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各地域の人口・世帯数

目 次

人　口 8,158人 増 5人
　　男 4,081人 減 1人
　　女 4,077人 増 6人
世帯数 4,549世帯 減 2世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,090 1,913 1,834 3,747
大賀郷 1,529 1,328 1,368 2,696
樫　立 307 278 274 552
中之郷 396 373 391 764
末　吉 227 189 210 399

７月中
の異動

浅沼道徳　八丈町長　逝去

八丈町長選挙

はちじょうトピックス

東日本大震災に関する取り組み

八丈町優待乗車券　ほか

教育委員会だより／八丈島民大学講座

図書館からのお知らせ／秋の交通安全運動

RAINBOW CUP 2011／八丈空港「空の日」ほか税のお知らせ　ほか

国民年金

国保だより／犬の登録

環境だより

合併処理浄化槽　ほか

母子保健　ほか

おじゃれ１１万人　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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浅沼道徳 八丈町長 逝去

浅 沼道徳 八丈町長 逝去

　浅沼町長が去る８月５日にご逝去さ

れました。

　８月１日より入院治療を続けており

ましたが、町政に復帰することはかな

いませんでした。

　謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

　８月５日、浅沼道徳町長がご逝去されました。

　町を代表させていただき、哀悼を申し上げさせていただきます。

　また、地方自治法第１５２条第１項の規定により、町長職務代理者を置くこ

とといたします。

　この間、町長名での各証明書や通知書などは、町長職務代理者で発行します。

　町民の皆様におかれましては、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

東京都八丈島八丈町長職務代理者　副町長　山下　奉也　

　浅沼町長は、平成１３年２月に第６代八丈町長として就任され「住民が主役

の町」を目指して、住民の生命線である航路対策や防災問題などの町政運営

に取り組まれました。

　浅沼町長の最後の公務は、７月２６日から２８日まで、航路対策に関連した東

京都離島航空路線協議会、東京都への富士野球場改修の財政支援要望活動、

管理型最終処分場についての打ち合わせに出席するための公務出張でした。

　最後まで、八丈町の安全・安心・発展のために尽くされました。
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八丈町長選挙

｜ 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 長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長長 選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選選 挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙 投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票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９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５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）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））｜
平成２３年９月２５日（日）に八丈町長の選挙が下記のとおり行われます。

■立候補予定者説明会　９月１日（木）午前９時３０分～町役場大会議室
※立候補を予定している方は、配布書類と説明事項があります。代理の方でも構いませんのでなるべく説明会にご出
席願います。出席できない場合には、立候補届出の前に一度八丈町選挙管理委員会事務局（役場総務課）へお越し
ください。

■告　示　日　　　　　　９月２０日（火）

■立候補届出日時　　　９月２０日（火）　午前８時３０分～午後５時　町役場大会議室

■投票日時　　　　　　９月２５日（日）　午前７時～午後８時

■投　票　所　　　　　　三根公民館・大賀郷公民館・樫立公民館・中之郷公民館・末吉公民館

■開票日時　　　　　　当日午後９時から

■開票所（選挙会会場）　八丈町保健福祉センター　
※一般の方も参観することができます。午後８時４５分までにお越しください。

投票できる方
　八丈町の選挙人名簿に登録されている方。

　今回新たに登録される方は、平成３年９月２６

日以前に生まれた方と平成２３年６月１９日までに

住民登録の届け出をし、引き続き八丈町に住所

を有する方です。

投票所入場券
　投票所入場券（はがき）を郵送しますので、

投票に行くときには忘れずにお持ちください。

　入場券を紛失した場合でも選挙人名簿に登録

されている方は投票できますので、各投票所の

受付に申し出てください。

期日前投票ができます
　投票日に仕事や上京、レジャーなどで投票所

へ行けない方は、次の期間に期日前投票をご利

用ください。

■受付期間

　９月２１日（水）～９月２４日（土）

■受付場所・時間

　町役場総務課カウンター

　午前８時３０分～午後８時

滞在先でも不在者投票ができます
　八丈町にいなくても滞在先の区市町村選挙管理

委員会で不在者投票ができます。

　まず、投票用紙の請求を当選挙管理委員会にし

てください。投票用紙などを滞在先に郵送します。

　郵送でのやりとりおよび、不在者投票の出来る

期間が短く祝日も重なりますので、お早めに請求

をしてください。

○投票用紙の請求

　はがきや便せんなどに、次のことを書いて、八

丈町選挙管理委員会（町役場内）まで郵送で請求

してください。ＦＡＸや電話での請求はできませ

ん。

　①八丈町の住所

　②氏名・生年月日

　③滞在先住所　

※滞在先の住所は、建物名、部屋番号など詳

しく書いてください。

　④電話番号　※日中に連絡の取れる番号

　⑤どこの区市町村で不在者投票をするか

　⑥選挙当日、投票所にいけない理由

■問い合わせ　八丈町選挙管理委員会（総務課内）
　　　　　　　内線２１５

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 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あああああああああああああああああああああああああああああああ投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投投票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票 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 そそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそののののののののののののののののののののののののののののののの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票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票票～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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はちじょうトピックス

平成２３年度 ミス八丈島
 沼  田 　れいな さん　
ぬま た

『一年間、よろしく
　　　お願いします。』

　７月２５日（月）、八丈島夏まつり特設ステージで平成２３年度ミス

八丈島の発表会が行われ、沼田れいなさんが紹介されました。

　沼田さんは、茨城県出身で日本舞踊、尺八など多くの趣味があ

り、その一つの八丈太鼓をきっかけに八丈島に移住してきたそう

です。

　初仕事として、８月９日（火）の八丈島サマーコンサートで花束

贈呈を行いました。

第第第第第第第第第第第３３３３３３３３３３３９９９９９９９９９９９回回回回回回回回回回回 八八八八八八八八八八八丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈島島島島島島島島島島島夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏まままままままままままつつつつつつつつつつつりりりりりりりりりりり
　７月２３日（土）～２５日（月）、底土海岸で第３９回八丈島夏まつりが開

催されました。

　３日間で、約１７,１００人が来場し、出店やステージ、抽選会などを

楽しみました。

　特設ステージ上では、子供たちに人気のヒーローショー、バンド

演奏などが行われ多くの人たちが楽しんでいました。

第１５ 回 八丈島浜遊び
　８月７日（日）、神湊港軍艦堤防で第１５回八丈島浜遊びが開催さ

れました。

　当日はあいにくの天候でしたが、延べ１,９００人ほどの来場があり、

たくさんの海の遊び、抽選会などで大変賑わっていました。

夏の夜空を彩る花　八丈島納涼花火大会
　８月１１日（木）、底土海岸で八丈島納涼花火大会が開催されまし

た。約５８０発の花火が打ち上げられ、会場に集まった約２,０００人は

花火が打ちあがる度に歓声を上げていました。

　会場では出店やステージで演奏、ダンスなども披露され、集ま

った方は花火以外の事でも楽しんでいるようでした。
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はちじょうトピックス

