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各地域の人口・世帯数

目 次

人　口 8,153人 増 7人
　　男 4,082人 増 6人
　　女 4,071人 増 1人
世帯数 4,551世帯 増 9世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,088 1,914 1,831 3,745
大賀郷 1,534 1,330 1,367 2,697
樫　立 306 277 273 550
中之郷 396 373 390 763
末　吉 227 188 210 398

６月中
の異動
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納涼花火大会 ほか

東日本大震災に関する八丈町の取り組み　ほか

税のお知らせ ほか

母子保健 ほか

教育委員会だより／図書館からのお知らせ

八丈高校　公開講座／天体観測教室

おじゃれ１１万人　ほか国民年金

国保だより ほか

環境だより

合併処理浄化槽　ほか

お知らせ掲示板

参加しませんか？　募集しています
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世界に誇る
小笠原の大自然
世界に誇る世界に誇る世界に誇る
小笠原の大自然小笠原の大自然小笠原の大自然

第３０回小笠原親善訪問
６月２３日（木）～２８日（火）
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　今年の小笠原親善訪問は、３０回目ということで、山下奉也八丈町副町長を団長に、１７２名の訪問団で行

ってきました。

　６月２３日（木）夕刻、底土港船客待合所において結団式を行い、小笠原丸に乗船。船内での話題は、

小笠原の世界自然遺産登録のことでした。

　翌日早朝、甲板に出ると梅雨の八丈島とは

違い、真夏の青い空と海を見渡すことができ

ました。午前９時３０分より、戦争中に潜水艦

の攻撃を受け沈没した輸送船「青龍丸」に乗

船していた八丈島の５７名の戦没者追悼式を行

い犠牲者の冥福を祈りました。

　午前１１時３０分、二見港に到着。森下村長は

じめ、小笠原の方々が出迎えてくださいまし

た。この日の夜、歓迎交流会の後に小笠原諸

島の世界自然遺産登録が決定しました。村の

方たちにとって、平成１９年に暫定リストが提

出されて以来、待ちに待った決定だったと思います。

　世界遺産登録のためだけではないと思いますが、父島では、アカガシラカラスバトを保護するための

ネットが国により整備されており、また、母島では、下船時に外来生物を持ち込ませないため、靴底の

清掃が徹底されていました。他の島々へグリーンアノールなどの外来生物を持ち込ませないための啓発

もおこなわれており、小笠原諸島本来の自然を保護、保全するための様々な取り組みや約束事があり、

その意識の高さに感心させられました。

　我が八丈島にも、豊かな自然が存在するものの、小笠原という比較対照が存在するので、「八丈島な

らでは」の「オンリーワン」の観光スポットなどの必要性を実感しました。

　小笠原での最終日となる２７日（月）早朝にハハジマメグロを見ることができました。アカガシラカラ

スバトはまだ見ていないので機会があればと思っています。

　世界自然遺産となった小笠原への親善訪問、来年もより多くの方々のご参加をお待ちしております。

　日程：

　６月２４日（金）　戦没者追悼式、歓迎交流会

　　　２５日（土）　父島返還祭

　　　２６日（日）　母島返還祭
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納涼花火大会／ジュニアベースボール大会／観光ポスターデザインコンテスト

■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）
　TEL　 ０４９９６－２－１１２１（内線２６７）
　FAX　０４９９６－２－４４３７

※プログラムは、天候などにより変更する
　場合があります。

８月１１日（木） 　　　　
１７：００　舞台開始（予定） 
　　　・高校生バンド
　　　・島っこ太鼓
　　　・お遊戯（保育園児）
　　　・カラオケショー
　　　・ＴＲ：ＢＥ（トライブ）
　　　・月曜会（太鼓）
　　　・カ・パ・フラ・オ・カウルレファ
　　　・コウリマ・ナニエ＆アンダラーテ
２０：４５　花火打上げ

八丈島ジュニアベースボールクラシック野球大会開催！！
　昨年に続き、今年の夏も八丈島ジュニアベースボールクラシック野球大会
が開催されます。
■日程　８月２日（火）～８月３日（水）　　
■場所　富士野球場　富士中学校
　島内外の参加チームによる学童（小学生）野球の交流大会です。
交流大会とはいえ、試合は激しい戦いになること間違いなし！！
　ぜひ、応援をお願いします。
■問い合わせ■　教育課生涯学習係　　電話　２－０７９７

第４回伊豆諸島・小笠原諸島 　観光ポスターデザイン　　 
　　　　　　コンテスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　応募期間：１０月３１日（月）必着
募集作品のテーマ：伊豆諸島・小笠原諸島のどちらかを選択し、下記の３つのテーマから伊豆諸島・小笠原

諸島の魅力を表現してください。　＜テーマ　①自然　②遊び　③癒し＞

応 募 方 法：応募作品（A４判縦型プリントアウトしたもの２枚、データを記録したCD１枚）と応

募用紙を下記応募先に郵送してください。

主　　　　　　催：公益財団法人東京都島しょ振興公社

応募および問い合わせ：伊豆諸島 ・小笠原諸島観光ポスターデザインコンテスト事務局
　　　　　　　　　〒１５０-００２１東京都渋谷区恵比寿西２-１７- ６ 代官山ウェスト１F
　　　　　　　　　電話/FAX　０３－５７２８－８２４７　/　０３－５７２８－８２３４

　このほか、応募規定や作品の取り扱いなどについての決まりがあります。詳しくは、東京都島しょ振興公社ホームページ
（http://www.islands-net.metro.tokyo.jp/）をご覧ください。

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納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涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼涼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花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花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火火火火火火火大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会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プププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププププロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロログググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググググ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ムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムム 場所：底土海岸

募集作品のテーマ：伊豆諸島・小笠原諸島のどちらかを選択し、下記の３つのテーマから伊豆諸島・小笠原諸島の魅力を表現

してください。　＜テーマ　①自然　②遊び　③癒し＞

応 募 方 法：応募作品（A４判縦型プリントアウトしたもの２枚、データを記録したCD１枚）と応募用紙を下記応募

先に郵送してください。

主　　　　　　催：公益財団法人東京都島しょ振興公社

応募および問い合わせ：伊豆諸島 ・小笠原諸島観光ポスターデザインコンテスト事務局

　　　　　　　　　〒１５０-００２１東京都渋谷区恵比寿西２-１７- ６ 代官山ウェスト１F

　　　　　　　　　電話/FAX　０３－５７２８－８２４７　/　０３－５７２８－８２３４
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東日本大震災に関する取り組み／家具転倒防止器具支給

