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各地域の人口・世帯数
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人　口 8,177人 増 14人
　　男 4,085人 増 4人
　　女 4,092人 増 10人
世帯数 4,562世帯 増 6世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,097 1,914 1,841 3,755
大賀郷 1,538 1,335 1,377 2,712
樫　立 307 277 275 552
中之郷 394 370 390 760
末　吉 226 189 209 398
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スポーツの秋！
みんなで楽しく運動

　　第50回町民体育大会
　　各地域　10月9日（日）
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　　　　　就任のあいさつ　八丈町長　山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山 下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下 奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉奉 也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也也
　このたび、９月２５日付をもって、町長に就任いたしまし

た、山下奉也でございます。

　今回の町長選挙におきまして、多くの町民の皆様のご支

援により、町長の任に当たることとなり、町政を担う責任

の重大さに身の引き締まる思いでございます。

　私の３４年間の行政経験を町政に活かし、次の世代に揺る

ぎない八丈島を残していくため、町長として務めてまいり

ます。

　私の基本理念は、浅沼道徳前町長の意思を受け継ぎなが

ら、町政を一新していくことでございます。

　年次計画に基づいて進めている政策は、引き続き着実な

成果に結び付けていく一方、町政を担う八丈町職員の人材育成をより一層図りたいと考えております。その

上で、八丈島の地域資源・社会資本を活かした行財政運営を、長期的視点に立って舵取りいたします。

　八丈島を活性化させるため、農業や漁業の振興とそれに調和した観光振興を図り、整備したスポーツ施設

を積極的に活用した来島者増加策や、人口減少・少子高齢社会に対応すべく施策を推進してまいります。

　町政を預からせていただく４年間、町職員と一丸となって努力する所存ですので、町議会をはじめ、町民

の皆様からの特段のご指導、ご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げ、就任の挨拶といたします。

町長就任挨拶／秋の全国火災予防運動／停電のお知らせ

� � �

島内全域停電のお知らせ
　東京電力㈱では、八丈島内燃力発電所の電気設備法定点検のため、下記のとおり島内全域を停電します。

日　時　　平成 ２４ 年１月２６日（木）　午前０時～４時
※雨天でも停電を行います。　　　　　　　　　　

　詳しくは、東京電力㈱八丈島事務所までお問い合わせください。

■問い合わせ■　東京電力㈱八丈島事務所　電話　２－０００９

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全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国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予予予予予予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防防防防防防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 消したはず 決めつけないで もう一度

　秋の全国火災予防運動が１１月９日（水）から１５日（火）まで実施されます。火災は、生命のみならず、貴重
な財産や思い出も一瞬にして失ってしまう怖いものです。火気や電気器具の取り扱いには十分注意し、火災
を未然に防ぎましょう。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～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防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火 いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいのののののののののののののののののののののちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちををををををををををををををををををををを守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦⑦つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつのののののののののののののののののののののポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ ［③つの習慣］
［④つの対策］ 　� 寝たばこは絶対にやめる。
　� 逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。　 　� ストーブは燃えやすいものか
　� 寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐため防炎品を使用する。 　ら離れた位置で使用する。
�火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器を設置する。　 　� ガスコンロなどから離れる時
�お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。  　は必ず火を消す。

■問い合わせ■　八丈町消防本部予防係　電話　２－０１１９
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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。

〇９月の主な取り組み

①大気中の放射線量測定について
・９月２５日（日）、保育園と子供家庭支援センターにおいて、放射線量の測定を行いました。結果は下記の

とおりです。

（各場所とも５回測定を行った平均値）

・大賀郷小学校校庭での放射線量測定について（５回測定を行い、平均値をその日の値として記録）

◎測定日：１０月１７日（月）　地上１m　０.０４２μ Sv　・　地上５cｍ　０.０６４μ Sv

※測定結果については、ホームページに掲載しています。

②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

地上５ｃｍ地上１ｍ測 定 場 所

０.０５０μSv／時間０.０４０μSv／時間むつみ保育園

０.０７０μSv／時間０.０６０μSv／時間むつみ第二保育園

０.０３０μSv／時間０.０４０μSv／時間若草保育園

０.０３０μSv／時間０.０４０μSv／時間あおぞら保育園

０.０４０μSv／時間０.０５０μSv／時間子供家庭支援センター

送金先義援金額受付期間義援金名

日本赤十字社
１６,５８４,８２９円
（９月３０日現在）

平成２３年３月１４日から
平成２４年３月２６日まで

東日本大震災　義援金

　義援金の受付期間が延長になりました。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

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

▲０７.６％▲１９.６％▲２１.８％▲１８.９％▲１２.７％４月

▲０８.３％▲６.６％▲１６.０％▲２３.６％▲１４.１％５月

▲０４.３％▲８.８％▲１６.８％▲１７.０％▲１９.２％６月

▲０４.３％▲１８.２％▲１５.９％▲１６.４％▲２２.９％７月

▲１０.０％▲１６.８％▲１７.７％▲２８.４％▲２５.６％８月
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　交通安全・ごみの減量化ポスターを各小学校の高学年生および各中学校の生徒より、火災予防ポスター
・標語を各小学校の３年生以上に募集した結果、交通安全ポスターには、小学生２１点、中学生１９点、ごみ
減量化ポスターには、小学生４９点、中学生５８点、火災予防ポスターには１５７点、標語には１８０点、合計４８４
点の作品が寄せられました。
　審査の結果、次の方々の作品が入選され、作品を啓発用ポスターに掲載させていただき、交通安全にご
み減量化および火災予防のPRに努めてまいります。たくさんのご応募ありがとうございました。

交通安全、ごみ減量化ポスター

〇交通安全ポスター入選作品
　●小学生部門

　●中学生部門

〇ごみ減量化ポスター入選作品
　●小学生部門

優秀　大賀郷小６年　桑原　渚 佳作　大賀郷小６年　菊池美紀

佳作　三根小６年 　藤巻弥夢

優秀　三根小６年　小宮山いつき 佳作　大賀郷小６年　小林愛果 佳作　大賀郷小５年　奥山　凛

優秀　三原中２年　河野美海

佳作　大賀郷中２年　田村彩海

佳作　三原中２年　山下栄太

交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交 通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通 安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安 全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、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 みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの 減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減 量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量 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 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、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 予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予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 ポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポ 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標 語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語 入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入 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 作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作 品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品
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〇火災予防標語入選作品

　優秀　　ほうちきは　みんなを守る　すぐれもの　　　三根小５年　　塩野まりあ

　佳作　　わすれない　いつもきにする　火の用心　　　三根小３年　　田村恭哉

　佳作　　かくにんだ　でかかるまえに　ひのしまつ　　大賀郷小６年　奥山美海

■問い合わせ■　総務課　内線２１１・２１５

火災予防ポスター・標語入選作品

優秀　三根小５年　高島颯太

佳作　三根小６年　高橋実悠初

佳作　三根小３年　高島蒼生

〇火災予防ポスター入選作品

交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交 通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通 安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安 全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、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 みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの 減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減 量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量 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 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、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 予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予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 ポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポ 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標標 語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語 入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入 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 作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作 品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品

優秀　三原中２年　菊池菜々佳 佳作　大賀郷中２年　鈴木里果 佳作　三原中２年　菊池海南子

　●中学生部門
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平平成成２２２２年年度度公公営営企企業業会会計計決決算算ののああららまましし
　八丈町は、水道事業・一般旅客自動車運送事業・病院事業の３事業について、地方公営企業法の規定の
全部適用を受け、それぞれ特別会計を設けて、独立採算制の企業会計方式により経営しています。

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．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計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計
　本事業は、水道法の本旨に基づき清浄な生活用水の安定供給に重点をおき、水道施設の整備を図るとと
もに、経営の合理化に努めています。
　本年度は、料金改定を実施し、給水収益が２８９,７１９千円（前年比３２,０２１千円の増）となりました。また、
主な建設改良事業としては、水量の安定確保を図るため、坂下地区配水管布設工事（第一工区）・（第五工
区）・（第八工区）・（第九工区）・（第十工区）および坂上地区配水管布設工事（第三工区）・（第四工区）を
実施し、施設機能を向上させるため、坂上地区計測機器改修工事を行いました。
　本年度の総収益は３０９,３６９千円（前年比９,０４８千円の減）、総費用は２８６,８３２千円（前年比２４,９８３千円の減）
となり、当年度純利益が２２,５３７千円となりました。
　繰入金については、一般会計からの繰出金総額２６,６７８千円のうち、資本勘定に繰り入れた補助金８,２５２千
円を除く補助金１８,４２６千円（前年比４０,２１７千円の減）を営業外収益として損益勘定に繰入れました。

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客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送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送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計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計
　本事業は、昭和３２年発足以来、地域住民のサービス向上を目指し、生活路線の運営に努めていますが、
乗合バスは人口減などにより、依然乗客減少が止まらず２,９６３千円の減収（定期観光バス廃止分含む）と
なっていますが、観光貸切バスは、定期観光バス廃止による配置換え（２両→３両）を行い、大幅な増収
を見込んでいましたが、「東日本大震災」以降、予約のキャンセルが相次ぎ７,０７３千円の増収にとどまりま
した。また、大型貸切バスを１両購入し、職員を１名減員しました。
　本年度の経常収益（一般会計補助金除く）は４１,６２１千円（前年比３,５７３千円の増）、経常費用は１０４,５４７千
円（前年比８,１４８千円の減）となり、一般会計からの補助金６４,０００千円（前年比１４,０００千円の減）を受け入
れ経常利益を計上しました。

