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人　口 8,273人 増 57人
　　男 4,166人 増 39人
　　女 4,107人 増 18人
世帯数 4,590世帯 増 43世帯

● 各地域の人口・世帯数

世帯数 男 女 人口計
三 　 根 2,109 1,948 1,838 3,786
大 賀 郷 1,544 1,360 1,376 2,736
樫 　 立 305 282 271 553
中 之 郷 398 383 396 779
末 　 吉 234 193 226 4194 月中の異動 転入ほか 176 人（うち出生 4人）

転出ほか 119 人（うち死亡 9人）
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広報はちじょう● INFOMATION　第6回八丈島ジュニアフットサル大会 開催／第6回コミュニティセンター杯　ほか

はちじょう トピックスはちじょう トピックス
★ 第６回 八丈島ジュニアフットサル大会 開催 ★

◆ 第６回 コミュニティセンター杯  テニス大会結果 ◆

● 第１９回 ホームまつり 開催 ●

　5月 1日（土）・2日（日）、南原スポーツ公園において、八丈島ジュニアフットサル大会が開催されました。
今回も三宅島、御蔵島、青ヶ島の 3チームが来島し、熱戦が繰り広げられました。
　また今回は例年の小学生、中学生の部の他に女子チームとの試合も実施され、計 100名以上の選手が参加
しました。
　小学生の部の優勝は昨年に引き続き三根 SC、中学生の部の優勝は大中チームが勝ち取りました。なおMVP
には高橋大幹選手（三根 SC）、得点王には中島優飛選手（三根 SC）が選ばれました。

　4月 25日（日）コミュニティセンターテニスコートにおいて、テニス大会が開催され、ダブルスによるリー
グ戦に男性、女性あわせて 10組のペアが参加しました。結果は次のとおりです。

　4月 18 日（日）に八丈老人ホームにおいて第 19回ホームまつりが開催され、子どもからお年寄りまで
800名以上が来場しました。
　まつりではバザーや焼きそばなどの出店、作品展などが行われ、来場した方も入居者の方もみんなでまつり
の雰囲気を楽しんでいました。

●男子ダブルス

優 勝 安藤　　和人・北沢　　洋史

準 優 勝 間仁田　　聡・山下　　卓哉

３ 位 堀尾　　治喜・森田　　正人

●女子ダブルス

優 勝 奥山　　繁美・北浦　恵美子

準 優 勝 笹本　明里子・高橋　　　希

３ 位 金川　利江子・北沢　真里子
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広報はちじょう 中之郷自治会 対話集会　INFOMATION ●

　三原小・中学校の校庭の砂がガラス質と聞いておりますが、児童の健康に悪影響は無いのか伺いたい。また、強
風の時など砂が近所の家等に入ったりする場合があるため、飛散しないような対応をしていただきたい。

　「砂がガラス質で児童の健康に悪影響はないのか」という件については、校庭で使用している砂は、真砂土（まさど）
という砂で、ガラスを含まない結晶質のものを使用しております。体の不調を訴えるという児童生徒はいないということを学
校から確認しております。
　「砂の飛散防止」の件については、昨年度、校庭の東側にカナメモチ等の木を植えて、飛散防止の対策をしましたが、木の
育成が悪く、飛散防止の効果が出ていないというのが現状です。
　今年度、校庭の芝生化整備を予定しており、この校庭の芝生化により、砂の飛散防止と白くてまぶしいということについて、
かなりの効果があると思っております。

　勢津の滝からオンタゴウまでの遊歩道設置について以前要望しましたが、現在の町の計画を伺いたい。

　平成18年3月作成の八丈島観光活性化戦略という基本構想の中で、三原の滝から藍ヶ江までの中之郷の東部一
帯をキャンプ場も含め周辺整備をするという計画になっています。現在、本構想に基づきエコ・アグリマートを中心に部分的
に整備をしています。
　町で現地調査をしたところ、この遊歩道設置の計画箇所は土地の境界が未確定で土地交渉等や工事施工の条件も困難な状
況であります。この点を踏まえ再度現地を調査し、中之郷住民の方のご意見も取り入れて、実施計画の優先順位を決めていき
たいと思います。

　側溝の蓋かけについて
　1． 大御堂から光邦食堂までの側溝に蓋をしていただきたい。
　2． 歩行者の安全のため、魚取洋一氏宅（中之郷1718番地）から魚取文人氏宅（中之郷1722番地）までの側溝に蓋をし

ていただきたい。
　3． 歩行者の安全のため、町営三原住宅から三原小学校前の都道までの町道の側溝に蓋をしていただきたい。

　昨年度の当自治会において、ザ･ブーン前の道路「藍ヶ江線」の側溝に、蓋をとの要望があり、現在順次蓋をか
けている状況です。「藍ヶ江線」は延長が長く、道路の両サイドに側溝があるため、まだ時間を要しますので、「藍ヶ江線」の
蓋かけが完了次第、当該道路の側溝に蓋をかけたいと考えております。

　三原小学校の通学路について、信号機等の設置をお願いしたい。

　この要望の関係部署は、信号機設置については、八丈島警察署、又都道関係については、八丈支庁となっており
ます。八丈島警察署では信号機の設置は難しいということで、八丈支庁は、八丈町や八丈島警察署と協力して、横断歩道の位
置の変更や、横断歩道前の運転者への注意喚起を促す、路面表示等も含めて検討をしていくという回答を得ております。

　地熱発電所から発生する悪臭により、頭痛などの健康被害が多々あるため、調査し対応していただきたい。

　まず東京電力に現在の臭気対策の取組状況を問い合わせました。今年度、熱水ピットに「硫化水素補集装置」を
設置し、臭い除去試験を実施、効果を確認する予定です。この試験を含め、今後も臭い除去に対する低減対策を検討、実施
するとの事です。又、臭いを強く感じた際は東京電力までご連絡をお願いしたいとの事です。

　保育園跡地の利用について、昨年度児童公園の設置を要望し、今後の利用について考えると回答を頂いておりま
すが、現在の町の計画を伺いたい。

　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おりません。中之郷住民の皆様の意
見を取り入れて、有効的な土地活用を考えていきます。