‖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町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町のののののののののののののののののののの取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取りりりりりりりりりりりりりりりりりりりり組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ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東日本大震災に関する八丈町の取り組みについて‖
　詳しくは、八丈町ホームページで随時情報を更新しています。
■八丈町ホームページアドレス■　http://www.town.hachijo.tokyo.jp/

〇６月の主な取り組み
①被災地方公共団体への支援活動
　（岩手県大槌町）　６月１４日～６月２１日　八丈町総務課・住民課職員２名が参加。
　（宮城県石巻市）　６月２７日～７月４日　八丈町健康課保健師１名が参加。
②放射能の検査について
　・飲料水（大川浄水場）…………放射性ヨウ素・セシウムとも不検出
　　※放射能検査は、東京都の検査機関が実施。
　・学校プール（大賀郷中・三原中）・放射性ヨウ素・セシウムとも検出下限値未満
　・学校土壌（大賀郷中）…………ヨウ素１３１・セシウム１３６（検出下限値未満）
　　　　　　　　　　　　　　　　セシウム１３４（８.５６±１.７８） 検出下限濃度４.３０（Bq/kg（乾土））
　　　　　　　　　　　　　　　　セシウム１３７（１４.９±２.４５） 検出下限濃度５.０１（Bq/kg（乾土））
【参考】水田土壌での作付け制限値（セシウム）　kg当たり５,０００ベクレル
　　　　野菜の場合のヨウ素／セシウムの制限値　それぞれkg当たり２,０００ベクレル／５００ベクレル

　・底土海水浴場（砂）……………検査中（７／７現在）
　　※放射能検査は、東京の検査機関が実施。
③町施設節電状況について
　対前年同月使用量比較

※削減率については、毎月使用量を調査し、報告します。
　今後もマイナス１５％の節電目標を掲げて取り組んでいきますので、町民の皆さんのご理解ご協力をお願いします。

●東日本大震災被災者受入可能な民間住宅の情報提供について
　八丈町ホームページで詳しく掲載しています。引き続き情報提供をお願いします。

■問い合わせ■　総務課庶務係　内線２１１

家家具具 転転倒倒防止器具を支給します　■問い合わせ■　総務課庶務係　内線２１１

　八丈町では、震災時の家具などの転倒による人的被害を少しでも軽減するため、下記のとおり家具転倒防
止器具の支給を行います。平成２１・２２年度に支給を受けた世帯には、支給できません。
　詳しくは、今月号広報はちじょうの折り込みチラシをご覧ください。

蘆受付期間：８月１日（月）～８月３１日（水）
　　（締め切りが早まる場合があります）
午前９時～正午、
午後１時～５時（土・日を除く）

蘆受付場所　
総務課および各出張所　

蘆支給対象　
八丈町に住民票、外国人登録証明書のあ
る世帯主

蘆定　　員：先着約３００世帯
蘆支給内容：右表の器具を１世帯合計１５０ポ

イントまで

ポイント器 具 名

各４８
茶・
アイボリー

家具から天井までの高さ
①２５～３５ｃｍ（補強板付）
②３５～５０ｃｍ（補強板付）
③５０～８０ｃｍ（補強板付）

家具転倒防止器具
（マグニチュード７）
（２本１セット）

５０白９００×２４０mm（２枚１組）上記専用補強あて板

２５Ｌ型家具転倒防止器具＜不動王＞（２個１セット）

各２１粘着耐震ゴム（薄型テレビ用６枚またはOA機器用４枚）

１７家具転倒防止板＜ふんばる君＞（２本１セット）

１６OA機器用耐震固定バンド＜リンクストッパー＞（２本１セット）

１３家具転倒防止ベルト＜タンスガードⅡ＞

１２とびらロック（食器戸棚用）（２組１セット）

※上記の器具などの見本は、総務課および各出張所にあります。

公民館学校関連コミュニティセンター保健福祉センター本庁舎
▲７.６％▲１９.６％▲２１.８％▲１８.９％▲１２.７％４月
▲８.３％▲1６.６％▲１６.０％▲２３.６％▲１４.１％５月

������� ����������
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税のお知らせ

今月の納期限および口座振替日
� １日（月）　固定資産税　　　　２期

　　　　　　　 国民健康保険税　　１期

� ３１日（水）　町都民税　　　　　２期

　　　　　　　 国民健康保険税　　２期

納め忘れはありませんか？
　納期限を過ぎてそのままにしておくと、滞納処分（財産

の差し押さえを実施しています。差押対象となる財産は、

土地、建物などの不動産のほか預金、給料などの債権で

す。）を行うこととなりますので、納期限までに納められな

い場合は、できるだけ早めにご相談ください。

　国保税を滞納している方には、保険証を返還してもらい、

代わりに資格証明書を交付しています。この場合、医療費

は全額自己負担となりますのでご注意ください。

　皆さんに納めていただいている税金は、町民一人ひとり

の生活のさまざまな場面で役立ち、安全で、豊かで便利な

生活が送れるように社会を支えています。

　納税についての相談は、早めに税務課までご連絡くださ

い。

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

町税の口座振替を推進しています
　納め忘れもなく、たいへん便利です。

口座振替ができる金融機関
　七島信用組合・みずほ銀行・郵便局

申込方法
　各金融機関へ預（貯）金通帳、届出印、

納付書をお持ちのうえ、申し込んでくだ

さい。

送金先義援金額受付期間義援金名

日本赤十字社
１５，９７６，７５２円
（６月３０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

　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。

東日本大震災義援金活動 途中報告東日本大震災義援金活動 途中報告

軽自動車の手続き（廃車・所有者変更・転出など）はお早めに
　軽自動車の課税や減免は税務課で行いますが、登録・廃車・譲渡の手続きは、下記のとおり車種によって

手続きの窓口が異なります。

　また、毎年４月１日現在で軽自動車

を所有している方が課税をされるため、

４月２日以降に廃車などの手続きをし

ても、その年度の税金は課税されてし

まいます。

■手続窓口
笊八丈町税務課税務係
　東京都八丈島八丈町大賀郷２３４５－１
　電話　０４９９６－２－１１２１　内線２２１
笆軽自動車検査協会東京主管事務所
　東京都港区港南３－３－７
　電話　０３－３４７２－１５６１
笳関東運輸局東京陸運支局
　東京都品川区東大井１－１２－１７
　電話　０５０－５５４０－２０３０

