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各地域の人口・世帯数

人　口 8,148人 増 47人
　　男 4,081人 増 32人
　　女 4,067人 増 15人
世帯数 4,544世帯 増 47世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,090 1,918 1,833 3,751
大賀郷 1,523 1,326 1,359 2,685
樫　立 308 277 275 552
中之郷 396 373 389 762
末　吉 227 187 211 398

４月中
の異動

国民年金

国保だより／東日本大震災義援金

税のお知らせ ほか

住民係からのお知らせ

図書館からのお知らせ ほか

教育委員会だより　ほか

目 次

中之郷自治会 対話集会　ほか 母子保健 ほか

みがいていますか？　ほか 合併処理浄化槽　ほか

おじゃれ11万人

お知らせ掲示板

環境だより ほか 参加しませんか？　募集しています

4歳児歯科健康診査

ブラッシング指導

（虫歯の日）

6月4日（土）～10日（金）は
歯の衛生週間です！

健康な歯で家族みんな
歯っぴーに♪
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みがいていますか／地デジ対応について ほか
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　東京都島嶼町村一部事務組合の情報公開制度（平成１８年条例第９号）は、島嶼９町村の住民の組合行政への参加を

より一層推進するとともに、組合の公正な運営を確保することを目的に制定され、毎年１回、情報公開実施状況を公

表することになっています。

　平成２２年度の情報公開実施状況を下記のとおり公表します。

～～歯歯磨磨ききののポポイインントト～～
　笊  力を入れずにブラッシング
　笆  寝る前は特に丁寧に
　笳  小型の歯ブラシで
　笘  歯と歯肉の間もブラッシング
　笙  一筆描きでもれなく全部
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　 八丈町で、虫歯のある３歳児の割合は３２.５％、東京都全体（１６.２％）より高くなっています。ご家族そろって
口の中の健康状態を見直してみませんか？歯間ブラシやフロス（※１）の使用もオススメです。
※１歯間清掃などに使用する糸
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　８０歳以上の２４％が「食べる・話す」ことに不便を感じています。（東京の歯科保健より抜粋）

■問い合わせ■　健康課保健係　電話 　２-５５７０
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毎日髪をとかしたり、 

ときには美容院に行ったり 

の身だしなみと同じ♪ 

■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　内線３０２

平成２２年度東京都島嶼町村一部事務組合情報公開実施状況

公開請求件数　９件

公開決定件数　９件（一部公開決定を含む）

非公開決定件数　０件
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　座席を有効にご利用いただくため、次の点にご協力ください。

１．不要になったご予約は、直ちにキャンセルのご連絡をお願いします。

２．搭乗前日には、確認の電話をお願いします。

３．重複予約はやめましょう。

　　詳しくは下記までお問い合わせください。キャンセルはどちらの番号でも受け付けています。

■問い合わせ■　東邦航空八丈島予約センター　電話： ２-５２２２ ／ 東邦航空八丈島事業所 電話： ２-５２００

■問い合わせ■

　東京都島嶼町村一部事務組合

　　総務課庶務係　担当：鈴木

　電話　０３-３４３２-４９６１

ＮＨＫ放送料受信料
全額免除世帯への支援

ナ ビ ダ イ ヤ ル ０５７０-０３３８４０

市町村民税非課税世帯
への支援

ナ ビ ダ イ ヤ ル ０５７０-０２３７２４

地デジに関する相談は

デジサポ東京中央

電話　０３-６７４３-０５００
ま た は 最寄 り の電気店

地デジチューナー支援を受けたい場合は

地デジ対応はお済みですか？

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
まだ対応されていない方はお急ぎください！
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中之郷自治会／主な会議