第４２回團伊玖磨記念　八丈島サマーコンサート
　８月９日（火）、八丈高校視聴覚ホールで第４２回團伊玖磨記念

八丈島サマーコンサートが開催されました。

　コンサートには約１３０人が来場しました。

　観賞された方たちは、プロの音楽家たちの演奏と歌声に聴き

入っていて非常に楽しそうに感じられました。

第３回　八丈島ジュニアベースボールクラシック
　８月２日（火）～３日（水）まで、富士野球場・富士中学校で、第３回八丈島ジュニアベースボールクラシック
が開催されました。
　元読売ジャイアンツの宮本和知さんが総監督をしている葉山巨人軍や、前回優勝チームの大磯山手スパーク
スなど、島外から５チーム、八丈島からは島内少年野球チームの混成チーム、八丈黒潮ジュニアの計６チーム
が参加しました。
　優勝は葉山巨人軍、準優勝は大磯山手スパークスで、八丈黒潮ジュニアは過去２大会では未勝利でしたが、
今大会２日目には葉山ジャイアンツを相手に試合終盤に逆転して勝利し、八丈島の野球がレベルアップをして
いると示してくれる大会になりました。

愛らんどリーグ20 1 1　in 神津島
　８月６日（土）～８日（月）まで神津島で愛らんどリーグ２０１１が開催され、伊豆・小笠原諸島から総勢１２チーム
が参加しましました。八丈島からは坂上FCが参加し、５位という結果に終わりました。来年こそは優勝ができ
るように、頑張ってほしいですね。
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東日本大震災に関する取り組み

‖東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日本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大震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災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町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の取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り組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み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‖
　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。

〇７月の主な取り組み
①被災者受入住宅について（旧測候所職員住宅）
　７月１日より、国から町が借り受けて被災者用住居（３階建て住宅１２戸）として管理を始めました。
※８月４日現在、福島県から１世帯３名の方が入居し、八丈島での新しい生活を始めています。
②放射能の検査について
　海水浴場砂（底土海水浴場）
　・ヨウ素１３１　　検出下限値未満　検出下限値濃度 ５.４１（Bq/㎏（乾土））
　・セシウム１３４　検出下限値未満　検出下限値濃度 ３.１１（Bq/㎏（乾土））
　・セシウム１３６　検出下限値未満　検出下限値濃度 ４.５３（Bq/㎏（乾土））
　・セシウム１３７　検出下限値未満　検出下限値濃度 ４.０３（Bq/㎏（乾土））
【参考】水田土壌での作付け制限値（セシウム）　　㎏当り５,０００ベクレル
　　　　野菜の場合のヨウ素／セシウムの制限値　kg当たり２,０００ベクレル／５００ベクレル

　大気中の放射線量測定について
　東京都より大気中の放射線量測定機器を借用し、７月２８日から、大賀郷小学校校庭で測定を始めました。
（５回測定を行い、平均値をその日の値として記録）
　測定日：８月１８日　地上５cm　０.０３μ Sv
　　　　　　　　　　地上１ｍ　  ０.０３μ Sv
※測定結果については、ホームページに随時更新しています。

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　２－１１２１　内線２１１

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削減率
▲７.６％▲１９.６％▲２１.８％▲１８.９％▲１２.７％４月
▲８.３％▲1６.６％▲１６.０％▲２３.６％▲１４.１％５月
▲４.３％▲1８.８％▲１６.８％▲１７.０％▲１９.２％６月

������� ����������

送金先義援金額受付期間義援金名

社会福祉法人
宮崎県共同募金会１２,０７１円平成２３年３月１５日から

平成２３年７月２７日まで
宮崎県新燃岳

火山活動被害義援金

　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。

宮崎県新燃岳火山活動被害義援金活動 実績報告宮崎県新燃岳火山活動被害義援金活動 実績報告

送金先義援金額受付期間義援金名

日本赤十字社１６,０１５,９６５円
（７月２９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
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税のお知らせ ほか

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

☆代理人の方が各種証明書を取得する場合には委任状が必要となります。

①住民票の写しについて
　住民票の写しを請求できる方は、八丈町の住民基本台帳に記載されている方で、請求者および請求者と同

じ世帯に属する方のみとなります。上記以外の方が請求する際は、原則として委任状が必要です。委任状の

署名は必ず委任者の自署で、押印をお願いします。

　ご親族の方でも、世帯（住民票の記載）が別であれば代理人の請求となります。

②戸籍の証明書などについて
　全部（個人）事項証明書（戸籍謄本・抄本）などを請求できる方は、本籍が八丈町にある方で、戸籍に記

載されている本人およびその配偶者、子、父母、祖父母、孫となります。上記以外の方が請求する際は、委

任状が必要となります。委任状の署名は必ず委任者の自署で、押印をお願いします。

　なお、各種証明書を取得される際は必ず本人確認書類（運転免許証など）の提示が必要となります。

今月の納期限および口座振替日

� ３０日（金）　国民健康保険税　　３期

　納期内納税にご協力をお願いします。

納め忘れはありませんか？
　平成２３年度の町税については、右下の税目が納期を経過し

ています。納期限後、一定期間が経過しても納付が無い場合

には督促状を発送しています。税は自主納付が原則であり、

これまでにもいろいろな方法で自主納付を促してまいりまし

たが、残念なことにまだまだ納付率が低い状況です。納め忘

れがないかもう一度ご確認ください。

　また、催告書が送付された後も納付されない場合は、やむ

を得ず、差押えなど（不動産・預貯金・給料）の強制処分と

なることもありますので、事情により、すぐに納付ができな

いときなどは、税務係へご相談ください。

納期の過ぎている町税（平成２３年度）

納 期税目（税金の種類）

１期～２期町 都 民 税

１期～２期固 定 資 産 税

全期軽 自 動 車 税

１期～２期国民健康保険税

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民民民民民民民民民民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のののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知らららららららららららららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ ■問い合わせ■　住民課住民係　内線２３７・２３８

������������������������

���������������������������

東日本大震災による被災地域の企業に勤務されていた労働者の皆さんへ

未払賃金立替払制度のお知らせ
　企業が倒産したため、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金総額のうち８０％を

限度に国が事業主に代わってお支払（立替払）をする制度があります。退職後、６か月以内に認定申請を行

っていただく必要があります。

（退職日が平成２３年３月１１日の場合、平成２３年９月１１日が認定申請期限）

■問い合わせ■　東京労働局監督課　電話　０３-３５１２-１６１２
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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
※土曜（第２土曜日を除く）・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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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