手続窓口区 分

笊八丈町役場
税務課税務係

排気量５０cc以下

原動機付
自転車

排気量５１cc以上９０cc以下

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

自動車 その他のもの

笆軽自動車
検査協会
東京主管
事務所

営業用
乗 用

四 輪

軽自動車

自家用

営業用
貨物用

自家用

三輪のもの

笳関東運輸局
東京陸運支局

二輪のもの
（排気量１２６cc以上２５０cc以下）

二輪の小型自動車（排気量２５１cc以上）
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国民年金

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

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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ネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト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・ねんきんネット専用ダイヤル　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。

国民年金保険料の納付には口座振替をご利用ください
　国民年金保険料は日本年金機構からお送りする納付案内書などにより、毎月の保険料を翌月の末日までに納め

ていただくことになっています。保険料の納め忘れがあると、将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなったり、

場合によっては年金が受けられなくなることがあります。また、万一のときに障害基礎年金や遺族基礎年金が受

けられなくなることがあります。そこで、便利で安心な口座振替のご利用をお勧めします。口座振替にしておく

と、毎月、納めに行く時間と手間がかからず便利で安心です。また、口座振替のなかには割引のあるお得な振替

方法もあります。

� 月々の保険料が５０円割引になる早割制度
　通常、その月の国民年金保険料は翌月末に指定口座より引き落としとなりますが、当月末に納付することに
よって５０円割引になります。（１年間で６００円の割引です。）

� 半年分を前払いする６か月前納
　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当年１０月末に指定口座より
引き落とします。（１年間で２,０４０円の割引です。）なお、本年１０月から翌年３月までの半年前納を希望される方
は、お早めに手続きください。８月末年金事務所必着です。

� １年分を前払いする１年前納
　４月分から翌年３月分までの保険料を当年４月末に指定口座より引き落とします。（１年間で３,７８０円の割引です。）

　申し込みには、基礎年金番号、引き落としを希望する口座の通帳、届出印をご用意のうえ、各金融機関または、

住民課国保年金係までご相談ください。

年金加入記録の交付ができるようになりました。
　これまで、年金加入記録の交付は、年金事務所への交付依頼でしか対応できませんでしたが、本人が住民課国

保年金係までお越しいただくことにより、交付できるようになりました。

　なお、本人確認を行う必要があるため、下記のものを必ずお持ちください。

①　年金手帳（基礎年金番号通知書）・厚生年金被保険者証または年金証書

②　運転免許証または健康保険証などの身分証明書　　　　　　　③　印鑑

　また、病気や高齢などの理由により本人が窓口に来られない場合は、代理人が交付依頼する専用の委任状があ

りますので、住民課国保年金係まで問い合わせください。
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国保だより ほか

高齢受給者証を発送しました！

・新しい高齢受給者証の有効期限　　平成２３年８月１日から平成２４年７月３１日まで
　※ただし、平成２４年７月３１日までに７５歳になられる方は、誕生日の前日までが有効期限です。

　　（７５歳から後期高齢者医療制度へ加入されるため）

・病院の窓口負担割合　２割もしくは３割
※ただし、『２割（平成２４年３月３１日までは１割）』の表示がされている方は、いままでどおり窓口で払う自己

負担割合は１割のままです。

・病院などの窓口における負担割合と負担限度額表

★１　現役並み所得者の自己負担限度額＝ ８０,１００円 ＋（総医療費－２６７,０００円）×１％
　　　…医療費総額が２６７,０００円を超えた場合は、８０,１００円に超えた分の１％を加算します。
※過去１年間に４回以上高額療養費の対象になると、４回目以降の自己負担限度額は区分に関わらず４４,４００円に変わります。

現役並み所得者とは……７０歳以上で課税所得１４５万円以上の方がいる世帯のことです。その世帯は、負担割合が３割にな
ります。ただしその方たちの収入が、１人世帯で３８３万円未満、２人以上の世帯で５２０万円未満のときに、その旨申請が
あった場合は、負担割合が１割になります。

◆「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

◆国保税は国保制度の重要な財源です。被保険者の皆さん、納め忘れのないようご注意ください。

◆国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。

　その他、国民健康保険証や制度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。

国保だより ■問い合わせ■　住民課国保年金係　内線２３５

高齢受給者証について
　７０歳になると、所得などに応じた自己負担割合が記載された高齢受給者証が、加入している医療保険か

ら交付されます。誕生月の翌月に交付しますが、１日生まれの方は誕生月から交付します。

　高齢受給者証は、前年の課税所得で判定するため、毎年８月で更新されます。

自 己 負 担 限 度 額
自己負担割合所 得 区 分

外来+入院（世帯単位）外来（個人単位）
★１４４,４００円３割現役並み所得者

４４,４００円１２,０００円２割一 般
２４,６００円

０８,０００円
２割低 所 得 者 Ⅱ

１５,０００円２割低 所 得 者 Ⅰ

２８日～２９日
●ANA８２２便で上京

●吉川東京都副知事　表敬訪問

●石原東京都知事　表敬訪問

●ANA８２３便で帰島

町長上京日記 ６月

� ６ 月 の 主 な 会 議 �
議　　　　題　　　　等会　　議　　名日

第２回八丈町議会定例会について議会運営委員会１日
八丈町浄化槽整備計画（案）について　ほか庁議１日
平成２３年度八丈町一般会計補正予算　ほか第２回八丈町議会定例会（１日目）８日
島嶼会館について　ほか全員協議会８日
東日本大震災に係る町の取り組みについて　ほか課長連絡会議１０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３回定例会１３日
浄化槽市町村整備推進事業について　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３回総会２３日
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環境だより ほか

■問い合わせ■　住民課環境係　内線２３３・２３４

●さわやかな夏を迎えるために
　快適な夏を過ごすため、蚊や害虫の発生源となる天井、床下の清掃や、家の周辺の除草・枝払いなど、普段

は掃除しきれない所も掃除して、清潔な環境づくりを心がけましょう。

●ポイ捨てはしない！
　ポイ捨ては、自然豊かな八丈島の環境美化に反する行為です。投棄された空き缶などのごみは、清掃活動

などの際、草刈機に接触して飛び、作業する方がケガをする恐れがあります。

　悪質なポイ捨て（不法投棄）は、罰則（１,０００万円以下の罰金もしくは５年以下の懲役または両方）が科さ

れます。

●びんやガラス製容器のキャップは、取り除いてください
　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が付いたまま出されています。

