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平成２２年度施政方針

はじめに

　まず、はじめに、私の公約に掲げた「夢と希望が持てる安心で暮らしやすい八丈町」の推進に、皆さま

のご支援とご協力により、全力で取り組むことができましたことを、この場をかりて、厚くお礼申し上げ

ます。

　町政を担当する者として、その責任の重大さを改めて痛感するとともに、今後も、皆さまのご期待に沿

えるよう、全力で取り組む決意でございます。

　今、わが国経済は、世界的規模での未曾有の経済不況により、大変厳しい局面が続いており、中小企業

からなる本町においても、景気悪化による税収減や雇用の縮小がみられ、連鎖的に人口減少を加速させる

のではと懸念しています。

　政治の状況を見ましても、昨年、民主党へと政権交代が行われ、「子ども手当」など、社会保障関連施

策を推進していますが、その財源の問題などを含め、国政運営が、安定しているとは、言い難い状況です。

厳しい財政状況に加え、経済的政治的に不透明な時節ではありますが、八丈町の発展のため、全力で取り

組んでまいりますので、今後とも、議員各位をはじめ町民の皆さまの絶大なるご支援とご協力を賜ります

よう、重ねてお願い申し上げます。

予算編成

●財政　国においては、現下の経済情勢により税収が大幅減となる中「いのちを守る予算」を掲げ、社会
保障関連施策を推進するとともに、地方交付税の充実により地域経済の活性化や景気雇用対策などに取り

組むとしています。

　東京都においても、大幅な都税収入減に直面し、厳しい財政環境ではありますが、都が為すべき施策を

積極的に推進しています。

　八丈町の財政においては、景気の悪化による法人町民税の減収や測候所職員等の転出を含め雇用減少に

よる税収減がつづき、財源確保が大変厳しい状況ですが、将来に向けた諸施策は、積極的に、着実に推進

してまいります。

　このような状況の中、平成２２年度の一般会計の予算編成にあたり、歳入については、主に、国や都の補

助金、交付金を活用するほか、基金の取り崩しや起債で対応いたしましたが、将来の財政負担を考慮し、

なお一層の行財政改革を進め、自主財源の確保に努めてまいります。

　一方、歳出については、当面する政策課題に適切に対応するため、庁舎や保育園の建設、汚泥再生処理

センターの整備事業及び野球場建設事業を継続して推進するため、大型予算を編成しております。

主要施策

●八丈町基本計画　八丈町総合開発審議会の答申を受け、平成２２年度は、平成２３年から５年間の今後の町
の指針となる八丈町基本計画を策定いたします。

●新庁舎及び集会施設建設　自然災害に強く、防災拠点となる新庁舎及び集会施設の建設につきましては、
現在、実施設計を行っており、平成２２年度は、平成２４年の供用開始に向けて、施設の建築工事に取り組ん

でまいります。

●ＩＴ推進　「総合ポータルサイト」、「八丈町ホームページ」を充実させ、町の施策や島の情報を発信し、
町の活性化に役立ててまいります。また携帯電話や地上デジタル放送の不感地域については、その解消に

向け関係機関と調整してまいります。

●生活排水処理　適正な生活排水処理は、八丈町の自然環境の保全と生活環境の向上を図る上で、重要な
課題となっております。汚泥再生処理センターの建設は、平成２４年度の完成に向けて着実に事業を進めて

おります。

　平成２２年度からは、生活排水に対応する係を新設し、施設の整備に取り組むとともに、合併処理浄化槽

　平成 22年度施政方針 八丈町長　浅沼道徳
平成２２年３月５日（金）第一回八丈町議会定例会
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の普及を促進するため、市町村設置型の合併処理浄化槽整備事業を検討してまいります。

●職員育成　町民から信頼される人材の育成につきましては、厳正な服務規律を適用するとともに、公平
性、透明性等を確保した人事評価制度と各種の研修制度を運用し、職員の意欲や能力のさらなる向上を図

り、多様化する行政課題に、高い見識を持って対応できる職員の育成を図ってまいります。

●防災対応　防災対策については、ひとたび大規模な災害が発生したときには、行政が行う「公助」だけ
では限界があり、自らの身の安全は、自らが守る「自助」と自主防災組織によりお互いに助け合う「共

助」が重要です。本年の防災訓練は、１０月５日に樫立地域において、関係機関と一体となって行い、自主

防災組織の強化を図ってまいります。

　防災無線設備については、導入済みの全国瞬時警報システムにより、防災行政無線と連動した、すばや

い災害情報の発信が可能となっており、今後も万全の体制で対応してまいります。また、平成２１年度から

３か年で、東京都市長会・東京都町村会の「家具転倒防止器具助成事業」を活用して、家具転倒防止器具

を支給するほか、平成２２年度からの３か年で、災害時の要援護者避難を支援する事業を行います。

●納税　町税については、納期内納付、口座振替を促進し、滞納の未然防止を図り、納税に対する理解と、
税の収納率の向上に努めてまいります。

●窓口サービス　本年９月より、住民サービスの向上と行政事務の効率化を促進するために、戸籍電算シ
ステムを稼働いたします。

●環境衛生　地球環境に対する取り組みでは、小学生などの環境学習に寄与する廃食用油燃料化のエコス
テーションをクリーンセンターに設置いたします。その他、ダンボール・新聞紙・古紙・古着の再資源化

を民間事業者と共同で進め、循環型社会の形成を図ります。

　クリーンセンターや処分場の延命化のため、八丈町ゴミ処理問題協議会において廃棄物の発生抑制や排

出抑制を検討するとともに、廃棄物処理への理解を深めるための出前懇談会を開催し、普及啓蒙活動を進

めます。

　不快害虫のヤスデ対策では、無料の配布薬剤の増量や購入補助を施行するとともに、試験的に発生源対

策に取り組みます。

●国民健康保険　市町村国保を取り巻く状況は、景気悪化の影響を含め、引き続き極めて厳しい運営状況
にあります。

　八丈町では、平成２１年度、国保の事業運営について税率を含めた多角的な検討を行った結果、平成２２年

度の税率は現状を維持することといたしました。

　一方、制度面では、後期高齢者医療制度の廃止が決まり、これに伴う高齢者医療制度の在り方や市町村

国保の広域化など医療保険制度の更なる改革が進められており、こうした社会情勢の変化に柔軟に対応し

ながら、住民の健康増進と医療費の抑制や滞納の対策強化による財源確保に努め、制度の安定的かつ継続

的な事業運営を図ってまいります。

●児童福祉　坂上３地域での保育サービスの向上のために、平成２３年４月の開園に向け新保育園の建設を
進めます。また、国の施策である「子ども手当」については、子育て支援の観点から迅速に対応してまい

ります。

●長寿医療制度　保険料をはじめ制度の改正が行われます。今後も事業が円滑に行われるよう迅速で解り
やすい周知に努めてまいります。

●高齢福祉　高齢者の方が安心安全に生活することの支援を目的に、医療、保険、相談、虐待、苦情等に
ついて、総合的に取りまとめた「高齢者向けハンドブック」を作成し、配布いたします。

●介護保険　介護サービスについては、引き続き介護保険施設及び地域密着型介護施設の誘致活動を行っ
てまいります。在宅介護サービスに係る利用料の軽減等につきましては、高齢者サービス等検討委員会の

中で引き続き検討してまいります。また、地域包括支援センターは、１名増員の３名体制とし、高齢者支

援の総合機関として強化を図ります。

●保健事業　町民の皆さまの健康推進のため、各種検診をはじめ、保健指導、高齢者の健康教室、予防接
種等を引き続き行ってまいります。また、「けんこう宣言八丈２１」の中の食生活の分野を推進するため策

定した「食育推進計画」をもとに、各関係機関と連携し実効性のある食育の推進を図ってまいります。

●温泉　町民の皆さまには健康増進施設として、また、来島者には観光の目玉として、引き続き温泉運営
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を適切に行ってまいります。