※土曜（第２土曜日を除く）・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。

国民年金の任意加入制度について
　老齢基礎年金は、２０歳から６０歳になるまでの４０年間保険料を納めなければ、満額の年金を受け取ることができま

せん。国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が４０年間に満たない場合は、６０歳から６５歳にな

るまでの間に国民年金に任意加入して、満額の年金に近づけることができます。なお、老齢基礎年金を受給するた

めには、保険料の納付済期間や保険料の免除期間などが原則として２５年以上必要となりますが、この要件を満たし

ていない場合は、７０歳まで任意加入することができます。（ただし、昭和４０年４月１日以前に生まれた方に限られます。）

　海外に在住する日本国籍の方も国民年金に任意加入することができます。任意加入される方は、

笊ねんきん特別便・定期便または年金手帳（基礎年金番号がわかるもの）

笆通帳および届出印（原則口座振替での納付となるため）

をご用意のうえ、住民課国保年金係までお越しください。

「ねんきんネット」について
　「ねんきんネット」とは、いつでも自分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。

●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。

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

されています。

●将来の年金額の試算が自宅でご覧になれるような機能も追加予定です。

　ご利用いただくには、あらかじめ日本年金機構ホームページからユーザーIDの発行申込をしていただく必要が

あります。詳細は、日本年金機構ホームページまたは「ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」でご確認

ください。

　また、パソコンが自宅に無い、操作方法がよくわからないという方は、ご本人がお越しいただくことにより、町

役場でも加入記録の交付ができますのでご利用ください。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。

　笊年金手帳（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

　笆運転免許証または健康保険証などの身分証明書

　笳印鑑

　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。

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



INFORMATION ●広報はちじょう

9

国保だより／犬の登録

被保険者証の更新
　国民健康保険被保険者証（以下「保険証」）は、１０月１日更新となります。新しい保険証は、９月中旬頃
に各世帯主宛てに郵送します。もし、上京などの予定があり、郵送される保険証を受け取ることが出来な
いという方は、事前に住民課国保年金係にご連絡ください。なお、被保険者証の裏面に臓器提供意思表示
欄が新たに設けられます。記入は任意であり、義務付けるものではありませんが、意思表示にご協力をお
願いします。

保険証の有効期限について
○退職被保険者証をお持ちの平成２３年度中に６５歳になる方…
　有効期限は誕生月の月末までと設定されています。新しい一般被保険者証は、町役場から有効期限前
に郵送します。

○平成２３年度中に７５歳になる方…
　有効期限は、誕生日の前日に設定されています。新しい後期高齢者被保険者証は、広域連合より郵送
されます。

◆「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

●●●●●●●●●●●●●●●●犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬ののののののののののののののの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・・・・・・・・・・・・・・・狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬病病病病病病病病病病病病病病病予予予予予予予予予予予予予予予防防防防防防防防防防防防防防防注注注注注注注注注注注注注注注射射射射射射射射射射射射射射射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願願願願願願願願願願願願願願願いいいいいいいいいいいいいいい
　狂犬病予防法により、犬を飼育する際には、市町村への登録と年１回の予防注射が義務付けられています。　

　笊狂犬病予防注射をまだ済ませていない犬を飼っている方

　笆新たに犬を飼いはじめた方

　笳島外から転入し犬を飼っている方

　以上の方々は、八丈動物病院で注射および登録を行ってください。

　※ただし、注射は生後９１日以上の犬に限ります。

　　また犬が高齢や病気であるなど、注射に不安のある方は、動物病院までご相談ください。

＜狂犬病のまん延を防ぐために、愛犬には予防注射を！＞
　狂犬病とは、狂犬病ウイルスを持つ動物に、噛まれたりひっかかれるなどしてできた傷口から、だ液に含まれ

るウイルスが侵入して感染する病気です。犬と人だけでなく、全てのほ乳類が感染し、発症してしまうとほとん

どの場合死に至る大変恐ろしい病気です。現代医学においても発症してからの有効な治療法はありません。

　ＷＨＯ（世界保健機関）は、全世界で毎年３５,０００～５０,０００人の方が、狂犬病によって亡くなっていると推計して

います。わが国においては、人での発生は１９５４年以降、犬などの動物での発生は１９５７年以降ありません。しかし、

国際交通手段の発達した現代において、海外から狂犬病が侵入する可能性は否定できません。

　毎年１回の予防注射は、飼い犬の感染予防・感染拡大予防に非常に効果的であり、飼い主の義務として求められ

ています。狂犬病予防へのご理解とご協力をお願いします。

注射・登録　　　　　　　　　　　

○八丈動物病院　　　　　　　　　
　住所：大賀郷２５３９　電話　２－１４３３

■問い合わせ■　　　　　　　　
　健康課保健係　電話　２－５５７０　

料金

○予防注射料金　　　 ３,５５０円
（内訳：注射料……… ３,０００円　
　注射済票交付手数料…５５０円）

○登録手数料　　　　 ３,０００円
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環境だより

■問い合わせ■　住民課環境係　内線２３３・２３４

●ヤンバルトサカヤスデ対策
　広報はちじょう６月号８ページでお知らせした『薬剤によるヤスデ駆除』を実施中です。薬剤散布

地域は、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密度抑圧対策を実施し

ています。薬剤散布区域内には看板を設置して周知しています。「あしたば」などは採らないようお

願いします。皆さんのご協力をお願いします。

　８月から２月頃まで、本格的なヤスデの移動時期を迎えます。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、家屋の基礎部分に表面にツルツルした素材のテープを張るなど、ヤス

デの侵入を防ぐ環境づくりを試みてください。

　今年度も、八丈町では家屋侵入防止対策用の薬剤（コイレット）の引換券または助成券を来年３月

まで配布します。ただし、自然環境を考慮し乱用防止のため、引換券または助成券は１か月経過しな

ければ、配布しません。薬剤は、家屋の周囲に散布し侵入防止を目的としています。畑など他の場所

に散布しないでください。

●ごみの正しい分別
　燃やせるごみの中に、空き缶や空きびん、ペットボトル、ライター、カセットコンロのボンベ、ス

プレー缶などの金属が混入しているごみが集積所に出されていました。分別されていないごみは、収

集できません。出した方は責任を持って正しい分別をし、出し直すようにしてください。

　分別されていないごみは町職員が中身をチェックし、排出者に対して分別の指導を行います。正し

い分別にご協力お願いします。

●一般廃棄物処理手数料
　今月は、販売店などの事業者に納めていただく、一般廃棄物処理手数料１期の納期限です。納め忘

れのないよう、ご注意ください。

●カラスネットの貸し出し
　ごみの量が多くてカラスネット１枚では覆いきれない集積所で、生ごみがカラスやねこに散らかさ

れることが多く見られます。カラスネットが足りない場合は、２枚目を貸し出しますので住民課環境

係までご連絡ください。

�シリーズ・ワンポイント「管理型最終処分場」�
　第３３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１１）
　＜浸出水集排水施設＞