平成２２年度公営企業会計決算

（１）収益的収入および支出

（単位：千円）【収益的収入】

決　算　額区　分
２８９,７１９給水収益（水道料金）
１,０１０負担金（給水装置負担金）
２１４雑収益

１８,４２６一般会計補助金
３０９,３６９合　計

２２,５３７当年度純利益

（２）資本的収入および支出

（単位：千円）【資本的収入】

決　算　額区　分
２３６,１００企業債
５４,６９７国庫補助金
１１７,２０９都補助金
８,２５２一般会計補助金
４１６,２５８合　計

　資本的収入額が資本的支出額に不足する額１１２,０９３千円は、
消費税資本的収支調整額１２,０５４千円、損益勘定留保資金
１００,０３９千円で補てんした。

（単位：千円）【収益的支出】

決　算　額区　分
６１,４３４人件費
７６,９２１物件費
１０８,３４１減価償却費
３１,１４５支払利息
２,６８７繰延勘定償却
６７８雑支出
５,６２６特別損失
２８６,８３２合　計

（単位：千円）【資本的支出】

決　算　額区　分
１４８,２６１配水施設費
１８６,１４２坂下地区上水道整備費
８７,３１０坂上地区簡易水道整備費
９６９固定資産購入費

１０,６５７開発費
９５,０１２企業債償還金
５２８,３５１合　計
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３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院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計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計
　町立八丈病院は、東京の島々の中で唯一の自治体病院であり、昭和４１年の開院以来、伊豆諸島の中核的
病院として離島における医療確保に努めています。
　診療については、内科、外科、小児科、産婦人科のほか臨時診療（専門外来）を実施しています。
　本年度の収支状況については、医業収益は１,１３６,７５８千円（前年比６,０７３千円の減）、医業費用は１,４０１,７７５
千円（前年比２７,２８５千円の減）となり、当年度純利益が８,６９１千円となりました。
　繰入金については、一般会計からの繰出金総額２６８,４７５千円のうち、資本勘定に繰り入れた負担金６５,９８１
千円を除く負担金５６,５３５千円（前年比１,５８５千円の増）と補助金１３７,２１９千円（前年比２１,７２６千円の減）を医
業外収益、８,７４０千円（前年比５４,２６０千円の減）を特別利益として損益勘定に繰入れました。

（１）収益的収入および支出
（単位：千円）【収益的収入】

決　算　額区　分
１５,０８７乗合収益
２５,８７２貸切収益
１６３運送雑収益
３８１雑収益

６４,０００一般会計補助金
１１８都補助金
８２７特別利益

１０６,４４８合　計

（２）資本的収入および支出
（単位：千円）【資本的収入】

決　算　額区　分
１６,０００企業債
１６,０００合　計

（単位：千円）【収益的支出】
決　算　額区　分

７９,９０４人件費
１７,６０６物件費
４,８１９減価償却費
９３５繰延勘定償却
１,２８３雑支出
１,７５３特別損失
１０６,３００合　計

１４８当年度純利益

（単位：千円）【資本的支出】
決　算　額区　分

２２,１９３固定資産購入費
２２,１９３合　計

　資本的収入額が資本的支出額に不足する額６,１９３千円は、消費税資本的収支調整額１,０５０千円、損益勘定留保資金８４３千円、
建設改良積立金取り崩し額４,３００千円で補てんした

平成２２年度公営企業会計決算

（１）収益的収入および支出
（単位：千円）【収益的収入】

決　算　額区　分
２７６,４２３入院収益
８２２,２０６外来収益
３８,１２９その他医業収益
１５２,５７３都補助金
５６,５３５一般会計負担金
１３７,２１９一般会計補助金
１,７０４患者外給食収益
１５,３７５その他医業外収益
５９６他会計補助金
８,８０４特別利益

１,５０９,５６４合　計

（２）資本的収入および支
（単位：千円）【資本的収入】

決　算　額区　分
３０,３００企業債
６５,９８１一般会計負担金
３６,０７５都補助金
６,６７５他会計補助金
５,０００寄附金
１４４,０３１合　計

（単位：千円）【収益的支出】
決　算　額区　分

４８５,９７３人件費
５４１,３８７材料費
３０５,５９３経　費
６５,６３７減価償却費
３,１８５研究研修費
４５,６６０支払利息
６,２０４繰延勘定償却
２,７４４患者外給食材料費
４０,２９９雑支出
４,１９１特別損失

１,５００,８７３合　計

８,６９１当年度純利益

（単位：千円）【資本的支出】
決　算　額区　分

４,９６５建物整備費
５２,６０１固定資産購入費
１３１,３７１企業債償還金
１８８,９３７合　計

　資本的収入額が資本的支出額に不足する額４４,９０６千円は、
消費税資本的収支調整額２,４９２千円、損益勘定留保資金
４２,４１４千円で補てんした。
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水道係からお知らせ ほか

解説　公営企業で使われる用語
�収益的収入および支出　公営企業の営業活動から生ずる収益や費用で、収益的収入には営業収益・預金
利子・国都補助金などがあり、収益的支出には、人件費・物件費などの諸経費のほか、減価償却費や繰
延勘定償却などの現金の支出を伴わない費用も含まれます。
�資本的収入および支出　公営企業の諸施設の整備、拡充などに伴う収支で、資本的収入には企業債や施
設などに対する補助金などがあり、資本的支出には、建設改良費・固定資産購入費・企業債償還金など
があります。
�損益勘定留保資金　収益的支出に現金の支出を必要としない費用（減価償却費・繰延勘定償却など）を
計上することにより、資金が外部に流出することなく留保されます。この内部留保資金を損益勘定留保
資金といいます。
�減債積立金　企業債償還金の財源に充てるための積立金で、毎事業年度に生じた利益を積み立てておき
ます。
�建設改良積立金　建設改良事業の財源に充てるための積立金で、毎事業年度に生じた利益を積み立てて
おきます。

宅地内の漏水で水が止まらない場合は……
　メーターボックス内にある止水栓をひねって水を止めましょ
う。丸いハンドルの場合は、ハンドルを回して止めてください。
　そのうえで漏水部分を確認し、町指定水道工事店までご連絡
ください。

漏水のチェック方法
　検針水量がいつもより多いと感じたら、水の節約のためにも定期的に漏水チェックをすることをお勧めし
ます。 漏水チェック手順

①ご家庭の蛇口を全部閉める。
②水道メーターのパイロット（左記写真）の動きを見る。
・パイロットが止まっている場合は漏水ではありません。
・パイロットが回っている場合は、水道メーターから蛇口までの間
で漏水している恐れがあります。早急に町指定水道工事店に修理
を依頼してください。

　不明な点や町指定水道工事店については、企業課水道係までお問い合わ
せください。

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 ■問い合わせ■　企業課水道係　内線　３１５・３１６

水が出る状態 水が止まる状態 

パイプと垂直になるようにひねる 

止水栓 

メーターボックス

パイロット 

※写真とは異なる形のメーターボックス、止水栓もあります
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平成２３年度公営企業会計予算

（１）収益的収入および支出

（単位：千円）【収益的収入】

予　算　額区　分

３２,６３１乗合収入

６９,０５０貸切収入

３１５雑収益

２０,０００一般会計補助金

１１８都補助金

７６８特別利益

１２２,８８２合　計

（２）資本的収入および支出

（単位：千円）【資本的支出】

予　算　額区　分

２９７固定資産購入費

３,１７５企業債償還金

３,４７２合　計

（単位：千円）【収益的支出】

予　算　額区　分

８０,９９２人件費

２８,２８０物件費

７,１９５減価償却費

６４支払利息

２００予備費

１１６,７３１合　計

　資本的収入額が資本的支出額に不足する額３,４７２千円は、
消費税資本的収支調整額１５千円、損益勘定留保資金３,４５７千
円で補てんする。

平平成成２２３３年年度度公公営営企企業業会会計計予予算算のの状状況況

２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般般旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客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送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送送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計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．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計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計

（１）収益的収入および支出

（単位：千円）【収益的収入】

予　算　額区　分

３０６,０４５給水収益（水道料金）

１,２６０負担金（給水装置負担金）

２５８雑収益

５,０６６一般会計補助金

３１２,６２９合　計

（２）資本的収入および支出

（単位：千円）【資本的収入】

予　算　額区　分

２２９,０００企業債

８,９６５一般会計補助金

２９,６３２国庫補助金

１４４,５１５都補助金

４１２,１１２合　計
　資本的収入額が資本的支出額に不足する額１１３,９１８千円は、
消費税資本的収支調整額１１,７７０千円、損益勘定留保資金
１０２,１４８千円で補てんする。

（単位：千円）【収益的支出】

予　算　額区　分

５７,９０３人件費

８３,０２０物件費

１１９,９４７減価償却費

３１,２６６支払利息

５,３００繰延勘定償却

２００予備費

２９７,６３６合　計

（単位：千円）【資本的支出】

予　算　額区　分

１４１,３４１配水施設費

１９５,０９６坂下地区上水道整備費

９３,７６２坂上地区簡易水道整備費

６３固定資産購入費

９５,７６８企業債償還金

５２６,０３０合　計
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平平平平平平平平平平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成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末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調調調調調調整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整整なななななななななななななななななななななななななななななななどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどののののののののののののののののののののののののののののののの説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明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
　多くの給与所得者は、この「年末調整」によってその年