●土木事業　国庫補助事業については、樫立中之郷線・中道伊郷名線の道路改良事業を継続して施行しま
す。

　市町村土木事業については、継続事業として、長の入鍋出し線のほか７路線を、道路改良事業として施

行します。また、新規事業として、ねぎばな水壺線ほか１路線を、道路改良事業として施行します。

　その他、町道各路線の維持補修にも努め、地域住民の利便性、安全性、産業振興、及び排水処理をも考

慮しながら、道路整備事業に取り組んでまいります。

●町営住宅　町営住宅については、坂下地域において、老朽化した原山団地の建て替えを平成２４年度まで
の３か年計画で実施します。

　坂上地域については、少子化対策として、若年層向け一戸建木造住宅を建設してまいります。また、既

存住宅においては、居住に支障がないように良好な維持管理に努めてまいります。

●農業振興　基幹産業である農業振興の主要施策として、引き続き、ストロングハウス、ロベネットハウ
スの建設を進めるとともに、今後、新たな事業を計画し、生産者、行政が一体となった経営基盤の強化を

図ってまいります。また、農業担い手の育成や、切葉、切花やアシタバなど、農産物の共撰共販体制の更

なる販路拡大と高品質生産品の安定出荷による一層の産地力の向上を図ってまいります。

●林業関連事業　林業事業については、林道の維持管理や有用広葉樹の植栽及び病害虫対策事業として、
松くい虫、トビモンオオエダシャクの防除を引き続き実施してまいります。

●その他事業　ノヤギの捕獲事業については、八丈富士を中心に継続して実施してまいります。
　また、本年１月から、「八丈町飼養ヤギの野生化防止に関する条例」を施行しており、今後もヤギの野

生化防止に取り組んでまいります。

●観光振興　観光振興については、不況の影響もあり、来島者が減少している状況にありますが、島外で
行われる物産展に積極的に参加し、地産品の販売と八丈島のＰＲを行います。また、八丈島観光振興実行

委員会を中心に、航空会社、船会社、旅行会社等を巻き込んだキャンペーンを行うとともに、八丈島フィ

ルムコミッションとも連携して、観光誘致に取り組んでまいります。

●商工振興　商工の振興については、板橋大山商店街、上板橋商店街にある２ヶ所のアンテナショップを
活用するとともに、他の商店街の物産展にも積極的に参加し、地産品の宣伝及び販売促進に努めてまいり

ます。また、「八丈島夏まつり」など、商工会が行う事業や伝統工芸品である「黄八丈」の事業などにつ

いても、引き続き協力、支援を行ってまいります。

●水産業振興　水産業の振興については、「つくり育てる漁業」として、シマアジの中間育成放流事業、
フクトコブシの種苗放流事業を引き続き実施するとともに、カツオ漁などに多大な効果をもたらしている

浮魚礁を設置し、漁業の活性化を図ってまいります。また、漁協女性部による付加価値をつけた「ムロア

ジ製品」「トビウオ製品」は、本島及び都内の学校給食の食材として定着してきております。

　今後さらに、水産業の振興を図るとともに、観光、商工業者等と連携して、多角的に取り組んでまいり

ます。

●消防　職員すべてが消防吏員となり、２３名の体制に強化されました。引き続き救急救命士の養成を行い、
救命率の向上を図るとともに、救急講習会、ＡＥＤ講習会等を実施し、救命意識の向上を図ってまいりま

す。

●消防団　教育訓練の充実と防災意識の高揚を図り、強力な組織作りを目指します。
●火災警報器　平成２３年度から、既存住宅を含むすべての一般住宅に火災警報器の設置が義務化されます。
町広報及び防災行政無線による啓蒙活動のほか、集会場所での説明会を実施し、設置の推進を図ってまい

ります。

●学校教育の充実　学校教育では、子ども一人一人を大切にした指導を実践するとともに、基礎学力の向
上について学校と連携し、推進してまいります。

　元気な子どもたちを育てる校庭の芝生化の推進として、三根小学校に続き、三原小・中学校の校庭芝生

化に取り組みます。また、小学校５年生の大島移動教室に代わる事業として、長野県木島平村を訪れ、雪

山や文化にふれる冬山体験学習事業を行います。

　八丈方言の消滅危機の現状を受け、方言の指導を教育方針に明記し、学校教育の中で取り組んでまいり

平成２２年度施政方針
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ます。

　末吉小学校においては、総合的な教育効果をあげるために三原小学校との統合に向けて引き続き取り組

み、両校の児童にとってより良い教育環境を整えてまいります。

●学校給食　学校給食では、食の安全性、栄養バランスの大切さ及び食べることの楽しさを教え、食に関
する指導の充実に努めます。

　給食だより・食育通信をとおして、子どもや家庭へ広く食育の推進をしてまいります。また、今後も、

八丈島産の食材をより多く献立に取り入れ、地産地消の推進と安全でおいしい給食を提供してまいります。

●生涯学習と文化・スポーツの振興　すべての町民が学習や芸術・文化、スポーツに親しみ、参加できる
機会の充実を図るため、各種団体の活動を支援してまいります。

　学習活動やコミュニティ活動の場となる公民館や図書館等の社会教育施設は、町民の皆さまが利用しや

すい環境づくりを進めてまいります。

　八丈島の貴重な財産である有形・無形文化財については、その保護や保存、調査に努めてまいります。

また、文化財の公開をとおして、文化財に親しむ機会を提供してまいります。

昨年９月にスタートしました、放課後子どもプランは地域の方の参加も図り、より充実した活動を行って

まいります。

　町民の皆様の健康・体力づくりやスポーツの振興を図るため、体育施設等を積極的に開放してまいりま

す。また、南原スポーツ公園を活用したサッカーやフットサルなどの大会を支援し、スポーツをとおした

島内・外の交流と地域の活性化に取り組んでまいります。

　平成２５年に開催される東京国体に向けては、南原スポーツ公園に軟式高校野球の会場となる野球場を建

設いたします。

●東京都施行事業　港湾・漁港及び都道の整備については、毎年着実に施行され、安全及び利便性の向上
が図られております。

　昨年の台風１８号で被災した八重根港・乙千代ケ浜海岸の復旧工事も平成２１年度から継続して行っていま

す。しかしながら、底土港の船客待合所の建て替え、新野営場の整備など、課題もありますので、これら

の事業の早期実現及び早期完成に向け、東京都へ積極的に働きかけてまいります。

●公営企業全般　水道、バス、病院各事業会計につきましては、大変厳しい財政状況下にありますが、企
業努力を推進し、健全な運営を行ってまいります。

●水道事業　本事業は、使用水量の減少に伴う収益減の解消及び累積欠損金等の処理が課題となっており
ます。

　平成２２年度は、料金改定を行うとともに、今後の水道事業の経営改善計画を含め、現状と展望を見据え

た水道計画の策定に取り組みます。

　平成２２年度の工事につきましては、坂下地区上水道事業、坂上地区簡易水道事業において、老朽管の敷

設替工事を行います。また、配水施設においては、生活道路である都道・町道の改修に伴い、配水管新設

及び改修工事を１３件予定しております。

　今後も、「安全で良質な水の供給」、「安定供給の確保」に努めてまいります。

●一般旅客自動車運送事業（バス事業）　バス事業は、平成２２年度から定期観光と利用率の低い永郷路線
の廃止を実施し、運転手の減員と車両の減車をいたします。また、今後の貸切バスについては、観光の動

向、島内のイベント等を考慮して関係機関と協議検討してまいります。

　路線バスについては、住民の身近な交通手段であり、高齢者や学生、観光客等の対応のためにも、最低

限の維持と確保を行いますが、路線の系統については、効率的な運行を検討し、引き続き経営改善計画を

進めてまいります。

　なお、運行の安定化と車両の維持費削減のために、老朽化した車両の入れ替えも計画しております。　

●病院事業　町立八丈病院は、離島における公立病院として、今後とも必要な医療を安定的かつ継続的に
提供していかなければなりません。平成２２年度の診療報酬改定は０.１９％とわずかではありますが、１０年ぶ