　容器は中をゆすぎ、キャップをしないで出してください。また、取り外したキャップは、それぞれの材質

により金属や燃えるごみとして出してください。

●ヤンバルトサカヤスデ対策
　八丈町では、薬剤の配付のほかにヤスデの発生調査（現場確認や薬剤の配付状況など）や集中・大量発生箇

所において駆除を行っています。

　ヤスデは、湿気の多い場所を好むため、堆積した落ち葉の下などに多く生息しています。本格的なヤスデ

の移動が始まる前に、家屋の周りの落ち葉などを取り除き、水はけ・日当たりを良くする（ヤスデは、直射日

光が苦手です。）などして、ヤスデが家屋の周辺で繁殖しにくい環境をつくりましょう。

　家屋侵入防止対策用として薬剤（コイレット）を来年３月まで配付しますが、自然環境を考慮し乱用防止

のため、一世帯あたり１か月に１袋（３ ㎏ 入り）とし、５か月分（５袋）まで引換券を、６袋目からは半額

の助成券をお渡しします。大賀郷地域にお住まいの方は住民課環境係、他の地域にお住まいの方は各出張所

で引換券または助成券をお受け取りください。ただし、引換および助成券は１か月経過しなければお渡しす

ることができません。

●「協議会だより」を発行します
　八丈町ゴミ処理問題協議会ワーキンググループでは、ごみ処理に関する課題など話し合われたことや実施

したことを、「協議会だより」にて皆さんにお伝えしていきます。

　今月号から折り込みを開始するので、ご覧ください。

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場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員ををををををををををををををををををををを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ししししししししししししししししししししし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
　八丈島の環境を保全し、暮らしの安心・安全を守る観点から、現在建設中の一般廃棄物管理型最終処分場におけ

る、建設工事中の安全確認および供用開始後の運営管理などについて、一緒に検討していただく委員を公募します。

�募　集　人　員　　２名（定員を超えた場合は抽選となります）

�応　募　資　格　　２０歳以上の八丈町在住の方

�応　募　方　法　　申込用紙に、住所・氏名・年齢・電話番号・職業を明記のうえ、東京都島嶼町村一部事務組合へ

郵送してください。なお、申込用紙は、下記ホームページまたは八丈町住民課環境係で配布して

います。

　　　　　　　　ホームページアドレス　http://www.tosho-ichikumi.jp/free５.html

�応　募　締　切　　平成２３年８月１９日（金）必着

�そ　の　他　　報酬・交通費などは支給されません。

�問い合わせ　　東京都島嶼町村一部事務組合　電話　０３－３４３２－４９６１　
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合併処理浄化槽の普及促進

�シリーズ・ワンポイント「管理型最終処分場」�
　第３２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１０）

　遮水シート下部で地下水位が上昇した場合にシートが破

損することを防ぐため、シートの下に集排水管を巡らせ、

排水して地下水集水ピットに導くのが地下水集排水施設で

す。また、シートの下部に管を敷設するため、シートに異

常があった場合は汚水が速やかに地下水集排水管に流入す

るので、モニタリング設備として利用することも可能です。

◎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。
※この件については各地域で事業説明会を実施しました。説明会の参加人数は下記のとおりでした。ご参加いただ
きありがとうございました。

・三根地域 １７名  ・大賀郷地域 １４名  ・樫立地域 ６名  ・中之郷地域 １５名  ・末吉地域 ２０名

～住みよい暮らしと島の環境を守るために～

　合併処理浄化槽の普及を図るために、これまでの浄化槽整備事業（個人設置型）から町が合併処理浄化槽を設置

し、その維持管理まで行う浄化槽市町村整備事業（市町村設置型）を平成２４年度からの開始に向けて次のように検

討しています。

〇事 業 推 進 方 法　浄化槽市町村整備推進事業により町が浄化槽を設置し、維持管理も行います。

〇対 象 区 域　八丈町全域　　〇対象用途（建物）　一般住宅（併用住宅）、店舗施設、事業所など

〇事 業 開 始 年 度　平成２４年度

〇浄化槽設置工事　浄化槽の設置は町で行います。町が行う工事は、浄化槽本体工事および放流先としての浸透

枡設置工事。

〇設置費用について　浄化槽標準設置工事費（本体工事費および浸透枡設置費）を設定します。

　※２１年度浄化槽設置事業補助実績（５人槽の場合）の平均工事費として約１,２００千円となっています。

〇浄化槽設置に予想される経費（個人が負担する経費）

　・浄化槽を設置する際、標準設置工事費を超えた場合の経費

　・トイレ改修費、電気工事費、水洗便器購入費

　・トイレ、台所、風呂場から浄化槽本体までの配管工事費

　・支障物撤去費用（庭木、既設汲取り式便槽、既設浄化槽など）

　・水洗トイレの水道使用料およびブロワ（送風機）にかかる電気使用料

　・清掃・保守点検・法定検査時に係る水道、電気使用料

　・清掃の際に排出される汚泥の収集・運搬および汚泥処理料（一般廃棄物手数料）　２.５円/リットル　

〇浄化槽維持管理および使用料について　浄化槽を管理するための経費を算出します。この経費について、住民の

方から月々使用料をいただき、町が維持管理を行います。町が実施する管理内容および管理費用（業者平均）に

ついては、次のとおりです。（５人槽の場合）

①保守点検（機器の点検や薬品補充） 年３回（浄化槽法第１０条） 

②浄化槽清掃 年１回（浄化槽法第１０条） 

③法定検査（外観・水質など） 年１回（浄化槽法第１１条） 

使用料の内訳　（５人槽の場合）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

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

使用料
（⑤÷１２月）

⑤合 計
（①＋②＋③－④）

④軽減措置
（町負担）

③法定検査
（年１回）

②清掃費
（年１回）

①保守点検
（年３回）

２,５００３０,０００１２,０００５,５００１５,５００２１,０００
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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／子宮がん検診

母子保健 ■問い合わせ・申し込み■　健康課保健係　電話 ２－５５７０

今月の健康診査　　会場：保健福祉センター　　※健診の対象者には個別通知します
　３～４か月乳児・産婦健康診査 …………８月２３日（火）　午後１時１５分～１時４５分受付

�対象：平成２３年３月２２日～平成２３年５月２３日生まれの乳児とその産婦

　１歳６か月児健康診査 …………８月３０日（火）　午後１時１５分～１時４５分受付
�対象：平成２１年１２月２９日～平成２２年２月２８日生まれの幼児

　２歳児歯科健康診査 …………８月１０日（水）　午前９時１５分～１０時受付
�対象：平成２１年５月２６日～平成２１年８月１０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
　８月３０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
　８月８日（月）　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。