中之郷自治会　対話集会
４月２９日（金）に行われた、中之郷自治会における対話集会の内容は次のとおりです。

質問１　保育園、跡地の利用について。

笊取り壊しに際して、西側の町道の道路が狭いため、緊急車両などの通行に支障があるため、ぜひ道幅を広げてほ

しい。

笆児童公園を作ってもらいたい。

回　答　①の要望についてですが、当該道路は昨年度から下流側の整備を施工しており、この工事が完了した後に、

ご要望の上流側の整備を施工したいと考えています。

　　②の要望についてですが、４月１日にあおぞら保育園が開園され、真砂保育園が今年度に取り壊される予定です

が、この保育園跡地を児童公園用地の要望として承り、適地であるのか、今後検討します。

質問２　街路灯について。

　笊吉岡勉さん宅から、川上清福さん宅への道路に街路灯を設置してほしい。

　笆吉岡勉さん宅から、田道を経た町営住宅までの道路に街路灯を設置してほしい。

回　答　街路灯設置の優先順位としては、児童生徒の通学路を優先し、次に各地域からの要望をとりまとめて、町で

総合的に判断し設置しています。

　　①の要望についてですが、今回要望のあった吉岡勉さん宅から川上清福さん宅まで続く道路は、道幅も狭く視界

も悪いことから、早い段階で設置したいと思います。

　　②の要望の、吉岡勉さん宅から田道を経て町営住宅まで続く道路への設置については、この道沿いには民家がな

いことと、以前より町営住宅から裏見ヶ滝温泉方面に向かう道路に街路灯を設置しており、通常この道路が利用さ

れているものと思われることから、現段階では設置については見合わせたいと思います。

質問３　旧中之郷小学校の銅像周辺（温泉調査工事）の整備をお願いしたい。

回　答　現在、東京電力の地熱発電所が町営温泉に与える影響について調査しており、銅像周辺の土地に温泉井戸と

プレハブの小屋を設置しています。この調査は２年間の予定で、調査終了時には温泉井戸とプレハブ小屋を撤去し

ますので、その時に合わせて整地するように考えています。

質問４　三原住宅から佐々木美夫さん宅に向かう途中の三又の側溝に蓋を掛けてほしい。

回　答　当該道路の側溝の蓋掛けについては、現在、ザ・ブーン前の町道「藍ヶ江線」に蓋を掛けていますので、こ

れと平行して今回の要望箇所にも蓋を掛けたいと思います。

質問５　災害時の備蓄について。公共の場所に備蓄米を置いてもらいたい。

回　答　現在の町の災害備蓄品は、町防災倉庫および町営住宅に保管しています。

　　備蓄米についてはアルファ化米１９,１００食、その他にクラッカー７,０００食、サンマの缶詰１,２３０缶を保管しています。

来月には、東京都より、アルファ化米１０,０００食の寄託を追加で受ける予定になっています。

　　今後も東京都に協力をお願いするとともに、他の自治体などから寄付の話があった場合も積極的に受け入れ、災

害時に備えたいと考えています。

� ４ 月 の 主 な 会 議 �
議　　　　題　　　　等会　　議　　名日

東日本大震災に係る町方針について　ほか庁議１日

東日本大震災に係る町方針について　ほか課長連絡会議１１日

平成２３年度就学援助費受給者の認定について八丈町教育委員会第１回定例会１４日

新庁舎および集会施設建設に係る懸案事項について　ほか課長連絡会議２０日

農地法第３条の規定による許可申請について　ほか八丈町農業委員会第１回総会２５日
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国民年金

●付加保険料の申し出は大変お得です。
�付加保険料とは……国民年金保険料を納めた期間（厚生年金などの加入期間を含む）と国民年金保険料の納付

を免除された期間が２５年（３００月）以上ある方は、６５歳から老齢基礎年金が支給されます。年金額を少しでも多

く受給されたい方は、国民年金保険料とあわせ付加保険料（月額４００円）を納付すると老齢基礎年金に付加年金

が加算され支給されます。

この場合、毎年２４,０００円の付加年金が老齢基礎年金に上乗せして受け取れます。

〈留意事項〉　◎　付加保険料の納付を希望される方は、申出書の提出が必要となります。

◎　国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。

◎　納付期限（対象月の翌月末）を経過して付加保険料の納付はできません。

　申し込みは、住民課国保年金係で受け付けています。

●２０歳がスタート！『国民年金』
　日本に住む２０歳から６０歳未満のすべての人は国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。国民年

金は、老後の生活保障だけでなく、万が一、病気やケガで障害が残ったときや、一家の働き手が亡くなったとき

などの給付もあります。しかし、加入の届け出や保険料の納め忘れがあると年金が受けられないこともあります。

加入の手続きは、住民課国保年金係で受け付けています。ただし、２０歳前に就職して厚生年金などに加入している

方は、第２号被保険者となっていますので、加入手続きは不要です。

●「ねんきんネット」を開始しました！
　「ねんきんネット」とは、いつでもご自身の年金加入記録をインターネットで確認することができるサービスです。

�いつでも、最新の年金記録が確認できます！

　２４時間いつでも、「ねんきん定期便」よりも新しい年金記録を確認できます。（今後、「ねんきん定期便」をイン

ターネットでお受け取りいただくことも検討しています）

�記録の「もれ」や「誤り」の発見が容易になります！

　年金に加入していない期間、標準報酬額の大きな変動など、確認いただきたい記録が、わかりやすく表示され

ています。

�「私の履歴整理表」で記録の確認が簡単になります！

　画面の指示に従って、「私の履歴整理表」が自宅で簡単に作成でき、年金記録の確認に役立ちます。

�将来の年金額が試算できます！

　「年金を受け取りながら働き続けた場合の年金額は」といった知りたい情報を自宅で確認できるような機能を平

成２３年秋以降随時追加していく予定です。

　詳しくは、「ねんきん定期便・専用ダイヤル」までお問い合わせください。

国民年金
■ 住民課国保年金係 内線２３６
■ 港 年 金 事 務 所 電話０３－５４０１－３２１１
■日本年金機構ホームページ　http:/ /www.nenkin.go.jp/

◎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

付加年金の年額＝２００円×付加保険料を納付した月数

　（例）付加保険料を１０年間納付した場合

付加保険料の納付額＝４００円×１２月×１０年＝４８,０００円
　　　　↓　　　
付加年金の年金額　＝２００円×１２月×１０年＝２４,０００円
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国保だより／東日本大震災義援金活動

国保だより ■問い合わせ■　住民課国保年金係　内線２３５

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「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。

送金先義援金額受付期間義援金名

日本赤十字社
１１，５５３，７０１円
（４月２８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

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災義義義義義義義義義義義義義義義義義義義義援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動 途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告東日本大震災義援金活動　途中報告東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大震震震震震震震震震震震震震震震震震震震震災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災義義義義義義義義義義義義義義義義義義義義援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動 途途途途途途途途途途途途途途途途途途途途中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告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。

