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各地域の人口・世帯数

目 次

人　口 8,335人 減 5人
　　男 4,196人 減 4人
　　女 4,139人 減 1人
世帯数 4,599世帯 減 5世帯

世帯数 男 女 人口計
三　根 2,107 1,949 1,849 3,798
大賀郷 1,558 1,384 1,399 2,783
樫　立 304 285 275 560
中之郷 399 387 392 779
末　吉 231 191 224 415

１２月中
の異動

はちじょうトピックス／おじゃれ１１万人　ほか

成人式

給与定員管理 ほか

国保だより ほか／国民年金　ほか

教育委員会だより／母子保健　ほか

税のお知らせ／環境だより

お知らせ掲示板

参加しませんか？　募集しています ほか



● INFORMATION 広報はちじょう

2

はちじょうトピックス

出初式／パブリックロードレース／八高吹奏楽部／成人祝賀式／世界農林業センサス

新春恒例　八丈町消防団　出初式

　１月４日（月）樫立運動場にて、八丈町消防団出初式が開催さ

れました。島内の消防団員１２３名が出動し、行進、パレードや一

斉放水によるくす玉割り、毎年恒例、お楽しみの餅まきなどが行

われ、多くの方々が見物に来られました。

　また、今年はポンプ車の操法大会も行われ、優勝は大賀郷分団、

準優勝は中之郷分団でした。
　

八丈島  パブリックロードレース
　１月１０日（日）、八丈島パブリックロードレースが開催されまし

た。近年、参加者が増えてきているロードレースですが、今年は、

島内外から３００名近い方々が参加し、アップダウンの激しい難コ

ースに挑戦されました。

　また、当日は折からの強風でさらに難度が増していましたが、

参加された方々はそんな八丈の自然を楽しみつつ、ゴールへ向か

っているようでした。

　多くの参加者に恵まれた今回の盛り上がりは、大会後の懇親会

まで続き、島の料理、焼酎を楽しんでいました。

おめでとう！八高吹奏楽部
　１月６日（水）に府中市の府中の森芸術劇場にて開催された

「第３３回東京都高等学校アンサンブルコンテスト」において、八

丈高校吹奏楽部が木管部門で金賞を、金管部門で銀賞を受賞しま

した。このコンテストで、八丈高校吹奏楽部は３年連続の金賞受

賞となりました。

　今後もますますの活躍が期待されます。

平成２２年  八丈町成人祝賀式
金賞を受賞した、木管部門のみなさん

　１月５日（火）三根小学校体育館にて、平成２２年八丈町成人祝賀式が行われました。成人を迎えた方々のご

活躍が期待されます。誓いの言葉、意見発表についてはP４からをご覧ください。

操法大会より
日頃の練習の成果をキビキビとした動きが
表していました。

１０kmコース　スタートの様子
強風の中、力強く駆け出していきました。

１月下旬ごろから、調査員が農林業を行っている

方々のところへ調査のご協力にお伺いしています。

調査内容が多岐に渡っており、お手数をおかけし

ますが、ご協力いただいた結果は、農山村の発展・

活性化への施策に活用されます。

また調査した内容は、統計資料を作成するためだ

けに使用され、そのほかの目的に使用することは一

切ありません。

八丈島の農林業の未来につながる大切な調査です。

ご協力をよろしくお願いします。

■問い合わせ企画財政課企画情報係 内線305
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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（土）大賀郷公民館  …………八丈島芸能文化交流会（交流ワークショップ・交流懇親会）

�
２月

１４日（日）八丈高校視聴覚ホール  …　　　　　〃　　　　　（交流ステージ）
２８日（日）八丈高校前スタート  …八丈島駅伝大会

６日（土）～１３日（土）  …………………………フィッシングチャレンジカップ
�
３月

２７日（土）島内一円  ………………第２回八丈島&八丈富士エコ・ジャーニーマラソン
２０日（土）・２１日（日）八丈町コミュニティセンター  …八丈島産業祭
２１日（日）～４月４日（日）八形山フリージア畑  …花と緑のフェスタ２０１０　フリージアまつり

第５回 八丈島芸能文化交流会
　島外からゲスト団体や参加者を招き、民謡や太鼓など、八丈島の芸能文化と交流を図るステージなど
を行います。ぜひお越しください。
●２月１３日（土）　交流ワークショップ・交流懇親会
　※ワークショップ・懇親会については、既に応募を締め切らせていただいております。
●２月１４日（日）　交流ステージ　午後１時～３時３０分　会場：都立八丈高校視聴覚ホール
　八丈島に伝わる太鼓と民謡、島外からのゲスト団体が一堂に集い、豪華なステージを繰り広げます。
出演団体
　ゲスト 上州八木節会（群馬県伊勢崎市）　津軽三味線と民謡（青森県青森市）

尾張新次郎太鼓（愛知県名古屋市）　早川流　清水目八ツ鹿踊り保存会（宮城県栗原市）
　八丈島 樫立踊り保存会、八丈太鼓六人会、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）

花と緑のフェスタ花と緑のフェスタ2010 2010 開催中開催中　　　　４月４４月４日（日（日）までまで花と緑のフェスタ2010 開催中＊＊＊＊＊＊４月４日（日）まで
八丈島の春のイベントを、「花と緑」というテーマのもと、一つの催しとして島の魅力をＰＲします。

３日～５日
●ANA８２２便にて上京
●第３９回東京海区漁業調整委員会
●有明興業（株）若洲本社訪問
●ANA８２３便にて帰島

町長上京日記 １２月
６日～７日
●ANA８２２便にて上京・ジェット船
にて大島へ

●故川島忠一東京都議会議員通夜・
告別式参列

●愛らんどシャトルにて帰島

２３日～２６日
●ANA８２２便にて上京
●日医大病院訪問
●全国離島振興協議会第４回理事会出席
●平成２２年度離島振興関係国家予算対策
運動
●ANA８２３便にて帰島

　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
－１３.０％６,２０８５,３９９８,９４９７,７８３９７１１,０２５７,９７８６,７５８１１月
－１.３％４,６７３４,６１２７,８９３７,７９０５２４６７０７,３６９７,１２０１２月

－２.６％６９,３９６６７,５６９９１,１９２８７,５４５１３,２６７１４,８４９７７,９２５７２,６９６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。
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町職員の給与・定員管理

町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町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ののののののののののののののののののののの給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等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
八丈町では２４０人（平成２２年１月１日現在）の一般職員が、生活に密接にかかわる福祉、医療、教育、
土木、産業、観光、消防などさまざまな分野で働いています。
町職員の給与は、町議会の議決によって定められる給与条例により支給されています。
その内容について、次のとおりお知らせいたします。