　浸出水集排水施設は、遮水シート内側の斜面と底面に巡

らせた有孔管（表面に穴が開いている管）、および有孔管

で集めた水を浸出水集水ピットへ導く導水管から構成され

ます。この施設は、

①遮水シート内の水を速やかに集排水し、ピットに導く

②管の孔から空気を取り込み、埋立物に空気を供給し、埋

立物の分解・安定化を促進するといった目的で設置され

ます。 （写真：大島処分場での浸出水管敷設状況。
　　　　八丈処分場は来年冬頃敷設予定。）　
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合併処理浄化槽 ほか

◎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。

～住みよい暮らしと島の環境を守るために～

　６月３０日（木）から７月６日（水）までの間、浄化槽市町村整備事業（市町村設置型）の事業説明会を各地域で実
施しましたが、今後も皆さんに事業内容を理解していただくために、自治会・婦人会・老人会などの会合に出張説明
会として伺います。
　ご希望の場合は、企画財政課浄化槽推進係までお問い合わせください。

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

� ７ 月 の 主 な 会 議 �
議　　　　題　　　　等会　　議　　名日

東日本大震災に係る町の取り組みについて庁議１日

東日本大震災に係る町の取り組みについて課長連絡会議１１日

小中高連絡協議会（第１回）の開催について八丈町教育委員会第４回定例会１２日

電子的公印の取り扱いについて課長連絡会議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４回総会２７日

水道の新設や撤去などの工事を行う際には必ず八丈町指定給水装置工事事業者に工事を依頼してください。

☆新設　家屋などの新築に伴い、新しく水道を引くとき。 

☆撤去　家屋の取り壊しなどに伴い、水道の設備を撤去 
　　　　するとき。メーター器を撤去するとき。  

☆漏水　漏水修理をするとき。

☆増設・変更・軽微な移動

　　　　給水管の種類や太さを変更するとき。

　　　　蛇口の位置や数を変更するとき。 

　　　　メーター器の位置を移動するとき。 

■問い合わせ■　企業課水道係　内線３１５

水水水水水水水水水水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道道道道道道道道道道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ははははははははははははははははははははははははははははははは必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必必ずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずず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指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装装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業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業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！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

３日～６日
●ANA８２６便で上京

●全国離島振興協議会

　正副会長会議

●独立行政法人日本スポーツ

　振興センター表敬訪問

●日医大病院表敬訪問

●ANA８２３便で帰島

１２日～１５日
●ANA８２６便で上京

●全国離島振興協議会自民党

離島振興特別委員会懇談会

●東京都庁表敬訪問

●全国離島振興協議会公明党

離島振興対策本部懇談会

●ANA８２３便で帰島

２６日～２８日
●ANA８２６便で上京

●東京都離島航空路線協議会

●東京都庁表敬訪問

●島嶼会館・管理型最終処分場につい

ての打ち合わせ

●ANA８２９便で帰島

町長上京日記 ７月

※八丈町指定給水装置工事事業者について詳しくは
　企業課水道係までお問い合わせください。
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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／生活安定のための支援事業

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 ………………９月２７日（火）　午後１時１５分～１時４５分受付

�対象：平成２０年７月１３日～平成２０年９月２７日生まれの幼児

　１歳児歯科健康診査 …………９月７日（水）　午前９時１５分～１０時受付
�対象　平成２２年６月１６日～平成２２年９月７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
　９月２７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
　９月５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。

こどもおやつ教室　（要電話予約）　会場：保健福祉センター
　９月１６日（金）　午前９時３０分～１１時

　一緒に楽しく作りましょう。今回は歯科衛生士の歯の
みがき方もあります。皆さんの参加をお待ちしています。

定期予防接種のお知らせ
ＤＰＴ三種混合集団接種（Ⅰ期）
　■日時　９月１３日（火）　午後３時～３時３０分

ポリオ集団接種
　■日時　９月２０日（火）　午後３時～３時３０分

予約制予防接種
　■日時　９月１４日（水）・２８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　１２日（月）～１６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！
９月０７日（水） 製作・運動会
　　１４日（水） リズム遊び
　　２１日（水） 製作・壁面装飾
　　２８日（水） 震災対策などの講話

�そのほかの催し
９月０６日（火） 絵本＆紙芝居　午前１０時３０分～１１時
　　１６日（金） おりがみ遊び　午前１０時３０分～１１時
　　２６日（月） ほのぼの健康相談　午前１０時～１１時３０分

〇対　　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　９月１３日（火）

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活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活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定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定ののののののののののののののののののののののののの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ののののののののののののののののののののののののの 就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就就労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活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援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援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業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

　離職中で仕事を探している方、貸し付けの相談をされたい方などを対象にした相談窓口で、専門の相談員が制度案
内や相談に応じます。職業訓練（島外）の紹介もしています。

受験生チャレンジ支援貸付事業
　中学３年生・高校３年生の学習塾料や受験料の無利子貸付を行います。受験の際に要する交通費や宿泊費も貸し付け

の対象になり、志望した高校や大学に合格した際は返済免除になります。

※貸し付けには対象者の所得制限や審査があります。

■相談・問い合わせ■　八丈町社会福祉協議会　電話　２－２６０９ （平日午前９時～午後５時まで）
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八丈町老人優待乗車券／東京都都営交通無料乗車券／東京都シルバーパス

八八丈丈町町老老人人優優待待乗乗車車券券のの更更新新ににつついいてて
　
　現在、八丈町老人優待乗車券をご利用中の方は１０月１日で更新となります。なお、更新の手続きは９月１５
日（木）からできます。新規にご利用を希望される方は、１０月３日（月）から交付申請を受け付けます。

◆更新に必要なもの
①住所、氏名、生年月日が明記された本人を確認できる書
類（保険証、免許証など）

②平成２３年９月３０日まで有効の老人優待乗車券
③発行に必要な費用
④印鑑
⑤費用１,０００円の方のみ
平成２３年度区市町村民税が非課税であること、または前
年度の合計所得金額が１２５万円以下であることを確認で
きる書類（介護保険料納入（決定）通知書、または区市
町村民税非課税証明書など）

◆交付窓口　各出張所（大賀郷地域の方は保健福祉センター）

■問い合わせ■
健康課高齢福祉係　電話２－５５７０

◆６５歳から６９歳までの方が対象となり、次の
負担金をいただきます。

１,０００円
平成２３年度

区市町村民税が非課税の方

２０,５１０円
平成２３年度

区市町村民税が課税の方

１,０００円

平成２３年度
区市町村民税が課税で、前年の
合計所得金額が１２５万円以下の
方（税制改正の経過措置対象）
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■問い合わせ■　企業課運輸係　内線３２１

