
はちじょうはちじょう
広報

No.597 2011

5月

発行／八丈町　編集／企画財政課　毎月１回１日発行　〒１００－１４９８　東京都八丈島八丈町大賀郷２３４５番地１

TEL…０４９９６－２－１１２１　ホームページアドレス… http : //www.town.hachijo.tokyo.jp/

各地域の人口・世帯数

人　口 8,101人 減 116人
　　男 4,049人 減 68人
　　女 4,052人 減 48人
世帯数 4,497世帯 減 44世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,067 1,905 1,826 3,731
大賀郷 1,508 1,315 1,350 2,665
樫　立 301 269 278 547
中之郷 394 371 385 756
末　吉 227 189 213 402
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東日本大震災により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。東日本大震災により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます
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●●●●●●●● ●● ●●●●●ありがとう！南海・真砂・末吉保育園
～新しい時代へ！あおぞら保育園の開園です～

　３月３１日（木）に南海・真砂・末吉の各保育園で閉園式が行われ、南海保育園は４７年、真砂保育園は４８年、末

吉保育園は３３年というそれぞれの歴史に幕を下ろしました。

　各閉園式には職員や保護者だけでなく、卒園生や地域の住民の方々など、多くの人が訪れました。保育園と

の別れではありますが、園児たちによる歌の披露があったり、みんなで仲良くバーベキューを食べたりなど、

笑顔があふれている非常に明るい式になっていました。

　坂上の保育園３園が統合され、新年度よりあおぞら保育園が開園しました。

　４月１日（金）に開園式が行われ、テープカットや園児たちによる歌の披露などであおぞら保育園の開園を

祝いました。新しい園舎と元気いっぱいの子供たちが、島の明るい未来に向けて新たな一歩を踏み出しました。

はちじょうトピックス／情報公開実施状況

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

●情報公開制度

　八丈町では八丈町情報公開条例に基づいて、情報公開

制度を実施しています。この制度は、町民の皆さんに町

の仕事の内容を理解していただくために、町が持ってい

るさまざまな情報を、請求に応じて公開するものです。

平成２２年度は２４件の請求がありました。実施状況は次の

とおりです。

�開示　　　　１１件

�一部開示　　８件

�非開示　　　０件

�その他（保存年限経過による文書不存在など）５件

●個人情報保護制度

　平成１６年４月から施行された八丈町個人情報保護条例

では、個人情報の適正な取り扱いを定め、本人の開示請

求権を保障しています。

　この制度は町が保有する個人情報（自分の情報）の開

示、訂正、削除などを請求することができます。平成２２

年度は請求がありませんでした。

　両制度に基づく相談や請求は、各担当課で行っていま

す。お気軽にご相談ください。

■問い合わせ■　総務課文書係　内線２１５

平成22年度  情報公開および個人情報保護制度の実施状況
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春の交通安全運動／人材育成基金助成事業／やすらぎの湯臨時休業について

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成222222222222222222222333333333333333333333年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度離離離離離離離離離離離離離離離離離離離離離島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材材育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基基金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次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）））））））））））））））））））））
～あなた自身のアイディアと力を試してみませんか？～

春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春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交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通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動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動 　５月１１日(水)～２０日(金) 「やさしさが 走るこの街 この道路」
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
　春の交通安全運動が５月１１日(水)～２０日(金)まで行われます。
　この運動は、交通ルールの順守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるよう呼びかけ、町民一人ひとりに交通安

全意識の普及・浸透を図るとともに、町民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進することにより、

交通事故防止の徹底を図ることを目的としています。

●『運動の基本』子どもと高齢者の交通事故防止
　�子どもは大人の行動を見ています。親も含め周囲の大人が交通ルールを守りお手本となりましょう。

　�子どもや高齢者を見かけたら徐行するなど「思いやりのある運転」を心がけましょう。

　�高齢運転者は、自己の運転能力に過信することなく安全運転を心がけましょう。

●自転車の安全利用の推進
　自転車も車両です。標識を守るのはもちろん、歩道でのジグザグ運転、携帯電話の操作や音楽を聞きながらの運

転はやめましょう。

●全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
　全ての座席のシートベルトと、チャイルドシートの正しい着用を確認してから運転しましょう。

●飲酒運転の根絶
　飲酒運転が重大交通事故に直結する悪質な犯罪であることを自覚し、車での外出先で飲酒してしまった場合は、

タクシーなどの利用や、家族や知人に迎えに来てもらうなど「飲んだら乗らない・乗るなら飲まない」を徹底しまし

ょう。二日酔いも飲酒運転です。運転をしなければならない日の前日はお酒を控えましょう。

●二輪車の交通事故防止
　ヘルメットを正しく装着し、自己の運転技量や二輪車の性能を過信することなく、カーブや交差点の手前では充

分に速度を落とすなど、安全運転を心がけましょう。

※５月１５日（日）に予定していた交通安全パレードは中止となりました。

■問い合わせ■　総務課庶務係　内線２１１

■応募対象 離島に在住している人、もしくは離島で活
動しているグループ・団体など。
■助成対象事業
�本年度の助成対象事業は以下の事業で、離島の人材
育成のための事業とします。

１．離島の産業振興に係る事業
２．離島の生活・文化・福祉の向上に係る事業
３．他地域との交流推進に係る事業
４．その他人材育成に必要な事業
�応募できる事業は、自ら新たに取り組む事業とします。
※既存の事業や、運動会・祭り・盆踊りなどの毎年の通常

の行事、政治・宗教・営利を目的とする事業は対象とな

りません。

※国または都道府県から補助金を受けている事業、または

受けようとしている事業は応募できません。

■応募期間 平成２３年５月２０日（金）まで
■事業実施機関 平成２３年７月１日（金）～

平成２４年２月２９日（水)

■助成金額
本年度助成額は、助成金支給対象経費の３分の２以内

（千円未満の端数は切り捨て）で、１事業につき１００万円
を限度額とします。
※食糧費ならびに備品購入費などは助成金支給対象経費に

なりません。

※審査結果により助成額が減額される場合があります。

■審査および事業決定
応募いただいた事業は運営委員会で審査します。審査
結果は町役場を通して通知します。
■応募方法
企画財政課企画情報係・各出張所にある支給申請書な
らびに助成事業計画書を作成のうえ、企画財政課に提出
してください。
■問い合わせ　
　企画財政課企画情報係　内線３０１
　財団法人　日本離島センター総務部
　　　　　　電話　０３－３５９１－１１５１

ややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややや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らららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎ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湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯湯　臨時休業について　 　■問い合わせ■　健康課保健係 電話 ２－５５７０
　中之郷温泉「やすらぎの湯」は天井および屋根張替え工事および浄化槽改修工事に伴い、５月１日（日）～２６日

（木）の間、臨時休業します。なお、他の町営温泉はこの期間中休まず営業します。
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国民年金

●平成２３年度の年金額について
　平成２３年度の年金額は０．４％の引下げとなります。(４月分が支払われる６月の支払いから変わります。）

●国民年金保険料がクレジットカードで納付できます
　クレジットカードでの納付とは、国民年金保険料を定期的にクレジットカード会社が立て替え払いし、クレジ
ットカード会社からカード会員の方に請求する方法です。ただし、過去の未払い分の保険料についてはご利用い
ただけません。
　保険料の納付方法は、毎月納付、６か月前納および１年前納があります。納付できる保険料は、「定額保険料」
および「付加保険料込みの定額保険料」となります。（保険料の一部を免除されている場合はご利用いただけませ
ん。）なお、カード会社へのお支払回数は、1回払いのみとなります。クレジットカードでの納付を希望される場
合は、港年金事務所または住民課国保年金係までお申し出ください。

●国民年金保険料収納業務の民間委託について
　日本年金機構では、国民年金保険料が納め忘れとなっている方に対する「電話や文書、戸別訪問による納付督
励や保険料の収納業務」について、民間委託を実施しています。（市場化テスト事業）
　八丈町における市場化テスト事業者は、次のとおりです。