■問い合わせ 総務課庶務係 内線２１２

１　総括
（１）人件費の状況（普通会計決算）

（参考）
１９年度の
人件費率

人件費率
（Ｂ）/（Ａ）

人件費
（Ｂ）実質収支歳出額

（Ａ）

住民基本
台帳人口
（２１.３.３１）

区　分

　　%
１６.０

　　%
１５.７

　　千円
１,１３１,４６５

　　千円
１６７,９４３

　　千円
７,２０３,５５５

　　　人
８,２７５

２０年度

（注）人件費には、退職手当、共済費、特別職に支給される給料・報酬等を含む。

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）
１人当たり
給与費

（B）/（A）

給　与　費職員数
（Ａ）区　分 　

計（Ｂ）期末・勤勉手当職員手当給料
　

　　千円
４,５９４

　　千円
７５７,９７５

　　千円
１９７,４２４

　　千円
７０,１６７

　　千円
４９０,３８４

　　　人
１６５

２０年度

（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。
２ 職員数は、２０年４月１日現在の人数である。

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況

①一般行政職 （２１年４月１日現在）

平均給与月額
（国ベース）平均給与月額平均給料月額平均年齢区　　分

　
２９９,０７６　円３１９,０４０　円２７４,９１９　円３８.９　歳八　丈　町

②技能労務職
平均給与月額
（国ベース）平均給与月額平均給料月額平均年齢区　　分

　
２４３,０５０　円２４８,９８６　円２２６,９９２　円４３.９　歳八　丈　町

（２）職員の初任給の状況 （２１年４月１日現在）

国東　京　都八　丈　町区　　　　　　　分
　

Ⅰ種　１８３,８００
　　　　　　　　　円
Ⅱ種　１７２,２００

１８１,２００　円１７２,２００　円大　学　卒
一　般　行　政　職

１４０,１００　円１４２,７００　円１４０,１００　円高　校　卒

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 （２１年４月１日現在）

経験年数２０年～２４年経験年数１５年～１９年経験年数１０年～１４年区　　　　　　　分
　

３５６,３５０　円２９４,３００　円２５２,７６７　円大　学　卒
一　般　行　政　職

３０７,５９２　円２５８,９６４　円２１１,７９１　円高　校　卒

（注）１　「平均給料月額」とは、２０年４
月１日現在における各職種ごと
の職員の基本給の平均である。

　　　２　「平均給与月額」とは、給料月
額と毎月支払われる扶養手当、
地域手当、住居手当、時間外勤務
手当などのすべての諸手当の額
を合計したものであり、地方公
務員給与実態調査において明ら
かにされているものである。

　　　　　また、「平均給与月額（国ベー
ス）」は、国家公務員の平均給与
月額には時間外勤務手当、特殊
勤務手当等の手当が含まれてい
ないことから、比較のため国家
公務員と同じベースで再計算し
たものである。

（３）ラスパイレス指数の状況
（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００
とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似してい
る団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

３ 「地域手当補正後ラスパイレス指数」とは、地域手当
を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給
与水準を比較するために、地域手当の支給率を用いて
補正したラスパイレス指数である。

八丈町 類似団体 全国町村平均

100.0

95.0

90.0

85.0

（H15）
91.1

（H20）
90.9

（H15）
95.5

（H20）
93.0

（H15）
95.7

（H20）
94.2
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（１）一般行政職の級別職員数の状況（２１年４月１日現在）

構成比職員数標準的な
職務内容

区分

０１.１%０１人統括課長６級

１１.０%１０人課長５級

１２.１%１１人統括係長４級

１６.５%１５人係長３級

１５.４%１４人主任２級

４３.９%４０人主事１級
（注）１ 八丈町の給与条例に基づく給料表の級区分に

よる職員数である。
２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当
する代表的な職務である。

（２）昇給への勤務成績の反映状況
全職種

（企業職含む）
区　　　分

２３４人対象職員数Ａ

２１年度 ３１人勤務成績の区分が「上位」又は
「最上位」に決定された職員数Ｂ

１３.２%比率Ｂ／Ａ
　

２３４人対象職員数Ａ

２０年度 ４４人勤務成績の区分が「上位」又は
「最上位」に決定された職員数Ｂ

１８.８%比率Ｂ／Ａ
（注）平成１８年に７級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級、

２級及び３級を１級に統合、６級を新設

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成21年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比

４　職員の手当の状況
（１）期末手当・勤勉手当

国八　丈　町

（２０年度支給割合）　　　　
期末手当　勤勉手当
３.００月分　　１.５月分

（２０年度支給割合）　　　　
期末手当　勤勉手当
３.００月分　　１.５月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等によ
る加算措置　有

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等によ
る加算措置　有

（３）地域手当（２１年４月１日現在）
八丈町は地域手当制度を導入しておりません。

（４）特殊勤務手当 （２１年４月１日現在）

２,４１５千円支給実績（２０年度決算）

５６,１７８円支給職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算）

２６.７％職員全体に占める手当支給職員の割合（２０年度）

６種類手当の種類（手当数）（平成１９年度と比べて６種類減）

（６）その他の手当（２１年４月１日現在）
支給職員１人当たり
平均支給年額
（２０年度決算）

支給実績
（２０年度決算）

国の制度と
異なる内容

国の制度
との異同

内　容　及　び　支　給　単　価手　当　名

　

２４１,７９５円１７,８９２千円同
扶養親族を有する職員に支給　配偶者　１３,０００円　扶養親族６,５００円
配偶者がいない場合の扶養親族１人目　１１,０００円
１６歳から２２歳の子についての加算　　　　５,０００円

扶養手当

　

２１１,７４０円８,２５７千円同
世帯主等（公舎居住者を除く）である職員に支給
自己所有住宅　新築・購入から５年間　２,５００円
賃貸住宅（支給限度額）　２７,０００円

住居手当

　

３７,０９２円３,５９７千円同

通勤のために自動車等交通用具使用を常例とする職員に支給
交通機関利用者（支給限度額）　５５,０００円
交通用具使用者　通勤距離２km以上５km未満　２,０００円
　　　　　　　　通勤距離５km以上１０km未満　４,１００円
　　　　　　　　通勤距離１０km以上１５km未満　６,５００円
　　　　　　　　　　　　　通勤距離１５km以上　８,９００円

通勤手当

　
０円０千円同宿直勤務又は日直勤務をした場合に支給４,４００円宿日直手当

　

７５８,６３２円９,１０３千円支給対象者
が異なる　異

管理職員に支給（２０年度から定額化）
６級統括課長　６２,３００　５級課長５９,５００　課長補佐　５５,５００

管理職手当

　

０円０千円同
管理職手当の支給を受ける職員が、臨時又は緊急の必要、その他公
務の必要により休日等に勤務した場合に支給　１２,０００円以内

管理職特別
勤務手当

（２）退職手当 （２１年４月１日現在）

国八　丈　町

（支給率）　　自己都合　　勧奨・定年（支給率）　　自己都合　　勧奨・定年

勤続２０年　　２３.５０月分　　３０.５５月分勤続２０年　　２４.２５月分　　３５.００月分

勤続２５年　　３３.５０月分　　４１.３４月分勤続２５年　　３２.５０月分　　４５.５０月分

勤続３５年　　４７.５０月分　　５９.２８月分勤続３５年　　４９.７５月分　　５９.２０月分

最高限度額　５９.２８月分　　５９.２８月分最高限度額　５９.２０月分　　５９.２０月分

その他の加算措置その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（２～２０％加算）定年前早期退職特例措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額　自己都合　６,９６１千円