りのプラス改定となりました。しかしながら、病院経営を取り巻く環境は、依然として厳しい状況であり

ます。

　全国の医療現場において、医師不足が叫ばれておりますが、本病院においては、平成２２年度も、東京都、

平成２２年度施政方針
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日本医科大学付属病院、聖マリアンナ医科大学病院、杏林大学医学部付属病院等の協力をいただき、内科、

外科、小児科、産婦人科の診療を実施し、町民の健康福祉の向上に寄与してまいります。また、１２科の臨

時専門診療についてもそのニーズに応じ充実させてまいります。

　平成２２年度はデジタル移動型Ｘ線装置、超音波診断装置等の機器を代替し、医療環境の充実に努めてま

いります。施設工事は、高度治療室・未熟児室の冷暖房機器の代替を実施いたします。

　益々厳しい経営状況下でありますが、東京都の指導、支援を仰ぎながら、引き続き経営改善に努めてま

いります。

おわりに

　以上、私の町政に対する取り組みについて、基本的な考え方と主な施策の概要について、申し述べさせ

ていただきました。

　平成２２年度の各会計の予算総額は、約１３５億３千万円と大型予算となっており、各種事業を積極的に施

行する予定でございます。これらの施策の推進により、「夢と希望が持てる安心で暮らしやすい八丈町」

の実現に一歩でも近づくことができるものと、思っておりますが、それには、皆さまと一体となって取り

組むことが必要不可欠でございます。

　ここに、重ねて、議員各位並びに町民の皆さまのご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、

施政方針の説明とさせていただきます。

平成２２年度施政方針／一般会計予算額

平成２２年度一般会計予算額　８４億８８５３万８千円 －前年度比　２２.９％増－　

 （単位：千円）

歳　　入　
予　算　額項　　目

１０.４％８８６,０１０町税

０.９％７５,６８０地方譲与税

１.１％９４,２９９地方消費税交付金

０.３％２６,９９３自動車取得税交付金

２３.０％１,９５０,０００地方交付税

０.８％６９,７６７分担金及び負担金

２.０％１７３,６８３使用料及び手数料

６.５％５５１,９６８国庫支出金

２３.９％２,０２８,３１５都支出金

１４.８％１,２６０,０２０繰入金

１.２％１０２,０９１諸収入

１４.７％１,２４４,３００町債

０.４％２５,４１２その他

１００.０％８,４８８,５３８計

 （単位：千円）

歳　　出
予　算　額項　　目

１３.３％１,１３０,６１１人件費

１４.１％１,１９９,７１４物件費

１.８％１４９,９３０維持補修費

５.５％４６７,４３０扶助費

７.６％６３９,６６２補助費等

４４.５％３,７７９,６１１普通建設事業費

７.７％６５４,５５５補助事業費

３６.８％３,１２５,０５６単独事業費

９.０％７６１,６１４公債費

３.７％３１１,７７９繰出金

０.０％３,０００積立金

０.５％４５,１８７その他

１００.０％８,４８８,５３８計

平成２２年度会計別予算額
〈各会計の予算〉 （単位：千円）

８,４８８,５３８一般会計

３,４６４用品会計

１,０００老人保健医療特別会計

７６７,７６６介護保険特別会計

１５１,６８７後期高齢者医療特別会計

１,２９３,６３１国民健康保険特別会計

１０,７０６,０８６計

〈公営企業の予算〉 （単位：千円）

８９４,００３水道事業会計

１４４,６０８一般旅客自動車運送事業会計

１,７８７,４７８病院事業会計

２,８２６,０８９計
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国民年金 ほか

学生納付特例制度をご利用ください
　日本国内に住む全ての人は、２０歳になった時から国民年金の被保険者となり、学生であっても国民年金
に加入しなければなりません。
　しかし、学生の場合は、本人の前年の収入が一定額以下の場合には、申請により在学中の保険料の納付
が猶予される『学生納付特例制度』が設けられています。
　申請を問わず、保険料が未納のままだと、不慮の事故等により障害が残ってしまったとき、障害基礎年
金等を受け取ることができなくなりますので、お早めにご相談ください。
　
平成２２年度の国民年金保険料について
　平成２２年度の保険料は、月額１５,１００円となります。
※保険料の納め忘れがあると、将来受け取る年金が少なくなるだけでなく、年金が受けられなくなる場

合もありますので、保険料は必ず納期内に納めましょう。

　また、口座振替（早割）や前納の利用による割引もありますので、是非ご利用ください。
　
平成２２年度の年金額について
　○老齢基礎年金（年額） ７９２,１００円 （満額）
　○障害基礎年金（年額） １級　９９０,１００円
  ２級　７９２,１００円
　○遺族基礎年金（年額） ７９２,１００円
　○遺族基礎年金の子の加算額（年額）
　　�第１子及び第２子 ２２７,９００円
　　�第３子以降 ７５,９００円

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）

ねんきん特別便に関する問い合わせ
�ねんきん特別便専用ダイヤル�
　電話　０５７０－０５８－５５５
　（IP電話・PHSからは　０３－６７００－１１４４）
●受付時間●
�月曜日～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 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）
●受付時間●
�月曜日～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

住民基本台帳閲覧状況の公表について
　平成１８年１１月１日住民基本台帳法の一部が改正され、閲覧状況を公表することが義務付けられました。八

丈町では、住民基本台帳法第１１条第３項及び第１１条の２第１２項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民

票の写し等の交付に関する省令第３条の規定に基づき公表します。（平成２０年１１月１日から平成２１年１０月３０

日までの期間）

 ● 閲覧年月日 平成２１年９月４日

 ● 閲覧申出者名 東京大学大学院医学系研究科　科長　清水孝雄

 ● 閲 覧 事 由 『精神障害をお持ちの方々にやさしい街づくり調査』の質問用紙を配布する対象を無作

為抽出するため

 ● 閲覧の範囲 八丈町全域の２０歳以上の住民１００名

■問い合わせ■
　住民課住民係　内線２３７・２３８
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国保だより ほか

旧被扶養者に係わる国保税の軽減措置期間が延長されます
　このたび、旧被扶養者に係わる国保税の軽減措置期間が２年間から当分の間（後期高齢者医療制度廃止

までの間）に延長されました。

　◆旧被扶養者ってなに？◆
　７５歳に達した方が会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家
族である被扶養者の方（６５歳～７４歳）が新たに国民健康保険に加入した人

　◆この場合の軽減措置って？◆
　旧被扶養者の方が市区町村の窓口に申請していただくことにより、所得や資産に応じてご負担いた
だく保険税が免除されるとともに被保険者１人当りの均等割（人員割）が半額となり、更に、被保険
者が１人の場合には、平等割（世帯割）も半額となる措置

就学のために転出される方へ ～学生の被保険者証の特例制度について～
　就学のために転出される方に、今までの被保険者証がそのまま使用できる学生特例制度があります。該

当される方は転出の手続きをする際、窓口に申し出てください。

　学生特例制度を受けている方で、昨年度に引き続き学生の方は、平成２２年度分の在学証明書、または学

生証のコピーを４月末日までに提出してください。

　また、卒業などで該当しなくなられた方は、非該当の届け出が必要となります。

◆「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。
◆国保税は国保制度の重要な財源です。被保険者の皆様、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

第十回　戸籍電算化による附票の取扱いについて

　戸籍に記載されている方の住所及びその履歴を明らかにするものとして、戸籍の附票があります。今回の戸籍事務
電算化に伴い、戸籍の附票もコンピュータで管理します。
　電算化後の新しい附票には、平成２２年９月４日時点及びそれ以降の住所が記載されることとなります。
　これまでの紙の附票は、改正された附票（改製原附票）として５年間保存されます。紙の附票に記載された以前の
住所が必要な場合には『改製原附票』を請求してください。