〈受託業者〉　　　事業者名　　㈱アイヴィジット
　　　　　　　　住　　所　　東京都渋谷区代々木２－４－９　　　電話番号　０１２０－９２７－８６６
◎詳しくは港年金事務所国民年金担当課へお問い合わせください。
◎市場化テスト事業者は、個人情報保護の管理を徹底しています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
＊民間委託についての詳細は、日本年金機構ホームページで確認できます。

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
■日本年金機構ホームページ　http:/ /www.nenkin.go.jp/

平成 23 年度年金額平成 22 年度年金額区　　　　　分

７８８,９００円７９２,１００円老齢基礎年金額（年額）

９８６,１００円９９０,１００円障害基礎年金（年額）1級

７８８,９００円７９２,１００円　　〃　　　　　　　2級

７８８,９００円７９２,１００円遺族基礎年金（年額）

２２７,０００円２２７,９００円遺族基礎年金の子の加算額（年額）第一子および第二子

０７５,６００円０７５,９００円遺族基礎年金の子の加算額（年額）第三子以降

◎各種問い合わせ
●ねんきんダイヤル　 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、第２土曜日：午前９時３０分～午後４時
※ただし、月曜日（月曜日が祝日の場合火曜日）は午後７時まで受け付け
※日曜・祝日はご利用いただけません

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「ねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんきききききききききききききききききききききんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期便便便便便便便便便便便便便便便便便便便便便」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」をををををををををををををををををををををおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけ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いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい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
　日本年金機構では、２１年度より、皆さんの保険料納付実績などを記載した「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・記載内容を十分に確認し、訂正がある場合は、同封の「年金加入記録

回答票」に記入して、返送してください。

重要　水色の用紙の「年金加入記録回答票」が同封されている方は、「もれ」や「誤り」の有無にかかわらず回答し

ていただく必要があります。同封の返信用封筒で、返送をお願いします。

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんきききききききききききききききききききききんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期便便便便便便便便便便便便便便便便便便便便便ににににににににににににににににににににに関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ
○ねんきん定期便専用ダイヤル　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

※日曜・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。
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国保だより／税のお知らせ

平成２２年分所得の申告について
　町では、随時所得の申告を受け付けています。平成２２年中に収入のあった方や、八丈町国民健康保険、または
後期高齢者医療制度の被保険者の方で、平成２２年分の所得の申告が済んでいない方は、至急所得の申告をお願い
します。税務署に確定申告書を提出した方および家族などの被扶養者になっている方は不要です。

●納期限および口座振替日
５月３１日（火）　固定資産税１期分　軽自動車税

今般の地震の被害を受けて避難をさ
れている皆さんへ
　納税地を所轄する税務署の管轄外に避難され
ている皆さんの国税に関するご相談などは最寄
りの税務署でもお受けすることができます。
　青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
の納税者の方については、国税に関する申告
・納付などの期限の延長を行いました。この
他の地域に納税地のある方についても、交通
途絶などにより申告・納付などが困難な方に
ついては、期限延長が認められますので、状
況が落ち着いた後、最寄りの税務署にご相談
ください。

■問い合わせ・連絡■
　芝税務署　電話　０３-３４５５-０５５１
※お問い合わせは、音声案内にしたがって、

　「２」番（税務署）を選択してください。

国保だより ■問い合わせ■　住民課国保年金係　内線２３５

◎国保税の賦課限度額（医療分・後期高齢者支援分・介護分）が変わります
　地方税法の一部改正に伴い、４月１日より医療分の賦課限度額が「５０万円」から「５１万円」に、後期高

齢者支援金等分の賦課限度額が「１３万円」から「１４万円」に、介護分の賦課限度額が「１０万円」から「１２

万円」に引き上げられました。

◎出産育児一時金について
　平成２１年１０月から平成２３年３月までの間、暫定的に３８万円から４２万円に引き上げられていた支給額が、

平成２３年４月から恒久化することになりました。

◆「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など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。

●平成２３年度町税納税カレンダー
平成２３年度の町税の納期限(口座振替日)は次のとおりです。

納　　期　　限税　　　　目月

平成２３年５月３１日
固定資産税第１期
軽自動車税

５月

平成２３年６月３０日町都民税第１期６月

７月

平成２３年８月１日
国民健康保険税第１期
固定資産税第２期

８月
平成２３年８月３１日

町都民税第２期
国民健康保険税第２期

平成２３年９月３０日国民健康保険税第３期９月

平成２３年１０月３１日
町都民税第３期

国民健康保険税第４期
１０月

平成２３年１１月３０日国民健康保険税第５期１１月

平成２３年１２月２６日
固定資産税第３期
国民健康保険税第６期

１２月

平成２４年１月３１日
町都民税第４期

国民健康保険税第７期
１月

平成２４年２月２９日
固定資産税第４期
国民健康保険税第８期

２月

３月

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



● INFORMATION 広報はちじょう

6

環境だより

■問い合わせ■　住民課環境係　内線２３３・２３４

みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんななななななななななななななななななななでででででででででででででででででででで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島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島ををををををををををををををををををををききききききききききききききききききききれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいにににににににににににににににににににに！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！みんなで八丈島をきれいに！　ククククククククククククククククククククリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデーーーーーーーーーーーーーーーーーーーークリーンデー ６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日　６月５日（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日））））））））））））））））））））（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。

●ごみ減量を進めましょう
　平成２１年４月からダンボール・新聞紙などの資源ごみ収集が開始され、２年が経過しました。燃えるごみは、対

前年比で１３８t（４％）、収集を始める前との比較では６９５t（１８％）減量されました。

　多くの住民の皆さんにご協力いただき再資源化されていますが、送られてきたビニール袋に入れたままの雑誌

やカタログなど正しい分別がされていないものがあります。住民の皆さんの、ご理解、ご協力により正しい分別

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。

●生ごみは新聞紙などで包んでから出しましょう
　燃えるごみの収集日にカラスやネコに荒らされ、集積所の周りに散らかされていることが多く見受けられます。

散らかったごみを集積所の近所の方が片付けや掃除をしています。生ごみは、カラスやネコに見えないよう新聞

紙で包んでからごみ袋に入れて出してください。集積所をきれいに保つように、みんなで心掛けましょう。

●コンポストの貸し出し
　昨年度より生ごみ堆肥化用コンポスト（たい肥化容器）を一世帯あたり２個まで貸与しています。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でお申し込みください。

●一般廃棄物処理手数料を納め忘れていませんか？
　八丈町では事業活動に伴う一般廃棄物の減量を目的に１ ㎏ につき４円の一般廃棄物処理手数料（清掃手数料）

を納付することになっています。ごみの排出量の増減があった事業者や、新たに事業を始めた事業者は、「廃棄物

等処理申出書」を提出してください。詳しくは環境係までお問い合わせください。

�シリーズ・ワンポイント「管理型最終処分場」�
　第２９回　八丈島一般廃棄物管理型最終処分場建設工事内容（その８）

＜防災調整池工事③＞

　防災調整池には、異常な水位上昇を防止するための放流施設

を設けることになっています。

　この施設にはゲートその他（バルブなど）の放流量を人為的

に調整する装置を設けてはならないことなどが基準で決まって

います。　　　　　　　　　　　　　　　　（右図は防災調整池のイメージ図）

敷地内に降
った雨水が
流入 

管きょで 
河川に放流 

越流せき 

流入管 放流管 

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島島島島島島島島島島島島島島島島島島 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般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廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃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棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄棄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物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物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管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管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理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理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型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型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最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最最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終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終終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処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処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分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分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場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場 建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建 設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工 事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事 ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの 見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見 学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学 会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 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催催催催催催催催催催催催催催催催催催 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のののののののののののののののののの おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお 知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知 ららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ
　工事状況をご覧いただき、施工の適正な監理状況や処分場の安全性に関しご理解いただくため、下記のとお