１人当たり平均支給額　勧奨・定年　１６,９５７千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２０年度に退職した職員に支給
された平均額である。

（５）時間外勤務手当
２３,４７４千円支給実績（２０年度決算）

１４６千円職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算）

町職員の給与・定員管理
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町職員の給与・定員管理

５　特別職の報酬等の状況 （２１年４月１日現在）

給　料　月　額　等区　分
　

（参考）類似団体における最高／最低額８００,０００　円
６８０,０００　円

町　長
副町長

給
料 ８５０,０００　円　／　３８３,０００　円

６８０,０００　円　／　３６０,０００　円
　

３７０,０００　円　／　２０５,０００　円
３２０,０００　円　／　１６４,９００　円
３００,０００　円　／　１４５,５００　円

３００,０００　円
２２０,０００　円
２００,０００　円

議　長
副議長
議　員

報
酬
　

（２０年度支給割合）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３.３５　月分

町　長
副町長期

末
手
当

（２０年度支給割合）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３.３５　月分

議　長
副議長
議　員

　
（算定方式）　　　　　　　　　　（１期の手当額）　　　　（支給時期）
８００,０００円×在職年数×４.０　　　　　　１２,８００,０００　　　　　　任期毎
６８０,０００円×在職年数×３.０　　　　　　　８,１６０,０００　　　　　　任期毎

町　長
副町長

退
職
手
当 備　考

（注）退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

６　職員数の状況
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

主な増減理由対前年
増減数

職員数区分　
　部門　 平成２１年平成２０年
　

その他－１
欠員補充１

事務の統廃合縮小－２

その他３

－１
－１
－
－
－２
－
－
－
３

　　２
　３３
　　７
　　０
　４８
　１１
　　９
　　４
　１２

　　３
　３４
　　７
　　０
　５０
　１１
　　９
　　４
　　９

議会
総務
税務
労働
民生
衛生
農水
商工
土木

一
般
行
政
部
門

普
通
会
計
部
門　

－１１２６１２７計
事務の民間等委託－３－３　１３　１６教育部門

－　２３　２３消防部門
－４１６２１６６小　計

　
欠員不補充－２、欠員補充１－１

－
－
－

　５２
　　９
　１２
　　６

　５３
　　９
　１２
　　６

病　院
水　道
交　通
その他

会
計
部
門
公
営
企
業
等 －１　７９　８０小　計
　

－５２４１［２７５］２４６［２７５］合　計
（注）１ 職員数は一般職（教育長含）に属する職員数である。

２ ［ ］内は、条例定数の合計である。

（３）定員管理の数値目標及び進捗状況
①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数
値目標（教育長を含む）

純減率純減数平成２２年４月１日　
職員数

平成１７年４月１日　
職員数

▲　１.２％▲　３人２４０人２４３人

計
６０歳
以上

５６歳～

５９歳

５２歳～

５５歳

４８歳～

５１歳

４４歳～

４７歳

４０歳～

４３歳

３６歳～

３９歳

３２歳～

３５歳

２８歳～

３１歳

２４歳～

２７歳

２０歳～

２３歳

２０歳
未満

区分

　
２４０人１人１７人１７人１７人３３人２７人３９人３３人２８人１９人９人０人職員数

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要
（各年４月１日現在）

２２年数値目標
計

２１年
３年目

２０年
２年目

１９年
１年目

１８年
計画始期

１７年
計画前年

区分
部門

１２４１２６１２７１２８１３１１３２職員数
一般行政

－１－１－３増減

　１４１３１６１７　１４　１３職員数
教　育

－３－１３増減

　２３２３２３２３　２２　２０職員数
消　防

１増減

　７９７９８０８０　８２　７８職員数公営企業
等会計 －１－２増減

２４０２４１２４６２４８２４９２４３職員数
計

－５－２－１増減

（２）年齢別職員構成の状況
（２１年４月１日現在・教育長を除く）

18
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8

6

4

2

0

％

60
歳
以
上

56
　

│
　

59

52
　

│
　

55

48
　

│
　

51

44
　

│
　

47

40
　

│
　

43

36
　

│
　

39

32
　

│
　

35

28
　

│
　

31

24
　

│
　

27

20
　

│
　

23

20
歳
未
満

構成比

５年前の
構成比

�

月
の
主
な
会
議
�

１２
議　　題　　等会　議　名日

東京国体におけるデモンストレーションとしてのスポーツ競技について　
ほか

庁議１日

第四回八丈町議会定例会について議会運営委員会１日
平成２１年度八丈町一般会計補正予算　ほか第四回八丈町議会定例会（一日目）８日
八丈町介護保険条例の一部を改正する条例　ほか第四回八丈町議会定例会（二日目）９日

平成２１年度就学援助費受給者の認定について　ほか
平成２１年度八丈町教育委員会
第９回定例会

１１日

八丈町政策会議及び庁議結果について　ほか課長連絡会議１１日
八丈町労務賃金単価表について　ほか課長連絡会議２１日
八丈町農業振興地域整備計画案に対する意見について　ほか八丈町農業委員会　第９回総会２２日
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国保だより ほか

国保税率の検証について
　八丈町では、国保事業の安定的かつ継続的な運営を目指し、皆さんのご理解のもと、平成１９年度に税率

改定を行いました。（平成１９～２１年度を対象期間として）

　今年度は、その期間の三年目となるため、７月に国保事業の運営に関し、重要事項を審議する八丈町国

民健康保険運営協議会に税率の検証について諮問しました。

　協議会ではこの諮問を受け、八丈町の被保険者の皆さんがこれからも安心して医療が受けられるよう、

税率や医療費抑制など多角的な検証を行い、１２月１７日に次のとおり答申しました。

答申内容

　検証の結果、現在の厳しい社会情勢を勘案し、税率の現状維持が望ましいと判断する。併せて、保

険者の責務として下記の事についての措置を講じていただくよう要望する。

要望事項

①引き続き住民の健康増進に努め、もって医療費の抑制を図ること。

②滞納の対策強化による財源確保を図ること。

③国保を取り巻く社会情勢の変化に柔軟に対応し、制度の安定かつ継続的運営に努めること。

　八丈町は、この答申内容を踏まえ国保事業の健全運営にこれからも努めてまいります。

　皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

◆「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。被保険者の皆さん、納め忘れのないようご注意ください。

◆国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。

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

国保だより ■問い合わせ■　住民課国保年金係　内線２３５

町立保育園 代替職員登録受付
　登録した方の中から、臨時でお願いすることになります。

■職　　種　　臨時保育士　及び　臨時調理員

■必要書類　　履歴書（町指定の様式）

　履歴書は八丈町ホームページ（http://www.town.hachijo.tokyo.jp）

からダウンロードするか、住民課厚生係で受け取ってください。

　　■申し込み・問い合わせ■　　住民課厚生係内線２３１

送　金　先総　　額募　金　名

日本赤十字社東京都支部１,１６８,２００円赤十字社員増強運動

社会福祉法人東京都共同募金会９６８,１８０円赤い羽根共同募金運動

ご協力ありがとうございました！

平平成２１年度　八丈町募金活動実績報告年度　八丈町募金活動実績報告平成２１年度　八丈町募金活動実績報告年度　八丈町募金活動実績報告平成２１年度　八丈町募金活動実績報告
皆さんからいただいた募金は下記のとおりです。あたたかいご支援ありがとうございました。