質問1

質問2

質問3

質問4

質問5

質問6

回  答

回  答

回  答

回  答

回  答

回  答

4月29日（木）に開催された、中之郷自治会総会における対話集会の内容は次のとおりです。

中◆之◆郷◆自◆治◆会◆対◆話◆集◆会



4

広報はちじょう● INFOMATION　献血のお知らせ／ 5月号訂正

　道路補修（山道・里道補修）で毎年町道の伐採等を実施し、枝・草等を中之郷処分場に持ち込んでいるが、今年
から八形山に持ち込むと話を聞いており、坂下まで運搬すると時間及び運搬コストが多くなるため、坂上地域のどこかに仮置
場を設置しまとめて町で運搬できるようお願いいたしたい。

　平成16年度に中之郷埋立処分場の適正化を図る取り組みとして、公共工事から排出される伐採木等に関しては、
炭や薪用として利用するための大賀郷八形山リサイクル用原材料置き場の利用促進を試行的、段階的に導入しました。同時に、
坂上各自治会に対し、処分場への搬入削減に向けたお願いをしましたが、逆に自治会から処分場への搬入継続を要望されてい
る経過があります。また、昨年度は株式会社八丈建機サービスが八丈町クリーンセンターの隣接地に伐採木をチップ化して堆
肥を作るストックヤードを整備し、町も公共事業等による伐採木の搬入促進に協力することで処分場の適正化を図りたいと考
えています。
　そこで、坂上各自治会に町建設課がお願いをしている町道の伐採木を八丈建機さんのストックヤードへ搬入するようお願い
をしたわけですが、処分場の適正化の主旨は理解いただいているものの作業効率等の問題から今回のご要望に至ったというこ
とですので、ご要望どおり処分場を一時仮置場としてご利用いただき、その後建設課が八丈建機さんへ搬入するという手順に
したいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

　東山林道に係る要望について東山林道の舗装整備について、平成20年度に要望しましたが予算に限りがあり原
状では難しいと回答を頂いておりますが、東山は景観も良く観光資源ともなることから、安全に通行できるよう舗装または整
備等の計画をしていただきたい。

　当該林道の路面状況を改めて調査したところ、利用者の安全確保のために整備が必要な箇所が見受けられました。
しかし、予算状況等が厳しい中で本格的な舗装整備は困難なため、押土や砕石の敷き均し等により、整備を進めてまいります。

質問8

回  答

回  答

献 血 の お 知 ら せ
～一人ひとりの愛が、大切な生命を守ります～

日本国内では、毎日大量の血液が必要とされています。病気やケガで血液を必要とする患者さんのた

めに、皆さんの積極的な献血参加をお願いします。ご参加の皆さんに特製記念品がプレゼントされます。

（八丈町では 1年おきに献血を実施しています。）

■日　　　時：6月 2日（水）、3日（木）の 9：00～ 11：15 及び 12：30～ 15：30

■会　　　場：八丈町保健福祉センター

■対 象 年 齢：16～ 69歳（65歳以上の方はご相談ください）

■献 血 方 法：200ml、400ml、成分献血

■所 要 時 間：30分程度（成分献血は多少お時間がかかります）

■持　ち　物：運転免許証や保険証などご本人を確認できるものが必要です

■問い合わせ：健康課保健係（電話 2-5570）

《献血参加にあたっての留意点》
◇次の方は受付にてご相談ください。

・お薬を服用されている方 ・3日以内に歯科治療を受けた方 ・欧州に長期滞在歴のある方

◇次の方はご遠慮ください。

　・海外から帰国後 4週間以内の方 ・輸血を受けたことのある方 ・肝炎感染の可能性のある方

　・妊娠中または授乳中の方 ・体重が基準に満たない方（男性 45㎏、女性 40kg）

　・エイズウィルス（HIV）感染の可能性のある方及び検査が目的の方

献 血 の お 知 ら せ
～一人ひとりの愛が、大切な生命を守ります～

質問7

●５月号訂正●

表紙の『各地域の人口・世帯数』の日付が「3月 1日現在」となっていましたが、「４月 1日現在」に訂正します。
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広報はちじょう 税のお知らせ／平成 22年度危険物安全週間　ほか　INFOMATION ●

税のお知らせ ■問い合わせ　税務課税務係　内線 221

今月の納期限および口座振替日
○ 30日（水）　町都民税　第１期

便利で確実 ! 税の納付は口座振替で
税の口座振替による納付を推進しています。
○手続のできる金融機関…七島信用組合の本店・支店、みずほ銀行の本店・支店、全国の郵便局
○手続きに必要なもの…預金通帳・通帳の届出印

65歳未満の方の公的年金の所得に係る住民税の徴収方法の変更について
　今年度の住民税の徴収方法変更に伴い、給与所得（特別徴収）と年金所得の両方がある65歳未満（平
成22年４月１日現在）の方は、原則として年金所得分からの住民税額は給与所得分（特別徴収）と合わ
せて、給与支払事業所で特別徴収となります。
　納付書での納付を希望する方は、徴収方法申出書の提出により、年金所得分からの住民税額を納付書
で納付することができます。なお、徴収方法申出書につきましては、対象となる方に事前に通知しています。

　6月 6日（日）から 6月 12日（土）は危険物安全週間です。危険物取扱所などでの事故を防止するため、
定期点検に加え、保安点検も十分に行ってください。
　正しい知識、正しい取り扱いで、事故や災害を防ぎましょう。

　消防法の改正により、平成23年 4月1日より、すべての住宅に警報器の設置が義務化されます。
自分や家族の命、貴重な財産を守るために、住宅用火災警報器を設置しましょう。
　不明な点については、消防本部へ問い合わせてください。

１．貯蔵取り扱い場所では火気を使用しない。
２．周囲は常に整理整頓を行い、不要な物を置かない。
３．漏れ、あふれ、飛散しないようにする。
４．容器は転倒、転落しないようにする。

平成22年度危険物安全週間 ～危険物　事故は瞬間　無事故は習慣～

住宅用火災警報器の取り付けはお済みですか？

■問い合わせ　消防本部予防係
 電話　2-0119

■問い合わせ　八丈町消防本部　電話　2－0119

平成 22 年 4 月の主な会議
日 会　議　名 課　題　等
1 日 庁議 非常配備態勢別動員名簿について
9日 課長連絡会議 中之郷自治会要望事項について
16日 八丈町教育委員会第 1回定例会 平成 22年度就学援助費受給者の認定について
20日 課長連絡会議 ファイル基準表の提出について
23日 八丈町農業委員会第 1回総会 農地法第 3条の規定による許可申請について　ほか　
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広報はちじょう● INFOMATION　環境だより

