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各地域の人口・世帯数

目 次

人　口 8,335人 増減なし
　　男 4,197人 増 1人
　　女 4,138人 減 1人
世帯数 4,599世帯 増減なし

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,107 1,951 1,848 3,799
大賀郷 1,556 1,383 1,400 2,783
樫　立 304 285 275 560
中之郷 400 386 392 778
末　吉 232 192 223 415

１月中
の異動

はちじょうトピックス

国民年金・国保だより

税のお知らせ／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

樫立自治会　ほか

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
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はちじょうトピックス

ヘルシーフェスタ／文化フェスティバル／凧あげ大会／芸能文化交流会

　
　１月２３日（土）から２月７日（日）、えこ・あぐりまーとと大越ア

ロエ園にて、ヘルシーフェスタ〈アロエ＆あしたば〉in八丈島が

開催されました。

　二週間の開催期間で、約１,１００人が来場し八丈島の食材を使っ

たヘルシーな料理や、あしたばの摘み取りなどを楽しみました。

島の自然を広くPRするこのイベントは、島内の方々にとっても、

その素晴らしさを見直すいい機会となっていたようです。

第２１回　八丈島文化フェスティバル
　１月１７日（日）八丈高校視聴覚ホールにて、第２１回八丈島文化

フェスティバルが開催されました。今回は太鼓、踊り、吹奏楽、

演劇、合唱、バンド演奏など、２３団体、約４００名が参加し、約４５０

名の方が来場しました。

　普段の成果をステージ上で精一杯披露する出演者の方も、それ

を応援しに来ているご家族やご近所のみなさんも一様にうれしそ

うだったことが、非常に印象的でした。

凧あげ大会
　１月２３日（土）三原中学校校庭にて、凧あげ大会が開催されま

した。当日は８０名の方が参加し、１２月に行われた為朝凧作り教室

で作ったものや、放課後子どもプランのなかで作ったビニールの

凧などが、強風のなか空いっぱいにあがっていました。

第５回　八丈島芸能文化交流会
　２月１３日（土）、１４日（日）の二日間、第５回八丈島芸能文化交

流会が開催されました。

　１３日は八丈島の太鼓、民謡、踊りなどのワークショップや、黄

八丈の着付け、１４日は島外からのゲスト４組と島内の団体による

公演が行われました。ワークショップには約７０名の方が参加し、

公演には約３６０人の方が来場されました。

　荘厳さや、楽しさ、激しさなど、ゲスト団体のさまざまな特徴

ある演目と、島の太鼓、踊り、民謡を通して新たな交流が生まれ、

その楽しさや喜びは、観客や出演者の笑顔が物語っていました。

ヘ ルシー フ ェ スタ＜ ア ロ エ ＆ あ し た ば ＞ in 八丈 島
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国民年金／国保だより

７０～７５歳未満の方の自己負担割合が１割に据え置かれます
　７０～７５歳未満の方（※）の自己負担割合については、

平成２２年４月から２割に見直されることとなっていまし

たが、平成２２年４月から２３年３月末までの一年間、１割

に据え置かれることとなりました。

�新しい高齢受給者証は、３月中に発送します。

�今回の高齢受給者証は、通常の一斉更新の都合上、有効期限が７月３１日までとなっています。

◆「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

※すでに３割をご負担頂いている方、障害
認定を受けて後期高齢者医療制度の被保
険者となった方は除きます。

� 　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。

国民年金は６０歳以降でも加入できます
　老齢基礎年金は、２０歳から６０歳になるまで４０年間保険料を納付しなければ、満額の年金を受け取ること
ができません。納め忘れなどにより満額の年金を受け取ることができない方は、６０歳から６５歳になるまで
の間に国民年金に任意加入して保険料を納付することで、満額の年金に近づけることができます。
　また老齢基礎年金を受給するには、保険料の納付済期間や保険料の免除期間などが２５年以上必要です
が、この要件を満たしていない場合、７０歳になるまで任意加入ができます。（ただし、昭和４０年４月１日
以前に生まれた方に限られます）
　申請など詳しいことについては、住民課国保年金係までご相談ください。

各種問い合わせ

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）

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）

受付時間　（控除証明書専用ダイヤル・ねんきんダイヤル）　※祝日はご利用いただけません

�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

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

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。

※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。

受付期間
平成 ２２ 年３月 １３ 日まで
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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

 １日（月）  固 定 資 産 税 ４期
   国民健康保険税 ８期
今月の納期限および口座振替日

所得のない方も申告を

　町都民税の申告内容は、国民健康保険税の算定基礎として使われています。申告していないと保険税が正しく算

出されないだけでなく、一定の所得金額以下の場合に受けられる保険税の減額などの制度も適用されなくなります。

　平成２１年中に所得がなかった方や所得が少なかった方も、必ず期限内申告をお願いします。

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～

　皆さんに納めていただいている税金は、町民一人ひとりの生活のさまざまな場面で役立ち、安全で、豊かで

便利な生活がおくれるように社会を支えています。

　税金の滞納が増えると、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。

　実際の滞納は、「納め忘れ」や「納め遅れ」によるものが全体の半分を占める状況にあります。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。悪質な滞納者に対しては、滞納

