
『絵で見るおふろの歴史』　菊池ひと美／文・絵
●今月のおはなし会
　１２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・２３日（水・天皇誕生日）・
　　　　　　年末年始（１２月２８日～１月５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

１２月の学校行事
小学校  中学校

�マラソン記録会 １０日（木）末吉小 �意見発表会 ２０日（日）三原中
�持久走大会 １１日（金）
　　大賀郷小　午前１０時１５分～ 小・中学校

　　三　原　小　午前１０時３０分～ �終業式 ２５日（金）
�研究発表会 １１日（金）三根小 �冬季休業日 ２６日（土）～１月７日（木）

八丈方言（島ことば）の調査を行いました
「たこうな」「あっぱめ」はしょくない（知らない）　八丈島全小・中・高校生７５８人対象

　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

八丈島全小・中・高生　758人

おじゃりやれ（いらっしゃい）

まじける（なくす）

ひっかする（忘れる）

かむ（食べる）

ねっこけ（小さい）

でえじげ（美しい）

ちょんこめ（子牛）

あび（野イチゴ）

どんご（ばか）

たこうな（たけのこ）

あっぱめ（赤ん坊）

かんも（さつまいも）
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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

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　１４日（月）～１８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

�　

１２月９日（水）・１月１３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

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・産婦健康診査……１５日（火）　午後１時１５分～１時４５分受付
　　�対象…平成２１年７月１４日～平成２１年９月１５日生まれの乳児

　３歳児健康診査………………………２２日（火）　午後１時１５分～１時４５分受付
　　�対象…平成１８年９月３０日～平成１８年１２月２２日生まれの幼児

　１歳児歯科健康診査…………………２日（水）　午前９時１５分～１０時受付
　　�対象…平成２０年９月１０日～平成２０年１２月２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

　１２月８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。

こども心理相談　（要電話予約）　会場：保健福祉センター

　１２月２２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。

　ファミリー・サポート・センター利用会員登録説明会　開催 
　次のとおり『利用会員登録説明会』を開催しますので、利用を希望する方はお申し込みください。

■日時・場所■　１２月１６日（水）午後２時～　町役場２階　第一会議室
　※当日は、お子さまの健康保険証及びかかりつけ病院の診察券、写真（１枚、縦４cm横３cm程度）をお持ちください。
■申 込 方 法■　１２月１１日（金）までに、子ども家庭支援センターへ電話でお申し込みください。

ファミリー・サポートのパンフレットが、住民課厚生係、子ども家庭支援センターにあります。興味をお持ちの方はご覧ください。

■申し込み・問い合わせ■　住民課厚生係　内線２３２

�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！
１２月２日　製作　クリスマス帽子づくり
　　９日　製作　リース作り
　　１６日　映画「クリスマスファンタジー」　ほか

�そのほかの催し
１２月８日（火）絵 本 ＆ 紙 芝 居　午前１０時２０分～
　　２１日（月）ほのぼの健康相談　午前１０時～１１時３０分
　　２２日（火）サンタとあそぼう　午前１０時３０分～
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保育園入園児募集

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

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２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２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立立立立立立立立立立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園園園園園園園園園園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園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児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
 

　平成２２年度町立保育園入園申し込みを次のとおり受け付けます。

継続保育　現在入園中で、引き続き入園を希望する場合は、入園中の保育園で継続保育の申し込み
をしてください。（１２月中旬より各園で受付を開始します。）

新　入　園　新規で入園を希望される場合及びきょうだいで新規に申し込む児童がいる場合は、次の
とおりです。

受受受受受受受受受受受付付付付付付付付付付付日日日日日日日日日日日時時時時時時時時時時時・・・・・・・・・・・場場場場場場場場場場場所所所所所所所所所所所

入入入入入入入入入入園園園園園園園園園園資資資資資資資資資資格格格格格格格格格格入園資格

■問い合わせ■ 住民課厚生係　内線２３２

●樫立・中之郷・末吉地域　１月１３日（水）　　●三根・大賀郷地域　１月１４日（木）
 午前９時～午前１１時　中之郷公民館集会室 午前９時～午後２時　町役場（産業観光課下会議室）
※「就労証明書」など、勤務先の証明が必要な書類がありますので、あらかじめ必要な書類は、住民課
厚生係または各出張所でお受け取りください。