■問い合わせ■　住民課住民係　内線２３７・２３８

　シリーズ　戸籍電算化がはじまります！戸籍電算化がはじまります！

１４日～１８日
●ANA８２２便にて上京

●優良町村及び自治功労者表彰伝達式

●東京都町村特別職等自治研修会

●東京都町村会役員会

●東京都町村長会議

●東京都島嶼町村会、同議長会第１回

合同会議

●町村長、議会議長、東海汽船等幹部

との意見交換会

●第４１回東京海区漁業調整委員会

●ANA８２３便にて帰島

町
長
上
京
日
記 
２
月

２３日～２７日
●ANN８２２便にて上京

●全国離島振興協議会第４回正副会

長会議

●全国離島振興協議会第５回理事会

●（財）日本離島センター第４回理事

会

●国土審議会第４回離島振興対策分

科会

●東京都土地改良事業団体連合会第

５３回通常総会

●ANA８２３にて帰島

路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線バババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススス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運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運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行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻ががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががががが
変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ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ままままままままままままままままままままままままままままままま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すすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

　平成２２年４月１日より、路線

バスの運行時刻が変わります。

　新しい運行時刻については、

折り込みの時刻表をご覧くだ

さい。
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税のお知らせ

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

固定資産税（土地・家屋）の縦覧・閲覧
　ご自身の固定資産と比較できるように、他の土地や家屋（土地のみをお持ちの方は土地、家屋のみをお持ちの方は
家屋）の価格（評価額）をみることができます。

　また、課税台帳（納税義務者本人または被相続人および権利を有する土地、家屋）の閲覧または、証明（税額は記
載されません）の申請をすることができます。

●申請できる方

［手数料］●同一所有者で土地３筆又は家屋３棟まで３００円　　［場所］●税務課税務係

■場　所■　税務課税務係　内線２２４
■期　間■　４月１日（木）～５月３１日（月）※土・日・祝日を除く　午前８時３０分～午後５時１５分

必要なもの申請できる方
Ⅰ免許証や保険証など本人を確認できるもの（所有者が法人の場合は、さら
に、申請書に代表者印を押していただくか、お越しの方に委任状が必要です）

①町内に土地や家屋を所有している方

Ⅱ賃貸借契約書（コピー可）又は登記簿謄本（登記簿に賃借権等の権利人として
記載されている方、コピー可）、免許証、保険証など本人を確認できるもの
※申請の際は、必ず地番や家屋番号を指定してください

②町内の土地や家屋を有償で借りている方（賃貸借
契約書に賃借人として記載されている方、登記簿
に賃借権等の権利人として記載されている方）

Ⅲ①の方の除籍謄本（コピー可）とご自身の戸籍謄本（コピー可）な
どで相続確認できるもの、免許証、保険証など本人を確認できるもの③①の方が亡くなられている場合は、その相続人

Ⅳ②の方の除籍謄本（コピー可）とご自身の戸籍謄本、保険証、免許
証など本人を確認できるもの
※申請の際は、必ず地番や家屋番号を指定してください

④②の方のうち、賃借権等の権利人として登記されて
いて、なおかつ権利人が亡くなられている場合は、
その相続人（賃貸借契約書のみの方は該当しません）

Ⅴ①、③の方からの委任状と免許証など本人を確認できるもの
※③の方からの委任状の場合は、さらにⅢに掲げる書類も必要です

⑤①、③の方から委任されている方

Ⅵ②、④の方からの委任状と免許証や保険証など本人を確認できるもの
※②の方からの委任状の場合は、さらに、Ⅱに掲げる書類も必要です
※④の方からの委任状の場合は、さらにⅣに掲げる書類も必要です

⑥②、④の方から委任されている方

Ⅶ裁判所が選任したことを示す書類や商業登記簿などの権利を示す書
類が必要です

⑦所有者など総務省令で定められた固定資産を処分
する権限を持つ方

Ⅷ裁判所に提出する訴状などの関係書類が必要です⑧民事訴訟費用に関する法律のうち、訴えの提起
や、控訴の提起などの申立てをする方

●縦覧できる方
［縦覧内容］
●土地　所在・地番・地目・地積・価格
●家屋　所在・家屋番号・用途・構造・床面積・価格
［注意事項］
●縦覧帳簿には所有者の名前は記載されていませんの
で、必ず地番又は家屋番号を指定してください

●ご自身所有以外の土地や家屋については、所有者の
名前や評価の内容をお知らせすることはできません

●混雑時などにお待ちいただくこともありますので、
ご協力をお願いします

［手数料］　●無料
［場　所］　●税務課税務係

必要なもの縦覧できる方
Ⅰ免許証や保険証など本人を確認できる
もの（所有者が法人の場合は、さらに、
申請書に代表者印を押していただくか、
お越しの方に委任状が必要です）

①平成２２年１月１日時点
で、町内に課税されて
いる土地や家屋を所有
している方

Ⅱ①の方の除籍謄本（コピー可）とご自
身の戸籍謄本（コピー可）などで相続
確認できるもの、免許証や保険証など
の本人を確認できるもの

②①の方が亡くなられて
いる場合はその相続人

Ⅲ①、②の方からの委任状と免許証や保
険証など本人を確認できるもの
※②の方からの委任状の場合は、さらに
Ⅱに掲げる書類も必要です

③①、②の方から委任さ
れている方

納め忘れはありませんか
　平成２１年度分の町税などが未納の方は、至急納付してください。納付書を紛失さ
れた場合は、再発行します。
　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様々な場面で役
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。このまま
税金の滞納が増えると町の事業や、皆さんへのサービスの低下につながりかねません。
　国保税を滞納している方には、保険証を返還してもらい、代わりに資格証明書を
交付しています。この場合、医療費は全額自己負担となりますので、ご注意ください。
　納税についての相談は、早めに税務課までご連絡ください。

町都民税・所得税の確定申告
　平成２１年分の町都民税、所得税の確定申告
は、期限が過ぎています。まだ申告されていな
い方は、すみやかに申告を済ませてください。

固定資産税課税明細書の送付
　平成２２年度固定資産税課税明細書は、納税通
知書に同封して５月に送付します。ご自分の固
定資産に相違がないか、確認してください。
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環境だより

■問い合わせ■　住民課環境係　内線２３３・２３４

�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１１１１１１１１１１１１１１１６６６６６６６６６６６６６６６回回回回回回回回回回回回回回回 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延延延延延延延延延延延延延延延命命命命命命命命命命命命命命命化化化化化化化化化化化化化化化へへへへへへへへへへへへへへへののののののののののののののの取取取取取取取取取取取取取取取りりりりりりりりりりりりりりり組組組組組組組組組組組組組組組みみみみみみみみみみみみみみみ
　管理型最終処分場の建設は、大島から青ヶ島までの８町村の共同事業として計画されました。現在８町村の全ての

埋立廃棄物（焼却灰）は大島の処分場にて埋立処分されています。また、八丈島の処分場は建設工事に着手し、平成

２４年度には供用開始になる予定です。

　これからは、埋立廃棄物（焼却灰）を減らし、施設の延命化を図らなければなりません。延命化にはごみの減量化

が重要で、皆さんの協力が必要となります。

　　①ごみの発生を減らす……生ごみはコンポストで堆肥化する

　　②３Ｒに取り組む…………ごみを減らす、使えるものは最後まで使う、残った資源を再利用

　　③ごみに関する意識改革…毎日ごみを減らす意識を持つ、不要な物は購入しない

　これらを実践し、クリーンセンターと管理型最終処分場の延命化を図りましょう。

●古着の収集を変更します
　シーツ・タオルケットなどはコスト面等から島外搬出、再商品化が困難な状況となりました。４月よりそのまま 
着用できる衣類のみを対象とした回収とさせていただきますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