〇特定健康診査について
　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
ドロームと言います。男女とも４０歳以上になると、メタボリックシンドローム・予備群の人が多くなります。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。健診を積極的に活用し、健康の維持管理に努めま
しょう。
　八丈町では、特定健康診査などを７月２４日（日）～２９日（金）に予定しています。詳細については広報はちじょう
７月号でお知らせします。
◎重　要　国民健康保険に加入している特定健康診査の受診対象者には、７月上旬頃に受診券を発送します。他
の医療保険（国民健康保険組合、健康保険組合、政府管掌健康保険、共済組合など）に加入している４０～７４歳の
被扶養者の方（ただし、職場健診を受診される方、職域健診の対象者（※）の方は除く）も各医療保険者が発行
する【特定健診受診券】があれば受診することができます。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】をお取り寄せいただき、保険証と一緒に下記窓口に持参のうえ、７月１日（金）ま
でに登録をしてください。
　なお、自己負担が発生する場合もありますので、詳しくは職場、または加入医療保険者にご確認のうえ登録を
してください。
受診券登録窓口
　①住民課国保年金係　　②健康課保健係（保健福祉センター）　　③各出張所
　　●登録には期限があります。受診券はお早めにお取り寄せください。
（※）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、対象者の

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ご確認ください。
◆「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。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。
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今月の納期限および口座振替日
� ３０日（木）　　町都民税　第１期

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。

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。

�手続きのできる金融機関　・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・通帳の届け出印

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

交通事故の無料相談
　（社）日本損害保険協会東京自動車保険請求相談セン

ターでは、相談担当者による一般相談（平日 午前９時

～正午・午後１時～５時、年末年始を除く）と、弁護

士による法律相談（水曜日 午後１時～４時、要予約）

をいずれも無料で実施しています。

■問い合わせ■　（社）日本損害保険協会東京自動

　　　　　　　　　　車保険請求相談センター

　　　　　　　　　　電話　０３-３２５５-１３７７

守って！電波のルール
総務省・電波利用環境保護周知啓発強化期間

　６月１日（水）～１０日（金）は「電波利用環境保護周

知啓発強化期間」です。詳しくは関東総合通信局まで

お問い合わせください。

■問い合わせ■　関東総合通信局

　　　　〇 不法無線局による混信・妨害　０３-６２３８-１９３９

　　　　〇 テレビ・ラジオの受信障害　　０３-６２３８-１９４５

　　　　〇 地上デジタル放送の受信相談　０３-６２３８-１９４４

くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくく 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 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 ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの 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合 相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相 談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談 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
６月１２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の主催により、

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ので、この機会を利用してください。

■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のだけど…」

「確定申告のことで気になることがあって…」

　このような相談に、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ご持参ください。

■実施機関　

　NPO法人司法過疎サポートネットワーク

　電話　０３-５９１９-３５３０　（担当：小海）

※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

税のお知らせ／くらしの総合相談／交通事故の無料相談／電波のルール
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☆パスポートの申請について
●申請できる方
　八丈町で申請ができる方は、八丈町に住民登録をしている方のみです。ただし単身赴任者などで八丈町内に居所

を有している方は、例外的に申請できる場合がありますので、住民課住民係までお問い合わせください。

●パスポートの種類
　パスポートには有効期間が１０年と５年の２種類があります。２０歳未満の方は５年旅券のみの申請となります。

●手数料
　�１０年旅券…１６,０００円（収入印紙１４,０００円＋東京都旅券事務手数料２,０００円）

　�５年旅券…１１,０００円（収入印紙  ９,０００円＋東京都旅券事務手数料２,０００円） 

　�（１２歳未満の方）　５年旅券… ６,０００円（収入印紙  ４,０００円＋東京都旅券事務手数料２,０００円）

　※収入印紙は郵便局、東京都旅券事務手数料は農協（本店のみ）でご購入ください。

●受領できる方
　本人のみが受領できます。代理受領や郵送での交付は行っていません。申請時にお渡しする旅券引換書をご持参

ください。

●交付までの期間
　申請してから３週間程度かかりますので、余裕を持って申請をしてください。

●交付予定日を過ぎてしまった場合
　旅券発行日から６か月以上経過してしまった場合は、自動失効し、お渡しすることができなくなりますのでご注

意ください。

●必要書類

■問い合わせ■　住民課住民係　内線２３７・２３８

※１　前回旅券の記載事項に変更がある場合または前回旅券が旅券としての体裁

　　　を留めないほどの損失などがある場合には戸籍抄本または謄本１通が必要

※２　損傷の経緯を記載した事情説明書（書式自由）

※３　警察に遺失届を提出したことを証明する書類１通

　　　消防署または市区町村が発行した罹災証明書１通

※４　帰国のための渡航書

※５　失効した旅券も可能な限りご持参ください

そ
の
他
の
書
類
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（
１
枚
）

新 規 発 給 申 請 に 必 要 な 書 類

旅券の取得の有無や所持する旅券の状況により必要書類が異なりま
す。ご自分の条件について下記から該当する項目を選び、右記の該
当する書類（○印などの付いた書類）をご持参ください。

１枚○○○①初めての旅券申請

※５１枚○○○②前回発給旅券期限切れによる旅券申請

○１枚○○③旅券の記載事項変更による訂正新規申請

○１枚

※１

○ア　旅券の有効期間が１年未満

④有効旅券を提出して申請
　【切替新規申請】

○１枚○イ　旅券の査証欄の余白なし

※２○１枚○○ウ　旅券の損傷

○１枚○エ　ＩＣ旅券への変更

※３２枚○○○ア　有効旅券の紛失または焼失

⑤有効旅券紛失
※４１枚○○○

イ　外国で旅券を紛失し、帰国のた
めの渡航書で帰国

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

住民係からのお知らせ
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環境だより／カラスの情報

■問い合わせ■　住民課環境係　内線２３３・２３４

●美しい八丈島を守るため、私たちがやらなければならないこと
≪ごみの正しい分別と正しい出し方≫
　○ 燃えるごみに、金属類・乾電池・電球・空きびん・空き缶などのごみの混入が見られます。また、びん

