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各地域の人口・世帯数

目 次

人　口 8,201人 減 5人
　　男 4,095人 減 2人
　　女 4,106人 減 3人
世帯数 4,570世帯 増 1世帯

世帯数 男 女 人口計
三　根 2,102 1,916 1,853 3,769
大賀郷 1,535 1,338 1,377 2,715
樫　立 307 277 275 552
中之郷 403 378 393 771
末　吉 223 186 208 394

１２月中
 の異動

東日本大震災に関する取り組み

合併処理浄化槽／税のお知らせ

成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表

町職員の給与・定員管理

住民係からのお知らせ／国保だより　ほか

国民年金

水道係からのお知らせ ほか

教育委員会だより

図書館からのお知らせ ほか

おじゃれ１１万人

お知らせ掲示板

環境だより はちじょうトピックス

母子保健　ほか
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　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。

〇１２月の主な取り組み

〇避難者支援について
　３日（土）～４日（日）の２日間、福島県内２個所で、２回目の被災者受入支援事業の説明会を実施しま

した。参加者の中には、八丈島への移住を決めた方もいらっしゃいました。

　２４日（土）には、島内において２回目の被災者受入支援現地説明会を実施し、福島県から３世帯３名の

方に参加いただきました。

　※１月１日現在、１０世帯２６名の方が、被災地から来ています。

〇大気中の放射線量測定について
・１２月２６日（月）、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：１月１１日（水）　地上１ｍ　０.０２０μSv　・　地上５cm　０.０２２μSv

※測定結果については、ホームページに掲載しています。

〇町施設節電状況について（対前年同月使用量比較）

■問い合わせ■　総務課庶務係　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

５.２％▲６.６％▲１６.０％▲２３.６％▲１４.１％５月

▲５.４％▲８.８％▲１６.８％▲１７.０％▲１９.２％６月

▲１０.０％▲１８.２％▲１５.９％▲１６.４％▲２２.９％７月

▲５.５％▲１６.８％▲１７.７％▲２８.４％▲２５.６％８月

▲１１.４％▲１８.４％▲２０.３％▲２３.７％▲３０.６％９月

４.０％▲１１.８％▲１３.０％▲１３.６％▲２６.３％１０月

２.１％▲１０.９％▲２４.２％▲１９.９％▲２１.１％１１月

地上５ｃｍ地上１ｍ測 定 場 所
０.０３６μSv/時間０.０３２μSv/時間むつみ保育園
０.０５６μSv/時間０.０５６μSv/時間むつみ第二保育園
０.０３４μSv/時間０.０３２μSv/時間若草保育園
０.０４８μSv/時間０.０４８μSv/時間あおぞら保育園
０.０６６μSv/時間０.０６４μSv/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
１６,９０６,６７９円
（１２月２８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

　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

東日本大震災に関する取り組み
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合併処理浄化槽／税のお知らせ

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

～住みよい暮らしと島の環境を守るために～
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

◎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、汲み取り便槽から引き出し

た、し尿・浄化槽汚泥等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月から平成２７年３月までは、１ �あたり１円、平成２７年４月以降は

１ �あたり２.５円～３円（案）を一般廃棄物処理手数料として、いただく予定です。

ご確認ください

　償却資産申告書および給与支払報告書は１月

３１日（火）までに税務課に提出しなければなり

ません。まだ提出されていない事業者の方は至

急提出してください。

平成２３年分の申告書の提出および納付期限

所得税および贈与税　　　　　３月１５日（木）

消費税および地方消費税　　　４月２日（月）

※確定申告に関する情報は、国税庁ホームページ

　（http: //www. nta.go. jp/ ）をご覧ください。

納期限および口座振替日
�２月２９日（水）
　固定資産税　　　　４期（最終納期）　　
　国民健康保険税　　８期
※納期を過ぎた町税は早めに納付してください。

税金の納付は口座振替で
　町税などの納付については、口座振替（自動
払込）が便利です。ご希望の際は、町内の金融
機関・町役場・各出張所に備えてある口座振替
依頼書に記入し、申し込んでください。

電子申告をご利用ください
� 八丈町で利用できる電子申告の手続き
　 　〇 個人市町村民税申告（給報など）
　 　〇 固定資産税　 償却資産申告
　 　〇 法人市町村民税申告

� 利用手続きについて　　　　　　　　　　　ホームページ http://www.eltax.jp/からご利用ください。

芝税務署からのお知らせ
　平成２３年分所得税確定申告の提出、納付は２月１６日（木）～３月１５日（木）までです。
●芝税務署、東京税理士会による出張申告相談・受け付け　
　芝税務署、東京税理士会の協力を得て、今年も平成２３年分の所得税の申告相談および受け付けを行います。