※前記の日程で都合のつかない方は、住民課厚生係または各出張所にて申込用紙を受け取り、記載した
うえで、１月１５日（金）までに住民課厚生係へ提出してください。

●３歳以上クラス（全園）　　　　　　　　　　●３歳未満クラス（むつみ・むつみ第２・若草のみ）

 平成１６年４月２日～平成１９年４月１日 ２歳児（平成１９年４月２日～平成２０年４月
 までに生まれた児童 １日生まれ）及び１歳半児（平成２０年４月
  ２日～平成２０年９月３０日生まれ）の児童
※いずれの場合も、日中保育に欠ける状況（保護者のいずれも家庭外労働、家庭内労働、内職、病人介
護・看護、出産、その他特別な理由など）にある児童が優先されます。

※３歳未満クラスの保育の受け入れは、保育に欠ける理由が保護者の出産の場合は、出産の予定月及び
その前１か月・後１か月の計３か月間となり、また、理由が求職の場合は２か月の範囲内で審査・決
定します。

※入園基準に沿わない場合は入園を承諾しないことがあります。
※保育の実施が決定された児童でも、入園基準に該当しなくなった場合は保育の実施を解除します。
※申込状況及び選考により希望に添えない場合があります。

申し込みに必要な書類など
a印鑑
b平成２１年分の所得税額が証明できるもの
源泉徴収票など・確定申告をする方は確定申告書の本人控
（児童の属する世帯の中で所得のある方全員分）
c保育所入所申込書
d家庭状況届・保育料について
e児童の健康状態・保育状況届
f就労（就労内定）証明書
（児童の属する世帯で就労している方は、それぞ
れの方全員分）
g早朝・残留保育申込書（必要な方のみ）
h土曜保育申込書（必要な方のみ）
i 医    師の診断書（児童に食物アレルギーがあり、
　

除去食給食が必要な場合・障害のある場合・病気

　
　の場合など）
※c～hの様式は住民課厚生係及び各出張所にあ
ります。町指定の様式をお使いください。また、
この他にも書類が必要になる場合があります。
出産を理由に入所を申し込む場合は、出産予定
日を証するもの（母子健康手帳など）をお持ち
ください。
※平成２１年分の所得税額が証明できるものについ
て、申し込み時に用意できない場合は、２月２６
日（金）までに住民課厚生係へ提出してください。
これらの書類がそろわない場合で正当な理由が
無い場合や、所得未申告の場合は、入園が認め
られません。
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○親医療証 現況届／戸籍電算化／町長上京日記

○親 医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療証証証証証証証証証証証 現現現現現現現現現現現況況況況況況況況況況況届届届届届届届届届届届のののののののののののおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知らららららららららららせせせせせせせせせせせ
 

●問い合わせ●　住民課厚生係　内線２３２

　現在、ひとり親医療証をお持ちの方は１２月３１
日で期限が切れますので、交付を希望される方
は、現況届を提出してください。所得などを確
認のうえ、引き続き該当する場合は、新しい医
療証を発行します。現況届の提出が遅くなると
年内の交付ができませんのでお早めに提出して
ください。
　また、対象世帯で医療証をお持ちでない場合
は、申請により該当する方に交付します。
○助成対象　　
母子、父子家庭の母または父（事実婚の状態
にある場合は対象外です）、両親がいない児童
を養育している養育者および、１８歳に達した年
度末までの児童（障害がある場合は２０歳未満）
○助成範囲
　医療費の自己負担分を公費で助成します。
（保険診療分のみ　助成割合は申請者の所得・

課税状況により異なります。）
●現況届受付期間
１２月１日（火）～１５日（火）
●受付場所　住民課厚生係及び各出張所
●持参するもの
①印鑑
②健康保険証（対象となる方全員分）
③戸籍謄本・世帯全員の住民票の写し
　（新規申請の場合のみ）
④平成２０年分の所得を証明できる書類
※公簿で確認できる場合は省略できます。
　また、平成２１年１月２日以降に八丈町へ転
入された方は、前住地の市区町村役場にて
所得証明書を取得してください。

⑤児童扶養手当証書（受給者のみ）
※児童扶養手当受給者の方は、③を省略でき
ます。

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！！

●問い合わせ●　住民課住民係　内線２３７

第六回　電算化後の戸籍の文字表記について
　電算化された戸籍に記載することのできる
「氏名」の文字は、常用漢字、人名用漢字など、
漢和辞典に載っている文字を使用することとな
っています。
　現在の戸籍において、常用漢字、人名用漢字
などに該当しない文字が記載されている方は、