処分を実施します。

　また、分割納付など納税についての相談も常時受け付けていますので、ご連絡ください。

軽自動車の手続き（廃車・所有者変更・転出など）はお早めに

　軽自動車の課税や減免は税務課で行いますが、登録・廃車・譲渡の手続きは、下記のとおり車種によって手

続きの窓口が違います。

　また、毎年４月１日現在で軽自動車を所有

している方に課税されるため、４月２日以降

に廃車などの手続きをされても、その年度の

税金は課税されてしまいます。廃車などの予

定がある方は、ご注意ください。

①八丈町税務課税務係

　東京都八丈島八丈町大賀郷２３４５－１

　電話　０４９９６－２－１１２１

②軽自動車検査協会東京主管事務所

　東京都港区港南３－３－７

電話　０３－３４７２－１５６１

③関東運輸局東京陸運支局

　東京都品川区東大井１－１２－１７

　電話　０５０－５５４０－２０３０

平成２２年度町都民税簡易申告　受付日程

　右の日程で、地域ごとに申告の受付を行います。申告

受付は、自書型式になっています。申告の際は、収支の

資料、印鑑、生命保険・地震保険の控除証明書、年金・

国保税・医療費の領収書、給与・公的年金などの源泉徴

収票、昨年の申告書の控えなどを必ずお持ちください。

受付時間　午前９時から午後４時

３月１日（月）�末吉公民館
３月２日（火）�中之郷公民館
３月３日（水）�樫立公民館
３月４日（木）・５日（金）�大賀郷公民館
３月８日（月）～１１日（木）�三根公民館
３月１２日（金）・１５日（月）�町役場大会議室

手続窓口区　　　　分

①八丈町役場
　税務課
　税務係

排気量５０cc以下

原動機付
自転車

排気量５１cc以上９０cc以下
排気量９１cc以上１２５cc以下
三輪以上のもの
　（ミニカー排気量５０cc以下）
農耕作業用小型特殊

自動車 その他のもの

②軽自動車
　検査協会
　東京主管
　事務所

営業用
乗　用

四　輪

軽自動車

自家用
営業用

貨物用
自家用

三輪のもの

③関東運輸局
　東京陸運支局

二輪のもの
　（排気量１２６cc以上２５０cc以下）

二輪の小型自動車（排気量２５１cc以上）

■
手
続
窓
口
■
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環境だより

■問い合わせ■　住民課環境係　内線２３３・２３４

●ゴミはマナーを守って出しましょう
　ゴミ集積所は、近隣の住民の方々によって、きれいに管理されています。自分が出すゴミに責任を持ち、マナー

に反するゴミの出し方はやめてください。

※その他、出し方がわからない場合は、環境係までお問い合わせください。

●ヤスデ対策
　ヤスデの移動時期と発生期間が地域により異なることや、これまでの配付量では実態に伴わない地域があること

から、薬剤（コイレット）の配付を、来年度からは５袋（１月に１袋）とします。また必要に応じて、６袋目以降

は購入時の半額助成を行います。

　申し込みは、各出張所または住民課環境係で必ず使用者本人が行い、「薬剤引換券」または「薬剤半額助成券」

を受け取り、農協各店または伊勢崎富次朗商店にて引き換え・購入をしてください。

●空き缶（スチール缶）の売却
　町で収集している空き缶（スチール缶）を入札により売却します。入札を希望する方は、３月１２日（金）まで

に、建設課管財係（内線２５７）にご連絡ください。

�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１１１１１１１１１１１１１１１５５５５５５５５５５５５５５５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２２２２２２２２２２２２２２２）））））））））））））））
　遮水シートは、「一重遮水シート＋粘性土等の透水性の低い層」

とすることが基準上可能とされていますが、安全・安心を考慮し、

「二重の遮水シート」を採用しています。

　遮水シートの耐久性は、メーカーの試験データや技術基準によ

ると５０年以上の耐久性を有することが示されており、処分場の埋

立開始から埋立が終了し、廃止するまでの期間に対して十分安全

・安心であると考えられます。

　また、水害防止対策の観点から、安全で合理的な規模の防災調

整池などを設計しています。このように、地震や水害等の災害に

も耐えうる構造であり、安全に埋立処分できる施設です。

●一般廃棄物処理手数料
　今月３１日は、お店などの事業者に納めていただく、一般廃棄物処理手数料（清掃手数料）の後期の納期限です。

納め忘れのないようお願いします。

　なお納付書を紛失した場合は、住民課環境係で再発行します。

大島一般廃棄物管理型

最終処分場見学会のお知らせ
　
日　　時 ３月２４日（水）
 　午前１０時から
場　　所 東京都大島町差木地地内
募集人員 ４０名（現地集合が可能

な個人または団体の方）

申込方法 ３月１７日（水）までに
電話申込（先着順）

申 込 先 東京都島嶼町村一部事
務組合　河野・鈴木

 電話０３－３４３２－４９６１

●布団や毛布など大きなもの
　（一辺の長さが７０cm以上あるもの）
　クリーンセンターの炉の扉に挟まることがあるの
で、袋に入っても収集しません。クリーンセンター
へ持ち込むか、粗大ゴミ収集業者（有料）に依頼し
てください。

●家電製品
　家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯
機及び衣類乾燥機）は、家電リサイクル法により
適正処理（リサイクル）しなければなりません。
　家電販売店または有明興業㈱に処理を依頼して
ください（リサイクル料などがかかります）。

●ガス台、ガスコンロ
　電池やガスボンベを必ず抜いて、クリーンセンタ
ーまたは有明興業㈱へ持ち込むか、または粗大ゴミ
収集業者（有料）に依頼してください。

■ゴミ処理関連業者　連絡先■

　・有明興業㈱　電話２－４１６５
　・粗大ごみ収集業者（八丈島衛生総合企画）

　　　　　　　　電話２－０８５５

引
っ
越
し
な
ど
で
不
用
品
を
処
分
す
る
際
、

特
に
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
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教育委員会だより ほか