やガラス製容器にプラスチックや金属製のキャップやふたが付いたまま出されています。取り外せるキ
ャップやふたは、取り除いてください。

　○ 生ごみを狙って、ねこやカラスが集積所のごみを散らかしています。生ごみは新聞紙などで包んで、袋
の外から見えないようにして出してください。

　○ ごみは、当日の午前８時３０分までに集積所へ出してください。正しい分別がされてない無記名のごみに
ついては、分別状況の確認や指導を目的に、町職員が中身のチェックを行います。

　正しい分別と正しい出し方は、ごみを出す際の重要かつ基本的なマナーです。

≪家電リサイクル法≫
　○ エアコン、テレビ（ブラウン管式・液晶・プラズマ式）、冷蔵庫および冷凍庫、洗濯機および衣類乾燥機
は、家電リサイクル法により適正処理しなければなりません。販売店に依頼するか、有明興業㈱八丈島
営業所へ持ち込んでください。
現在、譛家電製品協会が海上運搬費の一部を助成しています。ただし、リサイクル料金を郵便局で振り
込む方式の場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。

　また、これらの家電４品目の分解（解体）・不法投棄は、違法行為です。

≪自動車リサイクル法≫
　○ 使用できない自動車の放置が目立ちます。放置自動車は景観を損ね、八丈島へ観光などで訪れた方々の
八丈島に対する印象を悪くします。すみやかに引取事業者（自動車修理工場など）へ引き渡し、法に基
づく適正処理をしてください。

　また、解体事業者でない者が使用済自動車から部品を取ることは、違法行為です。

●ヤンバルトサカヤスデに対する密度抑圧対策を実施予定です
　昨年度に引き続き、６月中旬から１０月上旬にかけて、大賀郷・甚太地区（都道の地点標７６付近）で、ヤ
ンバルトサカヤスデの密度抑圧対策を予定しています。実施の際は、草刈りなどの作業や薬剤散布を行い
ますので、ご理解・ご協力をお願いします。

�シリーズ・ワンポイント「管理型最終処分場」�
　第３０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９）
＜防災調整池工事④＞　上流から下流に水を流す際に、水路を迂回させるなどして流れを変えることを転
流と言い、管路などを設置することを転流路工と言います。現在、埋立地堰堤（えんてい）の外に降った
雨を防災調整池まで流すため、直径８００～１,２００mmの高耐圧ポリエチレン管を約１８０m設置する工事を施工
しています。
※高耐圧ポリエチレン管とは…公的機関（ＪＩＳ．ＪＳＷＡＳ）に認可された高密度ポリエチレン樹脂の
管で、軽くて丈夫で施工性や水密性、磨耗性に優れ、下水道管路などで普及しています。

み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んな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で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島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をき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れい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に！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ ク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リー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ンデ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ー ６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（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。

カカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ ラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ 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のののののののののののののののののののののののののののののののののののの 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報報報報報報報報報報報報報報報報報報報 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 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 寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄寄 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 くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくく だだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ さささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささ 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いいいいいいいいいいいいいいいいいいい
　今月よりカラスの捕獲作業が実施できることになりましたが、カラスによるごみ集積所や農作物などへの被
害の状況、生息などの情報が不足しています。今後、効率的に捕獲を行っていくため、皆さんからのカラスに
ついての情報が必要です。情報をお持ちの方は、下記まで連絡をお願いします。

■問い合わせ■　農作物被害、生息などに関すること　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　
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合併処理浄化槽／水道係からのお願い

～住みよい暮らしと島の環境を守るために～

合併処理浄化槽整備に関する事業説明会を開催します
　八丈町では、合併処理浄化槽の普及促進を図るために、平成２４年度より開始する浄化槽市町村整備推進事

業（市町村設置型）の事業説明会を下記のとおり行います。

■日時・会場    ７月４日（月）　末吉公民館　　午後７時～

　６月３０日（木）　三根公民館　　午後７時～ ７月５日（火）　樫立公民館　　午後７時～

　７月１日（金）　大賀郷公民館　午後７時～ ７月６日（水）　中之郷公民館　午後７時～

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 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 汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚 泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥 再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再 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生生生生生生生生生生生生生生生生 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 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 セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセ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ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●八丈町汚泥再生処理センターとは

　八丈町汚泥再生処理センターは、町内から収集されるし尿

や浄化槽汚泥を水処理設備により脱窒素処理方式を使って

BODや窒素、リンなどを除去し、適正処理するとともに、

処理に伴い発生する汚泥などを給食センターから発生する生

ごみとあわせ、有機質資源として再生し、堆肥化する施設に

なっています。

●八丈町汚泥再生処理センターの概要
　� 施　設　規　模　し尿・浄化槽汚泥　： ４１k � /日

　　　　　　　調理くずおよび残飯：１００kg/日（給食センターに限る）

　� 処　理　方　式　水処理　浄化槽汚泥の混入比率の高い脱窒素処理方式

　� 資源化設備　堆肥化方式

　� 構　　　造　鉄筋コンクリート造　地下１階　地上２階建て

●八丈町汚泥再生処理センター建設工事の状況
　八丈町汚泥再生処理センターは平成２１年９月に設計が始まり、１２月には敷地の造成工事、平成２２年１０月よ

り建設工事に着手。現在は平成２４年４月の竣工に向け、工事も順調に進捗しています。

◎し尿・浄化槽汚泥の処理料について
　八丈町汚泥再生処理センターが完成し、平成２４年４月から運転を開始すると、し尿・浄化槽汚泥はこの汚泥

再生処理センターで処理するようになります。これまで町は処理料をいただいていませんでしたが、平成２４

年４月からは 1 �あたり２.５円～３円（案）を一般廃棄物処理手数料として、いただく方向で検討をしています。

※この件については、上記合併処理浄化槽整備事業説明会で併せて説明をする予定ですのでよろしくお願いします。

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 ■問い合わせ■
　企画財政課浄化槽推進係
　　　　　　　　内線３０７