環境だより ■問い合わせ　住民課環境係
　内線 233・234

『ごみの有料化』について、再度意見を募集します
　町では昨年 6月、『ごみの有料化』について、はがきにてみなさんのご意見を伺いました。
　これらの意見を基に八丈町ゴミ処理問題協議会（ワーキンググループ）において、『ごみの有料化』の検討を
してきましたが、1年たったところで、再度皆さんにご意見を伺います。
　『ごみの有料化』について、総論での「賛成」または「反対」や「その他」ご意見・ご要望を今月号の折り込
みチラシのはがきにてお寄せください。

ヤンバルトサカヤスデの対策を実施します
　6月中旬から 10月上旬にかけて、大越アロエ園付近において、薬剤によ
るヤスデ駆除を行います。
　この駆除によりヤスデの個体数を減少させ、居住地域への集団移動を防
ぐ効果が期待されています。
　なお、実施に際し草刈等の作業を行います。詳しい実施場所については
右図を参考にしてください。

ダンボールなどの逆有償に係る一般廃棄物処理手数料に関するお知らせ
　平成 21年度より収集を始めた、ダンボール類の資源ごみ収集処理料が市況の悪化により町が処理費を負担す
る、逆有償となっています。事業所（店舗等）においてダンボール等を排出されている場合、排出量に応じ逆
有償分を負担いただくよう調査を進めていきますので、ご理解・ご協力をお願いします。

出鼻

アロエ園
約 250m

67

68

69

約 400m

約 300m

大越鼻灯台

作業実施区域

シリーズ・ワンポイント　　「管理型最終処分場」
第18回　大島一般廃棄物管理型最終処分場の受入量（その２）

　昨年４月からダンボール・新聞紙・雑誌・雑紙の資源ゴミ収集が開始され、１年が経過しました。昨年（４～３月）
と比べ、クリーンセンターの燃えるゴミの量は、557t（14.4％）、焼却灰は、83t（19.6％）を減量できました。
また、大島一般廃棄物管理型最終処分場へ八丈島から送った焼却灰は、平成 18年度から 20年度までで 1,320t、
平成21年度が340tで、総量は1,660t（全体の34.6%）でした。このことは、皆さんのごみに対する意識が高まっ
てきた結果だと思います。
　今後も、皆さんにご協力いただき、施設延命化のため燃えるゴミの減量化を進めましょう。

みんなで八丈島をきれいに！　クリーンデー　６月６日（日）
　八丈島の自然と環境を守り、クリーンで住みやすい八丈島にしましょう！
クリーンデーは、地区ごとの空き缶拾いや清掃活動を全島一斉に行い、ごみの散乱防止や環境に対する意識を高
めることを目的としています。
　※清掃活動の開始時刻は各地区で異なりますので、各地区の自治振興委員の方の指示に従ってください。

東京都島嶼町村一部事務組合より
八丈島一般廃棄物管理型最終処分場建設工事説明会のお知らせ

　東京都島嶼町村一部事務組合の事業につきましては、平素より御理解と御協力を賜り感謝いたします。この度、島しょ
８町村の共同事業として、八丈島一般廃棄物管理型最終処分場の建設工事を実施することとなりました。つきましては、
工事について皆様の御理解と御協力を頂きたく、下記の通り工事説明会を開催いたしますので、御出席くださいますよう
御案内申し上げます。

■日時・会場
・６月17日（木）午後６時30分～午後８時30分　末吉公民館
・６月18日（金）午後６時30分～午後８時30分　大賀郷公民館
■問い合わせ
・東京都島嶼町村一部事務組合　廃棄物対策課　　　・電 話　03－3432－4961

■説明内容　　
・工事の概要
・工事上の安全対策及び環境対策
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広報はちじょう 合併処理浄化槽の普及促進に向けて　INFOMATION ●

知ってください！　～合併処理浄化槽のはたらき～
　合併処理浄化槽は、トイレの水洗化を実現するだけではなく、台所、風呂、洗濯などの排水（生活雑排水）を
併せて処理するため、海などの水質汚濁防止に大きな力を発揮します。町では、合併処理浄化槽の設置者に対し、
設置や清掃費用の補助を実施しています。これから浄化槽を設置しようとする方は、合併処理浄化槽を設置し、
また、既に単独浄化槽等を設置されている方は、合併処理浄化槽に切り替え、島の環境保全に努めましょう。

◆  今月号の折り込みに合併処理浄化槽設置に関する補助金の申請手続の流れを掲載していますの
で、そちらもご覧ください。

合併処理浄化槽の普及促進に向けて
～住みよい暮らしと島の環境を守るために～

◎合併処理浄化槽（上）と単独処理浄化槽（下）の性能比較図

■ 問い合わせ　企画財政課浄化槽推進係　内線 307

※東京都「浄化槽とおつきあい」パンフレットより
※数値は、1人が 1日に出す水質汚濁物質の量を BODで表したもの
※ BODとは、水の汚れの度合いをしめす数値です
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広報はちじょう● INFOMATION　国保だより／戸籍電算化がはじまります！

国保だより ■ 問い合わせ　住民課国保年金係　内線 235

　内臓脂肪の蓄積に加え、高血圧、脂質異常、高血糖のいずれか２つ以上を持っている状態をメタボリックシンド
ロームといいます。男女とも 40歳以上になると、食べ過ぎや運動不足など生活習慣の乱れによる太りすぎが原因
でメタボリックシンドローム・予備群の人が多くなります。
　特定健康診査は、こうした生活習慣病の増加やその医療費の増加を抑えるため予防・改善に着目した健診です。
八丈町では、特定健康診査等を７月下旬で予定しています。詳細については７月号の広報でお知らせします。

八丈町特定健康審査の受診対象者とは…

◎八丈町国民健康保険などに加入している方（町から７月上旬頃に受診券が届く方）
　上記の方に加え、他の医療保険（健康保険組合や共済組合など）に加入している方のご家族で、各医療保
険者が発行する【特定健診受診券】をお持ちの方も受診できます。ただし、企業（職場）健診を受診される方、
職域健診の対象者（※）の方は除きます。