の所得税の納税が完了し、改めて確定申告をする必要がな

くなります。この意味からも大切な手続きと言えます。

　今年の年末調整の手続きと関連書類作成についての説明

会を下記のとおり行います。事業所、個人事業者の方など、

年末調整を正しく行うためにもぜひご出席ください。

説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説説明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明会会会会会会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のののののの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時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間ののののののののののののののののののののの訂訂訂訂訂訂訂訂訂訂訂訂訂訂訂訂訂訂訂訂訂正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正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
　広報はちじょう１０月号３ページに掲載しました、開催時間が誤っていましたので、訂正してお詫

びいたします。

　開催時間が変更になっていますので、お間違えのないようご注意ください。

■日時　１１月２５日（金）　午前９時～１１時３０分　　■場所　保健福祉センター

税のお知らせ ほか

今月の納期限および口座振替日
� ３０日（水）　国民健康保険税第５期
　 納期内納税にご協力をお願いします。

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

３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院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計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計

（１）収益的収入および支出

（単位：千円）【収益的収入】

予　算　額区　分

４７６,１７３入院収益

８２１,３６５外来収益

２８,１７９その他医業収益

１４８,４４０都補助金

６０,６６２一般会計負担金

５０,０００一般会計補助金

５００他会計補助金

１,５１２患者外給食収益

１６,３６０その他医業外収益

１,６０３,１９１合　計

（２）資本的収入および支出

（単位：千円）【資本的収入】

予　算　額区　分

３１,５００企業債

７４,２３３一般会計負担金

３３,０８５都補助金

１３８,８１８合　計
　資本的収入額が資本的支出額に不足する額１１５,０１６千円は、
消費税資本的収支調整額４,６５１千円、損益勘定留保資金
１１０,３６５千円で補てんする。

【収益的支出】　　　　　　

予　算　額区　分

５４７,３６２人件費

５７５,１８７材料費

３４８,８８９経　費

６８,５９８減価償却費

４,０３５研究研修費

４３,１７６支払利息

６,２０５繰延勘定償却

２００特別利益

２００予備費

１,５９３,８５２合　計

【資本的支出】　　　　　　

予　算　額区　分

９,４４４建物整備費

８３,９２８固定資産購入費

９,８１８開発費

６,２１０退職給与金

１４４,４３４企業債償還金

２５３,８３４合　計

○「公営企業会計決算・予算」についての問い合わせは企業課経理係（内線３１２）までお願いします。

　納期限を過ぎた町税が未納になって
いませんか。町税はあなたの暮らしを
支える大切な財源です。必ず期日まで
に納めましょう。
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住民係からのお知らせ／八丈町和牛貸付事業

☆住民基本台帳カードについて
　八丈町では、住民基本台帳カード取得に約２週間かかります。

住民基本台帳カードとは……住民基本台帳法に基づき発行するＩＣカードです。（写真付きと写真なしを
選択できます。）このカードは、住民票の広域交付、付記転出入（※１）や公的個人認証サービス（※２）

などに利用できるほか、写真付きの住民基本台帳カード（以下、住基カードという。）は、金融機関などで

の本人確認の公的な証明としても利用できます。

※１．住基カードを所持している方が、八丈町以外へ引っ越しをする場合、事前に付記転出届を八丈町へ郵送すること

で、窓口での転出届出を省略することができます。転入先では八丈町の住基カードを提出し、転入届を行ってく

ださい。詳しくは住民課住民係までお問い合わせください。

※２．公的個人認証・電子申請制度で電子証明書を受け取ることが出来ます。別途、公的個人認証サービスの申請およ

び手数料が必要となります。公的個人認証サービスの申請をご希望の方は住基カード取得後、即日で電子証明書

を発行することが出来ます。詳しくは広報はちじょう１２月号でお知らせします。

申請の際に必要なもの

（１）本人確認書類（運転免許証、パスポートなど）（※ 3 ）

（２）写真１枚（写真付き住基カードを申請される方のみ）

サイズは縦４.５センチ、横３.５センチでふちなしのもの。

申請前６か月以内に撮影したもので、無帽、正面、無背景で肩口まで写っているもの

※ 3．本人確認書類については以下のとおりです。

①本人が申請する場合

運転免許証、パスポートなど

②未成年者の代わりに父、母などの親権者（法定代理人）が申請する場合

（１５歳以上の場合は、本人が申請することができます。）

代理人の運転免許証、パスポートなど（申請時に本人と法定代理人の住所が異なるなど、法定代理人であるこ

とが確認できない場合は、受け取りの際に全部事項証明書（戸籍謄本）などの証明書類の提出が必要となります。）　

③法定代理人以外の代理人が申請する場合

委任状および代理人の運転免許証、パスポートなど

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

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和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付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ののののののののののののののののののののの内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容容ががががががががががががががががががががが変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり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たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
　平成２０年度よりスタートした八丈町和牛貸付事業の内容が変わりました。和牛貸付事業とは、町有の黒毛
和種雌牛を繁殖用基礎牛として貸し出し、その牛が分娩した子牛を島外の市場に売却したり、後継牛として
育て、牛の頭数を増やすための事業です。

●主な変更点　①貸付期間が５年から３年に短縮されました。貸付期間終了後は、貸付牛は借受者に無

償譲渡されます。
　　　　　　　②牛舎を用意しなくても、牧場に預けたまま借り受けできるようになりました。

　畜産業に興味のある方や、牛に興味はあるが牛舎がなくて借りられなかった方など、この事業に興味があ

りましたら、下記までお問い合わせください。

■問い合わせ■　産業観光課産業係　内線　２６５
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９月１６日（金）に行われた「自治振興委員・納税貯蓄組合長の集い」での意見交換会は下記のとおりです。

三根地域
質問１　１０月５日（水）に行われる防災訓練の基本的な構想と実施計画について。「自主組織」と「避難訓

練の在り方」が見直されていると伺いました。特に今年度は三根地域が担当と伺っています。そこ

で、従来の訓練に加えた総合的な防災組織と避難訓練の構想が必要ではないかと考えますが見解を

お伺いします。

回　答　毎年１０月５日に実施している防災訓練については、東日本大震災の津波被害の甚大さにかんがみ

まして、従来の実施方法を見直した形式で実施したいと考えています。

　　　　本年は、三根地域での訓練ですが、津波による災害意識や不安が高まっていることもあり、三根

地域の中でも底土・出廻・神湊東・神湊西地区を対象として、「津波から逃げる」にテーマを絞って

より実践的な避難訓練を予定しています。

質問２　津波対策における「海抜標識」の再考と「避難所」・「避難経路」の確認の実施について。今回の

未曾有の東日本大震災を体験し、八丈島でもあらゆる面から想定以上の防災対策を整備すべきであ

ると考えますが、抜本的な避難対策をお伺いします。

回　答　想定以上の防災対策については、今回の東日本大震災を契機として国を初め東京都も防災計画の

見直しにとりかかる動きもあることから、「八丈町地域防災計画」の見直しも順次取り組みたいと

考えています。

　　　　また、平成１８年４月に配布した「わが家の防災対策」も見直しをしたいと考えています。その中

で、「海抜標識」や「避難経路」の再確認を行いたいと考えています。

質問３　八丈島の発電所の実態と今後の災害対策について。福島原子力発電所の損傷による被害が日本国

民の生活を大きく脅かしています。今後、八丈島で想定以上の災害による発電施設の損傷等が発生

した場合、島の電力供給はどのようになるのかお伺いします。

回　答　八丈島では、東京電力株式会社による内燃力発電（火力発電）・地熱発電・風力発電を組み合わせ

た電力供給が行われています。地熱や風力発電は、八丈島での自給可能エネルギーですが、島内の

発電供給量の約７０％を担う内燃力発電（火力発電）は、島外からの燃料供給（重油）に依存してい

ます。

　　　　八丈島で想定以上の災害による発電施設の損傷が発生した場合についてですが、東京電力株式会

社八丈島事務所へ確認したところ、島内での対応ができなければ本土から高圧発電機車を輸送して

電源確保を図るほか、技術者派遣や資機材輸送による設備復旧を図り、最大限の電力設備復旧に努

めたいという回答でした。

質問４　大型家電などの不法投棄と廃車の処理方法について。世界的な規模でごみ問題が山積みしていま

す。八丈島でも行政をはじめ島民の協力により、分別・集積に努力し、「美しい島、緑の島八丈」の

キャッチフレーズを守っていますが、一部の人が海浜や山中に大型家電や車を不法投棄する場面に

遭遇します。それらの処理方法や指導について、町には厳格な対応をしていただきたいと考えます。

回　答　投棄された土地の所有者と投棄者の関係が明らかにわかっており、不法投棄であると断定できる

場合は、即刻八丈島警察署に通報してください。また、土地所有者との関係が不明で、不法投棄で

はないかと疑われる場合は、住民課環境係までご連絡ください。町では、現場を確認したうえで、

八丈島警察署とも連携して、不法投棄者に対し、法的措置も含め、厳しく対処してまいります。

　　　　不法投棄に対しては、土地所有者による警察機関などへの通報により、ことが進みますが、私有

自治振興委員・納税貯蓄組合長の集い
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地において留め置かれた物品、これは私有財産となり、それに対して、行政として関与できず、行