東京都シルバーパスとは…　
　満７０歳以上の都民の方の申し込み

により発行され、町営バス、都バス、

都営地下鉄、都電、都内民営バスが

利用できるようになります。

９月中に更新手続きをお願いします
　有効期限が平成２３年９月３０日まで

のパスをお持ちの方は、９月中に更

新手続きをしてください。

※新規の方は１０月３日（月）からの

申し込みとなります。

現在シルバーパスをお持ちの方
　更新申込書が郵送されます。更新

を希望される方は、所定の受付窓口

に申し込んでください。

東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京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都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営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無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無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乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内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とととととととととと更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新ののののののののののののののののの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　
　東京都内に居住し、下記の要件に該当する方に東京都　都営交通無料乗車券を発行しています。

①身体障害者　…　身体障害者手帳の交付を受けている方で障害の程度が１～６級に該当する方
②知的障害者　…　療育手帳（愛の手帳）の交付を受けている方
③戦 傷 病 者　…　戦傷病者手帳の交付を受けている方で特別項症～第６項症および第１款症～第５款

症に該当する方
④原爆被爆者　…　被爆者健康手帳の交付を受けている方で厚生労働大臣の認定を受けた方および健康

管理手当の支給を受けている方
※ただし対象者のうち「東京都シルバーパス」をお持ちの方には発行されませんのでご注意ください。

■更新手続きについて
平成２３年９月３０日通用期限の無料乗車券をお持ちの方は、更新手続きをお願いします。
更新に必要なもの　①申請書（保健福祉センターにあります）　　　②各種手帳
　　　　　　　　　③平成２３年９月３０日が通用期限の無料乗車券
　　　　　　　　　④厚生労働大臣の認定証または健康管理手当証書（原爆被爆者の方のみ）
※通用期間中の無料乗車券をお持ちの方は引き続きご使用可能です。紛失などによる再発行も１度に限り行います。
　
利用できる交通機関…都電、都バス、都営地下鉄、東京都日暮里・舎人ライナー　※町営バスは利用できません。

■問い合わせ■　健康課保健係　電話　２－５５７０

発行対象者 【Ａ券（通用期間３年）の対象者】
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教育委員会だより／八丈島民大学講座

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話２－０７９７

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

第１日　９月１０日（土）　午後７時３０分～９時 
　　　　『環境とエネルギー　─これからのエネルギーシステムを考える』
　　　　講師　金村　聖志先生　首都大学東京都市環境学部教授（エネルギー環境化学）
第２日　９月１１日（日）　午後１時３０分～３時　
　　　　『東京の島言葉　─八丈方言を中心として』
　　　　講師　ダニエル・ロング先生　首都大学東京都市環境学部教授（日本語教育学）
会　場　七島信用組合　２階ホール　　　　主　催　八丈島民大学講座実行委員会・首都大学東京
後　援　八丈町教育委員会

■問い合わせ■　八丈島民大学講座実行委員会事務局　電話　０９０－８０３６－１８２６（伊藤　宏）

第６１回 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 民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民 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 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 講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講 座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座

�規則正しい生活リズムを
　子どもたちが健やかに成長していくためには、適切な運動やバランスのとれた食事、十分な休養と睡眠
が大切です。成長期の子どもたちにとっては、この「規則正しい生活リズム」（基本的な生活習慣）が最も
重要であり、乱れてしまうと【学習意欲の低下】や【気力・体力の低下】につながってしまいます。
　いよいよ新学期がスタートします。早寝・早起き・朝ごはん…「規則正しい生活リズム」で学校生活がさ
らに充実するよう、ご家庭でのご協力をお願いします。
　
�今月の学校行事
�始業式　１日（木）　全小・中学校　　　　�学校公開　２日（金）～８日（木）　三根小学校
�運動会　１８日（日）　大賀郷中学校　　　　　　　　　　２６日（月）～３０日（金）　大賀郷小学校
�体育祭　１８日（日）　三原中学校　　　　　�セーフティ教室　１６日（金）　　　　三原小学校

※非行防止・犯罪被害防止を目的に実施しています。　　　
　

玉石垣の道で考えたこと
　八丈島を代表する景観の一つに玉石垣があります。荒波にもまれて丸くなった石が整然と並んでつくりだす

陰影が、独特の雰囲気をかもし出しています。よく見ると１個の石を周りの６個がしっかりと支える構造（六

法積み）になっていて、これが石垣の強さの秘密なのです。石垣に沿って歩きながら考えました。人間の社会

も同じではないか……。

　人は祖父母と両親があってこの世に生を受ける。妻や子どもたちに囲まれて自分がいるのも確かだ。社会に

出ると、友人、先・後輩、同僚、上司、取引先、恩師などの間で生活する。そんなふうに考えると、玉石垣はじ

つに示唆的です。真ん中の石からみれば周りの６個に支えられていますが、中心の石も６分の１ずつ周りの石

の支えになっている。

　子どもの成育環境を考えるとき、周りの６個の石のバランスがとても重要です。子どもの成長発達に応じて、

必要なときにもっともふさわしい支え方ができただろうか。ひとつひとつ形の違う石が絶妙のバランスで強さ

と美しさをつくり出している玉石垣をながめながら、子育ての過程での支え合いについて考えてしまいました。

　増え続ける児童虐待の背景として、核家族化が進み、間近にいるサポーターに気づかないまま、孤独に子ど

もと向かい合う母親が増えていることが指摘されています。気づいたところで声をかけ合うことが支え合いの

第一歩です。それは、人と人との間が近いこの町だからできることかもしれません。
（教育相談員　伊藤　宏）



INFORMATION ●広報はちじょう

15

図書館からのお知らせ／秋の交通安全運動

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
●Ｑ．「自宅のDVDを寄贈したら、置いてもらえますか？」
　Ａ．「図書館で貸し出しているDVDは著作権処理が必要なため、置くことができません」
　利用者の方から時々、このような問い合わせがあります。「自分はもう見ないから、図書館で利用された方がいい
だろう」とのお気持ちからです。
　しかし、個人で購入したDVDは、図書館では貸し出しすることができません。
　利用者の皆さんに貸し出しているDVDは、「著作権処理」が必要なためです。
　図書館でのDVDの貸し出しは、頒布権（映画の著作権に認められた譲渡・貸与に関する権利）があるため、権利者
に対して許可を貰い、許諾料を支払う必要があります。このため、購入価格には許諾料が上乗せされており、個人
で購入するものに比べ高価なものとなっているのです。
　個人で購入したDVDを図書館に置くことはできませんが、リサイクルブックコーナーで来館された方にお持ち帰
りいただくことは可能です。
　DVDの処分をお考えの方は、選択肢の一つに「リサイクル」を追加してみてはいかがでしょうか？
　
●今月のおはなし会　１０日（土）午前１０時～１１時　こどものほんのへや
●休　館　日　毎週月曜日・２３日（金・秋分の日）・３０日（金・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＊
　『神変　役小角絵巻』山本兼一著　　『高校生レストランの奇跡』岸川政之著
　『珍獣病院』田向健一著　　『おうさまジャックとドラゴン』ヘレン・オクセンバリー絵