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話２－０７９７

２２年度も引き続き、「島言葉」（八丈方言）を知り、伝える取り組みを進めます
　今年度より、教育委員会では島の文化のひとつである「八丈方言」を知り、伝える取り組みを始めまし
た。講演会の開催や、学校での授業の支援、教員対象の研修会の実施、劇団かぶつによる島言葉の劇上演
などさまざまな活動を行うことができました。これらの実施にあたり、子どもを含めたたくさんの町民の
皆さんのご協力をいただき感謝申し上げます。
　２２年度もこのような活動を、引き続き行うと共に、新たな計画を考えています。その計画の一端を紹介
します。

１．八丈町の教育目標に島言葉「八丈方言」を知り、関心をもつための項目を掲げ、その実現に向け
て各学校での活動を支援します。

２．島言葉の貴重な担い手である高齢者の力を生かす場を設け、生の島言葉を記録（映像と録音）と
して保存するための活動を行います。

３．「八丈方言」の文化的な価値を知ってもらうために講演会を行うとともに、各地区にいる方言を
話す方を招いて島言葉を語る会を開きます。

　以上のようなことを計画していますが、島の人のご理解とご協力が必要です。特に、次世代の子どもた
ちに方言で一言でも二言でも語ることが大切だと思っています。よろしくお願いします。

今月の学校行事
小・中学校

２５日（木） 修了式
２６日（金）
　～４月５日（月） 春季休業日

小学校

１３日（土） 開校記念日 大賀郷小
２４日（水） 卒業式 全校

中学校

６日（土） 作品展示会 富士中 午後１時３０分～８時
７日（日） 作品展示会 富士中 午前８時～１２時３０分
７日（日） 展示会 大賀郷中 午前９時～午後５時
７日（日） 学習発表会 三原中
  　（舞台発表） 午前９時～１１時４０分
  　（展示鑑賞） 午後１時～３時
１９日（金） 卒業式 全校

　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

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　臨時休館のお知らせ
　３月２０日（土）、２１日（日）は産業祭のため臨時休館します。また、１９日（金）は準備のためコミュニテ
ィセンターの駐車場が使えません。大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
●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＊
　『Nのために』湊かなえ／著・『封印された日本の離島』歴史ミステリー研究会／編
　『昭和のくらしがわかる事典』早川典子／監修・『ごうた、１年生でしょっ』おおしまりえ／絵
●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・２０、２１日（土、日・産業祭）　３１日（水・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
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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歳児健康診査…９日（火）　午後１時１５分～１時４５分受付

　�対象　平成１９年１月１日～平成１９年３月９日生まれの幼児

　１歳児歯科健康診査………３日（水）　午前９時１５分～１０時受付

　�対象　平成２０年１２月３日～平成２１年３月３日生まれの幼児

�　

３月１０日（水）・２４日（水）
午後２時３０分～３時（予約制）
場所　町立八丈病院小児科

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

■予約受付・問い合わせ■

健康課保健係　電話　２－５５７０

（ ）
予約制予防接種
麻しん風しん・二種混合・
三種混合・日本脳炎

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

※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。

こども心理相談　（要電話予約）

　会場：保健福祉センター

　３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

　３月１５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。

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

�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！
３月３日　ひな祭りごっこ
　　１０日　製作・たんぽぽ作り
　　１７日　製作・ピョンピョンカエル
　　２４日　おおきくなったかな
　　３１日　壁面装飾

�そのほかの催し
３月２日（火）絵本＆紙芝居　　　午前１０時２０分～
　　２３日（火）ほのぼの健康相談　午前１０時～１１時３０分
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樫立自治会

樫立自治会　対話集会
２月１１日（木）に行われた、樫立自治会における意見交換会の内容は次のとおりです。

質問１ ： 台風の影響により被害を受けた乙千代ヶ浜海岸施設の復旧をお願いしたい。また、乙千代ヶ浜

プールの運営体制への支援を含め、２２年度以降も利用できるようお願いしたい。

回 答 ： 施設復旧に関しては、八丈支庁の見解を回答とします。

昨年の台風１８号により、乙千代ヶ浜については展望台下の海岸護岸等や、トイレ、更衣室・シ

ャワー、あずまや、柵などが被災しましたが、国による災害査定も終わり、現在、復旧工事に向

けた準備を進めているところです。

展望台下の海岸護岸等については平成２２年６月末完成を目途に復旧工事を実施します。なお、

工事の実施に当たっては、大きな転石等を破砕するため発破を計画しており、具体的な施工行程

等が決まった段階で、安全対策を含め地域の方々とご相談させて頂きますので、ご協力をお願い

します。

また、トイレと更衣室・シャワーについては今年３月末、あずまや、柵などは６月末までに復

旧する予定です。また、乙千代ヶ浜プールの運営体制への支援は引き続き行ってまいります。

質問２ ： 定期観光バスの廃止に伴う経緯説明を伺いたい。

回 答 ： 定期観光バスの廃止の経緯についてですが、バス事業は昭和３０年代後半より昭和４０年代後半に

かけては離島観光ブームで順調に推移をしました。しかし近年、団体観光客の減少や観光形態の

多様化による観光バスの利用率の低下などで収益は激減している状況です。

このような中で、バス事業は近年赤字額が多くなり、一般会計で負担してきましたが、町では

平成２２年度より新庁舎、汚泥再生処理センター、坂上保育園、野球場と大規模の建設工事が予定

され、財政措置が非常に厳しい状況にあります。

そのような中、バス事業の経営改善計画をつくり事業の改善に取り組んできました。また、利

用・効率性の面で関係機関と検討を重ねるとともに、議会ではバス事業特別委員会を設置し、検

討を重ねてきましたが、利用状況などを考えた結果、定期観光バスの廃止計画案をまとめ、議会

や関係者の皆様に説明を昨年の１０月に実施するということに至りました。

質問３ ： 南海保育園の跡地利用について

回 答 ： 南海保育園跡地の利用については、現在のところ、具体的な利用計画は定まっていません。樫

立住民の皆様の意見を取り入れて、地域おこしにつながる有効的な利用方法を考えていきたいと

いうのが町の方針ですので、跡地利用についての意見、要望がございましたら町にお聞かせくだ

さるようお願いします。

質問４ ： 唐滝アクセス道路の改修について、昨年要望し整備していただきましたが、大量降水で砂利な

どが流され悪路になっているため、新たに整備していただきたい。

回 答 ： 当該道路は、硫黄沼、唐滝にアクセスする観光用道路であり、また農家のための農道、唐滝川

を管理する河川用管理道路でもあります。
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樫立自治会／町営住宅