●ヤンバルトサカヤスデ対策
　平成２２年４月から平成２３年３月まで、

家屋への侵入防止薬剤を配付します。た

だし、薬剤は１ヶ月経過しなければ、次

の配布は行いません。また代理の方には

引換券等は配布できませんので、必ず本

人が申し込んでください。申し込み場所

は大賀郷地域の方は　住民課環境係、他

の地域の方は各出張所にて「引換券」、

「半額助成券」を受け取り、農協の各店

または、伊勢崎富次朗商店で薬剤と引き

換え、または購入してください。詳しく

は、八丈町ホームページをご覧ください。

●コンポストをご利用ください
　生ごみ堆肥化用コンポスト（たい肥化容器）の

借用をご希望の方は印鑑を持参のうえ、各出張所

または環境係にて申し込んでください。詳しく

は、八丈町ホームページをご覧ください。

●八丈島連合婦人会総会にて 「思いは地球規模で、行動は足元から！」
　２月２１日（日）に行われた八丈島連合婦人会総会のレクリエーションにサプライズゲストとして、「環境問題」をテ

ーマに全国各地を飛び回る夫婦漫才師、「林家ライス・カレー子」さんと「らっきょ」さんの

３人が出演し、約２５０人が来場しました。ゴミの問題や生活の中でのちょっとしたことから

世界レベルの話までの環境問題に関する講演でした。

　また、昨年１０月より町が取り組んでいる「ごみ減量化」の普及啓発活動は、今回の連合婦

人会総会で、参加者が延べ１,０００人に達しました。

　町では、今後も住民の方々に「ごみ問題」に関心を持っていただくよう、どんな小さな会

合でも出前懇談会を開催しますので、ぜひ環境係までお声かけください。

●八丈町ゴミ処理問題協議会の委員を追加募集します
　ゴミ処理に関する様々な問題を協議する委員を一般の方より追加募集

します。

●●募集人員　３名　　●●応募締切　平成２２年４月１６日（金）
●●応募資格　２０歳以上の八丈町在住の方で、町税、使用料などの滞納が

ない方。

　　　　　　また、町のほかの公募委員になっている方は応募できません。

●●応募方法　申込用紙を住民課環境係へ提出してください。（「申込用
紙」は各出張所と住民課環境係にあります。）

●●そ の 他　募集人員を超えた場合は、協議会事務局による抽選にて決
定します。

●ごみは責任をもって、正しい分別と出し方を
　分別が正しくなく、収集できないごみが残り、近隣住民の

方々が迷惑するケースがあります。

　無記名で分別されていないごみ袋については、町職員が分別

の確認や指導を目的に、中身のチェックを行います。

　また、ごみは自宅から一番近い集積所に出しましょう。出した

ごみが収集されなかった場合は、一度持ち帰り正しく分別して

から出すようにしてください。ご理解とご協力をお願いします。
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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…４月２０日（火）　午後１時１５分～１時４５分受付
　�対象　平成２１年１１月１７日～平成２２年１月２０日生まれの乳児

　１歳６か月児健康診査……………４月１３日（火）　午後１時１５分～１時４５分受付
　�対象　平成２０年８月１０日～平成２０年１０月１３日生まれの幼児

　４歳児歯科健康診査………………４月７日（水）　午前９時１５分～１０時受付
　�対象　平成１８年１月２８日～平成１８年４月７日生まれの幼児

こども心理相談　（要予約）　会場：保健福祉センター

　４月１３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　（要予約）　会場：保健福祉センター

　４月１９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。

両 親 学 級　（要予約）　会場：保健福祉センター

　新しい命を迎える準備をしましょう。お母さんの体調がよいときにいらしてください。お父さんも大歓迎です！
　１回目　４月９日（金）午後１時３０分～３時３０分　　妊娠中の生活（生活の工夫、歯の健康）
　２回目　４月１６日（金）午前１０時３０分～１２時３０分　　妊娠中の栄養（調理実習含む）
　３回目　４月２２日（木）午後１時３０分～３時３０分　　お産を迎える準備（お産の進み方、呼吸法）
　４回目　５月６日（木）午後１時３０分～３時３０分　　赤ちゃんの準備（沐浴、マタニティ体操）

定期予防接種のお知らせ
�ＤＰＴ三種混合集団接種（Ⅰ期）
�日時：４月１５日（木）午後３時～３時３０分
�予約制予防接種
�日時：４月１４日・２８日（水）午後２時３０分～３時
※都合により町の集団接種（BCG・ポリオ
を除く）を受けられない方は、予約制で
接種を受けましょう。受付締切は接種希
望日の１週間前です。

■場所（��共通）：町立八丈病院小児科
■予約受付・問い合わせ■

　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　１２日（月）～１６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！
４月７日（水）　みんなで遊ぼう
　　１４日（水）～１６日（金）
　　　　　　　　製作・こいのぼり作りなど
　　２１日（水）　ペタペタ遊び
　　２８日（水）　製作・かぶと作り

�そのほかの催し
４月１３日（火）　絵本＆紙芝居　　　午前１０時３０分～
　　３０日（金）　ほのぼの健康相談　午前１０時～１１時３０分
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教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話２－０７９７

今月の学校行事
【小・中学校】

５日（月） 春季休業日終わり

６日（火） 始業式

【小学校】

６日（火） 入学式

【中学校】

７日（水） 入学式

２０日（火）～２４日（土） 修学旅行 大賀郷中

２１日（水）～２５日（日） 修学旅行 富士中

２２日（木）～２６日（月） 修学旅行 三原中

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　図書館を利用するには
　図書館で本やDVDなどを借りるには、『図書貸出カード』が必要です。このカードは図書館カウンターで
申込用紙を記入することで、すぐに発行されます。なお申込手続の際には本人確認できるもの（免許証や保
険証）が必要となります。（小さいお子さんの場合も確認しています）
●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＊
　『風邪とごはんーひく前　ひいた　ひいた後―』渡辺有子著　　　『コロヨシ！！』三崎亜記著
　『子どものためのノートのコツ１』大門久美子文　　　　　　　　『かえんだいこ　落語絵本１４』川端誠作
●今月のおはなし会　１０日（土）午前１０時～１１時　こどものほんのへや
 （４月からおはなし会の時間が変わります。皆さん、きてくださいね！）
●休 館 日　毎週月曜日・２９日（木・昭和の日）　３０日（金・館内整理日）
●開館時間　午前９時３０分～午後５時

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話２－０７９７

教育委員会だより ほか

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
東京都教育相談センター　平日　午前９時～午後９時　　土日祝日　午前９時～午後５時
　　　　　　　　　　　　電話　０３－５８００－８００８
東京いのち電話　　　　　電話　０３－３２６４－４３４３（２４時間）

教育相談室より
　八丈富士のすそ野がオオシマザクラでほの白く染

まる季節になりました。お子さんのご入学、おめで

とうございます。ま新しいランドセルを背負って得

意げな新入生はほほえましく、地域のおとなとして

彼らの無事な成長を祈らずにはおれません。

「入学の 吾子  人前 に押し 出 だす 石川桂郎」
あ こ  ひとまえ い

　学校も子どもたちにとってはきびしい現実世界で

す。そっと背を押す保護者の手には、「ひとつひと

つ困難を乗りこえて成長していって」というエール

が込められています。 

「入学児母を離れて列にあり 松尾静子」

　新しい社会の一員としてスタートしたばかりのわ

が子を見つめる保護者は、「やれやれやっとここま

で来れた」という安堵感と「大丈夫かしら……」と

いう思いで子どもから目が離せません。

　八丈町教育委員会では、学校と協力して子どもた

ちのすこやかな成長をサポートするための教育相談

を行っています。お子さんの状況によっては、学習

や生活上の困難について、特別な支援を行うことも

できます。ひとりで悩むことなく、お声をかけてく

ださい。 （教育相談員　伊藤　宏）
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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

長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿寿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 ～保険料が変わります～