※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。



INFORMATION ●広報はちじょう

11

国民年金 ほか

� 　に変わりました

　平成２２年１月１日より、社会保険庁が廃止となり「日本年金機構」に変わりました。これに伴い、各種
関係書類は、「日本年金機構」または「厚生労働省」の名義での案内となります。また、「港社会保険事務
所」は「港年金事務所」に名前が変わりました。

若年者納付猶予制度について
　「若年者納付猶予制度」とは、２０代の方で、本人とその配偶者の前年の所得が一定の基準以下のとき、申
請により国民年金の保険料の納付が猶予される制度です。
　例えば、本人の収入が少なくても、同居する親（世帯主）の収入が一定額以上であるために、保険料の
免除制度が利用できない方は、この制度がご利用いただけます。
　保険料の納付が猶予された期間は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に含まれるので、万が一
障害などを負った場合は、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
　ただし、老齢基礎年金額へ反映させるには、１０年以内に保険料を納付（追納）しなければなりません。
なお、納付が猶予された期間の翌年度から３年度目以降に保険料を追納するときには、経過した期間に応
じた加算額が上乗せされます。
　利用される方は、年金手帳（基礎年金番号がわかるもの）、印かん（認印でも可）をご用意のうえ、住
民課国保年金係までお越しください。

国民年金
■ 住民課国保年金係 内線２３６
■ 港 年 金 事 務 所 電話０３－５４０１－３２１１
　（旧港社会保険事務所）

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
　　電話　０５７０－０７０－１１７
　　（IP電話・PHSからは　０３－６７００－１１３０）
受付期間 平成２２年３月１３日まで

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受け付けています。

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）
※「公的年金等の源泉徴収票」が届いていないときや、紛失

された場合の再交付の相談もこちらで受け付けています。

地域福祉のボランティア 民生・児童委員の交代について
　平成２２年１月１日から、大賀郷地域の金土川④、屋和川の担当委員に菊池清子さんが就任され
ました。よろしくお願いします。

■問い合わせ■　住民課厚生係　内線２３１　・　八丈支庁総務課福祉係　電話２－１１１２
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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

税のお知らせ

 最終納期限 ２月１日（月） 町 都 民 税（４期）・国民健康保険税（７期）
  ３月１日（月） 固定資産税（４期）・国民健康保険税（８期）

　　　　　　　　　　　　　金融機関をご利用の場合、収納までに数日を要することがあります。

納期限および
口座振替日

ご確認ください

　償却資産申告書、および給与支払報告書は２月１日（月）までに税務課に提出しなければなりません。ま

だ提出されていない事業者の方は至急提出してください。

平成２１年分の申告書の提出及び納付期限

�所得税及び贈与税　　３月１５日（月）　　　　　�消費税及び地方消費税　　３月３１日（水）

　※確定申告に関する情報は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）をご覧ください。

便利で確実「税」は口座振替で　　手続きのできる金融機関：七島信用組合・みずほ銀行・郵便局
　各金融機関及び町役場、各出張所にも申込用紙を備え付けております。ご連絡いただければ、用紙を郵送

します。

　＊納期限間際の納付は、行き違いの原因にもなりますので、お早めの納付をお願いします。

所得税および消費税などの申告の相談・受付を行います

　土地、家屋、株式などの譲渡所得、青色申告、農業、漁業、不動産、営業などの所得、消費税、相続

税、贈与税の申告相談、および受付を次の日程で行います。

　　日　時　�２月２４日（水）・２５日（木） 午前９時～午後４時

　　　　　　�２月２６日（金） 午前９時～午後３時

　　会　場　八丈町保健福祉センター

　税務署から送付された書類、前年の申告の控え、印鑑など、申告に必要な書類を必ず持参してくださ

い。また、平成２１年中に土地や建物を売った方、株式等の譲渡所得、上場株式などを売却、贈与により財

産を取得した方は、添付する書類や計算の方法が一般の申告とは異なり複雑になりますので、ぜひこの機

会をご利用ください。

平成２１年分の所得税の確定申告をしなければならない方

�事業（農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など）をしている方、不動産収入のある方、

土地や建物を売った方

�給与所得者の方で、平成２１年中の給与の収入金額が二千万円を超える方や、給与所得、退職所得以外の

各種の所得金額の合計額が２０万円を超える方

確定申告をすると所得税が還付される場合

　確定申告をする義務がない方でも、次のような場合は、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付

されることがあります。

①マイホームを住宅ローンなどで取得した場合　　　　②多額の医療費を支払った場合



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

●一般廃棄物処理手数料（清掃手数料）
　商店や飲食店などから事業活動に伴い排出される廃棄物を、集積所やクリーンセンターに出す場合、事業者は一

般廃棄物処理手数料（清掃手数料）を納めることになっています。

　新規開業された事業者の方は、廃棄物等処理申出書を環境係へ提出し、手数料を納めてください。

　また、来月（３月）は手数料の後期の納期限です。納め忘れのないようにお願いします。

●３Ｒと正しい分別で、ごみの減量化を

●家電リサイクル法にかかる助成制度
　海上運搬費に対する（財）家電製品協会の助成が、平成２３年１月３１日まで延長されました。

　詳しくは、家電小売店または有明興業㈱八丈島営業所へお問い合わせください。

●携帯電話がつながりやすくなりました
　火葬場待合棟内に携帯電話（NTTドコモ）のアンテナを設置し、電波の届きにくい場所の改善を図りました。

火葬場に対するご意見・ご要望については、待合棟に意見箱を設置していますのでご利用ください。

　広報１月号の折り込みチラシ

「ヤスデ対策について」の中で、

誤りがございました。訂正して

お詫び申し上げます。

正⇒誤

（亜成体０.５cm～１.５cm）⇒（亜成体５cm～１.５cm）表ページ　９段目

電話　２－１１２１⇒電話　２－１２１１裏ページ　２６段目

訂　

正

排出者負担額
（消費税含む）

助成額
（財）家電製品協

運搬費等
（消費税含む）

リサイクル料金
（消費税含む）区　　分品　　目

４,１７８円３９０円１,９４３円２,６２５円な　しエ ア コ ン
３,３０４円３４０円１,８５９円１,７８５円小〈１５型以下〉テ　レ　ビ

（ブラウン管式・液晶・プラズマ式） ４,３５４円３４０円１,８５９円２,８３５円大〈１６型以上〉
６,４０８円１,５３０円４,１５８円３,７８０円小〈１７０�以下〉