文字の書き換えを行います。対象となる方には
事前に通知します。
　書き換えは電算化された戸籍の表記上行うも
ので、対象になる方の氏や名そのものを変更す
るものではありません。また、これに伴った住
民票や印鑑登録などの変更もありません。皆さ
んのご理解、ご協力をお願いします。

１３日～１６日
●ANA８２２便にて上京
●東京都訪問
●東京都医療審議会出席
●全国避難港活性化協議会通常総会出席
●東京都島嶼町村長会議（第２回臨時）出席
●東京都島嶼町村一部事務組合
第２回組織団体長会議出席
●東京都砂防促進大会出席

●東京都議会訪問
●ANA８２９便にて帰島
２３日～２４日
●ANA８２２便にて上京
●東京都介護保険審査会出席
●ANA８２３便にて帰島
２７日～２８日
●ANA８２２便にて上京
●全国海区漁業調整委員会連合会
第４４回東日本ブロック会議・
情報交換会出席
●ANA８２３便にて帰島

町長上京日記 １０月
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お知らせ掲示板（つづき）

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ののののののののののののののののののののの野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野野生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止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条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例例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
 
　前月号でもお伝えしました、「八丈町飼養ヤギの野生化防止に関する条例」について、主な点な
どについてお伝えします。

●問い合わせ●　産業観光課産業係 内線２６３

カブツ・キンカンの苗木を有償配布します

　

●問い合わせ●　産業観光課産業係 内線２６１・２６２

ヤギ野生化防止条例／苗木配布／カブツ、キンカン の苗木有償配布

主な点
●ヤギを飼っている人は、住所、氏名、ヤギの頭

数、ヤギの首周りサイズなどを、必ず町に届け

出る必要があります。

●ヤギには、町が一頭ごとに配布するタグ付首輪

を必ず装着しなければなりません。

●ヤギは、原則として小屋あるいは囲いの中で飼

わなければなりません。

●ヤギが死んでしまったときや、ヤギを人に譲渡

した場合など、飼い主が町に届け出た内容と変

更が生じた場合は、必ずその旨を届け出る必要

があります。

タグ付首輪について
首輪の交換

　町で用意している首輪には、数種類の大きさが

あります。首輪を大きくする必要が生じた場合は

交換しますので、届出を行ってください。

タグの着脱

　タグを取り付けるときには特

殊な器具が必要となりますが、

取り外しはハサミなどでできま

す。首輪を交換する場合は、取

り外したタグをお持ちのうえ届

出を行ってください。

苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗苗木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木木配配配配配配配配配配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せせせせせ 

　坂上地域で実施している花いっぱい運動をより普及させるため、坂下地域を対象にれんぎょう・
やまぶき・きんしばい・しもつけ・ブルーベリーの苗木を希望される地区に配布します。

●問い合わせ●　産業観光課産業係 内線２６２・２６１

──カブツ・キンカンを普及させるため、購入金額の約４割の自己負担により苗木を配布します。──

■■ 申 込 方 法　　世帯主の名前で産業観光課産業係もしくは各出張所に申し込んでください。
■ 申 込 期 間　　１２月１日（火）～１８日（金）
■ 自己負担額　　１本につき５００円（購入金額　カブツ１，１００円　キンカン１，３００円）
■ 割 当 本 数　　一世帯につきカブツ・キンカンとも各五本まで

 ※数に限りがありますので、申し込み多数の場合は本数を調整させていただきます。
　 配布日・方法などについては、申し込まれた方に通知（１月下旬～２月上旬）します。

～なにもしないと、どうなるの？～
　条例に定められた事項を守らない人に対しては、町から指導・勧告を行うことになります。指導・勧告

のあとも改善が見られない場合、町はその飼い主の住所、氏名を公表することができます。

　飼養者責任を明確にするとともに、条例を守っている飼い主との間で不公平とならないよう、ご理解、

ご協力をお願いします。

※自治振興委員が取りまとめのうえ、地区単位で１２月１１日（金）までに産業
観光課産業係へ申し込んでください（個人での申し込みは受け付けていま
せん）。数量に限りがありますので、申し込みが多数の場合は、数量を調
整させていただきますので、ご了承ください。

タグ付首輪
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水道係からのお知らせ／樫立地域水道工事／１０月の主な会議