政指導などを行うことができないのが現状です。町としては、住民一人ひとりの意識の向上を図る

とともに、いろいろな関係者を通じて、可能な限り、土地所有者へ働きかけを行い、景観の維持に

努めてまいります。

質問５　振興委員の任務と腕章・ネームプレートの作成について。高齢者の増加に伴い、振興委員および

民生委員の業務も多岐にわたってきており、特に独り暮らしの方の増加はプライバシーの侵害とも

重なり極めて困難な状況になっています。振興委員が「声掛け」しやすいような手だてが必要だと

考えますが見解をお伺いします。

回　答　昨年度のこの集いでもお話が出ました腕章やネームプレートについては、地域で自治振興委員の

交代があっても引き継いでいただけるよう腕章を今回作成しました。９月末の広報はちじょうをお

届けする際に配布をしますので、ご活用いただきますようお願いします。

質問６　三根公民館の施設などについて。三根公民館の集会所には出口が２か所ありますが、何れも段差

があり、足の不自由な高齢者や車椅子利用の方にとっては大変不便であるばかりでなく、転倒など

の危険をはらんでいます。特に当該集会所は各選挙時には投票所となっており、車椅子の方も利用

しています。そのため、出口についても段差の無い玄関同様、車椅子での出入りが可能なスロープ

の設置を要望します。

　　　　また、公民館裏にある駐車場は未舗装の為、雨天時にはぬかるみや水溜りができ、利用者の転倒

や車による泥はねなどのおそれがあります。そのため、公民館裏の駐車場もアスファルトなどで舗

装していただくよう要望します。

回　答　三根公民館の集会室の出口については通常の使用は少なく、机などを搬出するときなどに使用し

ています。ただ、選挙時には出口として使用しており、車いすの方もいらっしゃいます。他の公民

館などでは、玄関でも簡易式のスロープで対応しているところもあり、選挙時にはそうした取り外

しのできる簡易式のスロープを設置出来ないか、調整し対応します。

　　　　公民館裏にある駐車場のアスファルトなどによる整備については、公民館の立替時に合わせて整

備するのが妥当だと考えます。現在、町では、庁舎建設、汚泥再生処理センター建設などの事業に

取り組んでおり、財政的にも大変厳しい状況ではございますが、住民の皆さんからの立て替えの要

望もあり、そうした事業が終了した後の優先課題として、取り組んでまいります。

大賀郷地域
質問１　八丈町新庁舎建設に伴う近隣住民への配慮について。八丈町新庁舎建設工事期間中は、騒音・粉

塵・悪臭など、近隣住民に迷惑がかからないよう、施工業者へ指導していただくことと、今後、新

庁舎前の都道の交通量が増えることが予想されるため、都道を駐車禁止にしていただくよう要望し

ます。

回　答　新庁舎建設に伴う近隣住民への配慮についてですが、町と施工業者と工事管理者が建設工事が円

滑に進められるように定期的に打ち合わせを行っています。会議において、近隣住民の皆さんに迷

惑がかからないよう、騒音・粉塵・悪臭などに十分な配慮をするよう確認していますので、ご理解

とご協力をお願いします。

　　　　次に、新庁舎前の都道の安全確保については、近隣の方に車を止めっぱなしにしないようにお願

いして廻ったり、広報はちじょう９月号に折り込みチラシを入れて新庁舎前の都道へ長時間の駐車

をしないよう住民の皆さんに協力を要請しています。

　　　　また、道路の駐車禁止に関しては、警察署に相談したところ今後の車両通行量の動向を把握して、

検討していきたいということですのでよろしくお願いします。

質問２　町道の整備について。金土川３地区の道路（大吉丸からジェットエンタープライズに抜ける周辺

自治振興委員・納税貯蓄組合長の集い
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道路）は全体的にアスファルトの表層が剥がれ、数十箇所穴が開いている状況であります。ひどい

所では、深さ５cm位の穴が開いており、歩行者がつまずくと転んで怪我をするおそれがあるため、

早期段階での舗装整備を要望します。

回　答　当該地域の道路は、部分的に狭いところがあり、拡幅改良工事が必要であると認識していますが、

当面の間、ひび割れのある所は新たに舗装をし直します。また穴が開いている所は穴埋めを実施し

ます。

質問３　大中から旧測候所方面における照明設備の設置について。八丈町は、旧測候所職員宿舎を、東日

本大震災被災者用住宅として管理していますが、中学生がいる家族が避難してきた場合、この道路

は大中までの最短距離として使用されると思います。地域住民の生活道路として夜間の利便性向上

に配慮を願い、街路灯の設置を要望します。

回　答　ご要望の場所については、電源の供給がされていない（電柱が途中までしかない）道路であり、

道幅が狭いこともあって、実現が難しいというお答えをさせていただいていました。今回、東日本

大震災被災者の受け入れということも考慮しながら、新しいモデル的な街路灯設置という観点で、

太陽光発電や風力発電を備えた自立式街路灯の設置を検討しました。ところが、自立式街路灯はま

だまだ大変高額であることや、逆に価格の安い一般家庭向け程度の自立式街路灯では明るさが充分

ではないといったデメリットがあります。そこで、従来の街灯方式で電線を物理的に可能な場所ま

で延長する方法を検討しています。そのために道路脇の民有地を借りなければなりませんので、土

地の所有者と連絡を取って雑木林の伐採の許可をいただくための書類のやり取りをしています。何

とか実現に向けて努力したいと考えていますので、ご理解をよろしくお願いします。

質問４　身障者用横断歩道の設置について。空港トンネル内道路は、片側しかガードレールがなく、片側

歩行になっているが、植物公園方面から歩行者が来た場合、ガードレールをまたいで渡っているの

が現状である。身障者の方が安心して歩行できるためにも、植物公園方面入口付近からトンネル歩

道までに横断歩道の設置を要望します。

回　答　このことに関しては、八丈支庁の見解を回答とします。

　　　　交通管理者（八丈島警察署）に相談したところ、トンネル出入り口付近やカーブ上では、「道路

交通法上極めて危険があるため、横断歩道の設置は出来ない」という回答を得ています。身障者の

方々などには、大変ご足労をお掛けしますが、都道八丈循環線交差点の横断歩道までお廻り頂くこ

とになりますので、何卒ご理解ください。

自治振興委員・納税貯蓄組合長の集い ほか

　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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対象者　健康状態が良好で、清掃などに興味のある方　　業務内容　清掃・洗濯ほか

　　　　　　詳細はお問い合わせください。

■問い合わせ・申し込み■　町立八丈病院管理係　電話　２－１１８８
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� ９ 月 の 主 な 会 議 �
議　　　　題　　　　等会　　議　　名日

第３回八丈町議会定例会について議会運営委員会１日

東日本大震災に係る町の取り組みについて　ほか庁議２日

平成２３年度八丈町一般会計補正予算　ほか第３回八丈町議会定例会７日

平成２３年度八丈町病院事業会計補正予算　ほか第３回八丈町議会定例会８日

心と身体の健康づくり講演会について　ほか課長連絡会議１２日

八丈町教育委員会の権限に属する事務の管理および執行状況の点
検および評価に関する外部評価委員（有識者）の委嘱について　
ほか

八丈町教育委員会第６回定例会１３日

八丈町防災訓練について　ほか課長連絡会議２１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６回総会２６日

第３回八丈町議会臨時会について議会運営委員会３０日

女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性ののののののののののののののののののののの人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権ホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホ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ララララララララララララララララララララライイイイイイイイイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン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週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週週間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間
　法務省の人権擁護機関では、夫・パートナーからの暴力や職場などにおけるセクシュアル・ハラスメント

およびストーカー行為といった女性をめぐる相談を専門的に受け付ける専門相談電話「女性の人権ホットラ

イン」を設置し、人権侵犯の疑いがある事案を認知した場合には、事案に応じた措置を講じています。

　女性が相談できる専用電話としてのニーズが依然高いことから、同ホットラインを通じて、女性をめぐる

様々な人権問題に積極的に取り組むことを目的として、全国一斉強化週間を実施します。

●日時　１１月１４日（月）～１８日（金）午前８時３０分～午後７時　　●開設場所　東京法務局人権擁護部

　　　　１１月１９日（土）～２０日（日）午前１０時～午後５時　　　　●ホットライン　０５７０－０７０－８１０

●電話相談担当　人権擁護委員および法務局職員　　　　　　 

■問い合わせ■　東京法務局人権擁護部第三課　電話 ０３－５２１３－１２３４　内線 ２５１６

自衛官募集  陸上自衛隊　高等工科学校生徒
●受験資格　１５歳以上１７歳未満の男子

●受付期間　＜推薦採用試験＞　平成２３年１１月１日（火）～平成２３年１２月１６日（金）

　　　　　　＜一般採用試験＞　平成２３年１１月１日（火）～平成２４年１月６日（金）　

●試験期日　＜推薦採用試験＞　平成２４年１月７日（土）～平成２４年１月９日（月）の指定する１日

　　　　　　＜一般採用試験＞　平成２４年１月１４日（土）

■問い合わせ■　自衛隊東京地方協力本部　大田出張所　電話：０３－３７３６－４２７１　FAX：０３-３７３３-６５５９
Mail tokyo.pco.oota@rct.gsdf.mod.go.jp　HP http://www.mod.go.jp/pco/tokyo/oota/

戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷傷病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者なななななななななななななななななななななどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどののののののののののののののののののののの妻妻妻妻妻妻妻妻妻妻妻妻妻妻妻妻妻妻妻妻妻ににににににににににににににににににににに対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対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特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金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
　増加恩給などを受給されている戦傷病者の妻の方に対して特別給付金が支給されます。

対象者　① 平成１５年４月２日から平成２３年４月１日に新たに戦傷病者などの妻になった方

　　　　② 平成１５年４月１日から平成１８年９月３０日に一般のけがや病気で死亡した戦傷病者などの妻の方

■請求・問い合わせ■　住民課厚生係　内線 ２３１

女性の人権ホットライン強化週間 ほか
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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。