※ 職域健診の対象者…共済などに加入している世帯で、受診対象者に被扶養者が含まれている場合に限りま
す。また、その範囲は各職場により異なりますので、詳しくは職場の担当者に確認してください。

◆長寿（後期高齢者）医療制度や八丈町国保被保険者以外の被扶養者の方で、八丈町特定健康診査の受診を
希望される方は、加入している医療保険者が発行する【特定健診受診券】を取り寄せて、6月 25 日（金）
までに下記窓口に登録をしてください。

受診券登録窓口　①住民課国保年金係　②保健福祉センター　③各出張所
 ※登録する際は、受診券・保険証をお持ちください。
 ※受診券は早めにお取り寄せください。

　◆「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
　◆国保税は国保制度の重要な財源です。納め忘れのないようご注意ください。
　◆国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
※その他、国民健康保険証や制度について分からないこと、疑問に思うことなど、いつでもご相談ください。

　八丈町では 9月 4日から戸籍を電算化します。（5月 27日付でお知らせをお送りしています。）
これに伴い、6月初旬に戸籍の文字を辞書にある文字に変えさせていただく必
要のある方には告知書を発送しますので、ご確認をお願いします。
　告知書は、氏に変更がある場合は筆頭者の方のみに、名の変更がある場合に
はその方に届くようになっています。ただし、氏に変更がある場合で筆頭者の
方が既に除籍になっている場合には、配偶者→構成員という順番で届くように
なっています。

特定健康診査について

第十二回　戸籍電算化告知書について

戸籍電算化がはじまります！
▶シリーズ ■ 問い合わせ

　 住民課住民係　内線 237・238
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広報はちじょう 国民年金／ノヤギの捕獲を開始します　INFOMATION ●

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」をお届けしています

◎国民年金保険料をクレジットカードでお支払いいただけます

　日本年金機構では、21年度より、皆さんの保険料納付実績や年金の見込額などを記載した「ねんきん定期便」を、
毎年誕生月に送付しています。受け取った際には加入記録・記載内容に「もれ」や「誤り」がないか十分に確認し、
訂正がある場合は同封の「年金加入記録回答票」にて回答してください。

※ 水色の用紙の「年金加入記録回答票」が同封されている方（「ねんきん特別便」に未回答の方等）は、「訂正なし」
であっても、必ず回答してください。また、住所に変更があったときは、下記の届出先に変更届を提出してくだ
さい。届出が済んでいないと、「ねんきん定期便」などの各種お知らせが届かない場合があります。

【届出先】　①国民年金第 1号被保険者…住民課国保年金係または各出張所
　　　　　② 厚生年金・共済組合加入者及びその被扶養配偶者…厚生年金・共済組合加入者の勤務先を経由し、管

轄する年金事務所

　国民年金保険料は全国の銀行、郵便局、コンビニエンスストアまたはインターネットなどで納付することができ
ますが、クレジットカードでも支払えるようになりました。支払い方法には下記のものがあります。

　○毎月支払い……………毎月の保険料を当月末に支払う
　○ 1年分支払い（前納） 4 月から翌年 3月分までの保険料をまとめて 4月末に支払う
　○半年分支払い（前納）  4 月分から 9月分までの保険料を 4月末に、10月分から翌年 3月分までの保険料を 10

月末にそれぞれまとめて支払う
　※前納による割引額は現金で納めていただく場合と同じです。支払い回数は 1回払いのみとなります。

　■留意点  ・保険料の一部を免除されている場合、また、過去の未払い分については利用できません。
 ・クレジットカード支払いは口座振替割引が適用されません。

■ ねんきん定期便に関する問い合わせ：ねんきん定期便専用ダイヤル
●電話番号　0570-058-555
　※ IP 電話・PHS からは　03-6700-1144
●受付時間　・月曜日から金曜日　午前 9時～午後 8時
 ・第 2土曜日　午前 9時～午後 5時
　※ 祝日はご利用いただけません。また、「ねんきん特別便」に関する問い合わせも、この番号で引き続

き受け付けています。

■問い合わせ　産業観光課産業係　内線 263

　町では八丈富士においてノヤギの捕獲を行っていますが、6月からは三原山でも捕獲作業を開始します。三原山
では網・罠による捕獲を予定しています。捕獲場所には看板を設置しますので、近づかないようにしてください。ま
た網・罠にかかったノヤギが暴れると捕獲が危険なため、銃器を使用する場合もありますが、ノヤギの側で発砲す
るので流れ弾が飛ぶことはありません。
　安全には十分に配慮しますので、ご理解・ご協力をお願いします。

【実施場所】　八丈富士・三原山（天候や遠足等の行事予定により捕獲場所を決定します。）
【実施日程】　毎週月曜日・水曜日・金曜日

※ ただし、祝日・夏期観光シーズン（7月20日～ 8月 20日）・年末年始（12月 31日～1月 3日）・遠足などの
行事が八丈富士で実施される日を除きます。

ノヤギの捕獲を開始します
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広報はちじょう● INFOMATION　母子保健／子ども家庭支援センターからのお知らせ　ほか

3 ～ 4か月乳児・産婦健康診査 6月22日（火）　午後1時15分～ 1時45分受付
 ○対象　平成22年1月21日～平成22年3月22日生まれの乳児とその産婦
1歳児歯科健康診査 6月16日（水）　午前9時15分～ 10時00分受付
 ○対象　平成21年3月4日～平成21年6月16日生まれの幼児

6月8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。

6月21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。

6月3日（木）　午前10時～ 11時30分
　7～ 11ヵ月頃（中期）のお子様と保護者を対象に離乳食の調理実習を行い、試食をします。
　皆さんの参加をお待ちしています。
○持ち物　　三角巾、エプロン、母子手帳、おんぶ紐（必要な方）