冷　蔵　庫
７,４５８円１,５３０円４,１５８円４,８３０円大〈１７１�以上〉
４,５０４円８３０円２,８１４円２,５２０円な　し洗濯機・衣類乾燥機

�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１１１１１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４４４４４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性性性性性性性性性性性性性性性（（（（（（（（（（（（（（（そそそそそそそそそそそそそそそののののののののののののののの１１１１１１１１１１１１１１１）））））））））））））））

　処分場の構造等の施設設計は、法令等により規定されており、これを踏まえて行っています。

　地盤については、ボーリング及び各種土質試験を行い、工学的性質を総合評価した結果、地盤上部の堆積

層の粒度分布は良好であるものの、軟弱地盤が一部で認められました。

　地盤の軟弱な部分及び発生土を使った盛土などは、セメント系改良剤で固化し、安全性を確保するととも

に、改良後においても適切な管理が行われます。

ごみを減らす３つの「Ｒ」とは……

「３つのＲ」と「正しい分別」でごみの減量化にご協力ください。

ごみを減らす
一番大切な方法は、
ごみを出さないこと。

リデュース
REDUCE
〈減らす〉

捨ててしまう前に、
なにかに使えないか
考えましょう。

リユース
REUSE
〈再使用〉

また資源になる
ものはリサイクル
しましょう。

リサイクル
RECYCLE
〈再利用〉

ごみを減らそうごみを減らそう 繰り返し使おう繰り返し使おう 資源を大切にしよう資源を大切にしようごみを減らそう 繰り返し使おう 資源を大切にしよう
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　この春、小・中学校への入学をひかえたお子さんのい

るご家庭には、そろそろ「新入生保護者説明会」のご案

内が届いているのではないでしょうか。保護者として

も、子どもの成長を実感し、期待に胸おどる季節になり

ましたが、学用品や制服の準備が進むにつれて、さまざ

まな不安がよぎることもあります。「みんなと仲よくや

っていけるだろうか」「勉強についていけるだろうか」と

いう思いは、保護者だけでなく、子どもにとっても大き

な課題ですが、子どもは希望というもっと大きな力で困

難を乗りこえていくのです。

　先ごろ、ご家庭に「就学支援シート」の記入をお願い

しました。これは、保護者が、お子さんの誕生から現在

までを振り返り、充実した学校生活を送るために必要な

情報を整理し学校に届けていただくためのものです。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、ご家庭や保育園・学校で大切にして

きた工夫や配慮など、そして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

入学の時からよりよい態勢を取ることができます。

　子どもは毎日成長を続けています。変化する子どもの

姿を注意深く見まもり、気にかかることはできるだけ早

く学校に連絡しましょう。「就学支援シート」に託した

思いは、その後も子どもへの温かいまなざしとなり、学

校での指導に活かされ、子どもを支えていくのです。

　八丈町では、すべてのお子さん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、それぞれのニーズに適した教育を受けられるよ

う、特別支援教育に取り組んでいます。学校以外でも、

教育相談室や教育課庶務係がご相談に対応しています。

　 （教育相談員　伊藤　宏）

教育委員会だより

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話２－０７９７

入学説明会のお知らせ　 ■

【小学校】 三根小 １５日（月）午後２時４０分～ １階会議室
 大賀郷小 １５日（月）午後２時４５分～ ３階パソコンルーム
 三原小 ２２日（月）午後２時３５分～ ミーティングルーム　
【中学校】 富士中 １６日（火）午後２時２０分～３時１０分 授業参観
   午後３時２０分～４時 保護者説明会　音楽室
   午後４時～５時 新入生部活動体験
 大賀郷中 ５日（金）午後２時１０分～３時 授業参観
   午後３時～３時５０分 保護者説明会　ミーティングルーム
 三原中 ４日（木）午後１時２０分～２時１０分 授業参観
   午後２時１５分～３時 保護者説明会　視聴覚室

入学通知書は届いていますか？　 ■

　平成２２年４月に小・中学校へ入学する幼児・児童の保護者へ入学通知書を送付しました。
　　○小学校入学対象者　　平成１５年４月２日～平成１６年４月１日に生まれた方
　　○中学校入学対象者　　平成９年４月２日～平成１０年４月１日に生まれた方
�次の事項に該当する場合は、教育課庶務係へご連絡ください
　　１　入学通知書が届いていない　　　　　　　　３　入学校を個々の事情により、変更したい
　　２　入学通知書の氏名などに誤りがある　　　　４　就学にあたって、心配なことがある

教育相談室より　　保護者の思いを伝える「就学支援シート」

今月の学校行事　 ■

小学校

１日（月） 振替休業日 三原小　
７日（日） 学芸会 三根小・大賀郷小・末吉小
８日（月） 振替休業日 三根小・大賀郷小・末吉小
１５日（月）～１９日（金） 学校公開 三根小

中学校

１日（月） 開校記念日 大賀郷中
３日（水）～５日（金） 学校公開 富士中

　八丈町教育相談室…………毎週火・金曜日　午前８時３０分～午後５時
　　　　　　　　　　　　　電話・ＦＡＸ　２－０５９１　　E-mail　soudanhachijo@ybb.ne.jp
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母子保健 ほか

母子保健 ■問い合わせ・申し込み■　健康課保健係　電話２－５５７０

今月の健康診査　　会場：保健福祉センター　　※健診の対象者には個別通知します

　３－４か月乳児・産婦健康診査…２月１６日（火）　午後１時１５分～１時４５分受付
　�対象　平成２１年９月１６日～平成２１年１１月１６日生まれの乳児

　１歳６か月児健康診査……………２月９日（火）　午後１時１５分～１時４５分受付
　�対象　平成２０年５月１１日～平成２０年８月９日生まれの幼児

　２歳児歯科健康診査………………２月２３日（火）　午前９時１５分～１０時受付
　�対象　平成１９年１１月２日～平成２０年２月２３日生まれの幼児

●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＊

『映画館の入場料金は、なぜ１８００円なのか？』斉藤守彦／著
『つくも神さん、お茶ください』畠中恵／著
『本だらけの家でくらしたら』N.E.ボード／著
『はじめまして』五味太郎／作
●今月のおはなし会　１３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・２６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

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　１５日（月）～１９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

�　

２月１０日（水）・２４日（水）
・３月１０日（水）

午後２時３０分～３時（予約制）
場所　町立八丈病院小児科

　
　町の集団接種（ＢＣＧ・ポリオを除く）
を受けられなかった方で接種を希望される
方は、予約をしてください。
　受付締切は、接種希望日の１週間前です。
　

■予約受付・問い合わせ■
健康課保健係　電話　２－５５７０

（ ）
予約制予防接種
麻しん風しん・二種混合・
三種混合・日本脳炎

�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！
２月３日　節分
　　１０日　読み聞かせ
　　１７日　歯みがきしよう
　　２４日　製作・お雛様作り