昨年度、当自治会において当該道路の整備の要望があり、早急に道路整備を致しましたが、そ

の中の一部分が、大雨により洗堀されていましたので、すでに修復整備を完了しました。

このように、大雨による復旧工事が必要な場合は、自治会の要望まで待たず、出張所、あるい

は建設課まで、電話連絡をしていただきますよう、お願いします。

質問５ ： 平成１９年に要望しました都道から樫立運動場までの道路拡幅について、道路整備計画にはかり

拡幅できるよう努力するとご回答をいただいておりますが、現時点での状況についてご説明願い

たい。

回 答 ： 当該道路は、平成１９年に当自治会において拡幅整備の要望がありました。

生活道路の整備計画は、各地区代表の土木委員の皆様が、ご自分の地区の道路整備の優先順位

をきめるようになっており、樫立地区においては２名の土木委員がいらっしゃいます。

樫立地区の生活道路の整備計画には、当該道路はのっていませんでしたが、樫立地区の土木委

員とも相談し、当該道路を整備計画にのせました。

現在、樫立地区生活道路整備計画では、当該道路の優先順位は、第８位にのっています。

質問６ ： 歩行者安全確保のため、大阪トンネル内に歩道を設置していただきたい。

回 答 ： このことに関しては、八丈支庁の見解を回答とします。

昭和４３年に整備された大阪トンネルは、完成した当時から歩道は設置されていませんでした。

また、大阪トンネルは曲線部にあるため、大型車が曲がりきれず交通事故を増大させる危険性を

高めることから、同一のトンネル空間内に歩道を設置することは将来においても困難です。

ただし、歩行者の安全に関わる事柄でもあり、地域の要望として都庁へ伝えて参ります。

町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営住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宅入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居者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募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集　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（※２）
単身世帯向け

鉄筋コンクリート造２階建１４,７００～２１,９００Ｈ１６
１LDK
４２.３㎡

１戸
（A－１０４号）

中道団地三根

３人以上（※３）
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

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２３,８００～３５,４００Ｈ１４
３LDK
７４.５㎡

１戸
（１号）

粥倉住宅中之郷

（※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）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。
（※３）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）があることが条件となります。
（※４）若年層向け住宅とは、１８歳以下の世帯員を含んでいるか、出産の予定があることが条件となります。

■受付期間

３月８日（月）～３月１５日（月）　午前８時３０分～１２時　午後１時～５時
※１３日（土）、１４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
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新型インフルエンザ／介護保険

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費用の還付手続きについて
 
　八丈町に住所を有する方で、新型インフルエンザ予防接種を受け、接種時に費用を支払った方のう
ち、次のいずれかに該当する方は接種費用の還付申請ができます。健康課保健係にご相談ください。

■還付の対象となる方
　島外で接種を受けた生活保護を受けている方、非課税世帯の方　　 　
　申請時必要となるもの　　�接種費用の領収書・接種済票
　　　　　　　　　　　　　�振込先口座番号

　平成２０年1月 2 日以降転入された方で前の住所地で非課税世帯だった方　
　申請時必要となるもの　　�転入前の住所地の発行する非課税
　　　　　　　　　　　　　　証明書（世帯全員分）・接種費用の領収書

　　　　　　　　　　　　　�接種済票・振込先口座番号

※本人または同一世帯の中に平成２０年分の所得が未申告の方がいるとき

　は、接種費用は免除されませんが、税務課にて所得申告を行い、非課

　税世帯であることが確認できれば、還付対象になります。

■還付額
　接種費用のうち
　１回目：３,６００円
　２回目：２,５５０円

■申請期限
　３月２６日（金）まで

未納はありませんか？　 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 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護護護護護護護護護護護 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保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保 険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険 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度度度度度度度度度度度 ははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは 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支支支支支支支支支支 えええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 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 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 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度度度度度度度度度度度 ででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　介護保険制度の第１号被保険者（６５歳以上の方）の保険料は、被保険者本人の課税状況及び所得の
状況並びに被保険者の属する世帯の課税状況により、第１段階から第８段階まで設定されています。
　介護保険制度は社会全体で支えあう制度です。平成２１年度及び過年度分に未納のある方は至急納
付してください。

保険料を滞納すると…
　八丈町では、納期までに納付が確認できない場合に督促状を発送しています。督促状が届いた場
合は速やかに納付してください。納付状況などがわからない場合はお問い合わせください。　
　滞納を続けると、下の表のとおり滞納期間によってそれぞれの給付制限を受けることになります。

口座振替について
　現在の介護保険制度では、介護保険料は特別徴収（年金からの天引き）による納付が基本となっ
ており、口座振替の利用は６５歳になったばかりの方や転入されてきたばかりの方、年金の年額が１８
万円より少ない方など、特別徴収の対象とならない方のみとなっています。また口座振替をご利用
の方が特別徴収の対象となった場合は、口座振替を中止し特別徴収が開始されます。