　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

　こども心理相談（要電話予約）　　会場：保健福祉センター

　すくすく相談（要電話予約）　　会場：保健福祉センター

　もぐもぐ離乳食（要電話予約）　　会場：保健福祉センター

問い合わせ・申し込み 

▲  

健康課保健係  2-5570母子保健

定期予防接種の
お知らせ

　DPT三種混合集団接種（Ⅰ期）
　日時：6月10日（木）午後3時～ 3時30分

　麻しん風しん集団接種
　日時：6月29日（火）午後3時～ 3時30分

　予約制予防接種
　日時：6月9日・23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（1～ 3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
　☎ 2－5570

●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!
　6月  2 日（水） 製作・蛙作り
   9 日（水） 製作・時計作り
 16 日（水） 八丈町消防本部による、 救急法・他
 23 日（水）～ 25日（金）　製作・七夕飾り
 30 日（水） 八丈町管理栄養士による、講話
●そのほかの催し
　6月  8 日（火） 絵本&紙芝居 午前 10時 30分～
 29 日（火） ほのぼの健康相談 午前 10時～ 11時 30分

開館日  平日　午前 9時～午後 5時
　　　  土日、祝日、年末年始はお休みです

●就学前のお子様の身体測定●
14 日（月）～ 18日（金）

※水曜日は催し時間以外になります。※母子健康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  ☎ 2-4300

子ども家庭支援センター
からのお知らせ

定期予防接種の
お知らせ

子ども家庭支援センター
からのお知らせ

■1

■3

■2
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広報はちじょう 教育委員会だより／図書館からのお知らせ　INFOMATION ●

問い合わせ 

▲  

教育課庶務係  2－0797教育委員会だより
今月の学校行事
・道徳授業公開講座
　  6日（日）10時30分～ 三原小学校 20日（日） 9時25分～ 大賀郷小学校
　  6日（日）10時25分～ 末吉小学校 20日（日） 9時30分～ 富士中学校
　13日（日）　 8時30分～ 三根小学校
・セーフティ教室
　11日（金）13時40分～ 三原中学校
　※ 小・中学校では、開かれた学校教育を推進していくため、保護者や地域住民の参加のもとセーフティ教
室や道徳教育を実施しています。保護者はもとより、地域の皆さんの参加をお待ちしています。

・学校公開 17日（木）～ 20日（日）富士中学校
・開校記念日   4日（金）三原中学校

第2回八丈方言講座について
　昨年11月に第1回八丈方言講座を開講したところ、たくさんの方々に参加していただきました。皆さんの
関心の高さを知り、嬉しく思いました。教育委員会では、今年度2回（6月・9月）の八丈方言講座を予定してい
ます。6月に行う講座の内容が、決まりましたのでお知らせします。

　今回の講師は、前回と同じ、金田章宏先生です。先生は、日本語の方言、特に八丈方言を詳しく研究し、島を
度々訪れています。今回は奥山熊雄さん（八丈太鼓の叩き手であり、島の民謡などを唄う第一人者）が語って
いる八丈民話のビデオを見ながら解説をしてもらうというものです。難しい話ではなく、気軽に島言葉の世
界に浸れるような時間にしたいと思っています。どうぞ、ご近所の方を誘って参加してください。なお、この
講座への問合せは、教育課（林・茂手木）まで、お願いします。

図書館からのお知らせ
●カウンターから　《図書館まつり》開催決定！
　 　今年は「国民読書年」です。これにちなみ、《図書館まつり》を7月4日（日）、コミュニティーセンターにて
開催します。大人も子供も楽しめるイベントを企画していますので、皆さん是非ご参加ください。なお詳
しい内容については７月号のちらしにてお知らせします。

●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＊
　『嵐の夜の読書』池澤夏樹著 　　　　　　『忘れられた人々日本の「無国籍」者』陳 天璽著
　『木の声が聞こえますか』池田まき子著 　『ひっこしだいさくせん』たしろ ちさと作絵
●今月のおはなし会 　12日（土）午前10時～ 11時　こどものほんのへや
●休館日　毎週月曜日・30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　 2-0797

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）

テーマ「民話を通して、島言葉にふれよう」　～金田章宏（千葉大教授）先生の解説による～
■日 時　6月13日（日）　午後3時30分より午後5時30分まで
■場 所　八丈町保健福祉センター 1階ホール　■受講料　無料（気軽にご参加ください）
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広報はちじょう● INFOMATION　■子ども手当・児童育成手当の現状届のお知らせ　ほか

巡回児童相談会を実施します
　東京都児童相談センターの児童福祉司や児童心理司、児童精神科医が来島し、児童
の健全育成に関するご相談に応じます。身体・知的障害、発達障害や家出、暴力、不
登校など児童の育成に関する心配ごとのある方は、この機会をぜひご利用ください。
※電話による事前予約をお願いします。

●日　時　6月 2日（水）午前 8時 30分～午後 5時
●場　所　八丈町保健福祉センター

■申し込み・問い合わせ　八丈町子ども家庭支援センター　電話 2-4300

島内一円　道路の街路樹を伐採します
通行の支障となる街路樹の枝木を伐採します。ご迷惑をおかけします
が、ご協力お願いします。
■ 日　　　時：6月3日（木）　午前8時 45分～午後4時
■ 問い合わせ：建設課建設係　内線252

子ども手当・児童育成手当の現況届のお知らせ子ども手当・児童育成手当の現況届のお知らせ
　6月は子ども手当と児童育成手当の年度更新の月です。
　毎年 6月に支給要件に該当する児童の養育状況や受給者（申請者）の加入年金の状況等を確認し、引き続き受給が可
能かどうか確認します。既に手当を受給されている方へは個別通知と現況届を送付していますので、そちらを確認のう
え提出してください。なお、提出が遅れた場合は手当の支給が遅くなることがありますので注意してください。
　また、公務員の方は、勤務先の所属庁へ現況届を提出する必要がありますので、詳しい内容は勤務先へ問い合わせく
ださい。

● 現況届が必要な方
子ども手当 児童手当を受給されていた方
 ※但し、4月 1日以降、子ども手当の認定請求をされた方は必要ありません。
児童育成手当 児童育成手当を受給されている方

● 提出するもの
子ども手当 ○ 現況届、印鑑（認め印）、受給者（申請者）の健康保険証（但し、八丈町の国民健康保険に加入さ

れている方は必要ありません。）
児童育成手当 ○現況届、印鑑（認め印）
 ※ 平成 22年 1月 1日に八丈町に住所を有しない方は前住所地の区市町村役場より平成 22年度の