り見学会を実施しますのでご参加ください。

　■日　　時　５月２１日（土）午前の部：午前１０時～１１時３０分　午後の部：午後２時～３時３０分

　■集合場所　八丈島一般廃棄物管理型最終処分場建設工事現場入口（八丈町末吉地内）

　■募集人員　午前の部２０名、午後の部２０名（定員となり次第締め切らせていただきます）

　　　　　　　（午前・午後の希望は優先しますが必要によって調整させていただきます）

　■申込方法　５月１９日(木)までに電話申込(先着順)をしてください。

　■申し込み　東京都島嶼町村一部事務組合　廃棄物対策課　電話　０３－３４３２－４９６１

　■そ　の　他　詳細は下記HPまたは八丈町住民課および各出張所で配布する資料をご覧ください。
　　　　　　　http : // www.tosho-ichikumi.jp/free2.html
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合併処理浄化槽／水道係から／住民係から

住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住 民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民 係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係 かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか ららららららららららららららららららららら ののののののののののののののののののののの おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお 知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知 ららららららららららららららららららららら せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ
●本人確認書類はお忘れなくお持ちください　
　平成２０年５月１日から戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正されました。この改正により、戸籍全部事項証

明書などの交付請求、または住民票の写しなどの交付請求の際に、請求される方の本人確認が義務づけられました。

（戸籍法第１０条の３第１項および住民基本台帳法第１２条第３項、第１２条の３第５項）

　諸証明の交付を請求される場合に、身分証明書（運転免許証など）による本人確認をさせていただきます。ご理

解ご協力をお願いします。

【本人確認書類】

　下記のＡの中から１点、またはＢの１・２の組み合わせ、もしくは１の中から２点以上の提示が必要となります。

Ａ．１点での確認　運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書（本人の顔写真が貼付

されたものに限る）、旅券

Ｂ．複数での確認　１．国民健康保険、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、その他町長がこれらに準ずるもの

として適当と認める書類

　　　　　　　　　２．法人（国もしくは地方公共団体を除く）が発行した社員証、国もしくは地方公共団体の機

関が発行した写真付きの資格証明書（Ａに掲げる書類を除く）または、その他町長がこれ

らに準ずるものとして適当と認める書類

合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併併処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽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普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及促促促促促促促促促促促促促促促促促促促促促促促促促促促促促促促進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進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向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向向けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけ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てててててて
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよ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暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮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ととととととととととととととととととととととととととととととと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環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境ををををををををををををををををををををををををををををををを守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守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めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめ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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
●浄化槽の法定検査（浄化槽法第１１条）を受けましょう

　浄化槽を使用される方には、浄化槽が正しく機能するための３つの義務（保守点検・清掃・法定検査）が、浄化槽

法で定められています。

�保守点検　年に数回、機器類の点検や消毒薬の確認などを行います。

�清　　掃　定期的に浄化槽の清掃を行います。

�法定検査　浄化槽が正常に機能しているか、保守点検や清掃が適正に

　　　　　　行われているか、総合的に判断する検査で、年１回行いま

　　　　　　す。　

　浄化槽が正常に機能しないと、悪臭が発生したり、処理されない汚水が流れ出ることがありますので、必ず受検

しましょう。また、点検・検査結果記録は３年間の保存が義務付けられています。

　浄化槽清掃作業経費の住民負担を軽減する措置制度の申請時に、検査結果記録の添付が必要となります。申請書

は清掃作業を行う前に、必ず提出してくだい。

　なお、申請者に、町税・保育料・水道料・病院使用料などの滞納または未納がある場合、軽減措置を受けることが

できません。

■問い合わせ■
　企画財政課浄化槽推進係
　　　　　　　　内線３０７

■問い合わせ■　住民課住民係　内線２３７・２３８

東京都知事の登録を受けた島内業者と契約し

行ってください。

㈱東京都生活水環境システム

　協会調査センター　電話　042-589-8782

�

�
�

�
�
�

水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水 道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道 係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係 かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか ららららららららららららららららららららら ののののののののののののののののののののの おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお 知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知 ららららららららららららららららららららら せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ
●引っ越しの前に水道の手続きを！

　転入・転出など、引っ越しの際には事前に町役場水道係または、各出張所で水道異動届の手続きが必要です。

●名前が正しく表示されていますか？

　水道使用量のお知らせ（水道検針票）の投函先、納入通知書の名前の表示が間違っている場合は、水道係までご

連絡ください。

●水道検針について

　町から委託された検針員が行っています。メーター器周辺はきれいに保って、検針がスムーズに行えるようご協

力ください。

●水道料金未納の方へ

　水道料金未納の方を対象に、支払方法（分納支払いなど）のご相談を受け付けています。支払いが済んでいない

方は、水道係にご相談ください。なお支払いに応じられない方については、給水条例により、給水を停止する場合

があります。

■問い合わせ■　企業課水道係　内線３１５
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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 ……………５月１７日（火）　午後１時１５分～1時４５分受付

�対象：平成２０年３月１日～平成２０年５月１７日生まれの幼児
　２歳児歯科健康診査……………５月２５日（水）　午前９時１５分～１０時受付

�対象：平成２１年２月２４日～平成２１年５月２５日生まれの幼児

こども心理相談　（要電話予約）　会場：保健福祉センター
　５月１７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
　５月２４日（火）　午前９時３０分～１１時３０分

　日頃の子育ての疑問や心配事などに保健師・管理栄養士・歯科衛生士が相談に応じます。母子健康手帳をご持参ください。

こどもおやつ教室　（要電話予約）　会場：保健福祉センター
　５月１９日（木）　午前９時３０分～１１時

　一緒に楽しく作りましょう。

　皆さんの参加をお待ちしています。

�対　　象：未就学児とその保護者（定員：親子１０組程度）

�持　ち　物：三角巾・エプロン・母子手帳

�受付締切：５月１３日（金）

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・祝日はお休みです）

�就学前のお子さんの身体測定　１６日（月）～20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　電話　２－４３００/２－２７８８

�交流ひろばの催し 　毎週水曜日　午前１０時２０分～１１時
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！
５月１１日（水）　16ミリ映画上映「かわいいミルクやさん」
　　１８日（水）　製作・壁面装飾
　　２５日（水）　講話・警視庁八丈島警察署
　　　　　　　　　　　　　　「子どもの安全について」
�そのほかの催し
５月１０日（火）　絵本＆紙芝居　午前10時30分～11時
　　２０日（金）　おりがみ遊び　午前10時30分～11時
　　３０日（月）　ほのぼの健康相談　午前10時～11時30分

定期予防接種のお知らせ
ＤＰＴ三種混合集団接種（Ⅰ期）
　■日時　５月１０日（火）午後３時～３時３０分
ポリオ集団接種
　■日時　５月２４日（火）午後３時～３時３０分
予約制予防接種
　■日時　５月１１日（水）・２５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：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

子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子 どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど ももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももも 手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手 当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当 ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお 知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知 ららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ
　子ども手当の「平成２２年度における子ども手当の支給に関する
法律」は３月で終了となり、国会では３月３１日に「国民生活等の
混乱を回避するための平成２２年度における子ども手当の支給に関
する法律の一部を改正する法律」（いわゆる『つなぎ法案』）を可
決し、４月１日の施行となりました。
　これに伴い八丈町では、４月以降も継続し、子ども手当の認定
請求などを受け付けています。また、子ども手当を受給されてい
る方で、お子さんの出生などによる増額・減額の申請をされる場
合も引き続き、受け付けています。転出・転入の際も手続きが必要
ですので、該当する場合は住民課厚生係までお申し出ください。