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
●水道料の納め忘れはありませんか？

　毎月の水道料は期日内に納めてください。なお、納付書を紛失された場合でも、水道係または各出張所で

支払うことができます。

●水道料金のお支払いには口座振替が便利です

　口座振替を利用すると、納付のたびに町役場や金融機関に足を運ぶ必要がなく納め忘れもありません。

　� 口座振替取り扱い金融機関　　七島信用組合・みずほ銀行・ゆうちょ銀行

■問い合わせ■　企業課水道係　内線３１５・３１６

汚泥再生処理センターイメージ図
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母子保健／子ども家庭支援センター／定期予防接種

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
　１歳児歯科健康診査 ………………６月１５日（水）　午前９時１５分～１０時受付

�対象：平成２２年３月３日～平成２２年６月１５日生まれの幼児
　３-４か月乳児・産婦健康診査……６月２１日（火）　午後１時１５分～１時４５分受付

�対象：平成２３年１月２７日～平成２３年３月２１日生まれの乳児とその産婦
　１歳６か月児健康診査 ……………６月２８日（火）　午後１時１５分～１時４５分受付

�対象：平成２１年１０月１３日～平成２１年１２月２８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
　６月２８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
　６月１４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。

もぐもぐ離乳食　（要電話予約）　会場：保健福祉センター
　６月２４日（金） 午前１０時～１１時３０分

　７～１１か月頃（中期）のお子さん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、母子健康手帳、おんぶ紐（必要な方）

両親学級　（要電話予約）　日時：下記４回コースで行います　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。お母さんの体調が良い時にいらしてください。お父さんも歓迎します。

　　１回目７月１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７月８日（金）午後１時３０分～３時３０分　お母さんと赤ちゃんの栄養
　　３回目７月１４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７月２１日（木）午後１時３０分～３時３０分　赤ちゃんの健康（健診・病気について、沐浴）、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マタニティ体操

定期予防接種のお知らせ

麻しん風しん集団接種
　■日時　６月７日（火） 午後３時～３時３０分

ＤＰＴ三種混合集団接種（Ⅰ期）
　■日時　６月１４日（火） 午後３時～３時３０分

予約制予防接種
　■日時　６月８日（水）・２２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　２０日（月）～２４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！
６月１日（水） 製作・カエル作り
　　８日（水） 親子でストレッチ
　　１５日（水） 製作・壁面装飾
　　２２日（水） 救急法ほか（１回目）
　　２９日（水） 救急法ほか（２回目）

�そのほかの催し
６月７日（火） 絵本＆紙芝居　午前１０時３０分～１１時
　　１７日（金） おりがみ遊び　午前１０時３０分～１１時
　　２７日（月） 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／巡回児童相談会

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　　　　１０日（金）　午後１時３０分～　三原中学校
�道徳授業地区公開講座

　５日（日）　午前１０時２５分～　末吉小学校　　１９日（日）　午前９時２５分～　大賀郷小学校
　１２日（日）　午前８時３０分～　三根小学校　　１９日（日）　午後１時２０分～　富士中学校
※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　　１６日（木）～１９日（日）　富士中学校　　２７日（月）～７月４日（月）　三根小学校
�開校記念日　４日（土）　三原中学校

教科書の展示会
　平成２４年度、小・中・高等学校で使用する教科書などを展示しています。（教科書展示会は、教員教育関
係者はもとより、保護者などにも広く教科書を公開することを目的として実施するものです。）
　�展示期間　６月５日（日）～７月２日（土）　※原則月曜日休館
　�展示時間　午前９時３０分～午後５時　　�展示会場　八丈島教科書センター（図書館内）

�������������� 心の傷と向き合う ��������������
　東日本大震災からもうすぐ３か月。八丈島には穏やかな時間が流れているように見えます。しかし、繰

り返し流れる被災地の映像は人々の心に深い影を落とし、おとなの変化が子どもの心にも知らず知らずの

うちに影響を与えています。命の危険を感じるような深刻な体験は、心の傷となっていつまでも残り、い

ろいろな障害を引き起こすと言われます。突然理不尽なことが起こると、初めはそれを受け入れることが

できず、世界と自分が断ち切られてしまったような状態になり、悲しみや怒りの感情すらわいてこなくな

ります。心の傷があまりにも深いために、自分自身が傷を受けたことさえ受け入れることができないので

す。しばらくすると悲しみ、怒り、悔しさなどの感情がわいてきます。それはごく自然なことで、ここで

十分な心の支えがあれば、気持ちを表すことも少し楽になるのです。怒ったり、泣いたり、からんだり、

めちゃくちゃなことを言ったりする過程を通らないと、新しい生活に向かっていくことができません。大

切なものを失ったむなしさ、寂しさ、悲しみを抱えながらも、一歩を踏み出すためには、つらい体験を忘

れるよりも、それを話すことが必要なのです。被災地では、子どもたちに寄り添い、気持ちを聞くことで

支えていこうとする活動が行われています。私たちも、子どもの様子を見守り、心の変化に配慮しながら、

話題を選び、ことばを選びながら語りかけていく必要があるように思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（教育相談員　伊藤　宏）　