所得証明書を取り寄せてください。
両手当共通 仕事等で児童と別居している方の場合は下記のものが必要になります。
 ○別居監護の申立・調査書（書類は町役場及び各出張所にあります）
 ○児童の属する世帯全員の住民票の写し
 ※但し、八丈町に住民票がない場合は住所地から取り寄せてください。

● 提出先
住民課厚生係または各出張所

● 提出期間
6 月 1日～ 6月 30日

■ 問い合わせ先　住民課厚生係　内線 232
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広報はちじょう 平成 22年度八丈町離島漁業再生支援事業 概要　ほか　INFOMATION ●

1．事業の目的
　八丈島の主要産業である漁業を活性化させるため、新
たな事業に取り組むことで漁業集落の底上げを目指し、
漁業生産活動によって発揮される多面的機能（※）の維持・
増進を図る。
※多面的機能として次のことが挙げられます。
① 適度の漁獲により再資源化を促進するとともに、チッ
ソ・リンの循環を補完し、沿岸域の環境保全に貢献
②漁業者による海浜清掃などの生態系保全活動
③海難救助機能など生命・財産の保全活動
④体験漁業などの交流の場の提供
⑤魚食文化、伝統漁法などの伝統的文化の創造・継承

2．集落協定の概要
　ここで言う集落とは、漁港のある地域（三根・大賀郷・
中之郷・末吉）のことで、この四地域が1つの漁業集落
（八丈漁業集落）として、共同で事業に取り組むための協
定を策定しました。
　（協定概要）八丈島において、トローリング大会を定着
させ、市場で低価格な未利用・低利用資源の加工、商品
開発及び加工施設の整備を行う。
　また、各集落の海岸・漁港の清掃活動を行い、海上で
の操業秩序の維持・密漁防止のため漁場監視を実施する。

3． 集落協定締結数、予定している協定対象漁業
世帯数及び交付額

協定締結数 1件
協定対象漁業世帯数（予定） 139世帯
補助金交付額（予定） 18,904,000円

4．漁場の生産力の向上に関する取り組み
海岸などの清掃を実施するとともに、前年度同様、漁船
操業中は、操業秩序の維持・密漁防止のため、漁場監視
に努める。

5．集落の創意工夫を活かした新たな取り組み
前年度を踏襲し、加工施設の整備を実施するとともに、
地元遊漁船を使用してのトローリング大会を、5月1日
～1月 31日の期間で開催する。期間中は、八丈町及び
観光協会のホームページなどを通じて周知・宣伝を行う。
　また、漁獲物販路拡大に関する取り組みを、都漁連な
どと引き続き検討していく。

1．対象漁業集落
　漁港のある4地域（三根・大賀郷・中之郷・末吉）の
漁業者が、共同で事業に取り組むための協定を策定し、八
丈漁業集落として事業に取り組みました。

2．集落協定締結数、協定対象漁業世帯数
　  及び交付額
協定締結数 1件
協定対象漁業世帯数 129世帯
補助金交付額 20,170,008円
■問い合わせ　産業観光課水産係　内線264

3．取組内容
　漁場の生産力の向上に関する取り組みとして、海岸の清
掃、漁船操業中は、操業秩序の維持・密漁防止のため、漁
場監視に努めました。
　集落の創意工夫を活かした新たな取り組みとしては、前
年度を踏襲し、5月1日～1月31日までの間、地元遊漁
船を使用してのトローリング大会、未利用魚・低価格魚の
付加価値化を推進するため、加工施設の整備（八丈島漁協
所有の建物を改修）を実施し、平成21年 11月より一部
稼働を始めました。
　また、漁獲物のブランド化及び消費拡大を図るため、流
通業者の要望を取り入れ、漁獲物の出荷形態（箱詰め方法）
の改善に努めました。

平成22年度八丈町離島漁業再生支援事業  概要

平成21年度八丈町離島漁業再生支援事業　実施状況報告

■ 問い合わせ　産業観光課水産係　内線 264 ■
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広報はちじょう● INFOMATION　観光おじゃれ 11万人　ほか

光るキノコまつり ～八丈島の豊かな自然に感謝～
　　　　　　6月 20日（日）　場所：えこ・あぐりまーと

■プログラム
　◎午後 1時～ 4時（ご希望のコーナーへ！）
　　・光るキノコ観察
　　・家庭菜園・ハーブ園教室
　　（先着 15名に野菜の苗プレゼント）
　　・押し花アート教室（材料費 500円）
　◎午後 2時～
　　・ひょんはー餅つき体験

◎午後８時集合
　・光るキノコ森めぐり（午後９時頃まで）
　　（雨天時は雨具の用意をお願いします）
※観光客の皆さんには観葉植物の小鉢プレゼント！！

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

来島者数・観光客数推計
空　　路 海　　路 合　　計 観光客（推計） 前年比22年度 21年度 22年度 21年度 22年度 21年度 22年度 21年度

4月 6,583 6,593 782 626 7,365 7,219 5,091 4,991 2.0%
計 6,583 6,593 782 626 7,365 7,219 5,091 4,991 2.0%

● 

6
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　9:50〉

【ANA】　TEL 0570-029-222
便　名 羽田発 八丈島着 機　種 便　名 八丈島発 羽田着 機　種 普通運賃 往復割引

（片　道）821 7:45 8:35 A320 822 9:05 9:50 A320
823 11:25 12:15 A320 826 14:05 14:55 A320 羽田＝八丈島 19,800円 12,700円829 15:50 16:40 A320 830 17:20 18:10 A320

【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

問い合わせ　  えこ・あぐりまーと
電　　　話　  04996-7-1808

　　　 6 月  全日本磯釣連盟主催  磯釣り大会 （八丈小島） ………………… 12 日（土）
 　 ※ 当日は参加者が多く磯が混み合うことが予想されますので、釣宿関係の

皆様にはご理解・ご協力をお願いします。
　　　 7 月  海水浴場安全祈願 （底土海水浴場） ………………………………… ４日（日）
  にっぽん丸寄港 （神湊漁港） ……………………………………… 13 日（火）
  八丈島夏まつり （底土海岸） …… 23日（金）・24日（土）※25日（日）予備日