■問い合わせ■　住民課厚生係　内線２３２

フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフファァァァァァァァァァァァァァァァァァァァァミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・サササササササササササササササササササササポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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
　八丈町に在住、在勤、または在学している方を対象と
して、育児の援助を受けたい方（利用会員）と育児の援
助を行いたい方（提供会員）に登録をしていただき、保
護者の代わりに保育を行っていくシステムです。
　八丈町在住のおおむね生後６か月～１０歳未満のお子さ
んをお持ちの方で、育児の援助を受けたい方は下記へお
問い合わせください。
※八丈町ファミリーサポートのパンフレットが、住民課厚生

係、子ども家庭支援センターにあります。

■問い合わせ■　　　　　　　　　　　　
子ども家庭支援センター　２－４３００/２－２７８８
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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
�セーフティ教室　
　２０日（金）午前１０時２５分～　末吉小学校  
　２４日（火）午後１時３５分～　大賀郷小学校

※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、地域のみなさんの参加をお待ちしています。

�運動会　　　２２日（日）富士中学校　　　　�学校公開　２３日（月）～２７日（金） 大賀郷小学校
�開校記念日　２７日（金）三原小学校・３０日（月）富士中学校

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　図書館では、毎月第２土曜日　午前１０時から「おはなし会」を開いています。島内各地域の子
ども文庫の方が、読み聞かせや手遊びなどをして、楽しい時間を過ごします。（詳しい内容は当日のお楽しみです。）
子どもから大人まで、どなたでも参加できます。「おはなし会」は子どものためのものと思っている、そこのあな
 た！ この機会にぜひ遊びに来てくださいね。（第２土曜日が祝日と重なった場合は、翌日になります。）
　

●今月のおはなし会　１４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・３日（火・憲法記念日）～５日（木・こどもの日）・３１日（火・館内整理日）
●開館時間　午前９時３０分～午後５時
●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＊
　　　　　　　『ちょちょら』畠中 恵著　『アウェー脳を磨け！』茂木健一郎著
　　　　　　　『ノースウッズの森で』大竹英洋文・写真　『パパ・カレー』武田美穂絵

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話２－０７９７

「八丈・島ことば かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた」（八丈町教育委員会発行）で遊びましょう
　教育委員会では、４月に各小・中学校、および、小学生がいるご家庭とさまざまな機関や場所にも「八丈・島ことば かる

た」を配布しました。この「島ことば かるた」は、八丈方言をより身近に、そして遊び感覚で学べるものとして、昨年度末

に500部作成しました。年齢の小さいうちから、島ことばに慣れ親しむことが『島ことばを知り・伝える活動』にとっても、

有意義ということが言われています。各家庭で、友だちや家族（おじいさんやおばあさんなど）と一緒に楽しんでほしいと

思います。また、各学校でも大いに活用してください。

　教育委員会では、今年度の「八丈方言を知り伝える活動」の一つとして、かるた会などを計画しています。時期などは未

定ですが、その際には、広報などでご連絡しますので、ふるって参加してください。下の図は「かるた」の一部です。

　なお、今回は、学校や公の場所などのみの配布で、一般配布はしませんので、よろしくお願いします。

教育委員会だより ほか

�道徳授業地区公開講座

　１日（日）午前１０時３０分～　大賀郷中学校
　２２日（日）午前８時１５分～　三原小学校
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八丈町教育相談室　　　　電話　（２）０５９１　　毎週火・金曜日　午前８時３０分～午後５時
東京都教育相談センター　電話　０３（５８００）８００８
　　　　　　　　　　　　平日：午前９時～午後９時　土・日・祝日：午前９時～午後５時
東京都児童相談センター　電話相談　０３（３２０２）４１５２（よいこに）
　　　　　　　　　　　　平日：午前９時～午後８時　土・日・祝日：午前９時～午後５時３０分
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八 丈 町 人 事 異 動 （平成２３年４月１日付）