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」について
　確定申告などで社会保険料控除の申告をされる際に添付が必要となる「社会保険料（国民年金保

険料）控除証明書」が１１月上旬に送付されます。１０月３日以降に納付した国民年金保険料の納付書

とともに、大切に保管してください。お問い合わせは、控除証明書専用ダイヤルまでお願いします。

【控除証明専用ダイヤル】（平成２４年３月１５日まで）　０５７０－０７０－１１７
※通話料金は、一般の固定電話の場合、市内通話料金でご利用いただけます。ただし、携帯電話の

場合は全額お客様負担となります。

※ＩＰ電話などの方は、０３-６７００-１１３０にお電話ください。こちらの番号の通話料金は、全額お客様

負担となります。

「扶養親族等申告書」の提出について
　１１月上旬に日本年金機構から「扶養親族等申告書」が送付された方は、必ず期限までに提出して

ください。扶養親族等申告書に関するお問い合わせは、ねんきんダイヤルまでお願いします。

年金事務所職員を名乗る詐欺にご注意ください
　最近、年金事務所職員を装いご自宅を訪問し、「年金の手続きが終わっていない。ご本人に代わ

って手続きをするので手数料を支払ってほしい。」などと言い、その場で現金を請求するような事

例が報告されています。年金事務所の職員がご自宅を訪問し、年金手続きの手数料を請求すること

はありません。年金事務所の職員を名乗った訪問や電話で不審な点がありましたら、その場で対応

することなく、年金事務所へ確認するなど十分にご注意ください。

　なお、年金事務所の職員が訪問する際は、身分証明書を携帯していますのでご確認をお願いします。

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「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」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」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。
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国保だより

医療費が高額になったとき
　医療費の自己負担が高額になったとき、国保に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として

支給されます。対象の方には、高額な医療費を支払った約２か月後に申請書が届きますので、申請書および医療

機関で支払った領収書と印鑑を持参のうえ、国保年金係で申請してください。入院の場合は、限度額適用認定証

の交付を国保年金係で受ければ、支払いが限度額までとなります。入院前に申請をしてください。限度額は、所

得区分によって異なりますので、交付された限度額適用認定証を医療機関に提示してください（保険税を滞納し

ていると認定証が交付されない場合があります）。

�７０歳未満の人の場合

　同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下記の限度額を超えた場合、その超えた分が支給

されます。

※１　基礎控除後の総所得金額などが６００万円を超える世帯に当ります。

※２　過去１２か月間に、一つの世帯での支給が４回以上あった場合は、４回目以降の限度額を超えた分が支給さ

れます。

�７０歳以上７５歳未満の人の場合

　外来（個人単位）の限度額Ａを適用後に世帯単位で限度額Ｂを適用します。入院の場合は、窓口での負担額が

Ｂの限度額までとなります。

※１　同一世帯に住民税課税所得が１４５万円以上の７０歳以上７５歳未満の国保被保険者がいる人。

※２　７０歳以上７５歳未満の人で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。

※３　７０歳以上７５歳未満の人で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が

必要経費・控除（年金の所得は控除額を８０万円として計算）を差し引いたときに０円となる人。

※４　かっこ内は平成２４年３月までの限度額

※５　過去１２か月以内にＢの限度額を超えた支給が４回以上あった場合、４回目以降４４,４００円。

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

　　◆国保税は国保制度の重要な財源です。納め忘れのないようご注意ください。

　　◆国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。

　その他、国民健康保険証や制度について分からないことや、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

外来＋入院（世帯単位） Ｂ外来（個人単位）A

６２,１００円
（４４,４００円） ※４

２４,６００円
（１２,０００円） ※４一般

８０,１００円＋（医療費―２６７,０００円）×１％［４４,４００円］※５４４,４００円現役並み所得者 ※１

２４,６００円
８,０００円

低所得者Ⅱ ※２

１５,０００円低所得者Ⅰ ※３

４回目 ※２３回目まで

４４,４００円８０,１００円＋（医療費－２６７,０００円）×１％一般

８３,４００円１５０,０００円＋（医療費－５００,０００円）×１％上位所得者 ※１

２４,６００円３５,４００円住民税非課税世帯
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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

●１１月３日（木）は、クリーンセンターの定休日。ごみの収集もありません
　八丈町クリーンセンターは定休日のため、ごみの受け付けはありません。大賀郷地域と樫立・中之

郷・末吉地域の「燃やせるごみと有害ごみ」の収集も行いませんので、集積所に出さないでください。

　なお、中之郷埋立処分場は、午前８時３０分から午後５時１５分まで、平常どおり受け付けます。

●ヤンバルトサカヤスデの対策
　広報はちじょう６月号８ページおよび９月号１０ページでお知らせした、大賀郷・甚太地区（都道の

地点標７６付近）において『ヤスデ発生源対策』のための薬剤散布を実施しています。

　薬剤散布区域内のあしたばなどは、引き続き採らないようお願いします。薬剤散布区域には、お知

らせの看板を設置していますので、皆さんのご協力をお願いします。

●一般廃棄物処理手数料
　９月３０日は、一般廃棄物処理手数料Ⅰ期の納期限でした。まだ納付してない事業者は、すみやかに

納めてください。

●危険！燃やせるごみの中に包丁などが・・・
　９月１０日（土）の収集がない日に、集積所に出されていたごみ

の中身を調べると、燃やせるごみの他に包丁やまな板、魚焼き網、

空き缶、食卓塩のびんなどが入っており、正しい分別がされてい

ませんでした。ごみだしマナーの悪い事例については、徹底的に

調査し、指導を行います。

　このような事例を見かけたらごみ袋を開けずに住民課環境係ま

でお知らせください。

�シリーズ・ワンポイント「管理型最終処分場」�
　第３５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１３）
　＜遮水工＞遮水工は、雨水が廃棄物を透過して出た浸出水が埋立地外へしみ出すことを防止するために、
埋立地内の全面に遮水シートを敷設する工事です。

　まず、遮水シートを敷設する基礎地盤を平滑に整形

し、その後シート割り付け計画に従って貼り合わせて

いきます。八丈島一般廃棄物管理型最終処分場では、

遮水シートは二重構造とし、それぞれのシートを厚さ

１ ㎝ の不織布と保護マットにて保護します。施工に当

たって、施工前はシート素材の引っ張り強度等の各種

試験を行い、施工中は接合部の接合強度試験等の施工

管理を行います。
遮水工断面図

大大島島一一般般廃廃棄棄物物管管理理型型最最終終処処分分場場見見学学会会ののおお知知ららせせ
日　時　平成２３年１１月１５日（火）午後２時～　　申込方法　１１月１０日（木）まで電話申込（先着順）

場　所　東京都大島町差木地地内　　　　　　　募集人員　４０名（現地集合が可能な個人または団体の方）

申込先　東京都島嶼町村一部事務組合　河野・鈴木　　電話番号　０３－３４３２－４９６１
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合併処理浄化槽／放課後子どもプラン指導員募集

◎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～

浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄化化化化化化化化化化化槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽市市市市市市市市市市市町町町町町町町町町町町村村村村村村村村村村村整整整整整整整整整整整備備備備備備備備備備備推推推推推推推推推推推進進進進進進進進進進進事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業（（（（（（（（（（（市市市市市市市市市市市町町町町町町町町町町町村村村村村村村村村村村設設設設設設設設設設設置置置置置置置置置置置型型型型型型型型型型型）））））））））））ののののののののののの説説説説説説説説説説説明明明明明明明明明明明会会会会会会会会会会会にににににににににににつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいててててててててててて
　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、浄化槽市町村整備推進事業（市町村設置型）についての説明会を自治会、地区、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ご連絡ください。

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

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
〇三根小学校　　①放課後～午後４時３０分、放課後～午後６時３０分
　　　　　　　　　定員１名、週３回
　　　　　　　　②放課後～午後４時３０分　定員２名、週２～３回
〇大賀郷小学校　①放課後～午後４時３０分、放課後～午後６時３０分
　　　　　　　　　定員１名、週３回
　　　　　　　　②放課後～午後４時３０分　定員１名、週２～３回
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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６か月児健康診査 ………………１１月２９日（火）　午後１時１５分～１時４５分受付

�対象　平成２２年３月１日～平成２２年５月２９日生まれの幼児

　２歳児歯科健康診査 …………１１月１６日（水）　午前９時１５分～１０時受付

�対象　平成２１年８月１１日～平成２１年１１月１６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

　１１月２９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

　１１月７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。

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　２１日（月）～２５日（金）
　※２３日（水）はお休みです

　※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！

１１月２日（水） 製作・クリスマス準備

　　９日（水） 世代間交流

　　１６日（水） 製作・壁面装飾

�そのほかの催し

１１月８日（火） 絵本＆紙芝居　午前１０時３０分～１１時

　　１８日（金） おりがみ遊び　午前１０時３０分～１１時

　　２８日（月） ほのぼの健康相談　午前１０時～１１時３０分

定期予防接種の
　お知らせ　

　
麻しん風しん集団接種
　■日時　１１月２２日（火）
　　　　　午後３時～３時３０分
ＤＰＴ三種混合集団接種（Ⅰ期）
　■日時　１１月８日（火） 
　　　　　午後３時～３時３０分
予約制予防接種
　■日時　１１月９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
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為朝凧作り教室／よ・け・こ研修開催／郷土料理教室

　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３回目は八丈産季節の野菜を中心とした料理です。

※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　１１月２４日（木）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　　　　■申込締切　１１月１７日（木）