定期予防接種のお知らせ

ＤＰＴ三種混合集団接種（Ⅰ期）
  ■日時　８月９日（火） 午後３時～３時３０分

予約制予防接種
  ■日時　８月１０日（水）・２４日（水）
　　　　　午後２時３０分～３時

※できるだけ午後２時３０分に受け付けを

お願いします。

※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８時４５分～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　２２日（月）～２６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！
８月３日（水） 絵本読み聞かせ
　　１０日（水） 製作・金魚作り
　　１７日（水） 夏の食事について
　　２４日（水） 製作・壁面装飾
　　３１日（水） 親子で遊ぼう

�そのほかの催し
８月９日（火） 絵本＆紙芝居　午前１０時３０分～１１時
　　１９日（金） おりがみ遊び　午前１０時３０分～１１時
　　２９日（月） ほのぼの健康相談　午前１０時～１１時３０分

９９月の子宮がん検診の事前受付のお知らせ月の子宮がん検診の事前受付のお知らせ
　９月６日（火）と１３日（火）に実施する子宮がん検診の事前予約受付を、８月１日（月）～２２日（月）まで行いま
す。（平日午前８時３０分～午後５時１５分、土・日は除く）
　対象者は７０歳以上の今年度、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
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教育委員会だより／図書館からのお知らせ

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話２－０７９７

アイデンティティーが育つとき……島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子ののののののののののののののののののののの夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ
　近ごろよく耳にする「アイデンティティー」という語は、要するに「自分はこういう人間だという自覚」、
言い換えれば「自分らしさの自覚」という意味で、「アイデンティティー（ID）・カード」といえば身分証明
書のことです。人は、成長発達の過程で築き上げてきた「自分らしさ」の奥深いところに、ふるさとのイ
メージを持っています。八丈島で育つ子どもたちは、この島の自然のなかで季節感をはぐくみ、社会との
かかわりを通して人としての心のあり方を育てていくのです。
　海がもっとも美しく豊かに輝くこの季節こそ、子どもたちが進んで海に親しむ環境を用意してやりたい
ものです。観光で立つ八丈島では、夏の繁忙期に子どもと十分にかかわれないもどかしさを感じている保
護者もおられるでしょう。４０日の長い休みのどこかで、子どもといっしょに息抜きをしてみてはいかがでし
ょうか。また、子どもは、親戚の帰省やお盆の行事などを通して家族の広がりときずなの強さを感じてい
ます。
　子どもたちは、家庭で過ごす時間の長い夏休みに、「島っ子」としての自分を育てています。島の夏を存
分に体験した子どもたちは、やがて、自分がこの季節に自らのアイデンティティーをつくってきたことに
気づくでしょう。大人としては、そんな仕掛けをできるだけたくさん用意してやりたいものです。

　　　　　　　　　　                                    （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

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）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》を開催しました。
今年は天気に恵まれたこともあり、３００人以上の方が来館しました。
　（来館者数　昨年２１２人、今年３１４人）
　どの催し物も熱気に包まれ、参加された方々が楽しまれているのが心に残りました。
　昨年の「図書館まつりスナップ」パネルや、皆さんにご記入いただいた「としょかんの木」はこどものほんのへ
やなどに掲示されています。ご来館の際はぜひご覧ください。
　図書館まつりにご参加いただきました皆さん、スタッフの皆さん、本当にありがとうございました。
●八丈町立図書館推進委員を募集します
　任期満了に伴い、八丈町立図書館推進委員を募集します。八丈町立図書館の円滑かつ効率的な運営を図るため、
意見を述べていただきます。
　◇募　集　数：３名（応募多数の場合は、書類審査などを行います）
　◇応募方法：教育課生涯学習係で配布している申込書にご記入のうえ、教育課生涯学習係に提出してください。
　◇応募条件：２０歳以上の方
　◇応募締切：８月１２日（金）
●今月のおはなし会　１３日（土）午前１０時～１１時　こどものほんのへや
　　　　　　　　　　　 今月はどんなおはなし会になるかな？
●休　館　日　毎週月曜日・３１日（水・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＊
　『もっとうまくなる！合気道』植芝守央著　　『母のはなし』群ようこ著
　『調べる！４７都道府県』こどもくらぶ編　　『海をわたったヒロシマの人形』牧野鈴子絵

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話　２－０７９７
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八八八八八八八八八八八丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈高高高高高高高高高高高校校校校校校校校校校校 公公公公公公公公公公公開開開開開開開開開開開講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座のののののののののののごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内内
講座名　　【趣味の園芸】
内　容　熱帯花木・セントポーリア・球根の栽培・ドライ素材のコサージュ・正月の寄せ植え作りの講義と

実習

実施日　１０月８日（土）午後１時３０分～４時３０分

　　　　１０月２９日（土）午後１時３０分～４時３０分

　　　　１１月１２日（土）午後１時３０分～４時３０分

　　　　１１月２６日（土）午後１時３０分～４時３０分

　　　　１２月３日（土）午後１時３０分～４時３０分

場　所　八丈高校　実習棟１階　農業基礎実習室

定　員　２０人

費　用　受講料 １,５００円（事前納付）　材料費 １,０００円

講座名　　【気軽に朝ゴパンを作ろう�】
内　容　米粉・島の食材を利用したパン作りや、気軽に炊飯器でのパン作り

実施日　１０月１５日（土）午後１時～４時

　　　　１０月２２日（土）午後１時～４時

　　　　１０月２９日（土）午後１時～５時

場　所　八丈高校　３階　調理室

定　員　１２人

費　用　受講料 １,０００円（事前納付）　材料費 １,５００円

募集期間　平成２３年８月１日（月）～８月１９日（金）必着　　　　　　　　　　　　　　　　

応募方法　往復はがきに講座名、住所、氏名、年齢、性別および電話番号をご記入ください。

　　　　　（住基カードによる電子申請も可）　定員を超えた場合は抽選となります。　　　　

応　募　先　〒１００-１４０１　東京都八丈島八丈町大賀郷３０２０番地　八丈高等学校　公開講座　　　 

　　　　　　　■問い合わせ■　八丈高等学校　公開講座担当 　電話　０４９９６－２－１１８１　　　　

八八八八八八八八八八八高高高高高高高高高高高天天天天天天天天天天天体体体体体体体体体体体観観観観観観観観観観観測測測測測測測測測測測教教教教教教教教教教教室室室室室室室室室室室
『八丈高校の大型天体望遠鏡を使って
　　　　　　夏の星空を見てみませんか…？』