�

月
の
主
な
会
議
�

１０
議　　題　　等会　議　名日

汚泥再生処理センター整備に係る要望について　ほか庁議１日

来年度の機構に係る各課の懸案事項について　ほか課長連絡会議９日

教育財産の取得について　ほか八丈町教育委員会第７回定例会１３日

バス事業の検討について
一般旅客自動車運送事業検討特
別委員会

１９日

定額給付金の実績について　ほか課長連絡会議２０日

農地法第３条の規定による許可申請について　ほか八丈町農業委員会第７回総会２６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臨時会２９日

樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立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水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水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道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工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せせせせせせせせせせせ
 

　樫立地域において、水道本管の減圧弁改修工事を行います。この工事は、水圧の高い区域を減圧

し、漏水を予防することを目的としています。

　影響区域においては、水圧が下がることによる変化を感じられることが予想されますが、ご使用

には影響が無い適正圧力の範囲での調整となりますので、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

工事時期：１２月上旬　　請 負 者：沖山設備　　影響区域：樫立中平地区の一部、康政里地区

●問い合わせ●　企業課水道係 内線３１６

水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかららららららららららららららららららららら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
 

●水道工事店　年末年始の営業について
　１２月２９日（火）～１月４日（月）までの水道

の修理・工事などは下記の工事店にご連絡く

ださい。

※営業時間は午前８時～午後５時です。

１２月
２９日（火）　（有）沖山設備　　電話　２－２６０５

３０日（水）　（有）秋田設備　　電話　７－０７７２

３１日（木）　高橋建設（有）　　電話　２－１４４１

１月
１日（金）　（有）沖山設備　　電話　２－２６０５

２日（土）　（株）佐々木住設　電話　７－０５２５

３日（日）　沖山産機（株）　　電話　２－１４０２

４日（月）　高橋建設（有）　　電話　２－１４４１

●問い合わせ●　企業課水道係　内線３１５

水道料の納め忘れはありませんか
　毎月の水道料は期日内に納めてください。

なお、納付書を紛失された場合でも、水道係

または各出張所で支払うことができます。

口座振替をご利用ください
　納付のたびに町役場や金融機関へ足を運ぶ

必要なく納め忘れもありません。七島信用組

合・みずほ銀行・ゆうちょ銀行で取り扱って

います。

水道異動届について
　転居の際や相続等で名義変更をされる際は、

水道異動届が必要になります。印鑑を持参し、

水道係または各出張所へお越しください。
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国体募集／自衛官募集／生鮮食料品

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 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 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京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「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会会愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「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ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ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ガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「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ママママママママママママママママママママママ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コココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココココ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ッットトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」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
 
　平成２５年に東京で開催する第６８回国民体育大会及び第１３回全国障害者スポーツ大会の「大会愛

称」、「スローガン」、「マスコットキャラクターデザイン」を募集します。

募集期間　平成２１年１１月１６日（月）～平成２２年１月１５日（金）（消印有効）

発 表　平成２２年　夏ごろ

※応募方法などの詳細は、第６８回国民体育大会及び第１３回全国障害者スポーツ大会東京都準備委員
会ホームページ（http://www.tokyo-kokutai.jp/）をご覧ください。

●問い合わせ●　東京都総務局国体・障害者スポーツ大会推進部内　
　　　　　　　　第６８回国民体育大会・第１３回全国障害者スポーツ大会東京都準備委員会事務局
　　　　　　　　電話　０３－５３８８－２４９７