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話　２－０７９７

秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋秋ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの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動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動 ９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１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日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３０００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００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日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「やややややややややややややややややややややさささささささささささささささささささささしししししししししししししししししししししさささささささささささささささささささささががががががががががががががががががががが 走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるこここここここここここここここここここここの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街 こここここここここここここここここここここののののののののののののののののののののの道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路」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
　秋の交通安全運動が９月２１日（水）から３０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組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。

■問い合わせ■　総務課庶務係　内線２１１

子供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」を心掛けましょう。
　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掛けましょう。

夕暮れ時と夜間の歩行中・
自転車乗用中の交通事故防止

　秋口における日没時間の急激な早まりととも
に視認性が低下します。運転者は夕暮れから早
めのライト点灯、歩行者は反射材用品などを携
えお互いに交通事故を防止しましょう。

全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートを正しく着用しましょう

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、車での外出先において
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。

二輪車の交通事故防止
　ヘルメットを正しく被り、万が一の事故に備え
ましょう。また無謀運転、危険・迷惑行為をしない
ようマナーを守って、安全運転を心掛けましょう。
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RAINBOW CUP２０１１／空の日／エコジャーニーマラソン／航路ダイヤ
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【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
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

A３２０B７３PB７３５
１６６人１２０人１２６人

八丈島空港「空の日」記念行事開催 ９月１７日（土）
　さまざまな催し物で皆さんをお待ちしています。ぜひご家族でご参加ください。
イベント内容など、詳しくは折り込みチラシをご覧ください。
　
　～管制塔および気象施設見学、子供紙ヒコーキ大会、航空機・化学消防車

　　　　　　　　　　　　　　　　　の地上展示など催しも盛りだくさん！～
　

「空の日」とは　…　空港や航空機が利用者にとって安全で快適な交通機関として理解され、　
　　　　　　　　　　　親しんでいただくために、全国各地の空港などで開催されている行事です。

■問い合わせ■　八丈島空港管理事務所　電話　２－０１６３

八八八八八八八八八八丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈島島島島島島島島島島八丈島 RRRRRRRRRRAAAAAAAAAAIIIIIIIIIINNNNNNNNNNBBBBBBBBBBOOOOOOOOOOWWWWWWWWWW CCCCCCCCCCUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPRAINBOW CUP２２２２２２２２２２００００００００００１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ ２０１１ フフフフフフフフフフッッッッッッッッッットトトトトトトトトトフットササササササササササルルルルルルルルルルサル大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催大会開催！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ ！
今年の夏も八丈島  RAINBOW  CUP ２０１１フットサル大会が開催されます。
■日程　９月１０日（土）　午後～予選リーグ　　　 　　■場所　南原スポーツ公園　天然芝グラウンド
　　　　９月１１日（日）　午前～決勝トーナメント
　毎年恒例となった一般参加型フットサルの交流大会、八丈島　RAINBOW　CUP　２０１１　が開催され
ます。一般、レディース、オーバー４５（４５歳以上）の３カテゴリーに約２０チームが参加し熱戦が繰り広げ
られます。ぜひ、会場にお越しください。

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　　電話　２－０７９７

　エコジャーニーマラソンの開催が決定し、受け付けが始まっています。
日　　　　時　平成２４年３月１０日（土）　午前６時 スタート
コ　  ー　  ス　スタート・ゴール　三根小学校グラウンド  ６１.５Km＆八丈富士
エントリー料　一般９,５００円（参加記念品・スポーツ障害保険・大会中の飲食費を含む）
　　　　　　　島内６,０００円
参  加  資  格　自身で健康管理できる方
申  し  込  み　平成２４年２月１０日（金）までに参加申込書および参加費用を下記事務局までお申し込みくだ

さい。
　　　　　　　〒１３４－００８３　東京都江戸川区中葛西１－３１－４－１０７　エコ・ジャーニークラブ大会事務局
　　　　　　　TEL&FAX　０３－３６８８－６８１４         ホームページ  http://eco-journey.org/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-Mail       　 info@eco-journey.org

■問い合わせ■　八丈島観光協会　TEL　０４９９６－２－１３７７　　FAX　０４９９６－２－２５７３

第4回八八丈丈島島＆＆八八丈丈富富士士エエココジジャャーーニニーーママララソソンン受け付け第4回八丈島＆八丈富士エコジャーニーマラソン八丈島＆八丈富士エコジャーニーマラソン受け付け
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おじゃれ１１万人

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
▲７.４％８,６５１８,０１０１１,２６３１０,４２８２,１２４１,８９２９,１３９８,５３６７月

▲１２.９％２７,８５２２４,２５７３４,７７６３０,４４３５,７７０５,１６９２９,００６２５,２７４計

※海路には２３年７月の大型客船寄航分が含まれています。
　７月２６日（火）は大型客船（にっぽん丸）が寄航し、多くの方にご来島いただきました。

ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ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イビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビビ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 ９月２５日（日）　　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・ハーブ教室。花遊び体験教室（有料５００円）
　　　　　　　　　（先着１５名に野菜の苗プレゼント）
　午後２時～　　　ひょんはー（餅つき）
　※観光客の皆さんにはハイビスカスの苗をプレゼント！！
　　（先着順無くなり次第終了します）

■問い合わせ■　えこ・あぐりまーと　電話　０４９９６－７－１８０８

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第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７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回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回ユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユユニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニバババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババ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キキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャ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ンンンンンン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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn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
●平成２３年９月３日（土）から５日（月）まで
　八丈町とNPO法人ユニバーサルイベント協会の共催で「第７回ユニバーサルキャンプin八丈島」を行い
ます。このキャンプは、ダイバーシティ（多様性の享受）の考えに立ち、年齢や性別、障がいの有無に関わ
らず、誰もがそれぞれできることとできないことがあることに気づき、対等な関係で支え合っていくことの
大切さを実感できる３日間です。

●ユニバーサル盆踊り（通称ユニボン）にお越しください！
　今年も八丈町の皆さんのご協力を得て「ユニバーサル盆踊り」を行います。婦人会や加茂川会による伝統
芸能や、ちょんこめ作業所の皆さんの発表、フラダンスチームによるショーなど、見て、歌って、踊れるイ
ベントが盛りだくさん！ 婦人会、朝市会の方々による出店もあり、美味しいものもたくさん並びます。ま
た、今年はプロの歌手であり、宮城県出身の水戸真奈美さんによる手話歌が行われます。震災の話もしてい
ただけますので、皆さんお誘い合わせのうえ、是非遊びに来てください。