日 時日　時：８月２２日：８月２２日（（月）・２３日月）・２３日（（火）・２４日火）・２４日（（水）・２５日水）・２５日（（木）・２９日木）・２９日（（月）・３０日月）・３０日（（火）・３１日火）・３１日（（水）水）

午後６時３０分～８時３０分 （雨天・曇天中止）　　　　午後６時３０分～８時３０分　（雨天・曇天中止）

参加希望の方は電子メールで氏名、年齢、参加希望日、参加人数を下記のアドレスまでご連絡ください。参加希望の方は電子メールで氏名、年齢、参加希望日、参加人数を下記のアドレスまでご連絡ください。

電子メールアドレス電子メールアドレス：：S１０００２１３@section.metro.tokyo.jpS１０００２１３@section.metro.tokyo.jp

迷惑メールと区別するため、件名は必ず「天体観測教室の申し込み」としてください。お盆時期は返信が　迷惑メールと区別するため、件名は必ず「天体観測教室の申し込み」としてください。お盆時期は返信が

遅くなることがありますのでご了承ください。遅くなることがありますのでご了承ください。

ご不明の点がありましたら八丈高校定時制課程まで電子メールか電話でお問い合わせください。　ご不明の点がありましたら八丈高校定時制課程まで電子メールか電話でお問い合わせください。

電 話電　　話 ０４９９６－２－１１８１　　０４９９６－２－１１８１　　受付時間受付時間 平日 午後１時３０分～６時　　平日　午後１時３０分～６時

八丈高校公開講座のご案内／八高天体観測教室
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おじゃれ１１万人 ほか

観光　おじゃれ１１万人 ■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　内線２６７・２６８

　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％５,０９２４,３１０７,３６５６,２３４７８２８９０６,５８３５,３４４４月
▲２０.１％９,１３０７,２９４９,５６１７,６３８１,５８９１,２８３７,９７２６,３５５５月
▲６.７％４,９７９４,６４３６,５８７６,１４３１,２７５１,１０４５,３１２５,０３９６月

▲１５.４％１９,２０１１６,２４７２３,５１３２０,０１５３,６４６３,２７７１９,８６７１６,７３８計
訂正　２２年４月観光客推計｛（５,０９１）を（５,０９２）に｝訂正します。

７日（日）  …………八丈島浜遊び　神湊軍艦堤防

�
８月主

な
行
事
予
定

主
な
行
事
予
定

７日（日）  …………八丈島サマーコンサート　八丈高校視聴覚ホール

１１日（木）  …………八丈町納涼花火大会　底土海岸

１３日（土）～１５日（月）  …………盆踊り　各地域

２０日（土）  …………豪華客船「ぱしふぃっくびいなす」寄港　神湊軍艦予定

３日（土）～４日（日）予定  …………タコスカップ（サーフィン大会）

�
９月

２日（金）～１１月２７（日）の
　　  　（金・土・日・祝日）

  …………海遊魚まつり　底土漁師小屋

３日（土）～５日（月）  …………ユニバーサルキャンプ　底土野営場

ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴまままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催 ～天然記念物ヘゴの北限地 八丈島～

８月２０日（土）　　場所：えこ・あぐりまーと
■プログラム
　◎午後１時～４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）

　◎午後２時頃　・「ひょんは～」もちつき体験

◎午後４時　　・ヘゴの森めぐり

※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
の
航
路
ダ
イ
ヤ
�

【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

１２,７７０２０,９７０羽田=八丈島
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
A３２０１５:１０１４:１５８２６A３２０１２:２５１１:３５８２３
A３２０１８:１５１７:２０８３０A３２０１６:４５１５:５５８２９

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙乙千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代代ヶヶヶヶヶヶヶヶヶヶヶヶヶヶヶヶヶヶヶヶヶ浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜浜プププププププププププププププププププププーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年はははははははははははははははははははははごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用ででででででででででででででででででででできききききききききききききききききききききままままままままままままままままままままませせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
　今年は、プール設備老朽化のためご利用できません。ご迷惑おかけしますが、ご了承願います。

■問い合わせ■　　産業観光課観光商工係　内線２６７・２６８

A３２０B７３５
１６６人１２６人
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● INFORMATION 広報はちじょう○乳○子医療証の現況届の受け付け

○乳 ○子医療証の現況届の受け付けについて
　八丈町では子育て支援の一環として、出生から小・中学校の学齢期にある児童を対象とした医療費助成
制度を実施しています。現在、発行している乳幼児医療証（マル乳）および義務教育就学児医療証（マル
子）は、９月３０日で有効期間が終了します。引き続き、医療証の交付を希望される方は現況届を提出して
ください。所得額などを確認し、対象となる方へ新しい医療証を交付します。なお、既に医療証をお持ち
の方へ７月下旬に現況届を送付しています。現況届の提出が遅れた場合、１０月からの交付に間に合わない
ことがありますので早めに提出してください。また、新規申請により本制度の対象となる方には医療証を
交付します。

●問い合わせ●　住民課厚生係　内線２３２

●助成制度の概要
　医療機関の窓口にて健康保険証と併せ医療証を提示することにより、医療費の自己負担分を助成し
ます。
○乳幼児医療費助成制度：総医療費の２割　○義務教育就学児医療費助成制度：総医療費の３割

●助成対象児童
八丈町に住所を有する医療保険の加入者
○乳幼児医療費助成制度
　（義務教育就学前までの乳幼児）
　平成１７年４月２日以降に生まれた児童
○義務教育就学児医療費助成制度
平成８年４月２日～平成１７年４月１日に生ま
れた児童

●対象者とならない方
�申請者の平成２３年度（平成２２年分）の所得額
が下記の表１の制限額を超える方
�生活保護受給者など

注１）所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶
養親族がある者についての限度額は上記の額に当該老人控除
対象配偶者または老人扶養親族１人につき６万円を加算した
額。
注２）扶養親族等の数が６人以上の場合の限度額は、１人に
つき３８万円（扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶
養親族であるときは４４万円）を加算した額。