自　衛　官　募　集
募集種目　陸上自衛隊高等工科学校生徒　　　※詳しくは下記までお問い合わせ下さい。

対象年齢　１５歳以上１７歳未満　　　　　　　　　●問い合わせ●
受付期間　平成２１年１１月１日（日）　　　　　　　　自衛隊東京地方協力本部大田出張所

　　　　　　～平成２２年１月８日（金）　　　　　　電話　０３－３７３６－４２７１

島内生鮮食料品等小売価格調べ
平成２１年１０月調べ（単位：円）　

前回調査
平均価格
（税込価格）

平均価格
（税込価格）

最高価格
（税込価格）

最低価格
（税込価格）規　　　格

　　区分

品目　　

１５８０００１個島内産キャベツ
（中） ２５１２３７３８０１５８１個島外産

２１３１５０１５０１５０１袋島内産
じゃがいも

２９２２７９４００１６８１袋島外産
１６１１９８１９８１９８１袋島内産

たまねぎ
２２１２０４３２０１２８１袋島外産
２７０２５０２５０２５０１袋島内産

きゅうり
２０４１７６３００８８１袋島外産
００００１本島内産

大 根
２２９２１３ ３５０１３８１本島外産
０２２０２２０２２０１束島内産

ホウレン草
２１４１８６ １９８１４８１束島外産
５２９３３６４５０２５０１束島内産

あしたば
５９８３５８３５８３５８１束島外産
６６０９６０１,１００８２０国産カルビー

１００ｇ牛 肉
２３９１２８１２８１２８外国
２０５１８４２１０１４８国産肩ロース

１００ｇ豚 肉
１６５１４８１９８９８外国
１４６１３７１７３７８国産モモ肉

１００ｇ鶏 肉
８９１０１１２８５８外国

前回調査
平均価格
（税込価格）

平均価格
（税込価格）

最高価格
（税込価格）

最低価格
（税込価格）規　　　格

　　区分

品目　　

３７５３７０４２０３３８地卵
（Ｍ）１０個鶏 卵

２２４２２４２５０１９８白
３６６３８５３９０３７８地卵

（Ｌ）１０個鶏 卵
１８４１７６２１８１３８白
８３５６３９８５０２４８赤身刺身用

１００ｇま ぐ ろ
７５９７８６１,０２９４８０中とろ
５０４５０１６６０２９８パック入り

１㎏み そ
４３６３８８６３０２４８ポリ袋入り
３５８３４５６３０２３８ボトル入り　　　１Cしょうゆ

３,０１６２,９１６３,９８０２,１８０こしひかり　　５㎏
米

２,４７９２,５０１２,６８０２,４５０あきたこまち　５㎏

２５２２３９３１５１６８上白糖ポリ袋入１㎏砂 糖

５７８５６６７３８３４８ボトル入り　　１.５㎏サラダ油

２７２ ２７１３６０１４７パック入り１C
乳脂肪分３．０％以上牛 乳

２,１０５ ２,１２３２,２６８１,８５２配達料込１８C灯 油

１７８１７７１８６１６８現金レギュラー
１Cガソリン

１８３１７９１８３１７６掛売

お知らせ掲示板（つづき）
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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
１３日（日）  …………………………横嶺山満願寺薬師堂　例大祭　大賀郷地域

�
１２月

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

１０日（日）富士野球場  ……………八丈島パブリックロードレース２０１０年

�
　

１月 １７日（日）八丈高校視聴覚ホール  …八丈島文化フェスティバル

２３日（土）～２月７日（日）えこ・あぐりまーと  ……ヘルシーフェスタ〈アロエ＆あしたば〉in 八丈島

　来島者数・観光客数推計

前年比
観光客（推計）合　　　計海　　　路空　　　　路

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
－１７.０％６,３３０５,２５２９,５８３７,９５１１,４５１７３１８,１３２７,２２０１０月

－１.６％５８,５１５５７,５５８７４,３５０７１,９７２１１,７７２１３,１５４６２,５７８５８,８１８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。
　１０月は名古屋から空路チャーター便が訪れ、多くの方に来島していただきました。