●問い合わせ●　健康課高齢福祉係　電話２－５５７０

●問い合わせ●
　健康課保健係
　電話２－５５７０

給　付　制　限介護保険料滞納期間

介護サービス利用時に、利用料を全額自己負担していただくことになり
ます。その後、保険給付分（原則９割）を払い戻し（償還払い）します。

１年以上　１年６か月未満
（支払い方法の変更）

保険給付分（原則９割）の払い戻しを一時差し止めます。納付の意思が
なく、滞納し続けた場合には、さらに差し止めた給付額から滞納してい
る保険料を差し引くことがあります。

１年６か月以上　２年未満
（保険給付の一時差止）

介護保険料を２年以上滞納した場合は、利用者負担割合が本来の１割か
ら３割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給が受け
られなくなります。

２年以上（給付額減額）
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身体障害者手帳／ハイチ地震救援金／ちょこっと共済

4444444444444月月月月月月月月月月月月月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肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝臓臓臓臓臓臓臓臓臓臓臓臓臓機機機機機機機機機機機機機能能能能能能能能能能能能能障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害ににににににににににににによよよよよよよよよよよよよるるるるるるるるるるるるる身身身身身身身身身身身身身体体体体体体体体体体体体体障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害者者者者者者者者者者者者者手手手手手手手手手手手手手帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳ががががががががががががが交交交交交交交交交交交交交付付付付付付付付付付付付付ささささささささささささされれれれれれれれれれれれれ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

●問い合わせ●　　健康課保健係　電話２－５５７０

　平成２２年４月から、肝臓機能障害による身体障害者手帳の交付が始まります。申請受付は２月か

ら保健福祉センターで行っています。２月号の折り込みチラシも合わせてご確認ください。

　申請には、９０日以上の間隔をあけて検査を２回受けたうえで、下記の手続きを行う必要がありま

す。検査については、かかりつけ医師または身体障害者手帳申請に必要な診断書・意見書を作成で

きる医師（※指定医師）にご相談ください。

　また、平成２２年４月１日付の手帳の交付を受けるためには、平成２２年３月３１日までに第１回の検

査を受け、同年７月末までに手帳を申請する必要があります。

 
ハイチ地震救援金の募集期間の延長について
 
　１月１８日から募集しておりました、ハイチ地震に関する救援金につきましては、被災状況が甚大

であることや、救援金の申し出が多数寄せられている状況などから、次のとおり募集期間を延長す

ることとなりました。皆さんのご協力をよろしくお願いします。

募集期間　１月１８日（月）～３月２６日（金）
受付場所　住民課厚生係及び各出張所にて募金箱を設置しています。

　身体障害者手帳の取得にともなう医療費の助成
やサービスなどは、他の身体障害者手帳をお持ち
の方と同様の条件となります。

※指定医師については、保健福祉センターにお問い合わせください。東京都福祉保健局のホーム
ページにも指定医師の名簿が掲載されています。

手　続
①申請書
②指定医師の作成した診断書・意見書
③写真（横３㎝×縦４㎝）
①～③のすべてを保健福祉センターに提出して
ください。
※申請書様式は保健福祉センターにあります。

対象者
○認定基準（ ※ ）に該当する肝臓機能障害のある方
○肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方
※認定基準とは…検査結果を肝臓機能障害の医
学的基準（Child-Pugh分類）に従って判定し
たものです。詳しくは、かかりつけの医師、
指定医師にご相談ください。

　検査日前１８０日間にアルコールを摂取した場合
の検査結果は、認定基準の対象となりません。

●問い合わせ●
　住民課厚生係　内線２３２

ち
●

ょこ
● ●

っと
● ●

共済 に加入しませんか！～みんなで一緒に。 ちょこっとサイズのたしかな安心～
● ●

 
ちょこっと共済は、東京都の全市町村が共同実施する交通災害共済です。

≪ちょこっと共済は、選べる 2 つのコース≫
Aコース　年額１０００円の会費で最高３００万円の見舞金

Bコース　年額５００円の会費で最高１５０万円の見舞金

●問い合わせ●　住民課厚生係　内線２３２

※詳しくは本紙折込の加入申込書付

パンフレットをご覧ください。
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全国火災予防運動／火災警報機／日本消防協会助成事業

春の全国火災予防運動  「消えるまで　ゆっくり　火の元　にらめっ子」
　春の全国火災予防運動が３月１日（月）から７日（日）まで実施されます。八丈町でも毎年５件

から６件の住宅火災が発生しています。

　火災は生命のみならず、貴重な財産や大切な思い出も一瞬にして失ってしまう恐いものです。火

気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。

住宅用火災警報器の取り付けはお済ですか？
　八丈町火災予防条例により平成２３年４月１日からすべての住宅への住宅用火災警報器の設置が義

務付けられます。煙や熱などを感知して、音声や警報音で知らせる住宅用火災警報機は火災の早期

発見に大変有効です。

　八丈町においては、浴室、トイレ、洗面所、納戸以外のすべての部屋、台所、階段に設置が必要

となります。具体的な取付箇所は以下のとおりです。

 