営業所得、農業所得、漁業所得、不動産所得、土地や建物の譲渡などがあった方は、ぜひこの機会をご利用

ください。

●日　時　２月２２日（水）～２４日（金）　午前９時～午後４時（２４日のみ 午後３時まで）
●会　場　八丈町保健福祉センター

　会場で、芝税務署の職員、東京税理士会の税理士が皆さんの相談に応じます。時間のない方、申告の内容

について不明な点がある方は芝税務署、東京税理士会の出張申告相談・受け付けをご利用ください。

地方税は , 
 

    
ｴﾙﾀｯｸｽ 

で X A e T L 
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町職員の給与・定員管理

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給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給給与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等にににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいててててててててててててててててててててて
八丈町では、２３６人（平成２４年１月１日現在）の一般職員が生活に密接にかかわる福祉、医療、教育、
土木、産業、観光、消防などさまざまな分野で働いています。
町職員の給与は、町議会の議決によって定められる給与条例により支給されています。
その内容について、下記のとおりお知らせします。 ■問い合わせ■ 総務課庶務係 内線２１２

１　総括
（１）人件費の状況（普通会計決算）

（参考）
２１年度の人件費率

人件費率
（Ｂ）／（Ａ）

人件費
（Ｂ）実質収支歳出額

（Ａ）
住民基本台帳人口
（２３．３．３１）区 分

１４.７%１３.６%１,０９４,４７４千円１７５,２５８千円８,０６６,５８６千円８,１０１人２２年度

（注）人件費には、退職手当、共済費、特別職に支給される給料・報酬等を含みます。

（注）１　「平均給料月額」とは、２３年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査におい

て明らかにされているものである。
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

計算したものである。

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００と
した場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似してい
る団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

３ 「地域手当補正後ラスパイレス指数」とは、地域手当を
加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水
準を比較するために、地域手当の支給率を用いて補正し
たラスパイレス指数です。

１００.０ 

  

    

  

（H２２）,９５.１ 

９０.０ 

９５.０ 

８５.０ 
八丈町 類似団体 全国町村平均 

（H１７）,９０.３ 

（H１７）,９３.２ （H１７）,９３.７ 

（H２２）,９１.３ 

（H２２）,９４.１ 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）
１人当たり給与費給 与 費職員数

（Ａ）区 分
（B）／（A）計（Ｂ）期末・勤勉手当職員手当給 料

４,２８６千円６９４,４０８千円１６１,４２３千円７５,６３０千円４５７,３５５千円１６２人２２年度

（注）１ 職員手当には退職手当を含まない。
２ 職員数は、２２年４月１日現在の人数である。

（４）一般行政職給料表の状況（平成２３年４月１日現在）
６級５級４級３級２級１級

３２０,６００２８９,２００２６１,９００２２２,９００１８５,８００１３５,６００１号給の給料月額　

４２４,６００４０２,５００３９０,１００３５６,４００３０９,２００２４３,７００最高号給の給料月額

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２３年４月１日現在）
①一般行政職

平均給与月額（国ベース）平均給与月額平均給料月額平均年齢区 分

２９１,７８９円２９８,２１０円２６７,１５０円３８.５歳八　丈　町

地域手当補正後ラスパイレス指数
（平成２２年４月１日現在） ９１.３

②技能労務職
参 考民 間公 務 員

区 分
Ａ／Ｂ平均給与月額平均年齢対応する民間

の類似業種
平均給与月額
（国ベース）

平均給与月額
Ａ平均給料月額職員数平均年齢

――――２４３,５５４円２５４,０７５円２２８,６８１円１１人４６.５歳八丈町

（３）ラスパイレス指数の状況　（各年４月１日現在）
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町職員の給与・定員管理