第５回八丈島芸能文化交流会 ワークショップ・懇親会参加者募集！
　今年も八丈島芸能文化交流会が二日間にわたって開催されます。島外からゲストを招き、八丈島の芸

能文化（民謡や太鼓など）との交流を図ります。ただ今、ワークショップ・懇親会の参加者を募集して

います。ぜひご参加ください！

 交 流 ス テ ー ジ 
２月１４日（日）午後１時～３時３０分

八丈高校視聴覚ホール

�  上州八木節会（群馬県）

 尾張新次郎太鼓（愛知県）

 津軽三味線（青森県）　　鹿踊（宮城県）

 八丈太鼓六人会・樫立踊り保存会・八丈島

民謡保存会

 （八丈太鼓愛好会、よされ会、八丈太鼓月

曜会、樫立太鼓会、加茂川会、島っ子会）

出　

演
（
予
定
）

●日　　時●
　平成２２年２月１３日（土）

　�ワークショップ……午前９時～

　�懇　親　会…………午後６時３０分～

●場　　所●　大賀郷公民館
●内　　容●
　�ワークショップ
　・八丈太鼓

　　バラエティ豊かな八丈太鼓の実技など

　・八丈島の民謡と踊り

　　樫立踊りを中心とした、民謡と踊り

　・黄八丈着物体験

　　黄八丈の着物を着て記念撮影など

　・太鼓のバチ切り

　　太鼓のバチの材料を山から切り出します

　　※バチ切りは１４日午前中に行います。

　�懇　親　会
島料理や島酒でワークショップに参加さ

れた方々と交流をはかります。

●申込方法●　観光協会窓口・八丈島総合ポータルサイ
トで申込用紙を入手し、記入して、観光

協会、産業観光課観光商工係までお持ち

ください。

●申込締切●　１月１５日（金）
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■日　時■　平成２２年１月５日（火）　午前１０時３０分～
■場　所■　三根小学校体育館

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話　２－０７９７

高齢者演芸大会／八丈島寄席／くらしの総合相談／成人式

　
　日頃の文化活動の成果を、各地域の老人クラブが発表します。今回は島外からゲストとして「昭月会」
の皆さんも参加されます。

■問い合わせ■　八丈島老人クラブ連合会事務局（八丈町社会福祉協議会）　電話　２－２６０９

八丈島高齢者演芸大会第１３回 八丈島高齢者演芸大会
日　程：１２月６日（日） 開　　場…午前９時３０分
 開演時間…午前１０時～午後３時

場　所：三根小学校体育館

今回成人を迎える方（平成元年４月２日～
平成２年４月１日生まれ）で、案内状が届
いていない方は、１２月１４日（月）までにご
連絡ください。

平成22年 成人祝賀式のご案内平成22年 成人祝賀式のご案内
平成22年八丈町成人祝賀式を次のとおり行います。

　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
の主催により、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。

くらしの総合相談開催くらしの総合相談開催
12月19日（土）午前10時30分～午後５時

大賀郷公民館２階くらしの総合相談開催くらしの総合相談開催くらしの総合相談開催くらしの総合相談開催くらしの総合相談開催

無料相談（法律・登記・税金など）　
「相続問題で、親戚とトラブルになっている」
「子どもに財産を譲ろうと思っている」
「土地や建物の登記のことで相談したいことがある」
「確定申告のことで気になることがある」
　このような相談に、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ご持参ください。

●実施機関
　NPO法人司法過疎サポートネットワーク

　電話　０３－５９１９－３５３０（担当： 小  海 ）
こ かい

※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。ご自宅などでも相談できます。

■問い合わせ■
　　　　企画財政課企画情報係　内線３０１

平平成２１年度年度
東京都島しょ地区東京都島しょ地区
芸術文化振興事業芸術文化振興事業

平成２１年度
東京都島しょ地区
芸術文化振興事業

八丈島寄席八丈島寄席八丈島寄席
落語や、奇術、曲芸を落語や、奇術、曲芸を
　　寄席形式でお送りします。　　寄席形式でお送りします。
　　　　　　　　　　ぜひお越しください。　　　　　　　　　　ぜひお越しください。

落語や、奇術、曲芸を
　　寄席形式でお送りします。
　　　　　　　　　　ぜひお越しください。

日　時　１２月１３日（日）　
　　　　午後１時　開場　午後１時３０分　開演
　　　　　　　（午後３時３０分　終演予定）
場　所　八丈高校視聴覚ホール
主　催　東京都・八丈町教育委員会

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話　２－０７９７

�上履きと外履き用の袋をお持ちください。
�入場無料です。（チケットなどは配布していません）
�駐車場には限りがあります。なるべく乗り合いでお越
しください。
�未就学児は入場できません。
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首都大学野外講座／ロベまつり／航路ダイヤ

首都大学東京 野外講座 開講
　　主催：首都大学東京　産学公連携推進プロジェクト

　　後援：八丈町教育委員会

●講座内容●

　■問い合わせ・申し込み■
首都大学東京理工学系准教授　黒川　　電話　０４２－６７７－２５７８　　FAX　０４２－６７７－２５５９

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）

�１２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

（１１日から２０,９００円）
羽田＝八丈島

１　海藻おしばで海を学ぶ
海藻おしばの美しさと楽しさに触れなが
ら、海中に広がる海藻の森と地球環境、生
命の関わりについて学びます。
日　時　１２月１２日（土）
 午前１０時～１２時３０分
定　員　２５名（申し込み先着順）
講　師　野田三千代さん（海藻おしば協会会長）
参加費　大人１,０００円
 大人と一緒に体験する子供５００円