■問い合わせ・申し込み■　健康課保健係　電話　２－５５７０

郷 土 料 理 教 室 郷 土 料 理 教 室 

　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。

　「美姿勢・美脚でアンチエイジング」。今回は美姿勢をテーマに下記の４コースで行います。

●日時・内容　各回とも午後７時～８時３０分

　①１１月９日（水） 　ストレッチポールを体験し、姿勢の歪みを直す方法を習得

　②１１月１６日（水） 　メジャーリーグトレーナーに聴いた肩の障害予防の秘訣

　③１１月２５日（金） 　１. 骨盤のズレを直して美脚！　２. O脚・冷え性や生理痛の改善にもつながる運動

　④１２月７日（水）　 目的に合ったストレッチポールの正しい使い方

※各回とも集団での運動になりますので、通院中の方や運動に不安のある方は申し込み時にご相談ください。

●場所　養和会第二老人ホーム　二階会議室　　　　●定員　各回１０名（各回毎に予約をお願いします）

●費用　無料　　●主催　社会福祉法人　養和会　　●講師　理学療法士・伊原恵美子・伊勢崎嘉則

■予約・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

子子子子子子子子子子子子子子子供供供供供供供供供供供供供供供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大大大大大大大大大大大大大大大人人人人人人人人人人人人人人人まままままままままままままままででででででででででででででで 為為為為為為為為為為為為為為為朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝朝凧凧凧凧凧凧凧凧凧凧凧凧凧凧凧作作作作作作作作作作作作作作作りりりりりりりりりりりりりりり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！！！！！！！！！！！！！！！　

　為朝凧作り教室を、下記の日程で行います。来年１月には作った凧での為朝凧あげ大会を予定しています。

子どもから大人まで、皆さんのご参加をお待ちしています。

申込方法　各出張所・教育委員会・町

役場にある申込用紙に記入

し、提出してください。

申込締切　１１月１１日（金）

参  加  費　 無料

凧作り教室　各地区日程（予定）

�坂下地域　日程　１２月１日（木）、５日（月）、８日（木）、１２日（月）、１５日（木）、１９日（月）

　　　　　　時間　午後６時３０分～８時３０分　　会場　三根公民館　　　定員　２０名

�坂上地域　日程　１２月２日（金）、６日（火）、７日（水）、８日（木）、９日（金） 

　　　　　　時間　午後６時３０分～８時３０分　　会場　中之郷公民館　　定員　２０名

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　２－０７９７

※小学３年生以下の児童は、保護者同伴とします。

※小学生は凧の絵柄は自由です。もとになる絵を凧作り教室初日

までに準備してください。

※応募者多数の場合、小学生を優先参加とし、その他の方で抽選

となります。小学生の応募者のみで定員を超えた場合は、小学

生の応募者で抽選となります。（教育委員会内で抽選します）
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教育委員会だより

■今月の学校行事
　�運 動 会　３日（木） 全小学校

　�音 楽 会　６日（日） 大賀郷中学校（八丈高校視聴覚ホールにて）

　�学校公開　９日（水）～１２日（土） 富士中学校

　�合唱コンクール　１２日（土） 富士中学校　（八丈高校視聴覚ホールにて）

　�公開授業　１４日（月）、１５日（火） 大賀郷中学校

　�あいさつ・ふれあいチャレンジプロジェクト※　１８日（金） 大賀郷小学校

※オリンピアン（五輪出場経験者）をはじめとするアスリートが、子供たちとその保護者などとの交流

を通じて「あいさつ」の大切さを訴えるとともに、社会に貢献しようとする心や他人のために役に立

つ喜び、チームワークの大切さを実感するきっかけ作りを行います。

■就学時健診を実施します
　来年度小学校へ入学するお子さんを対象に健康診断を実施します。

　１４日（月） 三根小学校

　１５日（火） 大賀郷・三原小学校

　詳しくは送付される案内をご確認ください。

　高いところから見る景色は雄大で、解放感があ

ります。ふだんは目にすることのできない全体像

をとらえることができます。下界では自分よりは

るかに大きいものがちっぽけに見えたりするので、

何となく自分が大きく、えらくなったような気分

にもなります。

　自分が立っている場所により見え方が違うこと

は誰でも知っていて、時にはそれを楽しんだりも

するのですが、対象が人間である場合には案外そ

のことが気になるようで、あえて「同じ目線」が

強調されることがあります。「目線」も「視線」

も「ものを見る方向」のことですが、近頃は「目

の高さ」という意味で「目線」が多く使われるよ

うな気がします。それだけおとな社会では互いの

目の位置を気にするようになったのかもしれませ

ん。つまり、「上から目線」では反発をかうので、

自分は特別高いところから見下ろしているわけで

はない、皆と同列・同等だということを強調する

ことが円滑なコミュニケーションに役立つからで

しょう。

　ほんとうは、子どもと向き合うときこそ、子ど

もと目の高さを合わせて、子どもが見ているよう

に見ることが必要だと思います。身長１００㎝ の子

どもには何がどのように見えるかを知っていて向

き合う場合と、そうでないのとでは、子どもへの

言葉のかけ方がまったく違います。子どもと接す

るときに、子どもと同じ目の高さでものを見たり、

向き合ったりすると、遠い記憶がよみがえったり、

何か新しい発見があるかもしれません。そして、

それが子どもとの関係に変化を与えてくれること

も。

（教育相談員　伊藤　宏） 

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３０分　土・日・祝日　午前９時～午後５時

「目線」と「視線」
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図書館からのお知らせ／子ども手当の改正

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
●蔵書点検終了のお知らせ
　１０月１１日（火）～２５日（火）まで、図書館の蔵書点検を行いました。

　休館中はご迷惑をおかけしました。また、ご協力をいただき、ありがとうございました。

　資料を本来あるべき場所に戻し、棚に見当たらない資料を明らかにすることで皆さんにスムーズ

に資料を提供できるように努めています。

　今後も気持ちよくご利用いただける図書館を目指してまいりますので、よろしくお願いします。

●今月のおはなし会　１２日（土）午前１０時～１１時　こどものほんのへや
●休　館　日　毎週月曜日・３日（木・文化の日）・２３日（水・勤労感謝の日）・３０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＊
　『おまえさん 上・下』宮部みゆき著　『タネが危ない』野口勲著
　『地形探検図鑑』目代邦康著　『うさこちゃんとふがこちゃん』 ディック・ブルーナぶん・え

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話　２－０７９７

平平成成２２３３年年度度子子どどもも手手当当のの改改正正ににつついいてて
　
　１０月１日施行の特別措置法により、子ども手当が改正されました。これに伴い、現在、受給されている方
も新たに申請が必要となります。
　
支給要件　中学校修了前（１５歳到達後、最初の３月３１日まで）の児童を養育する父母など
〔新たな支給要件〕
　・子どもに対して国内居住要件を設ける（留学中の場合などを除く）
　・児童養護施設に入所している子どもなどについては、施設設置者などに支給する形で手当を支給
　・未成年後見人や父母指定者（父母が国外にいる場合のみ）に対しては、監護・生計同一の要件で手当を

支給
　・離婚協議中の場合は、子どもと同居している保護者に支給
　なお、出生・転入の場合は、事由発生日の翌日から１５日以内に申請をしてください。
　間に合わない場合は、受給できない月分が発生することがありますので注意してください。

支 給 額　 次回支給：平成２４年２月
　　　　　０歳～３歳未満　　　　一律　　　　　　　１５,０００円
　　　　　３歳～小学校修了前　　第１子・第２子　　１０,０００円
　　　　　３歳～小学校修了前　　第３子以降　　　　１５,０００円
　　　　　中学生　　　　　　　　一律　　　　　　　１０,０００円

届け出に必要なもの　・子ども手当認定請求書　※あらかじめ受給者へ送付しています。
　　　　　　　　　　・印鑑（認印）
　　　　　　　　　　・請求者名義の普通預金口座を確認できるもの
　　　　　　　　　　・請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書

届出期間　平成２３年１１月１日（火）～平成２３年１１月３０日（水）
　　　　　〔経過措置による最終届出期限：平成２４年３月３０日（金）〕

受付場所　住民課厚生係および各出張所

■問い合わせ■　住民課厚生係　内線２３１・２３２
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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

▲６.４％８,６５１８,０９８１１,２６３１０,４２８２,１２４１,８９２９,１３９８,５３６７月

０.７％１５,３９９１５,５０７１８,２８９１８,３２０３,９５９４,７６７１４,３３０１３,５５３８月

▲４.５％８,４０３８,０２３１０,０８２９,６２６１,５１６１,８１６８,５６６７,８１０９月

▲７.３％５１,６５４４７,８７５６３,１４７５８,３８９１１,２４５１１,７５２５１,９０２４６,６３７計

※海路には平成２３年７月、８月の大型客船寄航分が含まれています。

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レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア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 １１月１９日（土）　　場所：えこ・あぐりまーと