�そのほかの催し
２月２日（火）　絵本＆紙芝居　午前１０時２０分
　　２２日（月）　ほのぼの健康相談　午前１０時～１１時３０分

こども心理相談　（要電話予約）

　会場：保健福祉センター
　２月９日（火）　午前９時～午後４時
　�対象　１歳６か月以上の未就学児

　言葉が遅い・落ち着きがない・身体の動きがぎこ

ちない・癖が気になるなど、心配なことがありまし

たら、専門の心理相談員が相談に応じます。

すくすく相談　（要電話予約）

　会場：保健福祉センター
　２月１９日（金）　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。

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　図書館の映像資料について（１）
　図書館の映像資料は、著作権保護のため著作権
者の承認が必要です。（図書館で未承認ビデオ・
DVDの寄贈を受け付けられないのもこのためで
す）購入したものは著作権者へ許諾料を払ってい
ますので、値段には許諾料が付加されており、個
人で購入するものに比べ高価なのです。なかなか
増えないDVDですが、今後も少しずつ増やして
いきます。見に来てくださいね。
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新型インフル／税金の納め忘れについて／CT休止

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

新型インフルエンザ予防接種について
　２月１日（月）から、１９～６４歳の健康な方を含む、すべての年齢（０歳児を

除く）の方に対する新型インフルエンザ予防接種の予約受付を開始します。

●問い合わせ●　健康課保健係　電話２－５５７０

■接種料金（自己負担額）
　�１～１２歳（１回目接種時） ……３,６００円

 （２回目は無料）

　�６５歳以上の方・妊婦 ……２,０００円

　�その他の方 ……３,６００円

　　◇生活保護の住民の方、非課税世帯の住民の方は ……無料

　　◇住民以外の方は年齢にかかわらず ……３,６００円

■受付期間　２月１日（月）～２６日（金）

■申込方法
　町役場、各出張所、保健福祉センター、町

立八丈病院の受付窓口にて、申込書に必要事

項を記入のうえ、申し込んでください。

○電話受付はありません。
○接種は申し込み後、順次開始予定です。詳
しい日時・場所は、個別に連絡します。

○希望者全員分の国産ワクチンを確保できる
見込みです。

税金の納め忘れはありませんか　～滞納の大半は納め忘れ、納め遅れです。～
　町では、納付の推進として、電話等による催告、口座振替の推進、昨年１２月には夜間、休日の納
税相談の実施と、滞納整理強化に取り組んできました。しかし、納付率は平成２１年１２月末現在、次
のとおりとなっており、他の市町村と比較すると下位に位置し、とても厳しい状況にあります。

　納付率（平成２１年１２月末現在） 単位：％　

　納付率の低さは町の行政運営に悪影響を及ぼすだけでなく、納期内納付をしている多くの方との
公平性を欠くことになります。悪質な滞納者に対しては、滞納処分強化策を実施しています。
　実際の滞納者の状況は「納め忘れ」や「納め遅れ」による少額滞納が全体の滞納者の半分を占め
ています。今一度納付書をご確認いただき、納期限が過ぎている場合は、早急に納付してください。
また、分割納付等、納税についての相談も常時受け付けていますので、下記問い合わせ先までご連
絡ください。

●問い合わせ●　税務課税務係　内線２２１

町立八丈病院 Ｘ線CT装置入れ替え作業に伴う検査休止のお知らせ
　Ｘ線CT装置購入に伴い、同装置の入れ替え作業を下記の日程で行う予定です。この間、同装置

を利用した検査ができなくなります。皆さんのご理解をお願いします。
●問い合わせ●
町立八丈病院

電話２－１１８８

�作業予定日�　２月２０日（土）から２３日（火）までの４日間　
※天候などの状況により日程が変更になる場合があります。

２０年度２１年度
対前年比現年＋滞納滞納繰越現年課税現年＋滞納滞納繰越現年課税税　目
△０.３６２.１　５.７７０.２６１.８　７.３７０.７個人住民税
　０.５５３.８　８.８６２.４５４.３　８.４６２.５固定資産税
　０.６８５.３１５.４９３.４８５.９１７.５９３.７軽自動車税
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体育施設使用申込／ヤギ／戸籍電算化

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！！
第八回　戸籍の電算化Ｑ＆Ａ
Ｑ①  今までの戸籍はどうなるのですか？
　Ａ  画像化してコンピューターで「平成改製原戸籍」として管理・保存します。

Ｑ②  名称はどのように変わるのですか？
　Ａ  「戸籍謄本」は「全部事項証明書」、「戸籍抄本」は「個人事項証明書」に変わります。

Ｑ③  電算化された後、全部事項証明書及び個人事項証明書や、平成改製原戸籍となったもの
の手数料はいくらかかりますか？

　Ａ  全部事項証明書・個人事項証明書は１通４５０円、平成改製原戸籍は１通７５０円です。

Ｑ④  電算化によって、氏名が辞書にない文字から辞書にある文字に変わった場合は、住民票
や印鑑証明の文字はどのようになりますか？

　Ａ  電算化した文字に合わせることになります。これ
による文字の変更手続きなどはありません。

平成２２年度八丈町体育施設などの使用申込を受け付けます
　学校教育に支障がない範囲で、学校の体育館、校庭などを地域のスポーツ活動などのために開放

しています。施設により開放時間、運動種目などの制限がありますのでご注意ください。

　本年１月１日から、島内で飼養されている全てのヤギは、飼養登録をすること
になっています。まだ登録がお済みでない方は、至急届け出を行ってください。

●問い合わせ●　産業観光課産業係　内線２６３

飼養ヤギの登録はお済みですか？飼養ヤギの登録はお済みですか？………………飼養ヤギの登録はお済みですか？飼養ヤギの登録はお済みですか？………………飼養ヤギの登録はお済みですか？………

■届け出る際に必要な登録内容
○飼養者の住所・氏名・電話番号（自宅もしくは携帯電話および勤務先）
　【ヤギ１頭ごと】
　○ヤギの首周りサイズ（単位は cm）
　○ヤギの呼称（名前）・性別・毛色
　○ヤギの生年月日（わからない場合は不明でも結構です）
　○ヤギを借り受けている場合のみ、持ち主の住所・氏名

■届け出る場所
�産業観光課産業係
　及び各出張所

■届け出に必要なもの
�印鑑（認印・スタン
プ式印鑑可）

申込方法
　コミュニティセンター、各出張所にある希望

調査に記入し、提出してください。

　なお、希望する施設、曜日、時間帯などに重

複があった場合は調整を行います。

※年間での定期的利用を希望される団体の方は、
必ず希望調査を提出してください。

使用期間　平成２２年４月１日～
　　　　　　　　　　　平成２３年３月３１日

申込期限　２月１５日（月）

対象施設
各小・中学校の校庭・体育館

（※三原小学校は体育館のみ）

樫立運動場・屋内運動場

中之郷運動場・屋内運動場

●問い合わせ●
　教育課生涯学習係　電話２－０７９７

●問い合わせ●
住民課住民係　内線２３７・２３８
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高齢者世帯水道料金免除について／警備員募集／生鮮食料品調査