  ◎ 広報はちじょう 5月号で 5月 1日が海開きとなっていましたが、今年よ
り海開きを取り止め、7月の第 1日曜日に海水浴場安全祈願を執り行う
ことになりましたので、訂正します。

行
事
予
定

町長上京日記 ４月
8 日～ 10日
○ANA822便にて上京
○東京都表敬訪問
○東京都島嶼町村一部事務組合第 2回臨時会出席

　○東京都町村長会議出席
　○あしたば製品化についての意見交換
　○ANA823便にて帰島



広報はちじょう くらしの法律税金相談開催／八丈町汚泥再生処理センター建設工事説明会のお知らせ　ほか　INFOMATION ●
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◆ く ら し の 法 律 税 金 相 談 開 催 ◆

6月 13日（日）　午前10時 ～ 午後 4時　　大賀郷公民館2階
　弁護士・司法書士・税理士など法律関係者のボランティアNPO法人　司法過疎サポートネットワーク主催に
より、くらしの法律税金相談が開催されます。法律の専門家が無料で相談に応じます。ぜひ、この機会をご利用
ください。
無料相談（法律・税金など）
　相続問題で、親戚とトラブルになってしまって…」、「子どもに財産を譲ろうと思っているんだけど…」、「確定
申告のことで気になることがあって…」といった相談に、弁護士・司法書士・税理士などが応じます。
※当日は、相談に必要な資料などを持参してください。
●実 施 機 関　NPO法人司法過疎サポートネットワーク （担当：小海）
●電　　　話　03-5919-3530

（事前予約も受け付けていますが、予約なしでも相談できます。また、ご自宅などでも相談できます。）
●問い合わせ　企画財政課企画情報係　内線301

　町では、平成24年度の供用開始に向けて、汚泥再生処理センターの整備に取り組んでいます。現在は用地造
成工事及び、設計業務を進めています。
　つきましては、汚泥再生処理センター建設工事に係る住民説明会を下記のとおり開催します。
●日　　　時 平成 22年 6月24日（木）　午後7時 00分から
●会　　　場 大賀郷公民館
●問い合わせ 企画財政課浄化槽推進係　内線308

▲
八丈町汚泥再生処理センター建設　今後のスケジュール
造成工事　平成21年 12月～平成22年 10月
実施設計　平成21年 9月～平成22年 10月
建設工事　平成22年 10月～平成24年 3月

乳児のワクチン予防接種をはじめます
　6月より町立八丈病院小児科において乳児の肺炎球菌ワクチン予防接種を開始します。
肺炎球菌ワクチンは細菌性髄膜炎の予防に月齢2ヶ月以降で1歳までに3回+追加接種1回の計4回、ワクチ
ン接種を行います。料金は1回9,050円（税込）です。
　詳しい点については、町立八丈病院に問い合わせください。

問い合わせ ● 町立八丈病院　電話2-1188

第29回 小笠原親善訪問  参加者募集中！

●受　　付 八丈マリンサービス底土事務所　　●申込期限 6月14日（月）まで

♥ ♥

6月 13日（日） 午前10時 ～ 午

税金相談開催税税

八丈町汚泥再生処理センター建設工事説明会のお知らせ

汚泥再生処理センターイメージ図

乳児のワクチン予防接種をはじめます

▲ 6月26日■土 ～ 7月1日■木
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八丈島納涼花火大会
◆はじめに
今年も、将来の担い手である子どもたちや、町民の皆さんに夏を楽しく過ご
してもらいたいという願いを込め、納涼花火大会を開催します。今回は八丈
島の夜空に約 500発を打ち上げる予定です。八丈島民による、手づくりのイ
べントを行うために、広く皆さんからの寄付を募っています。また、大会運
営のスタッフも募集していますので、よろしくお願いします。

◆大会運営費の寄附にご協力お願いします
大会運営は、ご賛同いただいている商店や事業所などをはじめ、多くの町民
の方々からの寄付金によって行います。ご理解、ご支援のほどよろしくお願
いします。寄付していただける方は、 事務局までご連絡いただければお伺い
します。また、協賛箱を商工会、観光協会、協力をいただいている商店など
に設置します。振込による寄付をご希望の方は次の口座までお願いします。

七島信用組合  八丈島支店  普通 2058831
八丈島納涼花火大会会長  沖山重彦
（ハチジョウジマノウリョウハナビタイカイカイチョウ　オキヤマシゲヒコ）

◆記念花火を募集します
記念花火の打ち上げを今年も行います。米寿、還暦、結婚記念、創業記念などを花火でお祝いしませんか。ご希
望の方は、住所・氏名・電話番号・記念の内容をご連絡ください。応募者多数の場合は、納涼花火大会実行委員
会にて調整する場合があります。あらかじめご了承ください。
■個人は 3万円から、企業は 5万円から受け付けます。（個人で共同申込の場合は 3名くらいまで）
■連　絡　先 担当：沖山　電話 04996-2-4060　FAX04996-2-1682

◆大会運営スタッフ、サービスコーナー（夜店）出店者募集
駐車場ライン引き、交通整理、会場設営及び撤収などを行うスタッフを募集しています。
また、廉価で子どもに喜ばれる商品を提供でき、大会準備、撤収作業へ参加できる夜店出店者も募集しています。
■連　絡　先 八丈島納涼花火大会実行委員会事務局

●問い合わせ 八丈島納涼花火大会実行委員会事務局
 電話：04996-2-1121（内線 267）　FAX：04996-2-4437

8月11日●水 底土港にて開催！

　小笠原村の情報格差解消を図るため、八丈島から小笠原に向けて海
底光ファイバーケーブルを敷設します。
　海洋部分は、八丈町垂戸海岸から小笠原に向けてケーブル敷設専用
船で 6月上旬から工事を始めますが、陸上部分は、右図のとおり、6
月中旬頃から 1月末頃までの期間で道路下に光ケーブルの埋設工事を
実施します。
　工事に当たりましては、皆さんのご理解とご協力をよろしくお願い
します。

■連絡先
事業者 東京都建設局道路建設部　千葉・久保田

03-5320-5325
施工者 東日本電信電話株式会社　米山

03-3830-9156

小笠原海底光ケーブル敷設に伴う
八丈島における陸上工事について

陸上部敷設ルート図
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広報はちじょう 八丈町職員募集／町立保育園 代替職員登録受付　ほか　INFOMATION ●