日時：９月４日（日）午後５時３０分から８時３０分　　場所：大賀郷公民館

●ダイバーシティ・コミュニケーションに参加しませんか？
　「ユニバーサルキャンプ」の参加者たちが、さまざま不便さ、自分の個性や可能性、コミュニケーション
の違いなどについて語ります。「一人ひとりみんな違う」。参加者たちの話を聴きながら、多様性を受け入れ、
新たな発見をしてみませんか？

日時：９月４日（日）午前９時から正午　　場所：大賀郷園地（雨天時：保健福祉センター）

３日（土）～４日（日）予定  …………タコスカップ（サーフィン大会）

�
９月

主
な
行
事
予
定

主
な
行
事
予
定

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

～１１月２７日（日）の（金・土・日・祝日）  …………海遊魚まつり　底土漁師小屋
�
１０月
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● INFORMATION 広報はちじょう運転免許出張試験／八丈町防災訓練／動物愛護週間

９月２０日（火）から２６日（月）は動物愛護週間です
 
　動物愛護週間は、ひろく国民の間に、命あるものである動物の愛護と適正な飼育についての関心と
理解を深めるために、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づいて設けられたものです。この機会
に、私達が飼っている動物、身近にいる動物たちについて、もう一度考えてみましょう。
�愛情と責任をもって最期まで飼いましょう　　　�繁殖を望まない場合は不妊・去勢手術を　　
�犬の散歩はルールを守って行いましょう　　　　�飼い主が分かるよう名札などをつけましょう

●情報提供・問い合わせ● 健康課保健係 電話 ２-５５７０

受付日時　９月１０日（土）～１１日（日）
　　　　　午前９時～午後４時
　　　　※この日時以外は受け付けできません。

受付場所　八丈島警察署

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

必要なもの
①住民票（本籍記載のもの）・・・・・・・・１通
②証明写真・・普通免許は４枚、大特免許は２枚
　（縦３㎝、横２.４㎝　無背景、眼鏡を外したもの）
③現在取得している免許証（仮免許含む）
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）

※当日、住民票をお持ちで無い方は受け付けできません。

その他
①八丈島に３か月以上住民登録のある方に限ります。
②視力検査を行いますので、必ず受験者本人がお
越しください。

自自動動車車運運転転免免許許出出張張試試験験のお知らせ
　本年の自動車運転免許出張試験を、１０月から１２月にかけて実施します。受験を希望される方は下記の
とおり申請をしてください。

取 得 免 許 種 別　普通Ⅰ種・大型特殊
免許取得の条件　普通免許・大型特殊免許とも、

９月３０日付で１８歳以上の方

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 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 防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防 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 訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓 練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練練 ●問い合わせ●　総務課庶務係　内線２１１

　今年の防災訓練は、１０月５日（水）の午前中に、三根地域で行
います。
　訓練内容は、大地震による津波の発生を想定し、海岸付近に
住んでいる方を中心とした、避難訓練を実施します。避難場所
までの避難経路を確認するなど、東日本大震災を教訓に、避難
することに重点を置いた訓練を実施します。
　詳しくは、広報はちじょう１０月号でお知らせします。
　当日は、訓練の一環として、防災行政無線を放送しますので、
あらかじめご了承ください。

防災行政無線個別受信機の電池は、１年に１度交換しましょう
　防災行政無線は、防災や行政に関する連絡を行うことを目的としています。
　個別受信機の故障の原因として、電池の液漏れが１番多くなっています。電池は１年に１度交換し
ましょう。
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INFORMATION ●広報はちじょう 自殺対策強化月間／高齢者・障害者の人権あんしん相談／クワゴマダラヒトリの被害

クククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワ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マママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ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ヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒ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トリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被被害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害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未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未未然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然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防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防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ぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎ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ょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょ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
　クワゴマダラヒトリは蛾の仲間で、９月頃成虫になりアカメガシワ・カラスザンショ・クワなどの樹
木に産卵し、１週間で幼虫になり白い網状の巣を作って葉を食害します。農作物にも被害を及ぼすこ
とがあるので、未然に防除しましょう。

☆防除のポイント☆

　主としてアカメガシワ・カラスザンショ・クワは産卵樹になりやすいので、９月以降、卵塊・巣網・
幼虫がないか特に注意し、見つけたら枝ごと切り落とし駆除してください。幼虫が大きくなってから
では防除が困難になります。適期を逃さず、秋に防除しましょう。

●問い合わせ●　産業観光課産業係　内線２６１・２６２

全国一斉「「高高齢齢者者・・障障害害者者のの人人権権ああんんししんん相相談談」」強化週間
　高齢者や障害者に対する虐待などの事案は、依然として数多く発生していることから、これらの高
齢者や障害者をめぐる様々な人権問題の解決を図るための取り組みを強化するため、全国一斉「高齢
者・障害者の人権あんしん相談」強化週間を実施します。

●日時　９月５日（月）～１１日（日）　平日 午前８時３０分～午後７時  /  土・日 午前１０時～午後５時
●「あんしん相談」電話番号（常設）　０５７０-００３-１１０　　●開設場所　東京法務局人権擁護部
●電話相談担当者　人権擁護委員および東京法務局職員
●問い合わせ　東京法務局人権擁護部　電話　０３-５２１３-１２３４　内線２５１６

９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月ははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京京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都都都都都都都都都都都ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強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化化化化化化化化化化月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間ででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで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
～自殺防止！東京キャンペーン～

『気づいてください！体と心の限界サイン』（九都県市統一標語）

【特別相談の実施】

●東京都自殺相談ダイヤル　～こころといのちのほっとライン～
　９月５日（月）～９日（金）　２４時間　℡　０５７０-０８-７４７８

●自殺予防いのちの電話
　９月１０日（土）　午前８時～翌午前８時（２４時間）　℡　０１２０-７３８-５５６（毎月１０日、フリーダイヤル）

●４８時間特別相談
　９月１０日（土）・１１日（日）　午前６時～翌午前６時　℡　０３-５２８６-９０９０（東京自殺防止センター）

●自死遺族のための電話相談
　９月５日（月）～７日（水）　　午前１０時～午後１０時　℡　０３-５９８８-７７７８（全国自死遺族総合支援センター）
　９月８日（木）～１１日（日）　午前１０時～午後１０時　℡　０３-３７９６-５４５３（グリーフケア・サポートプラザ）

●多重債務１１０番
　９月５日（月）・６日（火）　午前９時～午後４時　℡　０３-３２３５-１１５５（東京都消費生活総合センター）

●東京都ろうどう１１０番
　９月７日（水）・８日（木）　午前９時３０分～午後５時　℡　０５７０-００-６１１０（東京都労働相談情報センター）
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救命講習会／英会話教室生徒募集／敬老会／町立保育園代替職員登録受付