島内生鮮食料品等小売価格調べ 平成２１年１２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　　

００００１個島内産キャベツ
（中） ２３７１８９３８０８８１個島外産

１５０１５０１５０１５０１袋島内産
じゃがいも

２７９２２８３５０１６１１袋島外産
１９８０００１袋島内産

たまねぎ
２０４１９１３００１３８１袋島外産
２５００００１袋島内産

きゅうり
１７６２００３００６０１袋島外産
００００１本島内産

大 根
２１３１４９２５０９８１本島外産
２２００００１束島内産

ホウレン草
１８６１５３２４０１００１束島外産
３３６１９２２２０１５０１束島内産

あしたば
３５８１７８１７８１７８１束島外産
９６０６５４６５４６５４国産カルビー

１００g牛 肉
１２８３９９５６０２３８外国
１８４１８４２１０１３８国産肩ロース

１００g豚 肉
１４８１４８１７８１２８外国
１３７１４５１７３１０８国産モモ肉

１００g鶏 肉
１０１１０５１２８８８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　　

３７０３５１４２０２３０地卵
（Ｍ）１０個鶏 卵

２２４２２４２５０１９８白
３８５３７７３９０３４８地卵

（Ｌ）１０個鶏 卵
１７６１９３２２８１５８白
６３９６５６８５０２９８赤身刺身用

１００gま ぐ ろ
７８６７５９１,０２９３９８中とろ
５０１５２７６６０２９８パック入り

１kgみ そ
３８８６３０２４８３８５ポリ袋入り
３４５３４０６３０２５８ボトル入り １�しょうゆ
２,９１６２,８９９３,０００２,６５０こしひかり ５kg

米
２,５０１２,４９０２,８００２,３８０あきたこまち ５kg
２３９２４５３１５１６８上白糖ポリ袋入 １kg砂 糖
５６６５７５７３８２９８ボトル入り １.５kgサラダ油

２７１２８８３６０２４０パック入り １�
（乳脂肪分３.０％以上）牛 乳

２,１２３２,１１１２,２６８１,８００配達料込 １８�灯 油
１７７１７７１８６１６６現金レギュラー

１�ガソリン
１７９１７９１８３１７６掛売

��� 八丈町立学校 警備員を募集しています ���
　町立三原中学校の警備業務に従事していただける方を募集しています。

職　　種　校舎内の巡回、施設利用者への対応、
電話対応など

勤　務　先　三原中学校
定　　員　１名
勤務期間　平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日
勤務時間　午後４時～翌日午前８時３０分
資　　格　八丈町に住民登録していて、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
係及び各出張所に用意してあります）

募集期間　２月１日（月）～　２６日（金）
　　　　　（土日祝日を除く）
選考方法　面接により決定します

　●問い合わせ●
　　　教育課庶務係　電話２－０７９７

平成２２年度年度 高齢者世帯水道料金免除について高齢者世帯水道料金免除について平成２２年度 高齢者世帯水道料金免除について
■免除期間　平成２２年４月～平成２３年３月分
■免除基準
　次の１～４のすべてに該当すること。もしく
は、公営企業管理者がその他特別な事由がある
と認めたもの
１．７０歳以上の高齢者のみの世帯であること
（世帯構成員数が一人もしくは二人）

２．平成２１年における世帯全体の年間収入の
合計金額が、次の基準以下であること

　　�一人世帯 ７９０,０００円
　　�二人世帯 １,１６０,０００円

３．扶養されていないこと（被扶養者でない
こと）

４．申請した水道が本人の生活用水であるこ
と（水道使用者の名義が本人であること）

■免除される水道料金の範囲
　生活用水に関わる水道料金のうち、１か月に
２０�未満分
■受付期間　３月１５日（月）～４月５日（月）
※申請書は各出張所および企業課水道係に用意
してあります。

●問い合わせ●　企業課水道係　内線３１６
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法務局からのお知らせ／ケータイヘルプデスク／最低賃金

東京法務局八丈島出張所（登記所）が統合廃止されます
　東京法務局八丈島出張所は、平成２２年３月１２日（金）で廃止されます。今後の登記事務は「東京
法務局」にて行うこととなります。

■３月１５日（月）以降の登記事務に関する取り扱い■

●問い合わせ●（平成２２年３月１５日からの開設となります）
�土地・建物（不動産登記）に関すること 東京法務局不動産登記部門 電話０３－５２１３－１３２９

�会社・各種の法人（商業・法人）に関すること 東京法務局法人登記部門 電話０３－５２１３－１３３３

�登記相談会の開催に関すること 東京法務局民事行政部調査官室 電話０３－５２１３－１３１９

登記事項証明等の請求方法
（１）郵送による請求
　八丈町建設課に備え付けてある「郵送セッ
ト」をご利用ください。
（２）オンラインによる請求
　オンライン申請を行うためにパソコンへの
環境設定が必要となりますので、八丈町建設
課に備え付けてある「オンライン申請システ

ム環境設定CD」をご利用ください。
登記申請の手続方法
　郵送申請、オンライン申請、東京都法務局
への来庁申請の三通りがあります。
登記相談会の実施
　登記相談会を島内で定期的（年６回）実施
する予定です。

東京都最低賃金について 「必ずチェック 最低賃金 使用者も、労働者も。」

　○東京都最低賃金は、平成２１年１０月１日から、 時間額７９１円 となっています。
　○月給制、日給制、時間給制などすべてに「時間額」が適用されます。

●問い合わせ●　東京労働局賃金課　　電話０３－３５１２－１６１４（直通）

東京都では、青少年のための相談窓口「東京こどもネット・ケータイヘルプデスク」を開設しました！
　インターネットや携帯電話でのトラブル（ネットいじめ、架空請求、不当請求、チェーンメール、
出会い系等）で困っている青少年のための相談窓口です。こどもはもちろん、保護者・学校関係者
なども相談できます。
●インターネット相談●　２４時間受け付けます
（PC用） http://www.tokyohelpdesk.jp/
（携帯電話用） http://www.tokyohelpdesk.jp/k/
●電話相談●
　０３－３５００－５１８１
　月曜～金曜…午前９時～午後６時
　土曜…午前９時～午後５時
　※日曜・祝日を除く

ネット・ケータイトラブルから
ネット・ケータイトラブルから

子どもたちを守る！子どもたちを守る！

ネット・ケータイトラブルから
子どもたちを守る！

携帯電話用ＱＲコード
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PC講習会／地デジ説明会／骨粗しょう症／無料法律相談

日　　時　２月１０日（水）・１７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

１０日　体験編　インターネットやメールで世
界が広がる、世界とつなが
る。初歩のオンライン体験！

１７日　入門編　ワード２００７・エクセル２００７
 パソコン初体験の方に！
 文章や表を書いてみましょう。

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

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　受講者募集初心者向けパソコン講習会　受講者募集 インターネットやメールなどを
体験してみませんか。
　パソコンを覚えたい方、
　　　　ぜひご参加ください！