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。　※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。

■申し込み・問い合わせ　住民課厚生係　内線 231

八丈町職員募集
■職種及び採用予定人数　技師（病院検査室業務）1名
■採 用 予 定 年 月 日　平成 22年 7月 1日以降
■勤 務 場 所　町立八丈病院
■待 　 遇
　八丈町公営企業職員の給料等に関する規程による
■応 募 資 格
　 高等学校卒業以上の方で昭和 55年 4月 2日以降に
生まれた普通自動車運転免許を取得している方（ま
たは平成 22年 6月末までに取得される方）

※ 地方公務員法第 16 条の欠格条項に該当する方は、
受験できません。

■試 験 の 方 法
　ア　筆記試験（教養試験・論文）
　　　※点字試験は実施していません。
　イ　口述試験（個人面接）　　
■試験の日時・場所
　6月 29日（火）午前 9時（昼休憩有り）
　八丈町役場会議室

受付・適正検査
6月 27日（日）【予定】
　　第一回　午前 9時～ 9時 30分
　　第二回　午後 0時 30分～ 1時
学科試験
　　第一回　午前 10時 30分～ 11時（30分間）
　　第二回　午後 2時～ 2時 30分（30分間）
　※第一回で不合格の場合、第二回を受験する
　　こともできます。

必要なもの
　①住民票（本籍記載のもの） ……………………1通
　②証明写真（縦 3cm、横 2.4cm  無背景） ……1枚
　③ 視力に自信のない方は、眼鏡またはコンタクト
（両眼で 0.5 以上）

　④ 過去に免許取消処分を受けた方は、取消処分者講
習修了証（有効期間 1年）

　⑤学科試験受験料………………… 1,650 円（1回）
※住民票をお持ちでない方は受験できません。

■原付免許試験のお知らせ■
　今年の原付免許試験は、6月 27日（日）に八丈島警察署で実施する予定です。受験を希望される方は、次の
とおり申請をしてください。

行　事 催　し 講　座

参加しません
か？ 募集しています！参加しません
か？ 募集しています！

■申 込 締 切
　6月 25日（金）午後 5時まで（同日必着）
※ 島内での健康診断実施機関は、保健所となっており、
本試験に間に合うためには6月 10日の健診を受け
る必要があります。（前日までの予約が必要です。）

■提 出 書 類
・履歴書（町指定のもの・自筆） ……………… １通
・写真（上半身脱帽正面向
　　　　4cm× 4c履歴書に貼る事） …………… 1葉
・最終学校卒業証明書（卒業証書の写し可） … １通
・健康診断書（町指定のもの） ………………… １通
・運転免許証の写し……………………………… １通
※ 履歴書及び健康診断書は八丈町ホームページからダ
ウンロードできます　
■申し込み・問い合わせ
　東京都八丈島八丈町大賀郷 2345番地１
　八丈町総務課庶務係 
　電　話　04996‒2‒1121

■問い合わせ　　八丈島警察署交通係　電話　2‒0110（内線 4112～ 3）



SCHEDULE
2010 6月

三 根
公 民 館

三 大

大 賀 郷
公 民 館

樫

樫 立
公 民 館

中

中 之 郷
公 民 館

末

末 吉
公 民 館

保福

八丈町保健
福祉センター

保

保 健 所

上老

坂上老人
福 祉 館

町病

町 立
八丈病院

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
もぐもぐ離乳食

10:00 ～ 11:30

4
高齢者健康教室

10:00 ～ 12:00

5

6 7
コミュニティーセンター休館日
図書館休館日

8
こども心理相談

9:00～ 16:00
高齢者健康教室

10:00 ～ 12:00

9 10 11 12
おはなし会
図書館

13
八丈方言講座

15:30 ～ 17:30

14
コミュニティーセンター休館日
図書館休館日

15 16
1 歳児歯科健診

9:15～ 10:00 受付

17
高齢者健康教室

10:00 ～ 12:00

18 19

20 21
すくすく相談

9:30～ 11:30
コミュニティーセンター休館日
図書館休館日

22
3～4ヶ月乳児・
産婦健診

13:15 ～ 13:45 受付

23 24 25 26

27 28
コミュニティーセンター休館日
図書館休館日

29 30
図書館休館日

保福

保福

保福

保福保福

保福

樫

三

末

町 立 病 院
臨時診療日

温泉休業日

5 月のゴミ分別回収
三 根 大 賀 郷 樫立・中之郷・末吉

（受付時間/8:00～11:00）

燃…燃えるごみ　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

診　療　日 診療時間
耳鼻咽喉科 6月21日（月）～ 25日（金） 9:00 ～
糖尿病教室 6月18日（金） 13:00 ～
※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。

休　　業　　日
ふれあいの湯 7日（月）、14日（月）、21日（月）、28日（月）
みはらしの湯 1日（火）、8日（火）、15日（火）、22日（火）、29日（火）
ザ・BООN 2日（水）、9日（水）、16日（水）、23日（水）、30日（水）
やすらぎの湯 3日（木）、10日（木）、17日（木）、24日（木）

日 月 火 水 木 金 土
1
燃・害

2
古着
資源

3 4
燃・害

5

6 7
金属

8
燃・害

9
資源

10
びん

11
燃・害

12

13 14
金属

15
燃・害

16
資源

17 18
燃・害

19

20 21
金属

22
燃・害

23
資源

24 25
燃・害

26

27 28
金属

29
燃・害

30
資源

日 月 火 水 木 金 土
1
古着
資源

2 3
燃・害

4
金属

5

6 7
燃・害

8
資源

9 10
燃・害

11
金属

12

13 14
燃・害

15
資源

16 17
燃・害
びん

18
金属

19

20 21
燃・害

22
資源

23 24
燃・害

25
金属

26

27 28
燃・害

29
資源

30

日 月 火 水 木 金 土
1 2

古着
資源

3
燃・害

4
金属

5

6 7
燃・害

8 9
資源

10
燃・害

11
金属

12

13 14
燃・害

15 16
資源

17
燃・害
びん

18
金属

19

20 21
燃・害

22 23
資源

24
燃・害

25
金属

26

27 28
燃・害

29 30
資源