■プログラム　午後１時～４時　家庭菜園教室

　　　　　　　　　　　　　　　（先着１５名に野菜の苗プレゼント）

　　　　　　　　　　　　　　　押し花アート花遊び体験教室（材料費５００円）

　　　　　　　午後２時ごろ　　ひょんはー（餅つき）体験

　　　　　　　観光客の皆さんにはストレチアの苗をプレゼント！！

■問い合わせ■　えこ・あぐりまーと　電話　０４９９６－７－１８０８

１１月２７（日）までの（金・土・日・祝日）  …………海遊魚まつり　底土漁師小屋

�
１１月

主

な

行

事

予

定

主

な

行

事

予

定

１２日（土）～１３日（日）  …………優婆夷宝明神社例祭　優婆夷宝明神社

２３日（水・勤労感謝の日）   …………三島神社例祭・庁まつり　樫立地域

２６日（土）～２７日（日）  …………三島神社例祭・庁まつり　中之郷地域

２７日（日）  …………夢伝大会　大潟浦園地周辺

＊先月号で、夢伝大会の日にちを誤って掲載しました。訂正してお詫びいたします。

２５日（日）  …………三島神社例祭・庁まつり　末吉地域
�
１２月

�　

月
の
航
路
ダ
イ
ヤ
�

１１

【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

機種羽田着八丈島発便名機種八丈島着羽田発便名

A３２０９:５５９:００８２２A３２０８:３０７:３５８２１

A３２０１５:１５１４:２０８２６A３２０１２:５０１１:５５８２３

A３２０１８:１５１７:２０８３０A３２０１６:４５１５:５０８２９

往復割引
（片　道）

普通運賃

１２,７７０１９,８７０羽田＝八丈島

１６６人A３２０



INFORMATION ●広報はちじょう

25

第９回 八丈島夢伝大会第９回 八丈島夢伝大会第９回 八丈島夢伝大会

パブリックロードレース参加者募集／夢伝大会

第３１回 ■問い合わせ■　八丈島観光協会　電話　２－１３７７

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島島島島島島島島島島島島島島パパパパパパパパパパパパパパブブブブブブブブブブブブブブリリリリリリリリリリリリリリッッッッッッッッッッッッッッククククククククククククククロロロロロロロロロロロロロローーーーーーーーーーーーーードドドドドドドドドドドドドドレレレレレレレレレレレレレレーーーーーーーーーーーーーースススススススススススススス参参参参参参参参参参参参参参加加加加加加加加加加加加加加者者者者者者者者者者者者者者大大大大大大大大大大大大大大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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 八丈島パブリックロードレース参加者大募集!! 
　

　第３１回八丈島パブリックロードレースが右記の日程で開催

されます。今年度より、全てのコースをリニューアル。みん

なで楽しく走って、汗を流しませんか！（参加者全員に記念

Tシャツプレゼント！懇親会もあります）

◆種　目　・　料　金

 

◆申込方法　八丈島観光協会窓口で配布しているパンフレットの「払込取扱票」で、郵便局から参加費を振

り込んでください。（振込手数料は選手負担） また、八丈島観光協会に直接支払うことも可能です。

　申込締切日は１１月２５日（金）です。ご注意ください。

　八丈島夢伝実行委員会では、第９回八丈島夢伝大会を下記のとおり開催します。「より良く生きたい」と

いう「夢」を「伝える」ことを目的とした「夢伝大会」は、障がい者中心のウォーキング・マラソン大会で

す。参加者がお互いに励ましあい、交流を深めながら、共にゴールに向かってがんばるさわやかな大会です。

ぜひ、お気軽にご参加ください。

　日 時 ……１１月２７日（日）午前９時～午後１時

　申込期間 ……１１月１日（火）～１１月１５日（火）

　場 所 …… 大潟浦園地～ヤケンヶ浜～大潟浦園地～南原園地～大潟浦園地

　参加方法 ……１．ウォーキング　２．マラソン　３．車イス　４．電動車イス　５．スタッフ

　参 加 費 …… 競技出場者・スタッフ　一律１,０００円（お弁当代など含む）

　主　　催 …… 八丈島夢伝実行委員会

　大 会 長 …… 増田明美氏　　　

■問い合わせ■　ちょんこめ作業所　電話　２－３６７８

■日　程　　平成２４年１月８日（日）

■会　場　　富士中学校

■主　催　　八丈島観光振興実行委員会

参  加  費出  場  資  格区　　　　分種　　　目

一般　　　　　３,０００円
中・高校生　　１,５００円

中学生以上
（未成年者は保護者の承諾が必要）

①一般男子
②壮年男子（４０歳以上）
③女子

ハーフ
（２１.０９７５㎞）

一般　　　　　３,０００円
中・高校生　　１,５００円

中学生以上
（未成年者は保護者の承諾が必要）

④一般男子
⑤壮年男子（４０歳以上）
⑥女子

１０㎞

一般　　　　　３,０００円
中・高校生　　１,５００円
小学生　　　　１,０００円

小学４年生以上
（未成年者は保護者の承諾が必要）

⑦一般男子（中学生以上）
⑧小学男子（中学生以上）
⑨一般女子　⑩小学女子

３㎞
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● INFORMATION 広報はちじょうパブリックロードレース大会の交通規制について

第第第第第第第第第第第第第第第333333333333333111111111111111回回回回回回回回回回回回回回回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パパパパパパパパパパパパパパパブブブブブブブブブブブブブブブリリリリリリリリリリリリリリリッッッッッッッッッッッッッッックククククククククククククククロロロロロロロロロロロロロロローーーーーーーーーーーーーーードドドドドドドドドドドドドドドレレレレレレレレレレレレレレレーーーーーーーーーーーーーーーススススススススススススススス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通通通通通通通通通通通通通通通規規規規規規規規規規規規規規規制制制制制制制制制制制制制制制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

　第３１回八丈島パブリック

ロードレースが平成２４年１

月８日（日）に開催されます。

当日は交通規制を行います。

ご迷惑をおかけしますが、

ご協力をお願いします。

交通規制日時
平成２４年１月８日（日）
午前１０時頃～
午後１時３０分頃まで

片側交通規制 
全面通行止め 
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東京法務局 特設登記所開設
　東京法務局では、職員派遣による特設登記所を開設し、不動産や商業・法人の登記申請に関する相談、

相続や抵当権に関する相談、その他の登記相談、各種申請書および証明請求書の受け付けを実施します。

　※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：１１月１４日（月）　午後１時～４時
　　　　　　１１月１５日（火）　午前９時～正午、午後１時～４時
　　　　　　１１月１６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。

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。既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　１１月１日（火）～１１月３０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・祝日を除く）

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２００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。

 家族介護者教室『ケアケア交流講座』開催
　ケアケア交流講座では、介護している家族の方と、老人ホームやデイホームで働く職員とが、交流

を図りながら認知症や介護について学びます。皆さんの参加をお待ちしています。

●問い合わせ・申し込み●　八丈町地域包括支援センター　電話　２－０５８０

■内容　「適切な介護、不適切な介護とは？」 についての講義とグループワークを行います。

■日時　１１月１５日（火）午後１時～３時　　■申込締切　１１月１１日（金）　　■費用　無料

■場所　第二八丈老人ホーム２階会議室　　■主催　八丈町地域包括支援センター

家具転倒防止器具を支給／ケアケア交流講座開催／特設登記所開設
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新・島嶼会館（仮称）建設計画

新・島嶼会館（仮称）建設計画
―　快適・安心・環境・交流　―

名称：新・島嶼会館（仮称）   　　　　　　建物構成：

住所：東京都港区海岸一丁目１４番１号 　　　　　　　　　　　１階　ロビー・レストラン・交流スペース

規模：地上６階建て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２階　事務所・会議室

客室：全８７室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３～５階　宿泊室

　（和室２６室・洋室５８室・ＵＤ（ユニバーサルデザイン）３室）　　　６階　共同浴室

宿泊者数：定員１１１人・最大収容１８５人（修学旅行・クラブ活動等の団体に対応）

旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝芝離離離離離離離離離離離離離離離離離離離離離離離離離離離離離離離離離宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩恩賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜賜庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭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園園園園園園園園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らら望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望むむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむ西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西側側側側側側側側側側側側側側側側側側側側側側側側側側側側側側側側側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立立立立立立立立面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面

客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客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メメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメ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ジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジ（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋洋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））））））））））））））））））））））））））））））））客室イメージ（洋室） 客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客客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メメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメ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ジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジ（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和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））））））））））））））））））））））））））））））））客室イメージ（和室）
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新・島嶼会館（仮称）建設計画

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流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ペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ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ロビー・交流スペース