【表１】　　　　　　　　　　　　　（単位：万円）

被用者等
（厚生年金等加入者）

自営業者等
（国民年金加入者）

扶養親族
等の数

５３２ ４６０ ０人
５７０ ４９８ １人
６０８ ５３６ ２人
６４６ ５７４ ３人
６８４ ６１２ ４人
７２２ ６５０ ５人

●申請できる方
　上記対象児童を養育している方（保護者）

●受付窓口
　住民課厚生係および各出張所

●受付期間
　平成２３年８月１日（月）～

平成２３年９月２日（金）期日厳守

●申請に必要なもの
①医療証交付申請書兼現況届（受付窓口にもあります）
②印鑑（認印）
③申請者と対象児童（全員）の健康保険証
　※社会保険に加入されている方は必ず持参してください。
　　八丈町の国民健康保険に加入されている方は不要です。
④平成２３年１月２日以降、八丈町に転入された方は平成２３年度所得証明書を前住地の役所から取り寄
せてください。なお、所得額が明記された平成２３年度課税（非課税）証明書でも構いません。
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INFORMATION ●広報はちじょう マル障受給者証更新／レシピコンテスト／郷土料理教室／水道料金納付

ママルル障障受受給給者者証証の更更新新時時期期のお知らせ
　心身障害者医療費助成制度（マル障）は、心身障害者の保健の向上および福祉の増進を図ることを目的とし、医療費
の一部を助成する制度です。対象者には、受給者証を交付しています。
　対象となる方は、身体障害者手帳１級・２級・（心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全
ウイルスによる免疫機能障害の内部障害については、３級の方も含む）または、愛の手帳１度・２度で、所得制限額以
下の方に限られます。
　ただし、６５歳以上で新規に手帳を取得した方や、初めて申請する方などは対象となりません。また、６５歳未満で一度、
本制度の受給者となった方が、その後所得超過などの理由で受給者とならなくなった場合でも、６５歳を超えて、本制度
の所得などの要件を満たしていれば、受給することができます。
　現在、受給者証をお持ちの方は、今月末で有効期限が満了となります。更新となる方には、８月下旬までに新しい受
給者証を郵送でお届けします。
　※有効期間を経過した医療証の返却は、保健福祉センターまたは各出張所までお願いします。

●問い合わせ●　健康課保健係　電話　２－５５７０

　水道料金の納期限内納付を！ ！　　●問い合わせ●　企業課水道係　内線３１５

●給水停止を実施しています！ ！
　水道事業は皆さんからいただく水道料金で運営されています。
　未納の水道料金があると、水道事業の運営に支障をきたし、また、支払いしている方との不公平が生じてしまいます。
　公平を期するため、最終的に納付に応じていただけない場合は、やむを得ず給水停止を実施しています。
　給水停止を行うことは本意ではありませんが、やむを得ない手段であることをご理解の上、水道料金の納期限内納付
をお願いします。

　八丈島の郷土料理をこれから勉強してみたいと考えている方、一緒に作ってみませんか？今年度は年４回、開催を予
定しています。第２回目は八丈島の魚をさばいて料理を作ろうです。
※参加には事前予約が必要です。定員は約１６名。定員になり次第締め切ります。　　　　　　　　　　　　　
■日　　時　８月２６日（金） 午前１０時～午後１時　　■場　　所　保健福祉センター
■持　ち　物　エプロン・三角巾・筆記用具　※包丁・まな板を必ずお持ちください
■申込締切　８月１９日（金）

●問い合わせ・申し込み●　健康課保健係 電話２-５５７０

　　　　　　　　　　　　　　　　　       みみんんななでで参参加加 オオリリジジナナルルレレシシピピココンンテテスストト
　公益財団法人東京都島しょ振興公社は、伊豆諸島の特産野菜「明日葉」の認知向上と、農産業の活性化を目的とした、
「明日葉メニュー開発部」を発足しました。
〇募集期間　平成２３年１２月３１日（土）まで
〇募集方法　東京愛らんど応援隊ホームページで公開掲載制の応募選考をします。
〇投稿資格　個人、団体、島内在住か否かは問わず広く募集します。ただし、応援隊メンバー（Twitterの応援隊除く）

と調理師免許を保有する方の投稿は歓迎しますが、受賞の対象にはなりません。
　詳しくは東京愛らんど応援隊ホームページをご覧になるか、「東京愛らんど応援隊・明日葉メニュー開発部」広報事務
局（株式会社BMC内）にお問い合わせください。
■東京愛らんどホームページアドレス　http://www.islands-love.com/
■「東京愛らんど応援隊・明日葉メニュー開発部」広報事務局（株式会社BMC内）　電話　０３－３４７０－２５７３

明日葉メニュー開発部

郷 土 料 理 教 室 郷 土 料 理 教 室 
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放課後子どもプラン指導員募集／都市計画審議会傍聴者募集

八八丈丈町町放放課課後後子子どどももププラランン指指導導員員のの募募集集ににつついいてて
　八丈町では、放課後子どもプラン事業の指導員を募集しています。
●登録制度および注意事項について　この制度は放課後子どもプラン事業の指導員として働くた
めの希望登録です。指導員が必要になったときに、登録された方の中から働いていただく方を
選定します。
●対象者　子どもが好きで、町内に住所を有する方
●登録の方法　登録は随時行っています。八丈町の指定する履歴書に写真を張り付けのうえ必要
事項をすべて記入し、教育課生涯学習係または住民課厚生係に提出してください。
※履歴書は八丈町ホームページからダウンロードするか、教育課生涯学習係または住民課厚生係
で受け取ってください。
●業務内容　三根小学校・大賀郷小学校における小学生児童への指導や見守り
●勤務条件など　八丈町臨時職員の任用に関する規定などによる
●採用の方法　応募順に名簿に登録され名簿の中から適任者を選定し面接などを実施した後に決
定します。
●登録の変更や抹消について
　〇登録内容（連絡先など）の変更や、転居などで登録を辞退さ
　　れる方は、教育課生涯学習係または住民課厚生係までご連絡
　　ください。
　〇登録後２年間採用実績のない方は、名簿から抹消されます。
　　（引き続き登録を希望される方は再度応募してください。）

■八丈町ホームページアドレス■　http://www.town.hachijo.tokyo.jp/
■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話　２－０７９７

勤務条件などについて
①　勤務時間　放課後～午後６時３０分　
　　　　　　　三根小学校（定員１名、週２回）
②　勤務時間　放課後～午後５時
　　　　　　　三根小学校（定員１名、週３回、金曜出勤）

●日時　平成２３年９月９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８月１９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。