◇平成２２年度の保険料（八丈町）

◇保険料の軽減について
　１．均等割の軽減（表①参照）

　　　�所得に応じて、均等割は軽減されます。 

表①　�同一世帯の被保険者全員と世帯主の所得の合計で判定します。

　２．所得割の軽減（表②参照）

表②　�被保険者個人の所得で判定します。

　３．会社の健康保険などの被扶養者だった方の軽減

　　　�所得割がかからず、均等割が９割軽減されます。

　その他ご不明な点は、被保険者の方にお送りしているお知らせをご覧ください。

●問い合わせ●　健康課高齢福祉係　電話２－５５７０

軽減割合対　象　世　帯

９割軽減
所得の合計が３３万円以下の世帯のうち、被保険者全員が年金収入８０万円以下で年
金以外の所得がない世帯

８.５割軽減所得の合計が３３万円以下の世帯

５割軽減
所得の合計が、３３万円＋（２４万５千円×世帯主以外の被保険者数）以下の世帯　　
※単身世帯の方は、対象になりません。

２割軽減所得の合計が、３３万円＋（３５万円×世帯の被保険者数）以下の世帯

※６５歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに１５万円を差し引いた額で判定します。

所得割軽減割合所得が次の金額の方

全額軽減所得から３３万円を差し引いた額が１５万円以下の方

７.５割軽減所得から３３万円を差し引いた額が２０万円以下の方

５割軽減所得から３３万円を差し引いた額が５８万円以下の方

樫立・中之郷地区 敬老会 開催！
高齢者の町民の方々への感謝と長寿をお祝いする敬老会を樫立・中之郷地域で開催します。

●問い合わせ●　健康課高齢福祉係　電話２－５５７０

日 時　４月２５日（日）　午前１１時～
場　所　�樫　立　樫立公民館　　�中之郷　中之郷公民館
対象者　７０歳以上（昭和１６年４月１日以前に生まれた方）

６.３３％所得割率

３３,２９１円均等割額

５０万円賦課限度額

所得割額
（所得－３３万円）×６.３３％

均等割額
（３３,２９１円）

年間保険料額
（限度額５０万円）

＋ ＝

長寿医療制度のお知らせ／敬老会
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年間行事予定表／犬の登録注射

�／  平成２２年度年間行事予定表 �／ 
行　　　　　事行　　　　　事

中学校記録会３日

１０月

八丈町事業説明会２１日
４月 防災訓練（樫立運動場）５日敬老会（樫立・中之郷）２５日

町民体育大会１０日中之郷自治会総会２９日
八丈町議会議員選挙１７日トローリング大会　～１/３１１日

５月
八丈町表彰式２２日ジギングトーナメント　～１６日１５日
グラウンドゴルフ大会２９日富士中学校運動会２３日
小学校運動会３日

１１月

敬老会（三根）３０日
福祉バザー１４日クリーンデー６日

６月
末吉自治会総会２３日第二回八丈町議会定例会８日
高齢者演芸大会５日

１２月
消防団夏季訓練　～２７日２６日

第四回八丈町議会定例会７日小笠原親善訪問　～７/１２６日
消防出初式４日

１月

夏まつり　～２５日２３日７月
成人祝賀式５日サマーコンサート、八丈島浜遊び１日

８月
パブリックロードレース９日納涼花火大会１１日
文化フェスティバル１６日小学生野球大会　～２７日２４日
ヘルシーフェスタ　～２/６２２日（ジュニア・ベースボール・クラシック）

樫立自治会総会１１日
２月

自治振興委員・納税貯蓄組合長の集い３日

９月

芸能文化交流会　～２０日１９日第三回八丈町議会定例会７日
第一回八丈町議会定例会４日

３月

三原中学校体育祭１２日
八丈島産業祭　～２０日１９日大賀郷中学校運動会１９日
フリージアまつり　～４/３２１日敬老会（大賀郷・末吉）２０日

社会人フットサル大会　～２６日２５日
（レインボーカップ）

※各行事の日程は、予定であり、変更になる場合があります。

犬犬のの登登録録・・注注射射ををおお忘忘れれななくく!!
　飼い犬の狂犬病予防注射を次の日程で行います。お
近くの会場で忘れずに済ませてください。

�犬を清潔にし、犬をしっかりおさえられる方が連れ
　てきてください。
�都合によりこられない方は、後日動物病院で接種し
　てください。
�新たに飼いはじめた犬、島外から転入してきた犬は、
　狂犬病予防法に基づく登録が必要です。保健福祉セ
　ンターへご連絡ください。

■料金
予防注射料金　　　　　　　　　　　　３,５５０円
　内訳・予防注射料　　　　　　　　　３,０００円
　　　・注射済票交付手数料　　　　　,５５０円
登録手数料金（新規登録する犬のみ）　３,０００円

●問い合わせ●　健康課保健係　電話２－５５７０

狂犬病予防注射日程表
時　　間会　　　場日付

９：００～１０：００

１０：１０～１０：３０

１０：４０～１１：００

１１：１０～１１：３０

１３：３０～１４：００

１４：１５～１４：４０

小宮山久男商店駐車場

漁協テングサ倉庫前（護神）

パパズ・イン駐車場

漁協神湊倉庫跡（仲屋商店前）

西見バス停前

東海汽船　八重根待合所前

　

日
（
火
）

１３

９：００～９：３０

９：４０～１０：００

１０：１５～１０：４０

１０：５０～１１：１０

１１：２０～１１：４０

１４：００～１６：００

大賀郷公民館駐車場

大里バス停前

樫立公民館車庫

中之郷公民館前

末吉公民館前

八丈町保健福祉センター

　

日
（
水
）

１４

※狂犬病予防法により、犬を飼育する際には市町村へ
の登録と年１回の予防注射が義務付けられています。
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介護保険／主な会議

平成２２年度の介護保険料について
　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って、第１段階から第８段階まで設定します。

●保険料の納期と納め方
　年金から天引きされる方（特別徴収）及び直接町へ納めていただく方（普通徴収）の平成２２年度の保険料

と納期は、別表①②のとおりです。

　平成２２年度特別徴収のうち、４・６・８月の特別徴収分（仮徴収期間）は、平成２１年度分の税情報などを

基に算出し、１０・１２・２月の特別徴収分（本徴収期間）は６月の本算定（年額決定）により決定されます。

また、６５歳になったばかりの方や転入されたばかりの方は、年金からの天引きがすぐに開始できないため、

天引きが開始されるまでは納付書で納めることになりますので、ご注意ください。

別表①　平成２２年度介護保険料（第１号被保険者）

別表②　平成２２年度介護保険料の納期限等（第１号被保険者）

　平成２２年度の保険料（年額決定）に関する通知は、６月下旬から７月上旬にかけて送付しますので、お手

元に届き次第、内容をご確認ください。

　介護保険制度では、保険料の滞納に対して厳しい罰則（保険給付費の減額やサービスの一時差し止めな

ど）があります。納め忘れなどにはご注意ください。

●問い合わせ●　健康課高齢福祉係　電話２－５５７０

保険料
保険料率対 象 と な る 方段階区分

年額（円）月額（円）

２４,６００２,０５０基準額×０.５生活保護及び老齢福祉年金受給者で市町村民税が世帯全員非課税の方第１段階

３０,７００２,５６２基準額×０.６２５
市町村民税が世帯全員非課税で、年金収入額＋合計所得金額が８０万円以
下の方

第２段階

３６,９００３,０７５基準額×０.７５市町村民税が世帯全員非課税で、第２段階以外の方第３段階

４３,０００３,５８７基準額×０.８７５
市町村民税が本人非課税であるが、世帯の他者に市町村民税が課税され
ている方で、年金収入額＋合計所得金額が８０万円以下の方