�天井に設置する場合 �壁面に取り付ける場合　
・換気扇やエアコンなどの吹き出し口から１.５m ・天井から１５～５０cm以内の位置

　以上離れた位置

・梁（はり）から６０cm以上離れた位置

・警報器の中心が壁面から６０cm以上離れた位置

●問い合わせ●
八丈町消防本部　電話２－０１１９

日日本本消消防防協協会会助助成成事事業業にによよりり
ポポンンププななどどをを配配備備ししままししたた

　八丈町消防本部では、日本消防協会の「女性消防隊による安

全で災害に強い地域づくり推進事業」（宝くじ普及啓発活動助成

金による）の助成を受け、初期消火用の軽可搬ポンプや心肺蘇

生法訓練用の人形を三根婦人防火クラブに配備しました。これ

からも防災意識の向上や、安心で安全な島づくりを推進してい

きます。

●問い合わせ●　八丈町消防本部　電話２－０１１９

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～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でででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで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災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害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強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強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づづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづ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くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～安全で災害に強い地域
づくりへ～
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公民館予約延長／ヤギ／戸籍電算化／水道手続き

シリーズ 戸戸籍籍電電算算化化ががははじじままりりまますす！！
第九回　電算化後のセキュリティについて
　今回の電算化により、現在の和紙原本から磁気原本に変わるため、コンピュータなどを介して見
ることになります。
　電算化後の戸籍システムの操作は、パスワードを用いることで操作者や操作内容も限定され、戸
籍事務従事者のみが取り扱うことができる、より厳格化されたものになります。
　また、外部からの侵入、使用はできない設計となっているので、より一層、個人情報・プライバ
シー保護を徹底できるようになります。

●問い合わせ●　住民課住民係　内線２３７・２３８

公民館の予約期間が延長になりました
　４月１日より、八丈町の公民館の予約可能期間が、

予約をする日から二か月後までから、二か月後の月

の末日までに延長します。

　予約受付は、使用を希望される地域の出張所（大

賀郷は教育課生涯学習係）にご連絡ください（平日

のみ）。またその際は、使用日時、団体名、代表者

名、連絡先、使用人数、使用目的をお知らせくださ

い。（使用目的により、有料となる場合があります）

●問い合わせ●　教育課生涯学習係　電話２－０７９７　三根公民館　電話２－０３４９
　　　　　　　　中之郷公民館　電話７－０００２／樫立公民館　電話７－０００３／末吉公民館　電話８－１００３

例えば…４月１５日に予約受付をする場合
現　在

６月１５日分までの予約が可能

�
４月１日から

６月３０日分までの予約が可能

　町では、平成２０年度から島内で増え続けるノヤギの対策に取り組んでいます。
また、飼養ヤギの野生化防止に関する条例も今年一月から施行し、１頭ごとにタ
グ付首輪の装着を義務付けています。
　首輪などの目印がないヤギや、柵もない所でロープなどにつながれていないヤギを見たという方
は、下記まで情報提供ください。
　また、ヤギによる農作物被害を受けたという方も、情報としてご連絡ください。
　ヤギの野生化防止に皆さんのご協力をお願いします。

●問い合わせ●　産業観光課産業係　内線２６３

ヤギに関する情報提供にご協力お願いしますヤギに関する情報提供にご協力お願いしますヤギに関する情報提供にご協力お願いしますヤギに関する情報提供にご協力お願いしますヤギに関する情報提供にご協力お願いします

忘れていませんか？ 引っ越しの前に水道の手続きを！
　引っ越しの際には、水道の異動届の手続きが必要になります。

　印鑑を持参し、企業課水道係または各出張所までお越しください。

　　　●問い合わせ●　企業課水道係　内線３１５
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消費者会議員／八高施設開放／自衛官募集

募集しています 消消費費者者会会議議員員 ●

　島内にお住まいの２０歳以上の女性（公務員を除く）を対象に消費者会議員を募集しています。
募 集 人 数　１５人　　　職 務 期 間　平成２２年４月～平成２４年３月
仕事の内容　生鮮食料品などの価格調査（年５回程度）、会議（年１回程度）
応 募 締 切　３月２４日（水） ●問い合わせ●　産業観光課観光商工係　内線２６７・２６８

　

自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自 衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛 官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官 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

●問い合わせ● 自衛隊東京地方協力本部大田出張所　電話：０３－３７３６－４２７１　FAX：０３－３７３３－６５５９
 メール：recruit2-tokyo@pco.mod.go.jp　HP：http://www.mod.go.jo/pco/Tokyo/oota/

八八丈丈高高校校 施施設設開開放放ののごご案案内内　　※個人で利用できる施設は、図書館のみです。

　都立八丈高校では、地域の皆様に文化・体育施設の開放を行っています。学校の教育活動に支障
のない範囲での開放となりますが、どうぞご利用ください。

　初めて八高の施設を使用したいとお考えの団体は、団体登録の手続きを
お願いします。団体登録証が交付されると施設利用の申し込みができます。

●問い合わせ●
都立八丈高校
電話２－１１８１

利用資格利用料金（光熱水費）
※１回：３時間以内開放日時（原則）開放施設

登録団体（個人不可）

※学習・文化・スポーツ
活動を目的とした５
人以上の団体などの
条件あり

１,３００円／１回
土、日、祝日
午前８時３０分～午後９時３０分

視聴覚ホール

グランド ２,５００円／１回
テニスコート １,０００円／１回
体育館・武道館 ７００円／１回

土、日、祝日
午後５時３０分～９時３０分

グランド
テニスコート
体育館
武道館

個人登録をした方
無料（貸出は新書本・文庫本のみ

一人４冊、２週間まで）
毎週日曜日
午後１時３０分～３時３０分

図書館

■幹部候補生（一般・飛行・技術・音楽要員［音楽は陸上のみ］）
�受験資格　２０歳以上２６歳未満
　　　　　　（２２歳未満の者は大卒〔見込含〕）

�受付期間　４月１日（木）～５月１０日（月）
�１次試験　５月１５日（土）・１６日（飛行要員のみ）（日）
�２次試験　６月１５日（火）～１７日（木）の指定する１日
�３次試験（飛行要員のみ）
　海上：７月１４日（水）～２３日（金）の指定する１日