◆統括課長級昇格（　）旧所属等

（同）佐々木眞理企画財政課長

（住民課長）山越　　整総務課長

◆課長級異動（　）旧所属等

（税務課長）伊勢闢孝久病院事務局長

（病院事務局長）馘田　高峰教育課長

◆課長級昇格（旧職名［統括係長等］略）

（病院事務局業務係長）奥山　　勉税務課長

（住民課厚生係長）川上　明和税務課主幹（徴収担当）

（総務課庶務係長）佐藤　真一住民課長

（消防本部庶務係長）瀬筒　　穣消防長（消防司令長）

◆統括係長級異動

高野　秀男総務課庶務係長

（産業観光課観光商工係長）

◆統括係長級昇格

（若草保育園副園長）山下　敦子むつみ保育園園長

（真砂保育園副園長）菊池　伸子むつみ第二保育園園長

（末吉保育園副園長）小崎　浩子若草保育園園長

（南海保育園副園長）松川美智子あおぞら保育園園長

（同）菊池　邦彦消防本部庶務係長（消防司令）

（同）塩野　　誠教育課庶務係長

◆係長級異動

（健康課保健係長）沖山　美智住民課厚生係長

（教育課給食係長）齋藤こえ子住民課住民係長

（健康課高齢福祉係長）菅原　宏幸産業観光課観光商工係長

（企業課主査）佐々木昭仁企業課水道係長

（企業課主査）佐々木まなみ病院事務局業務係長

（同）佐々木清美病院医療局栄養科栄養士長

◆係長級昇格（旧職名（主任等）略）

（同）川上　芳子若草保育園副園長

（同）土屋　洋子若草保育園主査

（むつみ保育園）田代亜由美あおぞら保育園副園長

（同）浅沼　利光健康課保健係長

（同）大川　和彦健康課高齢福祉係長

◆その他の職員の異動（旧職名略）

（税務課税務係）渡邊　貴広健康課高齢福祉係主事

（教育課生涯学習係）沖山　　愛建設課管財係主事

（農業委員会事務局）川上裕次郎企業課水道係主事

（建設課管財係）浅沼　紀子教育課庶務係主事

（教育課庶務係）奧山　和江教育課給食係主事

（産業観光課産業係）岡野　豊広農業委員会事務局主事

（真砂保育園）奥山　智美むつみ保育園主任

（むつみ第二保育園）内山　智温若草保育園保育士

（むつみ保育園）小宮山祐子あおぞら保育園保育士

（若草保育園）高橋　由美あおぞら保育園保育士

（南海保育園）水流　奈穂あおぞら保育園保育士

（むつみ保育園）奥山　聖泰あおぞら保育園保育士

（若草保育園）奥山　未来あおぞら保育園保育士

その他の職員の異動（旧職名略）つづき

（消防本部警防係）沖山　　淳消防本部庶務係消防士長

（消防本部予防係）井ノ口義二消防本部庶務係消防副士長

（消防本部警防係）上ノ山真児消防本部庶務係消防副士長

（消防本部警防係）塩崎　昌孝消防本部庶務係消防副士長

（消防本部予防係）沖山　　渉消防本部警防係消防士長

（消防本部庶務係）奥山　雄松消防本部警防係消防士

（病院医療局栄養科）上ノ山桂子むつみ保育園調理員

むつみ第二保育園副主任調理員

（若草保育園）佐々木貴久

（むつみ保育園）大澤　瑠美若草保育園調理員

（真砂保育園）傳法　祐子あおぞら保育園副主任調理員

（末吉保育園）伊東由美子あおぞら保育園調理員

◆その他の職員の昇格等（旧職名略）

（同）大川　文世税務課税務係主任

津幡百合子子ども家庭支援センター主事

（健康課高齢福祉係）任用替

浅沼　里花健康課高齢福祉係主事

（健康課高齢福祉係）任用替

（同）浅沼　明美企業課経理係主任

（健康課高齢福祉係）菊池　　泰教育課生涯学習係主任

（消防本部庶務係）百田　和志消防本部警防係消防副士長

（消防本部庶務係）西濱　　剛消防本部予防係消防士長

（同）丸山あかね健康課保健係主任保健師

（同）天田志奈子健康課保健係主任栄養士

（同）小宮山容子病院医療局看護科主任看護師

（南海保育園）佐々木あさみむつみ保育園副主任調理員

（むつみ第二保育園）廣瀬みのり若草保育園副主任調理員

◆新規採用

仲村　迪彦総務課文書係主事

坂井　俊介税務課税務係主事

森　　　丈健康課保健係主事

佐々木　奏健康課高齢福祉係主事

佐藤　光昭産業観光課産業係主事

川島心太郎企業課経理係主事

鈴木　進吾病院事務局業務係主事

永石　圭一教育課生涯学習係主事

浅沼　　新むつみ保育園保育士

藤森　則之病院医療局看護科臨床工学技士

◆退職者　３月３１日付

佐々木　昭総務課長（統括課長）

加藤　浩康教育課長

浅沼　豊美住民課住民係長

沖山　芳樹企業課水道係長

神部　真美総務課文書係主事

川上　幸代末吉保育園保育士

今井田英秋病院医療局薬剤科薬剤師長

西村　　章病院医療局薬剤科薬剤師

人事異動



INFORMATION ●広報はちじょう

11

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

１４日（土）・１５日（日）  …………………………
Ｊ１グランプリ

　　　（ルアー釣り大会）�
５月主な行事予定主な行事予定

山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山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幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸幸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感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝謝！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ 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こここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここ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うううううううううううううななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななな料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理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室室室室室室室室室室室室室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のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知らららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ
（たこうなとは、八丈島の方言でたけのこのことです）

５月２８日（土）　　えこ・あぐりまーと
■プログラム
　～観光客の皆さんには、あしたばの苗をプレゼント！～
　・午後１時～３時　家庭菜園・ハーブ園教室
　　　　　　　　　　　　 （先着１５名様に野菜の苗プレゼント）
　・午後１時～３時　花遊び体験教室
　　　　　　　　　　　　（押し花アートなど作成。参加費５００円）
　・午後２時～　　　たこうな料理教室

■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

２１年度２２年度２１年度２２年度２１年度２２年度２１年度２２年度
２.０％４,９９１５,０９２７,２１９７,３６５６２６７８２６,５９３６,５８３４月
▲４.６％９,５７４９,１３０１０,０２６９,５６１１,７１２１,５８９８,３１４７,９７２５月
０.２％４,９６７４,９７９６,５７１６,５８７９６１１,２７５５,６１０５,３１２６月
▲６.２％９,２１８８,６５１１２,１２６１１,２６３２,９４７２,１２４９,１７９９,１３９７月
２.０％１５,０９３１５,３９９１７,９２５１８,２８９４,８０５３,９５９１３,１２０１４,３３０８月
▲０.７％８,４６３８,４０３１０,１５４１０,０８２１,３７２１,５１６８,７８２８,５６６９月
▲０.９％５,２５２５,２０３７,９５１７,８７７７３１９９７７,２２０６,８８０１０月
９.３％５,３９９５,９０２７,７８３８,５０８１,０２５９０２６,７５８７,６０６１１月
３.９％４,６１２４,７９２７,７９０８,０９４６７０５９９７,１２０７,４９５１２月
 １０.３％４,１５５４,５８１６,６３８７,３１８３７６６３４６,２６２６,６８４１月
 １２.４％３,４５８３,８８６６,３９６７,１８８４０９７６５５,９８７６,４２３２月
 ▲２０.５％６,３３４５,０３４８,８４８７,０３２９９１６８０７,８５７６,３５２３月

▲０.６％８１,５１６８１,０５２１０９,４２７１０９,１６４１６,６２５１５,８２２９２,８０２９３,３４２計

島嶼会館の近隣宿泊施設について
　島嶼会館は３月１１日に発生した地震の影響により施設に著しい損傷を受けたため、しばらくの間、宿泊業務を休業

します。これに伴い、島嶼会館では近隣の宿泊施設を案内しています。詳しくは八丈町ホームページをご覧いただく

か、島嶼会館までお問い合わせください。 

■八丈町ホームページ■　http://www.town.hachijo.tokyo.jp/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■島　　 嶼　　 会　　 館■　〒１０５－００２２ 東京都港区海岸１－４－７　　TEL　０３－３４３７－３０６１　　FAX　０３－３４３７－３８４８

おじゃれ１１万人 ほか

�
5
月
の
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

B７３５９：５５９：００８２２B７３５８：３０７：４０８２１
B７３P１５：１０１４：１５８２６B７３P１２：２５１１：３５８２３
A３２０１８：１５１７：２０８３０A３２０１６：４５１５：５５８２９

【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〉 

【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

往復割引
（片　道）

普通運賃

１２,７７０１９,８７０羽田＝八丈島

A３２０B７３PB７３５
１６６人１２０人１２６人
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地域福祉ボランティア／ニュージーランド地震救援金活動／東日本大震災義援金活動

ニュージーランド地震救援金活動 実績報告
　皆さんからいただいた義援金額は下記のとおりです。温かいご支援ありがとうございました。

 

東日本大震災義援金活動 途中報告
　皆さんからいただいた義援金は、随時日本赤十字社に送金しています。引き続き、皆さんのご協力をお願いします。

送　金　先義　援　金　総　額受　付　期　間義　援　金　名

日本赤十字社１２６,９７９円平成２３年２月２５日から
平成２３年３月２５日まで

ニュージーランド
地震救援金

送　金　先義　援　金　額受　付　期　間義　援　金　名

日本赤十字社８,２２３,１６８円
（３月２５日現在）

平成２３年３月１４日から
平成２３年９月２８日まで

東日本大震災
義　援　金

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～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福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉ををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを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ボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボ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テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ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ィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
５月１２日（木）は民生委員・児童委員の日です

　

　民生委員・児童委員は地域の

相談役として厚生労働大臣から

委嘱されているボランティアで

す。

　島内で活動する民生・児童委

員は右記の２９名で、このうち２８

名は担当地域を持ち、１名は

「主任児童委員」として児童福

祉に関する問題を専門に担当し

ています。

　また、３名の協力員は民生・

児童委員を補佐するために、東

京都から委嘱されており、各地

域で活動しています。

　民生・児童委員の仕事は、困

っている方の問題解決のお手伝

いをすることが中心となってい

ます。

　秘密は守られますのでお気軽

にご相談ください。

●問い合わせ●
　住民課厚生係

　　電話 ２-１１２１ 　内線２３１

　八丈支庁総務課福祉係

　　電話　２-１１１２

民生委員・児童委員および協力員
電話番号氏　名担　当　地　区

三　根

２－２８２５金川美枝子矢崎・川の平・川向
２－０７３５金川津屋子宮の平・与惣次・尾端
２－２３５７平井　園子中道①・②・③
２－４０２２田代　典夫桜平・桜平②・稲葉
２－０１８７持丸　友恵荒島・明治橋・新田
２－１８７３赤松　　都護神・孫兵衛
２－３９６２冬木　克良新道・丘里
２－０６８７佐藤　純子富士見①・片瀬
２－２７０１葛馬　忠道富士見②
２－３１６８芝野　雅一赤金・洋望・中平・一心
２－３４９４三島　憲治出廻・底土・東畑
２－２７０５小栗富美代神湊東・神湊西・三根永郷
２－１５５８赤間　明美東里①・②・③

大賀郷

２－３１０７櫻井　洋子金土川①・②・③
２－３７２７菊池　清子金土川④・屋和川
２－０４９８奥山　妙子楊梅ヶ原①・②・③・楊梅ヶ原下・向里
２－２５６８菊池　　寛大里①・②・③・寺山
２－２０１１折田　正江八戸
２－３７３３菊池　清泰千鳥①・②・③・④
２－００５９沖山　惠子西見①・②
２－２５８３沖山　智徳西見③・甚太・大賀郷永郷
７－０２４１田村　　功川城羅・尾崎・妻里・向里・伊郷名