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
東京いのちの電話　　　　電話　０３（３２６４）４３４３　（２４時間）

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、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・発達障害について、家出や暴力などの非行、不登校など児童の育成に関
する心配事のある方は、この機会をぜひご利用ください。電話による事前予約制です。
●相　談　会　６月１５日（水）午前９時～午後５時まで　　   ●場　　　所　八丈町役場２階
●予約締切日　６月１０日（金）

■問い合わせ・申し込み■　八丈町子ども家庭支援センター　電話　２－４３００
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図書館からのお知らせ／航路ダイヤ／トピックス

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
●「開館５０年記念　図書館まつり」７月３日（日）開催決定！
　昨年に引き続き、今年も７月３日（日）午前９時３０分～午後３時３０分、八丈町コミュニティセンターで図

書館まつりを開催します。島内のいろいろな団体が読み聞かせや島ことば劇などで参加するほか、手づくり

おもちゃ工作や大人向けの講演会も行います。

≪児童文学作家・手づくりおもちゃ研究家 木村研さん≫　一昨年の文庫まつりに続いて２度目の来島です。

≪文芸評論家 斎藤美奈子さん≫　現在、朝日新聞の文芸時評を担当されています。

　講師お二人については、今月号広報はちじょうの折り込みをご覧ください。

　来月の広報にも情報が盛りだくさん！　乞うご期待！

●今月のおはなし会　１１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（木・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＊
　『ナニワ・モンスター』海堂 尊著　　　　『〈原子力事故〉自衛マニュアル 緊急改訂版』桜井 淳著
　『とくべつなお気に入り』エミリー・ロッダ作　　　　『これは本』レイン・スミス作

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話　２－０７９７

ははははははははははちちちちちちちちちちじじじじじじじじじじょょょょょょょょょょううううううううううトトトトトトトトトトピピピピピピピピピピッッッッッッッッッッククククククククククススススススススススはちじょうトピックス

●第  ●7 ●回  ●八 ●丈 ●島 ●ジ ●ュ ●ニ ●ア ●フ ●ッ ●ト ●サ ●ル ●大 ●会   ●開 ●催 
 

　４月３０日（土）、南原スポーツ公園において、第７回八丈島ジュニ

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。

　大会には小学生、中学生あわせて計１００人ほどの選手が参加しまし

た。

　今大会は青ヶ島のスール青小が全勝で優勝をしました。なお得点

王は広江智也選手（スール青小）、MVPには角田登夢選手（スール青

小）が選ばれました。

�
6
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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おじゃれ１１万人／八丈島納涼花火大会

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

３日（日）  …………海水浴場安全祈願  底土海水浴場

�
７月主な行事予定主な行事予定 ２６日（火）  …………にっぽん丸寄港　　神湊漁港

２３日（土）・２４日（日）・２５日（月）  …………八丈島夏まつり　　底土海岸

発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光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生生生生生生生生生生生生生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
６月１８日（土）　　場所：えこ・あぐりまーと

■プログラム

　来島者数・観光客数推計

前年比
観光客（推計）合　　　計海　　　路空　　　路

２２年度２３年度２２年度２３年度２２年度２３年度２２年度２３年度
△１５.４％５,０９１４,３１０７,３６５６,２３４７８２８９０６,５８３５,３４４４月

△１５.４％５,０９１４,３１０７,３６５６,２３４７８２８９０６,５８３５,３４４計

　◎午後１時～２時　
　　�家庭菜園、ハーブ園教室
　　　（先着１５名に野菜の苗プレゼント）
　　�花遊び体験教室（参加費５００円）
　◎午後２時～３時
　　�発行生物教室
　　　（先着１５名に花の苗プレゼント）

　◎午後８時集合（午後９時頃まで）
　　�「光るキノコの森」の観察
　　　（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！！

■問い合わせ■
　えこ・あぐりまーと　電話　０４９９６－７－１８０８

８月１１日（木）　底土海岸にて開催

●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。八丈町民による、手づくりのイ
ベントを行うために、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。
●大会運営費の寄付にご協力をお願いします
　大会運営については、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、ご支援をお願いします。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、協賛箱を観光協会や協力をいただいている商店などに設置します。振込をご希望の方は下記の口座ま
でお願いします。

●記念花火を募集します（申込料　個人：３万円～、企業：５万円～）
　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。
　�申し込み　担当：沖山　電話 ２－４０６０　FAX 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、会場設営およ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。
申し込みは下記までお願いします。
　　　　　　　　　■問い合わせ■　八丈島納涼花火大会実行委員会事務局（産業観光課内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　０４９９６－２－１１２１（内線２６７）　　ＦＡＸ　０４９９６－２－４４３７

　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ヨウハナビタイカイカイチヨウ　オキヤマシゲヒコ）

八八八八八八八八八八八八八八八丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈島島島島島島島島島島島島島島島納納納納納納納納納納納納納納納涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼花花花花花花花花花花花花花花花火火火火火火火火火火火火火火火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
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…………………………………………………………………………………………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…………………………………………………………………………………………

児童育成手当／原付試験／住宅用火災警報器 ほか

平成２３年度危険物安全週間
～危険物　無事故ゴールは　譲れない～

　６月５日（日）から１１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、
保守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。
　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

●問い合わせ●　八丈町消防本部　電話　２－０１１９

 児童育成手当現況届のお知らせ 　　　　　　  ●問い合わせ●　住民課厚生係　内線２３２
　６月は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）の加入年金の状況などを確認し、引き続き受給が可能
かどうか確認します。
　既に手当て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ご提出ください。なお、
提出が遅れた場合は手当ての支給が遅くなることがありますのでご注意ください。
〈現況届が必要な方〉　児童育成手当を受給されている方
〈申請に必要なもの〉　○現況届　 ○印鑑（認め印）
　●転入された方の場合　�平成２３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より平成２３年度の所得証