■問い合わせ■　東京都島嶼町村一部事務組合　電話　０３－３４３２－４９６１

交通アクセス
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八丈町職員募集

【募集職種および応募資格】保育職　若干名　　消防職　１名

保育職　昭和５２年４月２日以降に出生の者で保育士の資格を有する者

　　　　（平成２４年３月までに資格取得見込みの者を含む。）

消防職　昭和５７年４月２日以降に出生の者で大学、短期大学（高等専門学校）、高等学校の既卒者

　　　　（平成２４年３月卒業見込の者を含む。）で、普通自動車運転免許を取得している方

　　　　（平成２４年３月までに普通自動車運転免許を取得する方を含む。）

※地方公務員法第１６条の欠格条項に該当する方は、受験できません。欠格条項は下記のとおりです。

１．成年被後見人または被保佐人

２．禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者

３．当該地方公共団体（八丈町）において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者

４．人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第五章に規定する罪を犯し刑に処せ

られたもの

５．日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

【採用予定年月日】平成２４年４月１日以降

【勤務場所】保育職　特に定めない　　消防職　八丈町消防本部

【試験の方法】１．筆記試験（教養・論文）　※活字印刷文による出題　　　２．口述試験（個人面接）

【試験の日時・場所】平成２３年１２月１９日（月）　午前９時（昼休憩有り）　八丈町役場大会議室

【応募方法】提出書類を下記まで郵送もしくは直接ご持参ください。 ※できるだけ郵送でお願いします。

�提出書類　共通　　　　ア　履歴書（町指定のもの・自筆）　　　　　　　　　　　　　　１通

　　　　　　　　　　　　イ　写真（上半身脱帽正面向４㎝×４㎝・履歴書に張ること）　　１葉

　　　　　　　　　　　　ウ　最終学校卒業証明書または見込書（卒業証書の写し可）　　　１通

　　　　　　　　　　　　エ　健康診断書（町指定のもの）　　　　　　　　　　　　　　　１通

　　　　　　保育職のみ　資格を証明できる書類の写し（または資格取得見込証明書）　　　１通

　　　　　　消防職のみ　運転免許証の写し（取得されている方）　　　　　　　　　　　　１通

※履歴書および健康診断書は八丈町ホームページの「町政情報ほか」の中の「職員募集について」からダ

ウンロードできます。

※島内での健康診断実施機関は、保健所となっており、本試験に間に合うためには１１月１０日（木）・２４日

（木）、１２月８日（木）の健診を受ける必要があります。（前日までに予約が必要です）

�申 込 先　〒１００-１４９８　東京都八丈島八丈町大賀郷２３４５番地１　八丈町総務課庶務係

【申込締切】平成２３年１２月１５日（木）午後５時まで　（郵送の場合、同日必着）

【待　遇】

１．給与　八丈町の職員の給与に関する条例等による（平成２３年４月１日基準）

２．研修（消防職のみ）　採用後、約半年間の消防学校研修および半年間の現地実習があります。

　　　　　　　　　　　　（消防学校での平日は、外泊などが禁止となります。）

３．勤務時間等（原則）

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 ■問い合わせ■
　総務課庶務係　電話　０４９９６（２）１１２１　内線　２１２
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保育職　原則として、毎週土曜日・日曜日、祝日並びに１月２日、３日および１２月２９日～３１日は休み

ですが、土曜保育も行っているため、土曜日に休めない場合があります。また、その職務によ

り土曜日・日曜日、祝日等も休めない場合があります。

　　　　平日の勤務時間は、８時３０分～１７時１５分（うち休憩時間　正午～午後１時）が原則ですが、

職員によって始業時間や終業時間が異なる時差勤務を現在行っています。

　　消防職　研修が終了し、通常の勤務となった場合、３交替制の勤務となります。

　　　　　　例　勤務　１月１日午前８時３０分～１月２日午前８時４０分

　　　　　　　　休み　１月２日午前８時４０分～１月４日午前８時３０分

　　　　　　　　勤務　１月４日午前８時３０分～１月５日午前８時４０分

【その他】・受験票は送付しません。当日の試験開始５分前までに町役場総務課へお越しください。

　　　　　・試験結果については合否にかかわらず郵便で通知します。

・合格通知時に順位により採用枠を超えた方は、採用候補者名簿に登載され、平成２４年４月１

日以降の欠員状況により順次採用されます。なお、名簿の有効期限は平成２４年度末です。

・待遇については平成２３年４月１日現在を基準としています。給与改定などが行われ、採用時

は本記載と異なる場合があります。

町営住宅入居者募集

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

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

３人以上世帯向け鉄筋コンクリート造
３階建

２６,３００～
３９,１００H１０３ＬＤＫ

８２.９㎡
１戸

（２０３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

※東日本大震災の避難者受け入れなどのため、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
１１月８日（火）～１１月１５日（火）
午前８時３０分～正午、午後１時～５時
※１２日（土）、１３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世帯の所得が月額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印鑑をご持参ください
■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
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八丈島 RAINBOW CUP ２０１１フットサル大会
　９月１０（土）・１１日（日）の２日間、八丈町南原スポーツ公
園で八丈島 RAINBOW CUP ２０１１ フットサル大会が開催され
ました。一般、レディース、オーバー４５（４５歳以上）のカテゴ
リーに過去最多の２２チーム/２６６名（島外から１６９名、島内選手・
スタッフ含め９７名）が参加し、熱戦が繰り広げられました。
　大会初日は予選リーグ。夜には、恒例の懇親会が開かれ、島
料理に島酒を堪能し、フラや八丈太鼓の披露に会場全体が盛り
上がりました。

　川平慈英さん、松木安太郎さんがチームレインボーを率いて
出場し、一般の部の決勝戦では、２人によるＷ生実況・解説が
行われ会場は笑いの渦に。
　２日間晴天の中で行われた八丈島 RAINBOW CUP ２０１１ フ
ットサル大会。参加された方と「来年もまた、ぜひ八丈島で一
緒に！！」と約束をかわし、八丈島RAINBOW CUP ２０１１ フ
ットサル大会は大好評のうちに幕を閉じました。

大会成績
［一般］
１　位：チームレインボー
２　位：Bombeiro
３　位：BLUE CHATEAU
ＭＶＰ：秋葉将秀

（チームレインボー）
得点王：西澤幸祐

（チームレインボー）１３得点

［レディース］
１　位：ボレアスLadys
２　位：Enjoy
３　位：Bombeiroレディース
ＭＶＰ：樹下美加

（ボレアスLadys）
得点王：小林京香

（Lush）４得点

［オーバー４５］
１　位：アダルトレインボー
２　位：八丈坂下
３　位：Bombeiroアダルト
ＭＶＰ：渡辺浩司

（アダルトレインボー）
得点王：谷田部裕敬
（アダルトレインボー）９得点

第８回収穫祭
　１０月１日（土）、和泉体験農場で第８回収穫祭が行われま
した。悪天候の中、約６０名で稲刈りがスタート。参加者は泥
だらけになりながらも、地域の農家の方や田園空間整備運営
委員の皆さんの指導を受け、無事稲刈りを終えました。今年
は昨年の１０倍、約３００㎏ のお米が収穫できました。稲刈りの
後は焼肉とおにぎりが振る舞われ、作業を終えた達成感の中、
食事を楽しみました。
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都立高校初の快挙！　八高吹奏楽部金賞受賞
　１０月８日（土）に第１１回東日本学校吹
奏楽大会が神奈川県のよこすか芸術劇場
で行われ、東京都代表校として八丈高校
吹奏楽部が出場し、高校部門で「金賞」
を受賞しました。現在部員が１７名で、上
限３０人編成の大会のため、１人で２つ３
つの楽器をもちかえて演奏をしました。
今回の「金賞」受賞は、都立高校では初
となる受賞です。
　これまで、様々な、応援をしてくださ
った皆さんに心から感謝するとともに、
さらに努力を重ねてまいりますので、こ
れからも応援をお願いします。

第４１回東京都消防操法大会　八丈町消防団準優勝
　１０月８日（土）、東京消防庁消防学校
訓練場で「第４１回東京都消防操法大会」
（主催　社団法人東京都消防協会）が行
われ、八丈町消防団が島しょ地区を代
表し本大会に出場しました。９隊がポ
ンプ車操法に出場し八丈島関係者ほか
多くの方々の声援の中、八丈町消防団
が準優勝しました。
　八丈町消防団は、今後も訓練に励み
町の安全を守るために頑張ります。

ご協力・ご参加ありがとうございました　八丈町防災訓練
　１０月５日（水）に行われた八丈町防災訓練では、多くの
皆さん、防災関係機関が参加して実施することができまし
た。今後も、日ごろからの心がけで「そのとき」に備えま
しょう。
　防災行政無線個別受信機の乾電池は１年に１度交換して
ください。乾電池の液漏れによる故障が増えています。定
期的な交換をお願いします。



土金木水火月日
５４３　文化の日

図書館休館日
クリーンセンター休業日

各小学校運動会

２

高齢者健康教室
�  １０:００～１２:００樫

１

高齢者健康相談
�  １０:００～１２:００末

１２

図書館おはなし会
 １０:００～１１:００

１１１０９８７

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

６

１９１８１７１６

２歳児歯科健康診査
�  ９:１５～１０:００受付保福

１５１４

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

高齢者健康相談
�  １０:００～１２:００三

１３

２６２５２４

郷土料理教室
�  １０:００～１３:００保福

２３　勤労感謝の日

図書館休館日

２２２１

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

２０

３０

図書館休館日

２９

こども心理相談
�  ９:００～１６:００

１歳６か月児健康診査
�  １３:１５～１３:４５受付

保福

保福

２８

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

２７

八丈島夢伝大会
大潟浦園地周辺

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

１１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 11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

７日（月）、１４日（月）、２１日（月）、２８日（月）ふれあいの湯

１日（火）、８日（火）、１５日（火）、２２日（火）、２９日（火）みはらしの湯

２日（水）、９日（水）、１６日（水）、３０日（水）ザ・ＢООＮ

１０日（木）、１７日（木）、２４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

９：００～１１月１４日（月）～１８日（金）耳鼻咽喉科

１３：００～１１月２日（水）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
５４３２１

燃・害資源
古着燃・害

１２１１１０９８７６

燃・害びん資源燃・害金属

１９１８１７１６１５１４１３

燃・害資源燃・害金属

２６２５２４２３２２２１２０

燃・害資源燃・害金属

３０２９２８２７

資源燃・害金属

土金木水火月日
５４３２１

金属資源
古着

１２１１１０９８７６

金属燃・害資源燃・害

１９１８１７１６１５１４１３

金属燃・害
びん資源燃・害

２６２５２４２３２２２１２０

金属燃・害資源燃・害

３０２９２８２７

資源燃・害

土金木水火月日
５４３２１

金属資源
古着

１２１１１０９８７６

金属燃・害資源燃・害

１９１８１７１６１５１４１３

金属燃・害
びん資源燃・害

２６２５２４２３２２２１２０

金属燃・害資源燃・害

３０２９２８２７

資源燃・害