■問い合わせ・申し込み■
　八丈町消防本部警防係　電話　２－０１１９
　
　救急車の平均到着時間は約６分。心停止から１分ごとに、救命率は７～１０％下がります。その間に、あ
なたに出来ることがあります。救命講習に参加し応急手当を身に付けましょう。
●実　施　日　時　９月９日（金）午前９時～正午　　●実　施　場　所　八丈町保健福祉センター　
●講　習　内　容　心肺蘇生法・AED　　　　　　　　●定　　　　　員　３０名（先着順）
●当日の持ち物　室内履き（運動靴など）・当日は動きやすい服装でご来場ください。
●そ　の　他　参加費用は掛かりません。受講者には講習終了証を発行します。

救救命命講講習習会会ののごご案案内内

話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話しししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸伸ばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際際力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ 英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教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徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒徒募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募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集集集集集集集集集集
受講資格
　　八丈町に住んでいる小学生以上の方
ク　ラ　ス
　○学生の部　　　　　　　　小学生、中学生
　○一般の部（高校生含む）　初、中、上級
受講場所
　　三根・大賀郷・中之郷公民館
※時間・曜日によりクラスのレベルが異なります。
詳しくはお問い合わせください。

応募方法
　教育課、各出張所にある申込書に記入して教育
課または各出張所に提出してください。
※メールアドレスをお持ちでない方は返信用封
筒が別途必要です。（あて先を記入し８０円切手
を張り付けてください。）

応募締切　９月２０日（火）
■問い合わせ■
　教育課生涯学習係
　電話　２－０７９７

　高齢者の町民の方々への感謝と長寿をお祝いする敬老会を開催します。

※対象者は７０歳以上の方（昭和１７年４月１日以前に生まれた方）です。

三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根根・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉吉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 敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 ■問い合わせ■
健康課高齢福祉係　電話　２－５５７０

三根地域
●日時　９月１９日（月・敬老の日）
　　　　午前１１時～
●場所　三根小学校体育館

大賀郷地域
●日時　９月１９日（月・敬老の日）
　　　　午前１１時～
●場所　大賀郷公民館

末吉地域
●日時　９月１９日（月・敬老の日）
　　　　午前１０時３０分～
●場所　末吉公民館

　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/

町町立立保保育育園園 代代替替職職員員登登録録受受付付 ■問い合わせ・申し込み■
　住民課厚生係　内線２３１
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町営住宅入居者募集／東京法務局特設登記所開設

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：９月１２日（月）午後１時～４時
　　　　　　９月１３日（火）午前９時～正午、午後１時～４時
　　　　　　９月１４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

３人以上世帯向け鉄筋コンクリート造
３階建

２１,２００～
３１,６００H５３ＬＤＫ

６８.３㎡
１戸

（１－３０２号）八蔵団地大賀郷

若年層（※２）
３人以上世帯向け

一戸建
木造平屋建

２３,３００～
３４,７００H１５３ＬＤＫ

７４.５㎡
１戸

（１号）東六里住宅樫 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

若年層（※２）
３人以上世帯向け

一戸建
木造平屋建

２３,６００～
３５,１００H１５３ＬＤＫ

７５.５㎡
１戸

（２号）尾越住宅中之郷

高齢者等（※１）
単身世帯向け

鉄筋コンクリート造
３階建

１５,０００～
２２,４００H１０１ＤＫ

４７.５㎡
１戸

（１０３号）中之郷団地中之郷

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

１８,９００～
２８,１００H１０２ＬＤＫ

５９.６㎡
１戸

（１０７号）中之郷団地中之郷

高齢者等（※１）
単身世帯向け

鉄筋コンクリート造
２階建

１８,２００～
２７,２００H１２１ＬＤＫ

５５.０㎡
１戸

（Ｃ－１０１号）瀬戸団地末 吉

高齢者等（※１）
単身世帯向け

鉄筋コンクリート造
２階建

１５,８００～
２３,６００H１２１ＬＤＫ

４７.８㎡
１戸

（Ｃ－１０４号）瀬戸団地末 吉

※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
９月８日（木）～９月１５日（木）
午前８時３０分～正午、午後１時～５時
※１０日（土）、１１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２２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
３２

高齢者健康教室
�  １０:００～１２:００樫

１

１０

RAINBOW CUP ２０１１

図書館おはなし会
 １０:００～１１:００

９８７

１歳児歯科健康診査
�  ９:１５～１０:００受付保福

６

高齢者健康教室
�  １０:００～１２:００末

５

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

４

１７１６

こどもおやつ教室
�  ９:３０～１１:００保福

１５

高齢者健康教室
�  １０:００～１２:００中

１４

高齢者健康教室
�  １０:００～１２:００三

１３１２

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

１１

RAINBOW CUP ２０１１

２４２３　秋分の日

図書館休館日

２２２１２０

高齢者健康教室
�  １０:００～１２:００大

１９　敬老の日

図書館休館日

１８

３０

図書館休館日

２９２８２７

こども心理相談
�  ９:００～１６:００

３歳児健康診査
�  １３:１５～１３:４５受付

保福

保福

２６

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

２５

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

樫立・中之郷・末吉大　賀　郷三　　　根

９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 9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

５日（月）、１２日（月）、２６日（月）ふれあいの湯

６日（火）、１３日（火）、２０日（火）、２７日（火）みはらしの湯

７日（水）、１４日（水）、２１日（水）、２８日（水）ザ・ＢООＮ

１日（木）、８日（木）、１５日（木）、２２日（木）、２９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

９：００～９月１２日（月）～１６日（金）耳鼻咽喉科

１３：００～９月１６日（金）糖尿病教室

※初めて町立八丈病院にかかる方は、午前８時３０分からの受け付けとなります。

� 　１００％再生紙を使用しています

土金木水火月日
３２１

燃害

１０９８７６５４

燃害びん資源
古着燃害金属

１７１６１５１４１３１２１１

燃害資源燃害金属

２４２３２２２１２０１９１８

燃害資源燃害金属

３０２９２８２７２６２５

燃害資源燃害金属

土金木水火月日
３２１

金属燃害

１０９８７６５４

金属燃害資源
古着燃害

１７１６１５１４１３１２１１

金属燃害
びん資源燃害

２４２３２２２１２０１９１８

金属燃害資源燃害

３０２９２８２７２６２５

金属燃害資源燃害

土金木水火月日
３２１

金属燃害

１０９８７６５４

金属燃害資源
古着燃害

１７１６１５１４１３１２１１

金属燃害
びん資源燃害

２４２３２２２１２０１９１８

金属燃害資源燃害

３０２９２８２７２６２５

金属燃害資源燃害