地地地地地地地地地地地地地地地地地地地デデデデデデデデデデデデデデデデデデデジジジジジジジジジジジジジジジジジジジ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会会会会会会会会会会会会会会会会会会会ををををををををををををををををををを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すすすすすすすすすすすすすすすすすすす
　２０１１年７月２４日の地上アナログ放送から地上
デジタル放送への完全移行に向け、各地域にて
総務省　テレビ受信者支援センターによる地デ
ジ説明会を開催します。
　会場では、実際の機材を用いて説明を行うほ
か、個別の相談も受け付ける予定です。

■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　内線３０２　

場　　所時　　間開催日
大賀郷公民館午前９時３０分～

２月２日（火）
三根公民館午後３時～
樫立公民館午前９時３０分～

２月３日（水）
中之郷公民館午後３時～
末吉公民館午前９時３０分～

２月４日（木）
保健福祉センター午後７時～

　第一東京弁護士会により、法律相談が開催されます。民
事・刑事など、あらゆる分野の相談を受け付けます。希望
する方は、企画財政課企画情報係へ申し込んでください。

日　　時 ２月１９日（金） 場　　所 大賀郷公民館（２階図書室）
 午前１０時～１２時・午後１時～４時３０分 申込締切 ２月１８日（木）

■申し込み・問い合わせ■　企画財政課企画情報係　内線３０１

無料法律相談　開催

■日　　程　２月２１日（日）～２３日（火）
■受付時間　午前９時～１１時
　　　　　　午後１時～３時
■場　　所　保健福祉センター
■問い合わせ■　健康課保健係　電話２－５５７０

骨粗しょう症健診（骨密度測定）骨粗しょう症健診（骨密度測定）骨粗しょう症健診（骨密度測定）骨粗しょう症健診（骨密度測定）骨粗しょう症健診（骨密度測定）
■20歳以上の方ならどなたでも受けられます■

骨粗しょう症とは…
　年を重ねることや、食事でのカルシウム摂取不足、運動
不足が原因となって、骨のカルシウム量が減少し、骨が
スポンジのように粗くなり、骨折しやすくなる病気です。
　ちょっとしたことで骨折し、それが引き金となり、寝
たきりになってしまうことさえあります。
　しかし、予防をしっかり行えば、骨の健康を保つこと
ができます。骨粗しょう症健診で予防対策をしましょう。



INFORMATION ●広報はちじょう

21

首都大学講座／Ｐ連／八丈島駅伝／航路ダイヤ

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）

�２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

「海藻おしば」好評につき再度開催！ 首都大学東京講座 開講
　１２月に開催し、好評だった「海藻おしば」講座を再度開催します。皆さんぜひご参加ください。

■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

講座内容　「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　２月８日（月）（基礎コース）
　　　　　　　９日（火）（応用コース）
　　　　　午後１時３０分～３時３０分

定　　員　４０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　１,０００円（材料費など）
　　　　　※基礎コースのみの参加も可能です
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

P連作品展・父母教職員の集い（講演会） 開催
作品展
　八丈島小中高PTA連合会会員による絵画・彫刻・書道・工芸・盆栽・魚拓などの展示を行います。
　　日　時　�２月１３日（土）　午前９時～午後４時　　　場　所　富士中学校体育館
　　　　　　�　　１４日（日）　午前９時～１１時３０分
父母教職員の集い（講演会）　「『しんかい６５００』で未知なる海へ潜る！」
　潜水調査船「しんかい６５００」の活動や、海底地形、深海生物について、初代船長からお話を伺います。
　　講　師　田代　省三さん（海洋研究開発機構　事業推進部広報課長　潜水調査船しんかい６５００初代船長）
　　日　時　２月１３日（土）　午前１０時３０分～１２時　　　　場　所　富士中学校音楽室

■問い合わせ■　富士中学校　岩崎　電話２－０２４４

※どちらもPTA会員以外の方も
ご入場いただけます。下足袋と
上履きをお持ちください。

第33回 八丈島駅伝大会  参加者募集!!　2月28日（日）
開　会　式　午後０時３０分～
スタート　午後１時３０分　都立八丈高校前
申込方法　右記まで、電話で申し込んでく

ださい。

参　加　費　１チーム　４,０００円
申込締切　２月１３日（土）
■申し込み・問い合わせ■
　八丈島走友会　山田　電話７－１５６０



土金木水火月日
６５

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００樫

４３２１

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

１３

おはなし会
八丈町立図書館
１４:００～１５:００

１２１１　建国記念の日１０

初心者向けパソコン
講習会（体験編）
※要申込
八丈町役場　大会議室
１３:００～１７:００

９

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００
　
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

末

保福

保福

８

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

７

２０１９

すくすく相談
�  ９:３０～１１:３０
　
無料法律相談
※要申込
�  １０:００～１２:００
 １３:００～１６:３０

保福

大

１８１７

初心者向けパソコン
講習会（入門編）
※要申込
八丈町役場　大会議室
１３:００～１７:００

１６

３－４か月乳児・
産婦健康診査

�  １３:１５～１３:４５受付保福

１５

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

１４

八丈島芸能文化交流会
（交流ステージ）
八高視聴覚ホール
１３:００～

２７２６

図書館休館日

２５２４２３

２歳児歯科健康診査
�  ９:１５～１０:００受付保福

２２

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

２１

２８

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

樫立・中之郷・末吉大　賀　郷三　　　根

２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
2010 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
６５

燃・害

４３

古着
資源

２

燃・害

１

金属

１３１２

燃・害

１１

びん

１０

資源

９

燃・害

８

金属

７

２０１９

燃・害

１８１７

資源

１６

燃・害

１５

金属

１４

２７２６

燃・害

２４２４

資源

２３

燃・害

２２

金属

２１

２８

温泉休業日

休　　業　　日

１日（月）、８日（月）、１５日（月）、２２日（月）ふれあいの湯

２日（火）、９日（火）、１６日（火）、２３日（火）みはらしの湯

３日（水）、１０日（水）、１７日（水）、２４日（水）ザ・ＢООＮ

４日（木）、１８日（木）、２５日（木）やすらぎの湯

町 立 病 院
臨時診療日

（受付時間／８：００～１１：００）

診療時間診　療　日

９：００～１５日（月）～１９日（金）耳鼻咽喉科

１３：００～１９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
６５

金属

４

燃・害

３

古着
資源

２１

燃・害

１３１２

金属

１１

燃・害

１０

資源

９８

燃・害

７

２０１９

金属

１８

燃・害
・びん

１７

資源

１６１５

燃・害

１４

２７２６

金属

２４

燃・害

２４

資源

２３２２

燃・害

２１

２８

土金木水火月日
６５

金属

４

燃・害

３２

古着
資源

１

燃・害

１３１２

金属

１１

燃・害

１０９

資源

８

燃・害

７

２０１９

金属

１８

燃・害
・びん

１７１６

資源

１５

燃・害

１４

２７２６

金属

２４

燃・害

２４２３

資源

２２

燃・害

２１

２８

骨粗しょう症健診　�  ９:００～１１:００　 １３:００～１５:００保福

地デジ説明会
� …　９:３０～ � …　９:３０～ � …　９:３０～

� …１５:００～ � …１５:００～ � …１９:００～

大 樫 末

三 中 保福