樫　立
７－０２５１笹本久美代東六里・江能里・康政里・中平・峯ヶ郷
７－０７０８沖山百合子上浦・尾越・藍ヶ江

中之郷 ７－０９６８菊池　和子粥倉・藍ヶ里
７－０２０９川上　清福中里・向里・三原
８－００４５沖山　綾夫宮裏・宮ヶ路・台ヶ原

末　吉
８－００１０松代　勝子尾越・神子尾・洞輪沢・道ヶ沢
２－５６５１大脇　　進坂下地域主　任

児童委員 ※坂上地域
２－１６３３淺沼　　�三根地域

協力員 ２－５３１２赤間　博明大賀郷地域
７－０４２１山下　節子坂上地域

※　坂上地域の児童委員は大脇進さんが代理を務めています。
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障害者巡回相談／障害者相談員／行政相談委員／赤十字／子宮がん検診

　東京都心身障害者福祉センターでは、巡回相談を下記の日程で実施します。

○日時　７月６日（水）・７日（木）

　　　　　　　　　（７日は午前のみ）

※予約人数によってはいずれか１日になる場合があり

ます

○場所　八丈町保健福祉センター １階ホール

　予約制のため、下記の日時に予約をしてください。

○予約期間  ５月１０日（火）～５月１７日（火）

○受付時間 

　平日午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く）

・ご相談内容によっては、病院への受診を優先させてい

ただくことがあります。

・巡回相談では医療行為（診察・治療など）は行いません。

●問い合わせ・申し込み●
　健康課保健係　電話　２－５５７０

赤 十 字 社 員 増 強 運 動　　　　　　　　　　　 　　 ●問い合わせ●　住民課厚生係　内線２３２

　赤十字社員増強運動月間が５月１日（日）～３１日（火）まで、全国一斉に実施されます。自治振興委員の方が赤十字活動に
ついての理解と社員になっていただくためのお願いに皆さんのご家庭をお訪ねしますので、ご協力をお願いします。

対象者
①目（視覚）、耳（聴覚）、身体的に不自由な方（肢体不自由）
で、身体障害者手帳を新規取得したい方、または上記障害
の手帳所持者で程度変更を希望される方

②①の対象者で補装具（義肢・装具・座位保持装置・補聴器・車
いす・電動車いすなど）の新規交付を受けたい方、または過
去に上記補装具の交付を受けた方で修理などの相談がある方
※ただし、介護保険法対象者（６５歳以上の障害者・特定疾病
による４０歳～６４歳の障害者）の方は車いす（標準型）の
交付を除きます。

③愛の手帳（知的障害者手帳）を新規取得したい方、または
上記手帳所持者で程度変更を希望される方（児童時に取得
した方でも成人時の再判定が済んでない方はお申し込みく
ださい）

 八丈町の行政相談委員のお知らせ 
　毎日の暮らしの中で、役所などが行っている仕事に苦情、意見、要望はありません
か。そのようなときは、行政と住民のパイプ役として総務大臣から委託された、「行
政相談委員」が相談に応じています。
　平成２３年３月３１日付けで沖山�平委員が退任され、４月１日から近藤勝重さんが八
丈町の行政相談委員として活躍していただくことになりました。お気軽にご相談くだ
さい。

八丈町の行政相談員　近藤勝重
住所：大賀郷７７０１　電話：２－２７２０

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充充実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実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福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～充実した福祉へ～　障害者相談員のご紹介
　障害者相談員とは、身体障害、知的障害をお持ちの方々への福祉施策のより一
層の充実を図るために、町から委嘱を受けている方々です。障害者の方々の相談
に応じて、関係機関と連携し、必要な指導、助言を行っています。今年度の相談
員は右記の方々です。お気軽にご相談ください。

●問い合わせ●　健康課保健係　電話　２－５５７０

電話番号氏　　名身
体
障
害
者

相　

談　

員

２－２２６９ 菊  池 　 晶  文 
きく ち まさ ぶみ

２－０６６９ 持丸 　 美  子 
もちまる よし こ

電話番号氏　　名知
的
障
害
者

相　

談　

員

２－１８０１　 菊  池 　　 實 　
きく ち みのる

７－０８６４ 渡部  真  恵  美 
わたなべ ま え み

障障害害者者巡巡回回相相談談（（１１８８歳歳以以上上対対象象））をを実実施施ししまますす障障害害者者巡巡回回相相談談（（１１８８歳歳以以上上対対象象））をを実実施施ししまますす

6月の子宮がん検診の事前受付のお知らせ 6月の子宮がん検診の事前受付のお知らせ 

　６月７日（火）と１４日（火）に実施する子宮がん検診の事前予約受付を、５月２日（月）～２０日（金）まで行います。
（平日午前８時３０分～午後５時１５分、土・日・祝日は除く）
　対象者は４０歳～４８歳までの今年度、偶数年になる方です。
　詳しくは先月（４月）号広報はちじょうの折り込みをご覧いただくか、健康課保健係までお問い合わせください。

●問い合わせ●
健康課保健係 ２－５５７０
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道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路のののののののののののののののののののの街街街街街街街街街街街街街街街街街街街街路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路樹樹樹樹樹樹樹樹樹樹樹樹樹樹樹樹樹樹樹樹ななななななななななななななななななななどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどのののののののののののののののののののの伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採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せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ道路の街路樹などの伐採のお知らせ　●問い合わせ●　建設課建設係　内線２５２

　八丈町では、通行の支障になる街路樹の枝木の伐採を行います。道路交通などご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願
いします。
■日時　６月２日（木） 午前８時４５分～午後４時　　■場所　島内一円

        地上デジタル放送完全移行まであと２ヶ月

７７月月２２４４日日ででアアナナロロググテテレレビビ放放送送がが終終了了ししまますす
　地デジへの対応がお済みでない場合は、早めの対応をお願いします。
　
　地デジに関してご不明な場合は

デジサポ東京中央（総務省東京都中央テレビ受信者支援センター）

電話　０３－６７４３－０５００ （平日午前９時～午後９時/土・日・祝日午前９時～午後６時）
または、最寄りの電気店までご相談ください。
　
地デジチューナー支援・・・経済的な理由で地上デジタル放送を視聴できない世帯に対
して、地デジチューナー（１台）の無償給付など、支援を行っています。詳しくは「総
務省地デジチューナー支援実施センター」へお問い合わせください。
　

　

　集合住宅でも共聴アンテナが無い場合、個別に地デジ対策が必要となります。詳しくは大家さんとご相談ください。

●問い合わせ●　企画財政課企画情報係　内線３０２

市町村民税非課税世帯への支援
ナビダイヤル　０５７０－０２３７４２

（平日午前９時～午後９時/土・日午前９時～午後６時）

ＮＨＫ放送受信料全額免除世帯への支援
ナビダイヤル　０５７０－０３３８４０

（平日午前９時～午後９時/土・日午前９時～午後６時）

カラスの捕獲作業を開始します
　八丈町では、カラス被害の増加をうけて来月からカラスの捕獲作業を開始します。
カラスでの被害などがありましたら町役場までご連絡ください。なお、捕獲作業を行
うのはネットをかけるなど自衛策を講じていて、それでも被害が発生している場所に
なります。各家庭においてもカラス対策を実施いただきますようご協力をお願いしま
す。
　捕獲作業では銃器を使用することもありますが、右記の太線の内側の区域では使用
しません。また、銃器の使用に際しては安全に十分に配慮し、作業をしますのでご理
解とご協力をお願いします。