第４段階

４９,２００４,１００基準額×１.０
市町村民税が本人非課税であるが、世帯の他者に市町村民税が課税され
ている方で、第４段階以外の方

第５段階

５５,３００４,６１２基準額×１.１２５市町村民税が本人課税で、合計所得金額が１２５万円未満の方第６段階

６１,５００５,１２５基準額×１.２５市町村民税が本人課税で、合計所得金額が１２５万円以上２００万円未満の方第７段階

７３,８００６,１５０基準額×１.５市町村民税が本人課税で、合計所得金額が２００万円以上の方第８段階

※年額における１００円未は切り捨てています。（例：３０,３７５円⇒３０,３００円）
※第４期介護保険事業計画において介護保険料基準額は、平成２１年度４,０５０円、平成２２年度４,１００円、平成２３年度４,１５０円となります。

普　　　通　　　徴　　　収特　別　徴　収

期　　別　　ご　　と　　の　　納　　期　　限天　引　き　さ　れ　る　月

８期７期６期５期４期３期２期１期６期５期４期３期２期１期

２月２８日１月３１日１２月２７日１１月３０日１１月１日９月３０日８月３１日８月２日２月１２月１０月８月６月４月

�
２
月
の
主
な
会
議
�

議　　題　　等会　議　名日
八丈町基本構想について　ほか庁議１日
一般旅客自動車運送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４日
八丈支庁・八丈町連絡協議会について　ほか課長連絡会議１０日
臨時代理処分事項の報告及び承認について平成２１年度八丈町教育委員会第１１回定例会１２日
第２０回八丈島産業祭開催に伴う職員の協力依頼について　ほか課長連絡会議１９日
平成２２年度八丈町一般会計予算説明　ほか八丈町議会議員全員協議会２２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八丈町農業委員会第１１回総会２５日
平成２２年度第一回八丈町議会定例会について議会運営委員会２６日
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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

４日（日）各地区  …………………春の交通安全パレード
�
４月主な行事予定主な行事予定

２７日（火）神湊港  …………………にっぽん丸寄港

１日（土）  …………………………海開き
�
５月

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ああああああああああああ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たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばまままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつ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り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！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界界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誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇誇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ああああああああああああ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たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばば～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

４月１７日（土）　えこ・あぐりまーと
■プログラム
　正午～１時　　　　八丈太鼓（飛び入り歓迎！）
　午後１時～３時　　家庭菜園、ハーブ園教室（先着１５名様に野菜の苗または花の苗プレゼント！）
　　　　　　　　　　花遊び倶楽部体験教室（材料費５００円）
　午後２時～　　　　ひょんはー（あしたば餅つき）体験

※観光客の皆さんにはあしたば苗小鉢または観葉植物小鉢をプレゼント！
■問い合わせ■　えこ・あぐりまーと　電話０４９９６－７－１８０８

　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
－４.８％４,３６５４,１５５６,９７４６,６３８５１４３７６６,４６０６,２６２１月
７.２％３,２２７３,４５８５,９６９６,３９６４３８４０９５,５３１５,９８７２月

－２.３％７６,９８８７５,１８２１０４,１３５１００,５７９１４,２１９１５,６３４８９,９１６８４,９４５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。

�
４
月
の
航
路
ダ
イ
ヤ
�

源泉変更に伴う温泉施設の臨時休業について
　４月２０日（火）から、樫立向里温泉『ふれあいの湯』

及び『だんらん』の源泉が『樫立向里温泉２号井』（※） 

に変更になります。これに伴った源泉変更工事のため、 

４月５日（月）～１９日（月）の間、臨時休業します。
なお他の町営温泉はこの期間休まず営業します。

　源泉変更後も引き続きご愛顧くださいますようお願い

します。

※新源泉の泉質は従来と同じ『ナトリウム―塩化物強塩温

泉』ですが、含有成分が旧源泉と若干異なるため、湯合い

や肌合いなど微妙な違いが感じられるかもしません。

■問い合わせ■　健康課保健係　電話２－５５７０

機種羽田着八丈島発便名機種八丈島着羽田発便名

Ａ３２０９：５０９：０５８２２Ａ３２０８：３５７：４５８２１
Ａ３２０１４：５５１４：０５８２６Ａ３２０１２：１５１１：２５８２３
Ａ３２０１８：１０１７：２０８３０Ａ３２０１６：４０１５：５０８２９

往復割引
（片道）普通運賃

  １２,７００ 円１９,８００ 円羽田＝八丈島

【ANA】 TEL　０５７０－０２９－２２２

【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〉　
※八丈島発の時間は４月５日より９：５０になります

【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
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英会話／チリ地震／地域振興補助／八丈町人材育成

入 

社 

式

地域振興にあなたの力を！ 八丈町人材育成事業
　八丈町では、町の地域振興を担う人材を育成することを目的に、理学療法士などを目指す学生の方を対

象として、資格養成者事業による補助金を交付します。

　該当される方、もしくは詳しく内容をお聞きになりたい方は下記までご連絡ください。

■問い合わせ■　総務課庶務係　内線２１２

チリ大地震救援金の募集について
　２月２７日に発生しました南米チリの大地震被災者に対する救援金受付を開始しています。皆さまの温か

いご支援をよろしくお願いします。

�募集期間　３月４日（木）～４月２８日（水）

�受付場所　住民課厚生係及び各出張所

■問い合わせ■
住民課厚生係　内線２３２

募　集　期　間

　平成２２年４月１日（木）～４月３０日（金）

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

事 業 の 期 間

　事業開始時期から平成２３年３月末日まで

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、補助する事業に相応しい計

画を持つグループ・団体

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は２００万円）上限とする。

なお、視察に関するものは補助事業の対象としな

い。

応　募　方　法

　所定の計画書に記入し、企画財政課へ

　※交付要綱は企画財政課で配布します。

～平成２２年度地域振興に係る補助事業（第１回）の募集～

■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

受講資格　八丈町に住んでいる小学生以上の方
クラス
　○学生の部 ……………………… 小学生、中学生
　○一般の部（高校生含む） ………… 初、中、上級
　○ベビークラス ………… 幼児同伴可能なクラス
受講場所　三根・大賀郷・中之郷公民館
※時間・曜日によりクラスのレベルが異なります。

詳しくはお問い合わせください。

応募方法　教育課、各出張所にある申込書に記入
して提出してください。

※メールアドレスをお持ちでない方は、返信用封筒

が別途必要です。（あて先を記入し、８０円切手を貼

付してください。）

応募締切　４月１５日（木）
■問い合わせ■
　教育課生涯学習係　電話２－０７９７

話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話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伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸ばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそ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際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ 英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英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話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話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室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒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
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臨時職員募集（総務）／保育士・調理員募集／ボウリング場職員募集

■登録制度及び注意事項について

　この制度は臨時職員として働くための希望登録で

す。臨時職員が必要となったときに、登録された方

の中から働いていただく方を選定します。

■対象者　

　健康状態が良好で、町内に住所を有する方

■登録の方法

　登録は随時行っています。八丈町の指定する履歴

書（総務課で用意しているほか、八丈町ホームペー

ジからもダウンロードできます。）に写真を貼付し、

希望の職種（臨時事務職）などの事項をすべて記入

し、総務課庶務係に持参または郵送してください。

■勤務条件など

　八丈町臨時職員の任用に関する規程等によります。

　雇用の期間や時間等は雇用理由により、異なります。

■採用の方法

　応募順に臨時職員希望者名簿に登録され、臨時職

員を採用する部署の所属長及びその代理者が、名簿

の中から適任者を選定し、面接などを実施した後に

決定します。

■登録の変更や抹消について

（１） 登録内容（連絡先など）の変更や、転居など

で登録を辞退される方は、総務課庶務係まで

ご連絡ください。

（２） 登録後２年間採用実績のない方は、名簿から

抹消します。（引き続き登録を希望される方

は再度応募してください。）

■問い合わせ■
　八丈町役場　総務課庶務係　内線２１２　
　　〒１００－１４９８　東京都八丈島八丈町大賀郷２３４５－１

臨時職員登録（一般事務補助）の募集

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。

◇ 勤 務 先 八丈町コミュニティセンター
◇ 職 種 普通作業員
◇ 勤 務 時 間 日勤：８時３０分～１５時１５分
   夜勤：１４時３０分～２１時３０分
◇ 勤 務 日 数 月１７日程度
   （土日祝日の勤務もあります）
◇ 募 集 人 数 １名
◇ 勤務開始日 平成２２年５月１日
◇ 時 給 １,２８０円
◇ 仕 事 内 容 受付、ボウリング機器メンテナン