第第第第第第第第第第第第第第第１１１１１１１１１１１１１１１９９９９９９９９９９９９９９９４４４４４４４４４４４４４４４回回回回回回回回回回回回回回回東東東東東東東東東東東東東東東京京京京京京京京京京京京京京京都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都市市市市市市市市市市市市市市市計計計計計計計計計計計計計計計画画画画画画画画画画画画画画画審審審審審審審審審審審審審審審議議議議議議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会会会会会会ののののののののののののののの傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴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集集集集集集集集集集集集集集集
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人材育成事業募集／地域振興補助事業募集／よ・け・こ研修開催

●募　 集　 期　 間　　
　平成２３年８月１日（月）～９月９日（金）
●対象とされる事業　　
�地域振興に係る特産品に関する事業
�地域振興に係る観光振興に関する事業
�地域振興に係る島おこしを担う人材育成に関
する事業

●補 助 対 象 団 体
�おおむね５名以上（島しょ在住者）で組織し、
代表者・会則などのある団体など（地方公共
団体は除く）

�島しょ地域内に主たる事業所を有する小規模
企業者
�島しょ地域内の個人事業者

●事　業　の　期　間　　
　平成２３年１０月１日（土）～平成２４年３月３１日（土）まで
●補　 助　 金　 額　　
　補助対象経費の５分の４以内で１００万円（特に
必要と認められる事業については２００万円）を上
限とする。なお、地域振興に係る補助事業のうち、
視察に関するものは補助事業の対象としない。
●申　 込　 方　 法
　所定の計画書により平成２３年９月９日（金）ま
でに企画財政課へお持ちください。
※交付要綱は企画財政課で配布します。
●問　い　合　わ　せ
　�公益財団法人東京都島しょ振興公社
　　　　　　　　　　　　電話　０３－５４７２－６５４６
　�企画財政課企画情報係　内線３０５

～～平平成成2233年年度度地地域域振振興興にに係係るる補補助助事事業業（（第第22回回））のの募募集集～～

　東京都島しょ振興公社では、島しょでの事業に従事しているスタッフや、島に貢献しているボランティ
ア団体のメンバーなどの技術や知識などを向上させ、島を担う人材育成を目的とした計画を募集し、応募
者と協同で事業を実施します。なお、今年度から事業名称を変更し、募集回数を年１回から年３回に改め
ます。
●募集期間 　平成２３年８月１日（月）～９月３０日（金）　
●対象となるグループなど　

�おおむね５名以上（島しょ地域在住者）で組織し、公社担当者との調整を行う窓口や担当者を設置
できる団体など（地方公共団体は除く）

�東京都島しょ地域内に主たる事業所を有する小規模企業者
�東京都島しょ地域内の個人事業者

　※小規模企業者および個人事業者は、申請時に登記簿の写しまたは開業届の写しを提出してください。
※詳細は八丈町企画財政課に備え付けの募集案内をご覧ください

■問い合わせ■　財団法人東京都島しょ振興公社　 電話　０３－５４７２－６５４６

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～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公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社ととととととととととととととととととととと共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同ででででででででででででででででででででで行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行ううううううううううううううううううううう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２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回）））））））））））））））））））））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集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　よ・け・こ研修では、養和会の介護士・理学療法士により「介護予防」「美」「スポーツ技能向上」に関す
る知識や技能について学びます。皆さんの参加をお待ちしています。
■内容　①「美脚・美背中！美しい姿勢になるための方法」
　　　　②「介護予防に関する知識と実践」
　　　　③「走動作を中心にしたスポーツ技能向上」などを講義と実技を交えて行う予定です。
■日時　８月２０日（土）午後１時３０分～５時　　　　■場所　保健福祉センター　ホール
■費用　無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　■主催　社会福祉法人　養和会
■講師　介護師　村松宜則・山下賢治他　理学療法士　伊原恵美子・伊勢崎嘉則

■問い合わせ■　養和会　伊勢崎嘉則　電話　２－０７７０

よ・け・こ研修開催について



土金木水火月日
６５４３２１

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

１３

図書館おはなし会
 １０:００～１１:００

１２１１

八丈島納涼花火大会
底土海岸

１０

２歳児歯科健康診査
�  ９:１５～１０:００受付保福

９８

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

すくすく相談
�  ９:３０～１１:３０保福

７

八丈島サマーコンサート
八高視聴覚ホール

八丈島浜遊び
神湊漁港・軍艦堤防
 １０:００～１６:００

２０１９１８１７１６１５

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

１４

２７２６

郷土料理教室
�  １０:００～１３:００保福

２５２４２３

３～４か月乳児
・産婦健康診査
�  １３:１５～１３:４５受付保福

２２

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

２１

３１

図書館休館日

３０

心理相談
�  ９:００～１６:００

１歳６か月児健康診査
�  １３:１５～１４:００受付

保福

保福

２９

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

２８

八丈町役場 出張所／三根：２－０３４９ 樫立：７－０００３ 中之郷：７－０００２ 末吉：８－１００３

樫立・中之郷・末吉大　賀　郷三　　　根

８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 8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

温泉休業日

休　　業　　日

休業日なし

（８月３１日（水）まで各町営温泉は休まず営業

します）

ふれあいの湯

みはらしの湯

ザ・ＢООＮ

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

９：００～８月１５日（月）～１９日（金）耳鼻咽喉科

１３：００～８月１９日（金）糖尿病教室

※初めて町立八丈病院にかかる方は、午前８時３０分からの受け付けとなります。

� 　１００％再生紙を使用しています

土金木水火月日
６５４３２１

燃害資源
古着燃害金属

１３１２１１１０９８７

燃害びん資源燃害金属

２０１９１８１７１６１５１４

燃害資源燃害金属

２７２６２５２４２３２２２１

燃害資源燃害金属

３１３０２９２８

資源燃害金属

八丈島ジュニアベースボールクラシック
富士野球場・富士中学校

土金木水火月日
６５４３２１

金属燃害資源
古着燃害

１３１２１１１０９８７

金属燃害資源燃害

２０１９１８１７１６１５１４

金属燃害
びん資源燃害

２７２６２５２４２３２２２１

金属燃害資源燃害

３１３０２９２８

資源燃害

土金木水火月日
６５４３２１

金属燃害資源
古着燃害

１３１２１１１０９８７

金属燃害資源燃害

２０１９１８１７１６１５１４

金属燃害
びん資源燃害

２７２６２５２４２３２２２１

金属燃害資源燃害

３１３０２９２８

資源燃害