●問い合わせ●　農作物被害に関すること　産業観光課産業係　内線２６５
　　　　　　　　ごみ被害に関すること　　住民課環境係　　　内線２３３

 
　国土利用計画法に基づき、大規模な土地取引の場合は届け出が必要であり、届け出が必要となる土地の面積は、その区
域によって決められています。
　八丈町の場合は非線引きの都市計画区域に該当するため、５,０００平方メートル以上の土地の取引をした場合に、契約締結
日から２週間以内に、買主が土地の利用目的、取引価格などを届け出なければなりません。
　なお、１つの契約で取得した面積が小さくても複数の契約の合計でこの面積になる場合も届け出が必要です。詳しくは、
企画財政課企画情報係までお問い合わせください。

●問い合わせ●　企画財政課企画情報係　内線３０５

大大規規模模なな土土地地取取引引ににはは届届けけ出出がが必必要要でですす

地上デジタル／大規模土地取引／カラスの捕獲／街路樹など伐採



INFORMATION ●広報はちじょう

15

� ３ 月 の 主 な 会 議 �
議　　　題　　　等会　　議　　名日

平成２３年度年間行事予定について　ほか庁議１日
平成２２年度八丈町一般会計補正予算　ほか第１回八丈町議会定例会（１日目）４日
八丈町営住宅管理人規程について　ほか課長連絡会議

１０日
職員の人事異動について臨時庁議
第１回八丈町議会定例会（一般質問）について議会運営委員会１１日
平成２３年度教育予算の申し出について八丈町教育委員会第１２回定例会１６日
平成２３年度勤務条件および給与関係について ほか課長連絡会議１８日
平成２３年度八丈町一般会計予算　ほか第１回八丈町議会定例会（２日目）２２日
平成２３年度八丈町一般会計予算　ほか第１回八丈町議会定例会（３日目）２３日
農地法第４条の規定による許可申請に対する意見について　ほか八丈町農業委員会第１２回総会２５日
職員の人事異動、東日本大震災に係る対応について臨時庁議２８日
平成２３年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予算　ほか第１回八丈町議会定例会（最終日）３０日

　“幼なじみ４人組”の「だいっきらい」物語。
　５歳の春、幼稚園の入園式で出会ってから、小学
校、中学校、そして高校…。「だいっきらい」をキ
ーワードに、４人はどんな成長をしていくのでしょ
う。どこか愛しくユーモラス。観客それぞれの過去
と今、未来への思いを「アートインAsibina」が受
け止めます。

■日時　５月２２日（日）　開場　午後１時

　　　　　　　　　　　　開演　午後１時３０分

■場所　三根小学校体育館

●問い合わせ●　八丈島おやこ劇場「あびの実」
　 電話・ＦＡＸ　２－４０８４

　Mail：hachijyo-abinomi@yahoo.co.jp

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町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合ポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポ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タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササササイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録八丈町総合ポータルサイト登録
情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報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受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけ付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付けけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけけ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てててててててててててて情報の受け付けについて

　八丈町総合ポータルサイト（http://www.８jyo.

jp）は７年目を迎えますが、登録情報の更新を随時

受け付けています。すでに登録されている内容と変

わっている、写真を新しいものにしたいなどの、情

報の更新がありましたら、下記までご連絡ください。

新規の登録も受付中です。

●問い合わせ●　
　企画財政課企画情報係　内線３０２

　mail：hachijo@town.hachijo.tokyo.jp

三根地域敬老会の延期について
　５月２９日（日）に予定していました、三根地域の

敬老会は、東日本大震災によるさまざまな状況を考

慮し延期となりました。開催は９月を予定していま

すが、日程が決まり次第、広報で詳細をお知らせし

ます。

　皆さんのご理解ご協力をよろしくお願いします。

※今年度は昭和１７年４月１日以前に生まれた方が対

象です。

●問い合わせ●
　健康課高齢福祉係　電話　２－５５７０

　

舞台劇「だいっきらい」舞台劇「だいっきらい」
　

　

舞台劇「だいっきらい」
　

おやこ劇場『あびの実』　第７３回公演

舞台劇「だいっきらい」
（劇団アートインAsibina）

舞台劇／ポータルサイト／敬老会／交流講座／主な会議

 家族介護者教室

　　『ケアケア交流講座』開催
　介護している家族の方と、老人ホームやデイホーム

で働く職員とが、交流を図りながら認知症や介護につ

いて学びます。皆さんの参加をお待ちしています。

■内　　容　 「認知症サポーター講座」…認知症の

基礎知識についての講義とグループワ

ークを行います。

■日　　時　５月２４日（火）午後１時～３時

■申込締切　５月２０日（金）

■場　　所　第二八丈老人ホーム２階会議室

■費　　用　無料

■主　　催　八丈町地域包括支援センター

●問い合わせ・申し込み●
　八丈町地域包括支援センター　電話　２－０５８０
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大募集！大募集！大募集！ミス八丈島ミス八丈島ミス八丈島ミス八丈島ミス八丈島ミス八丈島

ミス八丈島／小笠原親善訪問／警備員募集

●ミス八丈島について
�活動期間　８月１日から１年間
�仕事内容　八丈島の各種行事（イベントなど）への参
加、八丈島のPR活動
※ミス八丈島として参加した時は謝礼あり
●応募条件
�期間中、八丈島に在住できる独身女性
�年齢１８歳（高校卒業以上）から２７歳位まで
�元気よく笑顔で八丈島をPRしてくれる八丈島が大好き
な方
●応募方法
　履歴書またはプロフィールに写真を２枚添えて郵送
（写真は顔と全身がわかるもので集合写真不可。参考のた
め、身長を明記してください。）
※自薦、他薦問いません。沢山の応募をお待ちしています。

●応募締切
　５月末日（必着）
※応募書類は返却できませ
ん。ご了承ください。

●選考方法　書類による選考
　（必要があれば面接審査）
●結果通知　決定者のみに連
絡

●決定後　ミス八丈島選考会での承認後、夏まつりでミス
八丈島発表会を行い、ミス八丈島期間中は八丈島の顔と
してPRなどに務めていただきます。

■応募・問い合わせ■
　〒１００－１４９８　東京都八丈島八丈町大賀郷２３４５－１
　八丈町産業観光課観光商工係
　電話　０４９９６－２－１１２１　　内線２６８

　ミス八丈島選考会では、平成２３年のミス八丈島を募集しています

　町立三根小学校の警備員を募集します。
●職　　　種　校舎内の巡回、施設利用者への対応など　　　　●勤　務　先　三根小学校　　　　●定　　　員　１名
●勤　務　期　間　平成２３年６月１日から平成２４年３月３１日まで
●勤　務　時　間　午後４時から午前８時３０分まで
●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。八丈町ホームページでダウンロードするか教育課庶務係で受け取ってください。）
●募　集　期　間　平成２３年５月２日（火）から５月１６日（月）まで （土、日、祝日を除く）
●選　考　方　法　面接により決定
●そ　の　他　警備は受託者本人、または受託者があらかじめ届け出をし、承認を得た代理人に行っていただきます。
■問い合わせ・申し込み■　教育課庶務係　電話２－０７９７

八丈町立学校警備員の募集について

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33333333333333333333333333333330000000000000000000000000000000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小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠笠原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親親善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問問 参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加者者者者者者者者者者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　６月２３日（木）～６月２８日（火）
　八丈町の友好都市、小笠原村を訪ねてみませんか？
　受け付けは、八丈マリンサービスで行います。
　詳しくは今月号広報の折り込みをご覧ください。
■申込方法
①所定の申込用紙（本紙折込、コピー可）に必要事項を記
入し、現金を添えて、八丈マリンサービスに直接申し込
んでください。
②申込用紙・現金と引き換えに、乗船券（出発日に必要）
を受け取ってください。
■申込期限 ６月１４日（火）
■申込場所 八丈マリンサービス底土事務所