ス等
◇ 応 募 資 格 八丈町に住所を有する事（見込も

可）

◇ 必 要 書 類 町指定様式の履歴書（八丈町ホー
ムページでダウンロードするか、
教育課生涯学習係で受け取ってく
ださい）

◇ 応 募 期 限 平成２２年４月１５日（木）
◇ 応 募 先 八丈町コミュニティセンター（郵

送可）

■問い合わせ■
　八丈町コミュニティセンター
　教育課生涯学習係
　〒１００－１５１１　東京都八丈島八丈町三根２６－６
　電話０４９９６－２－０７９７

八八丈丈町町ココミミュュニニテティィセセンンタターーボボウウリリンンググ場場 臨時職員募集
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法律相談／フットサル結果／表示登記の日 ほか

　東京都では、島しょに居住される方々が、法的な
トラブルに出会った時のために、電話による弁護士
の無料法律相談を行っています。

　相談時間中は、直接、電話でご相談いただけます
が、相談中の場合もございますので、事前に電話で
ご予約いただくと確実です。

子ども手当のお知らせ
　平成２２年４月１日より『平成２２年度における子ども手当の支給に関する法律』が施行される予定です。法

案成立後、八丈町ホームページにて制度概要や申請方法についてご案内する予定です。

■問い合わせ■　住民課厚生係　内線２３２

法的なトラブルには… 島しょ法律相談 電話０３－５３８８－２２４５

■事前予約受付
��日　　時　月～金曜日　午前９時～午後５時
��申し込み　東京都生活文化スポーツ局
　　　　　　　広報広聴部都民の声課　電話０３－５３８８－２２４５

■相 談 日■　月・水・金曜日
■相談時間■　午後１時～４時

コココココココココココココココココココココミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン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フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ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サササササササササササササササササササササルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル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
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　３月３日～１１日にかけて行われたフットサル
大会の結果は下記の通りとなりました！
　選手の皆さん、お疲れ様でした！！
�優　勝 坂上オーバー４５
�準優勝 坂下オーバー４５
�第３位 小学生女子チーム
�第４位 なでしこ八丈
�第５位 中学生女子チーム
�ＭＶＰ 奥山琴乃　さん

『表示登記の日』無料相談

　土地・建物等不動産の表示に関する相談や、相続・
売買・会社登記などに関する相談にお答えします。こ
の機会をぜひご利用ください。
日　　時 ４月２日（金）午前１０時～午後４時
場　　所 菊池　優　土地家屋調査士事務所（三根１４３番）
相談担当 東京土地家屋調査士会　七島支部　菊池　優
 東京司法書士会　　　　七島支部　高橋富雄
後　　援　東京法務局

島内生鮮食料品等小売価格調べ 平成２２年２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　　

０２２１２６０１９８１　個島内産キャベツ
（中） １８９２７８３９８１７８１　個島外産

１５０３００３００３００１　袋島内産
じゃがいも

２２８２０４２９８１２８１　袋島外産
００００１　袋島内産

たまねぎ
１９１１８９２５８１１４１　袋島外産
００００１　袋島内産

きゅうり
２００２０９２７０１３８１　袋島外産
００００１　本島内産

大 根
１４９２２０３００１６０１　本島外産
０１４５１５０１４０１　束島内産

ホウレン草
１５３２１６２６０１６８１　束島外産
１９２１５２１５８１５０１　束島内産

あしたば
１７８１５８１５８１５８１　束島外産
６５４０００国　産カルビー

１００ｇ牛 肉
３９９２３４３４０１２８外　国
１８４２０１２９８１４８国　産肩ロース

１００ｇ豚 肉
１４８９８９８９８外　国
１４５１４０１７３９８国　産モモ肉

１００ｇ鶏 肉
１０５９７１２８４２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　　

３５１３５２４１０２３０地　卵
（Ｍ）１０個鶏 卵

２２４１９８１９８１９８白
３７７３７３３９０３３８地　卵

（Ｌ）１０個鶏 卵
１９３１９８２３８１５８白
６５６６２６８５０２５５赤　身刺身用

１００ｇま ぐ ろ
１,０２９８１５８５０７８０中とろ
５２７５０１６６０２９８パック入り

１㎏み そ
６３０４１５６３０２４８ポリ袋入り
３４０３４０６３０２４８ボトル入り １1しょうゆ
２,８９９２,８４１３,２００２,３８０こしひかり ５kg

米
２,４９０２,４１５２,５８０１,９８０あきたこまち ５kg
２４５２５４３１５１６８上白糖ポリ袋入 １kg砂 糖
５７５５４３７３８２９８ボトル入り １.５kgサラダ油

２８８２８５３６０１４７
パック入り １1
乳脂肪分３.０％以上牛 乳

２,１１１２,１３９２,２６８１,８３３配達料込 １８1灯 油
１７７１７７１８６１６８現　金レギュラー

１1ガソリン
１７９１７８１８６１６８掛　売



土金木水火月日
３２

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００樫

１

１０

おはなし会
八丈町立図書館

１０:００～１１:００

９

両親学級１回目
�  １３:３０～１５:３０保福

８７

４歳児歯科健診
�  ９:１５～１０:００受付
　
中学校入学式

保福

６

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００
　
小学校入学式

末

５

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

４

１７１６

両親学級２回目
�  １０:３０～１２:３０保福

１５

高齢者健康教室
・健康相談

�  １０:００～１２:００三

１４１３

１歳６ヶ月児健診
�  １３:１５～１３:４５受付
　
こども心理相談
�  ９:００～１６:００

保福

保福

１２

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

１１

２４２３２２

両親学級３回目
�  １３:３０～１５:３０保福

２１２０

３～４ヶ月乳児・
産婦健診

�  １３:１５～１３:４５受付保福

１９

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

１８

３０

図書館休館日
（館内整理日）

２９　昭和の日

図書館休館日

２８２７２６

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

２５

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

４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 4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
３２

燃・害

１

１０９

燃・害

８

びん

７

古着
資源

６

燃・害

５

金属

４

１７１６

燃・害

１５１４

資源

１３

燃・害

１２

金属

１１

２４２３

燃・害

２２２１

資源

２０

燃・害

１９

金属

１８

３０

燃・害

２９２８

資源

２７

燃・害

２６

金属

２５

温泉休業日

休　　業　　日

５日（月）～１９日（月）、２６日（月）ふれあいの湯

２０日（火）、２７日（火）みはらしの湯

２１日（水）、２８日（水）ザ・ＢООＮ

１日（木）、２２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

９：００～４月１９日（月）～２３日（金）耳鼻咽喉科

１３：００～４月１６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分からの受付となります。

春の交通安全運動　６日（火）～１５日（木） �

�春の交通安全運動　６日（火）～１５日（木）　「やさしさが　走るこの街　この道路」

土金木水火月日
３２

金属

１

燃・害

１０９

金属

８

燃・害

７６

古着
資源

５

燃・害

４

１７１６

金属

１５

燃・害
・びん

１４１３

資源

１２

燃・害

１１

２４２３

金属

２２

燃・害

２１２０

資源

１９

燃・害

１８

３０

金属

２９

燃・害

２８２７

資源

２６

燃・害

２５

土金木水火月日
３２

金属

１

燃・害

１０９

金属

８

燃・害

７

古着
資源

６５

燃・害

４

１７１６

金属

１５

燃・害
・びん

１４

資源

１３１２

燃・害

１１

２４２３

金属

２２

燃・害

２１

資源

２０１９

燃・害

１８

３０

金属

２９

燃・害

２８

資源

２７２６

燃・害

２５