明書を取り寄せてください。
　●仕事などで児童と別居している方の場合　�別居監護の申立・調査書（書類は町役場およ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（水）～６月３０日（木）

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住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警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器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器の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置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置および届届届届届届届届届届届届届届届届届届届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けけけけけけけけけけけけけけけけけけけ出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出届け出について！！
　平成２３年４月１日より全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。まだ設置してない方は早めに設置し
ましょう。設置が完了しましたら、消防本部まで届け出をお願いします。届け出の用紙は消防本部、または各出張所に置い
てあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●問い合わせ●　八丈町消防本部　電話　２－０１１９

防火・防災管理
　　　　新規講習の実施
■日　　　時　６月２５日（土）・２６日（日）  ２日間

　　　　　　　（両日とも午前９時から午後５時まで）

■場　　　所　七島信用組合八丈島支店会議室

■申　請　窓　口　八丈支庁総務課行政係

　　　　　　　八丈町消防本部

■申請締切日　６月１７日（金）

※受講申請に必要な書類は申請窓口においてあります。

●問い合わせ●　八丈町消防本部　電話　２－０１１９

� 受付・適性検査
６月２６日（日）   第１回目 午前９時～９時３０分
　　　　　　　 第２回目 午後０時３０分～１時
� 学科試験　　第１回目 午前１０時３０分～１１時
　　　　　　　 第２回目 午後２時～２時３０分
※試験時間は３０分。問題は５０問、４５問以上正解で合格となり
ます。
※第１回目の試験で不合格の場合、希望者は第２回目も受
験可能です。

� 必要なもの
①住民票（本籍記載のもの）・・・・・・・・・・・・１通
②証明写真（縦３㎝、横２.４㎝　無背景）・・・・・・・１枚
③視力に自信の無い方は眼鏡またはコンタクト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（両目で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・・・・・・・・・・・・・１６５０円（１回）
　　※当日、住民票をお持ちで無い方は受け付けできません。

　原付免許試験を６月２６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。

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

原付免許試験のお知らせ 原付免許試験のお知らせ 原付免許試験のお知らせ 
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　八丈町では三原山と八丈富士の鉢巻道路より上の
区域でノヤギ捕獲作業を行っています。
　残りわずかと推定されるノヤギを捕獲するため、
八丈富士の山中に大規模な捕獲網設置を予定してい
ます。なお、網設置に伴い、登山道の途中に登山道
入口と同様の簡易なゲートを設置します。登山道を
利用される場合は、ゲートの閉め忘れがないようご
協力をお願いします。

●問い合わせ●　産業観光課産業係　内線２６１

漁業再生支援事業概要／漁業再生支援事業報告／ノヤギ対策

設置ゲート

八丈富士の登山をされる皆さんへ 八丈富士の登山をされる皆さんへ ～ノヤギ対策のゲートを設置します～ 

捕獲網・ゲートの設置場所

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４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

発およ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

数および交付額
　協定締結数 １件
　協定対象漁業世帯数（予定） １４３世帯
　補助金交付額（予定） １９,４４８,０００円
４．漁場の生産力の向上に関する取り組み
　漁業の基盤である漁場を整備し、漁獲高向上を図り、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、八丈町および観光
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。

平平成成2233年年度度八八丈丈町町離離島島漁漁業業再再生生支支援援事事業業 概概要要

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および交付額
　協定締結数 １件
　協定対象漁業世帯数 １３９世帯
　補助金交付額 １８,９０４,０００円
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、安定生産体制および販路拡大
を図りました。
　また、漁獲物のブランド化およ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。

●問い合わせ●　産業観光課水産係　内線２６４

平平成成2222年年度度八八丈丈町町離離島島漁漁業業再再生生支支援援事事業業 実実施施状状況況報報告告
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大震災被災者受入可能な民間住宅の募集／中小企業等振興補助事業募集

　八丈町では、東日本大震災の被災者支援の一環として、被災者を受入可能な島内の民間住宅の情報を募集して

います。皆さんから寄せられた住宅情報は、インターネットなどにより被災者に紹介します。入居希望は町役場

でとりまとめ、住宅提供者と連絡調整させていただく予定です。多くの情報をお寄せいただけますようお願いし

ます。

【住宅提供の要件】

　①現在空家となっていて、３か月間以上の入居が可能であること

　②改修が不要もしくは軽微な改修で使用可能であること

　③入居に際し、敷金・礼金は課さないこと

【情報提供の方法】

　町役場または各出張所で、専用の申込書に〔所在地、有償・無償、住宅の形態、間取り、設備、駐車場、使用可

能期間、永住の可否、その他条件〕をご記入のうえ提出してください。

【募集期間】　平成２３年６月３０日（木）まで

　なお、情報提供いただく住宅について、清掃・改修費用や生活資材・光熱水費などの助成は予定していませんの

で、入居者の自己負担となります。ご了承ください。

■問い合わせ■　総務課庶務係　内線２１１

東日本大震災被災者受入可能な民間住宅の募集について 東日本大震災被災者受入可能な民間住宅の募集について 

■補助事業についての問い合わせ
　企画財政課企画情報係　内線３０５
　公益財団法人　東京都島しょ振興公社　　電話　０３－５４７２－６５４６
■ファンド助成事業についての問い合わせ
　公益財団法人　東京都中小企業振興公社
　　　　　　　　制度全般・支援団体に関すること：総合支援課　電話　０３－３２５１－７８８１
　　　　　　　　助成金に関すること　　　　　　：助成課　　　電話　０３－３２５１－７８９５