２　八丈学入門──自然と歴史・文化を訪ねて
自然、歴史、文化を学び、改めて八丈島を知ってい
ただく教室です。
※講座の一部が「海藻おしばで海を学ぶ」と重複しています。

　�自　然　海藻おしば・南原千畳敷海岸
　�歴　史　宇喜多秀家、近藤富蔵ほか
　�文　化　八丈太鼓と樫立踊り、くさや工場ほか
日　時　１２月１２日（土）～１３日（日）
定　員　２０名（申し込み先着順）
参加費　８,０００円　※昼食二回含む

ロベまつりロベまつりロベまつりロベまつりロベまつり 12月 19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
観葉植物の小鉢をプレゼント
観葉植物の小鉢をプレゼント !!!!

観光客の皆さんには観光客の皆さんには
観葉植物の小鉢をプレゼント
観葉植物の小鉢をプレゼント !!!!

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（飛び入り参加大歓迎！）

　　　　　　　　午後１時～３時　家庭菜園・ハーブ園・花遊び・ミニ門松作り教室

　　　　　　　　　　　　　　　　（先着１５名様に野菜・花の苗プレゼント）

　　　　　　　　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

首都大学東京の「特色ある教育開発
プロジェクト」の一環として、野外
講座が次のとおり開催されます。
皆さんぜひご参加ください。



土金木水火月日
５４

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００樫

３２

１歳児歯科健康診査
�  ９:１５～１０:００受付保福

１

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００末

１２

おはなし会
八丈町立図書館
１４:００～１５:００

１１１０９８

すくすく相談
�  ９:３０～１１:３０保福

７

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

６

１９１８

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００三

１７１６１５

３～４か月乳児
・産婦健康診査
�  １３:１５～１３:４５受付保福

１４

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

１３

２６２５２４２３　天皇誕生日２２

３歳児健康診査
�  １３:１５～１３:４５受付

こども心理相談
�  ９:００～１６:００

保福

保福

２１

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

２０

３１３０２９２８

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

２７

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

１２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 2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
５４

燃・害

３２
古着
資源

１

燃・害

１２１１

燃・害

１０

びん

９

資源

８

燃・害

７

金属

６

１９１８

燃・害

１７１６

資源

１５

燃・害

１４

金属

１３

２６２５

燃・害

２４２３

資源

２２

燃・害

２１

金属

２０

３１３０

資源

２９

燃・害

２８

金属

２７

温泉休業日

休　　業　　日

７日（月）、１４日（月）、２１日（月）ふれあいの湯

１日（火）、８日（火）、１５日（火）、２２日（火）みはらしの湯

２日（水）、９日（水）、１６日（水）ザ・ＢＯＯＮ

３日（木）、１０日（木）、１７日（木）、２４日（木）やすらぎの湯

※１２月２５日（金）から１月５日（火）まで、町営温泉は全館休まず営業します。

町 立 病 院
臨時診療日

（受付時間／８：００～１１：００）

診療時間診　療　日

９：００～１４日（月）～１８日（金）耳鼻咽喉科

１３：００～１８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分から受付となります。

年末年始のお休み
役場・出張所 １２月２９日（火）～１月３日（日）
コミュニティセンター １２月２８日（月）～１月４日（月）
町立八丈病院 １２月２９日（火）～１月３日（日）
町立図書館 １２月２８日（月）～１月５日（火）
ごみ収集 １２月３１日（木）～１月３日（日）
クリーンセンター １２月３１日（木）～１月３日（日）

土金木水火月日
５４

金属

３

燃・害

２１
古着
資源

１２１１

金属

１０

燃・害

９８

資源

７

燃・害

６

１９１８

金属

１７

燃・害
・びん

１６１５

資源

１４

燃・害

１３

２６２５

金属

２４

燃・害

２３２２

資源

２１

燃・害

２０

３１３０２９

資源

２８

燃・害

２７

土金木水火月日
５４

金属

３

燃・害

２
古着
資源

１

１２１１

金属

１０

燃・害

９

資源

８７

燃・害

６

１９１８

金属

１７

燃・害
・びん

１６

資源

１５１４

燃・害

１３

２６２５

金属

２４

燃・害

２３

資源

２２２１

燃・害

２０

３１３０

資源

２９２８

燃・害

２７