　航空：７月１７日（土）～８月５日（木）の指定する６日

�最終合格発表
　陸上：７月３０日（金）

　海上：８月２０日（金）

　航空：９月７日（火）

�入隊期日　平成２３年３月下旬～４月上旬 

■一般曹候補生（第１回）
�受験資格　１８歳以上２７歳未満
�受付期間　４月１日（木）～５月１０日（月）
�一次試験 ５月２２日（土）（平成２３年３月卒業の

中学生・高校生は第２回の試験）

�二次試験 ６月２３日（水）～２８日（月）の指定する
１日

�合格発表 ７月３０日（金）
�入隊期日 平成２３年３月下旬～４月上旬
■予備自衛官補（一般・技術）
�受験資格　一般：１８歳以上３４歳未満
　　　　　　技術：１８歳以上で国家免許資格等を

有する方

�受付期間　１月１２日（火）～４月９日（金）
�試　　験　４月１７日（土）・１８日（日）のいずれか

１日を指定する

�合格発表　５月２１日（金）
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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
６日（土）～１３日（土）  …………………………フィッシングチャレンジカップ

�
３月

７日（日）大賀郷公民館  …………第４回八丈島ものしり検定
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
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

４日（日）各地区  …………………春の交通安全パレード�
４月

八丈島観光振興実行委員会委員公募 ～観光発展を目指す取り組みに参加しませんか～

　八丈島観光振興実行委員会は、観光の発展を目指して、観光産業にかかわる振興策などに取り組んで
います。観光産業をより発展させるため、町民の方々から委員の公募を行います。

　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％５,９９１ ４,９９１ ８,６６５ ７,２１９ ７８４ ６２６ ７,８８１ ６,５９３ ４月
１３.６％８,４２８ ９,５７４ ８,８２６ １０,０２６ １,５５６ １,７１２ ７,２７０ ８,３１４ ５月
－１１.５％５,６１３ ４,９６７ ７,４２５ ６,５７１ ８７８ ９６１ ６,５４７ ５,６１０ ６月
７.２％８,５９５ ９,２１８ １１,６３３ １２,１２６ １,６８７ ２,９４７ ９,９４６ ９,１７９ ７月
１.７％１４,８３８ １５,０９３ １７,７５６ １７,９２５ ３,７９２ ４,８０５ １３,９６４ １３,１２０ ８月
－２.９％８,７２０ ８,４６３ １０,４６２ １０,１５４ １,６２４ １,３７２ ８,８３８ ８,７８２ ９月
－１７.０％６,３３０ ５,２５２ ９,５８３ ７,９５１ １,４５１ ７３１ ８,１３２ ７,２２０ １０月
－１３.０％６,２０８ ５,３９９ ８,９４９ ７,７８３ ９７１ １,０２５ ７,９７８ ６,７５８ １１月
－１.３％４,６７３ ４,６１２ ７,８９３ ７,７９０ ５２４ ６７０ ７,３６９ ７,１２０ １２月
－４.８％４,３６５ ４,１５５ ６,９７４ ６,６３８ ５１４ ３７６ ６,４６０ ６,２６２ １月

－２.８％７３,７６１ ７１,７２４ ９８,１６６ ９４,１８３ １３,７８１ １５,２２５ ８４,３８５ ７８,９５８ 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。

公募期間 ３月１日（月）～１２日（金）
 公 募 数 ５名（八丈島在住、１８歳以上の方）
応募方法 履歴書を提出
 応 募 先 産業観光課観光商工係　内線２６７

 そ の 他 
①応募者多数の場合、八丈島観光振興実行委員会企画
部会において選出されます。

②委員に選出された方は、無報酬での参加となります。

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：０５７０－０２９－２２２

�３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（１日～４日）１９,８００ 円／（５日～）２０,９００ 円羽田＝八丈島
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フリージアまつり／産業祭

　フリージアの開花の時季を迎え、第４４回八丈島フリージアまつり
が行われます。八丈富士を望む広大なフリージア畑で、約３５万本の
黄色、白、ピンク、紫、赤など、色とりどりの愛らしい花に囲まれ
て、春の訪れを胸いっぱいに感じてください。

＊八形山会場イベント＊
�フリージアのつみ取り（島外の方のみ）・特産品の販売・野だて会
・八丈太鼓演奏

＊その他島内イベント＊
�島内スタンプラリー ………専用台紙に島の観光スポットなどに設置しているスタンプを集めて応募して

ください。抽選で素敵なプレゼントが当たります。
�フリージアのプレゼント …八丈島発の飛行機や定期船のお客様の中から、フリージアの花をプレゼント

します。

■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　内線２６７・２６８

第第4444回 八丈島フリージアまつり八丈島フリージアまつり第4444回 八丈島フリージアまつり八丈島フリージアまつり第44回 八丈島フリージアまつり第44回 八丈島フリージアまつり 大賀郷・八形山フリージア畑
3月21日（日・春分の日）～4月4日（日） 午前10時～午後4時30分

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第２２２２２２２２２２２２２２２２２２２０００００００００００００００００００回回回回回回回回回回回回回回回回回回回 八八八八八八八八八八八八八八八八八八八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産産産産産産産産産産産産産産産産産産産業業業業業業業業業業業業業業業業業業業祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭
■日時　３月２０日（土）・２１日（日）　
　　　　午前１０時～午後３時３０分
　　　　 （屋外の展示即売・試食は午後３時まで）