●募集期間 平成２３年６月３０日（木）まで

●補助対象事業 新たに取り組む次の事業

①地域資源を活用した特産品に関する事業

②地域資源を活用した観光の振興に関する事業

③①、②に関連した事業展開に関する事業

●補助対象事業者

中小企業、個人事業者、創業予定者など

※法人または個人で、東京都島しょ地域に主たる事業

所を持ち、事業を営んでいること（法人の場合は島

しょ地域に登記、個人の場合は島しょ地域に開業届

出していること）

※創業予定者の場合は、事業完了までに、島しょ地域

に登記または開業届出が必要

●条件 補助申請は、東京都中小企業振興公社が実施

する東京都中小企業応援ファンド地域資源活用イノベ

ーション創出助成事業（以下「ファンド助成事業」）

への申請を条件とし、当該助成事業の審査結果に基づ

き、交付・不交付を決定する。

●補助金額 対象経費の９/１０以内で１,０００万円を上限

とします。ただし、ファンド助成事業での助成金額を

除く。

●事業期間 事業開始時期から２年以内

●申込方法 所定の計画書により募集期間内に企画財

政課へお持ちください。

※募集案内・交付要綱などは企画財政課で配布します。

～～平平成成２２３３年年度度東東京京都都島島ししょょ地地域域中中小小企企業業等等振振興興補補助助事事業業（（第第１１回回））のの募募集集～～
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病院職員募集／保育園職員登録受付／小笠原訪問 ほか

対　象　者　健康状態が良好で、調理に興味がある
方

選考方法　面接など
提出書類　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、町立八丈病院事務局で受け取ってくだ
さい。

※勤務条件など詳細についてはお問い合わせくだ
さい。
八丈町ホームページアドレス
　http://www.town.hachijo.tokyo.jp/

■問い合わせ・申し込み■
町立八丈病院事務局　電話　２－１１８８

臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨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（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調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）））））））））））））））））））））））））ののののののののののののののののののののののののの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

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および登記申請、各種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：６月１３日（月）午後１時～４時　　　
　　　　　６月１４日（火）午前９時～正午、午後１時～４時　　　
　　　　　６月１５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。

●日　　　　時　平成２３年７月２９日（金）午後１時３０分から
●会　　　　場　東京都庁第一本庁舎特別会議室Ａ
●申し込み方法　住所、氏名および電話番号を記載した往復ハガキで、平成２３年７月１５日（金）までに都庁都市

計画課へ申し込みください。なお、定員（１５名）を超えた場合は抽選となります。
■問い合わせ・申し込み■　東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課計画監理係

〒１６３－８００１　東京都新宿区西新宿２－８－１　　電話　０３－５３８８－３２２５
　審議案件の照会は、都庁ホームページまたは、都市計画課へご連絡ください。

第193回東京都都市計画審議会の傍聴者募集

　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。　

八丈町ホームページアドレス
　http://www.town.hachijo.tokyo.jp/

■問い合わせ・申し込み■
住民課厚生係　内線２３１

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

●●●●
●●●第30回小笠原親善訪問 参加者募集中！●●●●●●●

日程 ６月２３日（木）～６月２８日（火）
●申込受付　八丈マリンサービス（底土事務所）　電話　２－１２１１　　●申込締切　６月１４日（火）

７月の子宮がん検診の事前受付のお知らせ７月の子宮がん検診の事前受付のお知らせ
　７月５日（火）と１２日（火）に実施する子宮がん検診の事前予約受付を、６月１日（水）～２０日（月）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５０歳～５８歳までの今年度、偶数年になる方です。
　詳しくは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



土金木水火月日
４３

高齢者健康教室
�  １０:００～１２:００樫

２１

１１

図書館おはなし会
 １０:００～１１:００
田植え体験
和泉体験農場
 ９:００～

１０９８７

高齢者健康教室
�  １０:００～１２:００末

６

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

５

クリーンデー

１８１７１６

高齢者健康教室
�  １０:００～１２:００三

１５

１歳児歯科健康診査
�  ９:１５～１０:００受付保福

１４

すくすく相談
�  ９:３０～１１:３０保福

１３

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

１２

２５２４

もぐもぐ離乳食
�  １０:００～１１:３０保福

２３２２２１

３～４か月乳児・
産婦健康診査

�  １３:１５～１３:４５受付保福

２０

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

１９

３０

図書館休館日

２９２８

１歳６か月児健康診査
�  １３:１５～１３:４５受付

こども心理相談
�  ９:００～１６:００

保福

保福

２７

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

２６

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

６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 6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
４３

燃害

２１
資源
古着

１１１０

燃害

９

びん

８

資源

７

燃害

６
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５

１８１７

燃害

１６１５
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１３
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１２

２５２４
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２３２２

資源
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金属

１９

３０２９

資源

２８

燃害

２７

金属

２６

温泉休業日

休　　業　　日

６日（月）、１３日（月）、２０日（月）、２７日（月） ふれあいの湯

７日（火）、１４日（火）、２１日（火）、２８日（火）みはらしの湯

１日（水）、８日（水）、１５日（水）、２２日（水）、２９日（水）ザ・ＢООＮ

２日（木）、９日（木）、１６日（木）、２３日（木）、３０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

９：００～６月１３日（月）～１７日（金）耳鼻咽喉科

１３：００～６月１７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。
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� 　１００％再生紙を使用しています