（船客待合所内）

■申込受付期間
月曜日～金曜日 午前１０時３０分～午後３時３０分
土・日・祝日 午前１０時３０分～１１時４５分
■問い合わせ
八丈マリンサービス 電話 ２－１２１１
総務課庶務係 電話 ２－１１２１ 内線２１１

※天候などの理由により、上記日程どおり実施できない場合は、７

月６日（水）～１１日（月）に変更となります。
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職員登録受付／入居者募集／登記所開設

　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　および　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ください。

■問い合わせ・申し込み■　住民課厚生係　内線２３１
八丈町ホームページアドレス　http：//www.town.hachijo.tokyo.jp/

町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園 代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替職職職職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員員員員登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録録受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付

東京法務局 特設登記所開設
　東京法務局では、登記官を派遣した特設登記所を開設し、会社の役員変更などの登記申請に関する相談や、不
動産、会社に関する一般的な登記相談、各種申請書および証明請求書の受け付けを行います。
※届け出や申請などの際は、事前に法務局へ電話相談し、必要書類を確認することをお勧めします。
日　　時：５月１６日（月）午後１時～４時
　　　　　５月１７日（火）午前９時～正午、午後１時～４時
　　　　　５月１８日（水）午前９時～正午
場　　所：八丈町役場建設課２階

■問い合わせ■　東京法務局不動産登記部門　０３－５２１３－１３２９（不動産）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法人登記部門　　０３－５２１３－１３３３（商業・法人）

※登記相談の受け付けは、
　終了時間の３０分前までです。

町町営営住住 宅宅入入居居者者募募集集
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

高齢者等（※１）
単身世帯向け

鉄筋コンクリート造
２階建

１４,６００～
２１,７００H２０１ＬＤＫ

４２.５㎡
１戸

（１０４号）新道団地三 根

高齢者等（※１）
単身世帯向け

鉄筋コンクリート造
３階建

１８,４００～
２７,４００H１３１ＬＤＫ

５３.６㎡
１戸

（Ｂ－１０３号）桜平団地三 根

高齢者等（※１）
２人以上世帯向け

鉄筋コンクリート造
３階建

１５,９００～
２３,７００H８２ＬＤＫ

５１.６㎡
１戸

（２－１０７号）寺山団地大賀郷

若年層（※２）
３人以上世帯向け一戸建　木造平屋建２５,２００～

３７,５００H２２３ＬＤＫ
７５.５㎡

１戸
（３号）

江能里住宅
（新築）樫 立

若年層（※２）
３人以上世帯向け一戸建　木造平屋建２５,２００～

３７,５００H２２３ＬＤＫ
７５.５㎡

１戸
（１号）

三原第２住宅
（新築）中之郷

高齢者等（※１）
単身世帯向け

鉄筋コンクリート造
３階建

１５,１００～
２２,５００H１０１ＬＤＫ

４７.８㎡
１戸

（１－１０６号）中之郷団地中之郷

３人以上世帯向け鉄筋コンクリート造
３階建

２６,３００～
３９,１００H１０３ＬＤＫ

８２.９㎡
１戸

（１－３０２号）中之郷団地中之郷

※東日本大震災の避難者受け入れのため、内容が変更になることがあります。ご了承ください。
（※１） ６０歳以上の高齢者の方、お体の不自由な方専用のバリアフリー住宅です。
（※２） １８歳以下のお子さんを含む世帯、または出産の予定がある世帯向けの住宅です。

■受付期間
５月９日（月）～５月１６日（月）
午前８時３０分～正午、午後１時～５時
※１４日（土）、１５日（日）は除く。
■応募できる方
①現在八丈町にお住まいの成年者。
②現に同居し、または同居しようとする親族（婚約者などを含む）
がある方。（単身向け住宅を除く）
③世帯の収入が月額１５万８千円以下（未就学児を含む世帯や高齢者
世帯などは２１万４千円以下）の方。
④町税、保険料、使用料などを滞納してない方。
⑤現在、住宅に困っていることが明らかな方。
⑥暴力団員でないこと。

■申し込み方法
町役場建設課管財係で申込書を配布します。

必要事項を記入のうえ添付書類とともに提出してください。
■申し込み添付書類
①入居者全員の住民票
②入居者全員の平成２１年分の八丈町の所得証明書、最近転入された
方は、現時点における収入証明書

③印鑑
■入居者の決定方法
書類審査のうえ入居の可否を決定し、お知らせします。応募者が複

数の場合は公開抽選により決定します。
■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島内在住の連帯保証人２名
（町税、保険料、使用料などを滞納していない方）
※記入書類などは、入居決定後にお渡しします。

■問い合わせ・申し込み■ 建設課管財係 内線２５６



土金木水火月日
７６５  こどもの日

図書館休館日

４  みどりの日

図書館休館日

３  憲法記念日

図書館休館日

２

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

１

１４

図書館おはなし会
１０:００～１１:００

１３

郷土料理教室
�  １０:００～１３:００保福

１２

高齢者健康教室
�  １０:００～１２:００中

１１

高齢者健康教室
�  １０:００～１２:００樫

１０

高齢者健康教室
�  １０:００～１２:００末

９

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

８

２１２０

高齢者健康教室
�  １０:００～１２:００大

１９

こどもおやつ教室
�  ９:３０～１１:００保福

１８１７

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

１６

コミュニティセンター休館日
図書館休館日
高齢者健康教室
�  １０:００～１２:００三

１５

２８

消防団夏季訓練
（坂上地区）
中之郷屋内運動場
 ９:００～
表彰伝達式
�  １７:３０～中

２７２６２５

２歳児歯科健康診査
�  ９:１５～１０:００受付保福

２４

すくすく相談
�  ９:３０～１１:３０保福

２３

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

２２

３１

図書館休館日

３０

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

２９

消防団夏季訓練
（坂下地区）
大賀郷中学校 ９:００～
表彰伝達式
�  １７:３０～大

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

樫立・中之郷・末吉大　賀　郷三　　　根

５月のゴミ分別回収 燃…燃やせるごみ　びん…空きびん　資源…資源ごみ　害…有害ごみ　金属…金属ごみ　古着…古着

SCHEDULE
2011 5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
７６

燃害

５４
資源
古着

３

燃害

２

金属

１

１４１３

燃害

１２

びん

１１

資源

１０

燃害

９

金属

８

２１２０

燃害

１９１８

資源

１７

燃害

１６

金属

１５

２８２７

燃害

２６２５

資源

２４

燃害

２３

金属

２２

３１

燃害

３０

金属

２９

温泉休業日

休　　業　　日
３０日（月）ふれあいの湯
３１日（火）みはらしの湯
休業日なしザ・ＢООＮ
１日（日）～２６日（木） ※工事のため臨時休業やすらぎの湯

町 立 病 院
臨時診療日

（受付時間／８：００～１１：００）

診療時間診　療　日

９：００～５月９日（月）～１３日（金）耳鼻咽喉科

１３：００～５月２７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分からの受け付けとなります。

春の交通安全運動　１１日（水）～２０日（金） �

 �春の交通安全運動　１１日（水）～２０日（金）　 「やさしさが 走るこの街 この道路」

土金木水火月日
７６

金属

５

燃害

４３
資源
古着

２

燃害

１

１４１３

金属

１２

燃害

１１１０

資源

９

燃害

８

２１２０

金属

１９
燃害
びん

１８１７

資源

１６

燃害

１５

２８２７

金属

２６

燃害

２５２４

資源

２３

燃害

２２

３１

資源

３０

燃害

２９

土金木水火月日
７６

金属

５

燃害

４
資源
古着

３２

燃害

１

１４１３

金属

１２

燃害

１１

資源

１０９

燃害

８

２１２０

金属

１９
燃害
びん

１８

資源

１７１６

燃害

１５

２８２７

金属

２６

燃害

２５

資源

２４２３

燃害

２２

３１３０

燃害

２９

※やすらぎの湯の休業期間中、他の町営温泉は休まず営業します。