■場所　�八丈町コミュ二ティセンター（メイン会場）
駐車スペースに限りがありますので、なるべく乗り合
わせでご来場ください。

　　　　�本場黄八丈会館（サブ会場）
繊維製品（黄八丈）の展示

�農林部会
�切葉、切花、鉢物、野菜の品評会と即売
�洋ランを使ったフラワーアレンジの製作体験
�農協抽選会と農協製品即売
�花壇苗・野菜・観葉植物の即売　など

�商工部会
�八丈島産商工業製品の品評会
�特産品・郷土品の展示販売
�郷土料理（クサヤ・あしたばドーナツなど）の
試食、島酒試飲

�水産部会
�鮮魚（カツオなど）の販売
�島の魚料理の試食　　など

�特別行事
�焼肉、牛乳、やきいも、ヤギ肉の煮込などの試
食（２０日のみ）

�もちつき大会（２１日のみ）
�苗木の無料配布（一人一本まで）

■問い合わせ■　産業観光課産業係　内線２６３

　八丈島の産業の振興・活性化を目的とした、八丈島

産業祭が開催されます。皆さんお誘い合わせのうえ、

ぜひご来場ください。

　フリージアまつりポスターに若干残部が
あります。ご希望の方は、観光協会まで。
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自殺防止セミナー／ものしり検定／エコジャーニーマラソン ほか

～みんなが生きやすい地域づくり～ 自殺防止セミナー・ゲートキーパー講座開催
　西原由記子さん（東京自殺防止センター創始
者）、佐々木和之さん（心理カウンセラー・精神
科ソーシャルワーカー）を講師に迎えて、自殺
防止を目的としたセミナー、ゲートキーパー講
習会を行います。是非ご参加ください。

■問い合わせ■　健康課保健係　電話２－５５７０

�ゲートキーパーとは…�
　地域や職場、教育などの分野において、自殺の

サインに気付き、見守りを行い、専門相談機関に

よる相談へつなぐ役割が期待される人材のこと。

�ゲートキーパー養成講座�
　「ゲートキーパーの役割と相談への対応」
　日　時　３月１０日（水）午前１０時～１２時
　場　所　保健福祉センター
　定　員　５０人（受講者には修了証を発行します）
　申込方法　健康課保健係までお電話ください。

�セミナー�
　「八丈島の自殺防止　気づき・受け止め・つなぐ」
　日　時　３月９日（火）午後７時～８時３０分
　場　所　保健福祉センター
　事前申込はありません。どなたでも参加できます。

２２日～２３日
●ANA８２２便にて上京

●平成２２年度東京都予算編成に伴う

市町村長合同会議出席

●東京都町村会町村長懇談会参加

●ANA８２３便にて帰島

町長上京日記 １月

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２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２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八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富富士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士士エエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエ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ジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー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ラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソソ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開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催
　総距離６１.５kmの長丁場に、今年も多くの選手たちが挑みます。皆さんの応援をお願いします。

日　時　３月２７日（土）　午前６時スタート

コース　三根小（スタート）→八丈富士→登龍峠
→末吉→中之郷→樫立→南原→永郷→
神湊→三根小（ゴール）

第４回八丈島ものしり検定 参加者募集中！
　みなさんの「八丈力」、試してみませんか？

■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　内線２６８

日　　時　３月７日（日）
　　　　　受付：午前１０時から
　　　　　検定：午前１０時３０分から（約二時間）

場　　所　大賀郷公民館
受験資格　小学３年生以上
　　　　　（小学生の部・中高生の部・大人の部）

�１月の主な会議�

議　　題　　等会　議　名日

平成２２年度施政方針について　ほか庁議１日

平成２２年度八丈町立小・中学校入学
予定者の学校指定について　ほか

平成２１年度八丈町教育委員会
第１０回定例会

８日

八丈町農業統計調査に関わる職員へ
の調査依頼について　ほか

課長連絡会議１２日

ヤスデ対策の強化について　ほか課長連絡会議２０日

農業経営基盤強化促進法に基づく農
地利用集積計画の承認について（利
用権貸借）　ほか

八丈町農業委員会第１０回総会２２日



土金木水火月日
６５

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００樫

４３

１歳児歯科健康診査
�  ９:１５～１０:００受付保福

２

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００末

１

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

１２１１１０９

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

８

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

７

八丈島ものしり検定
�  １０:００～受付

（申込は６日まで）

大

２０

八丈島産業祭

１９

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００大

１８１７

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００中

１６

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００三

１５

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

１４

２７２６２５２４２３２２　振替休日

図書館休館日

２１　春分の日

八丈島フリージアまつり
大賀郷・八形山フリージア畑
（～４／４）

八丈島産業祭

３１

図書館休館日

３０２９

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

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

３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 3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

３１

資源

３０

燃・害

２９

金属

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

３１３０

資源

２９

燃・害

２８

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

３１

資源

３０２９

燃・害

２８

温泉休業日

休　　業　　日

１日（月）、８日（月）、１５日（月）、２９日（月）ふれあいの湯

２日（火）、９日（火）、１６日（火）みはらしの湯

３日（水）、１０日（水）、１７日（水）、２４日（水）、３１日（水）ザ・ＢООＮ

４日（木）、１１日（木）、１８日（木）、２５日（木）やすらぎの湯

※フリージアまつり期間中、みはらしの湯は休まず営業します。

町都民税簡易申告受付　９:００～１６:００　３／８～１１　�  、３／１３・１６　町役場大会議室三

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。

町都民税簡易申告受付　９:００～１６:００　３／１�  、３／２�  、３／３�  、３／４・５�末 中 樫 大

産業祭りの準備・開催のため休館になります

�コミュニティセンター（体育館のみ） １８日（木）～２１日（日）

�図書館 ２０日（木）・２１日（日）