６級 
２.１％ 

５級 ９.４％ 

４級 １１.５％ 

１級 ４７.３％ １級 ４５.７％ 
１級 ５１.０％ 

２級 ８.６％ ２級 １５.２％ 
２級 １３.５％ 

３級 １７.２％ 
３級 １４.１％ ３級 １２.５％ 

４級 １５.１％ ４級 １３.０％ 

５級 １０.９％ ５級 ９.７％ 

６級 
１.０％ 

６級 
２.２％ 

８０％ 

７０％ 

６０％ 

５０％ 

４０％ 

３０％ 

２０％ 

１０％ 

０％ 

９０％ 

１００％ 

平成２３年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比 

（２）職員の初任給の状況（２３年４月１日現在）
国東 京 都八 丈 町区 分

Ⅰ種１８３,８００　　　　　　　円Ⅱ種１７２,２００１８１,２００円１７２,２００円大　学　卒
一般行政職

１４０,１００円１４２,７００円１４０,１００円高　校　卒

―１３７,２００円１３７,２００円高　校　卒技能労務職

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1）一般行政職の級別職員数の状況（２３年４月１日現在）

構 成 比職 員 数標 準 的 な 職 務 内 容区 分

０２.１%２人統括課長６級

０９.４%９人課　　長５級

１１.５%１１人統括係長４級

１２.５%１２人係　　長３級

１３.５%１３人主　　任２級

５１.０%４９人主　　事１級

（注）１ 八丈町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２３年４月１日現在）
経験年数２０年～２４年経験年数１５年～１９年経験年数１０年～１４年区 分

３５８,８００円２８３,９００円２５４,５００円大　学　卒
一般行政職

２８９,７００円２５３,９００円２０７,５００円高　校　卒

２４０,１００円２０１,７００円１９７,０００円技　能　労　務　職

全職種（企業職含む）区 分

２３６対　象　職　員　数　　　　　　　　Ａ

２３年度 ３０勤務成績の区分が「上位」又は「最上位」に決定された職員数　Ｂ

１２.７%比　　率　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

２３３対　象　職　員　数　　　　　　　　Ａ

２２年度 ３０勤務成績の区分が「上位」又は「最上位」に決定された職員数　Ｂ

１２.９%比　　率　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

４　職員の手当の状況
（1）期末手当・勤勉手当
地方公務員法第４０条に基づき、毎年１月を評定月として全職員に対して勤務成績の評定を実施。
上記の評定結果により、昇給と同様に毎年６月１日及び１２月１日を基準日とする勤勉手当の成績率に反映させています。

国八 丈 町

（２２年度支給割合）
期末手当　　　勤勉手当
　　２.６０月分　　　１.３５月分

（２２年度支給割合）
期末手当　　　　勤勉手当
　　２.６０月分　　　　１.３５月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置　有
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（２）退職手当（２３年４月１日現在）
国八丈町

勧奨・定年自己都合（支給率）　勧奨・定年自己都合（支給率）　

３０.５５月分２３.５０月分勤続２０年　３５.００月分２４.２５月分勤続２０年　

４１.３４月分３３.５０月分勤続２５年　４５.５０月分３２.５０月分勤続２５年　

５９.２８月分４７.５０月分勤続３５年　５９.２０月分４９.７５月分勤続３５年　

５９.２８月分５９.２８月分最高限度額５９.２０月分５９.２０月分最高限度額

　その他の加算措置　その他の加算措置

　定年前早期退職特例措置（２～２０％加算）　定年前早期退職特例措置（２～２０％加算）

　１人当たり平均支給額　自己都合　５,６０３千円

　１人当たり平均支給額　勧奨・定年　２４,８３０千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２２年度に退職した職員に支給された平均額である。

（３）地域手当
（２３年４月１日現在）
八丈町は地域手当制度を導入しておりません。

（４）特殊勤務手当（２３年４月１日現在）
２,３５４千円支給実績（２２年度決算）

５２,３２０円支給職員１人当たり平均支給年額（２２年度決算）

２７.５％職員全体に占める手当支給職員の割合（２２年度）

６種類手当の種類（手当数）

左記職員に対する支給単価主な支給対象業務主な支給対象職員
代表的な手当の名称
（額・支給者の多い手当）

日額２５０円　徴収又は滞納整理業務徴収事務に従事した職員徴収手当

１当番７００円消防職員の深夜業務消防職員深夜業務手当

（５）時間外勤務手当
３１,２３０千円支 給 実 績 （ ２ ２ 年 度 決 算 ）

１８９千円職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （２２年 度 決 算 ）

（６）その他の手当（２３年４月１日現在）
支給職員１人当たり平均支給年額

（２２年度決算）
支給実績

（２２年度決算）
国の制度と
異なる内容

国の制度
との同異内容及び支給単価手 当 名

２７３,８２３円１７,７９９千円同

扶養親族を有する職員に支給
配偶者　１３,０００円 扶養親族 ６,５００円
配偶者がいない場合の扶養親族１人目 １１,０００円
１６歳から２２歳の子についての加算 ５,０００円

扶 養 手 当

３０８,１５８円１３,２５１千円同
世帯主等（公舎居住者を除く）である職員に支給
貸住宅（支給限度額）　　２７,０００円

住 居 手 当

３７,３４１円３,５１０千円同

通勤のために自動車等交通用具使用を常例とする
職員に支給
交通機関利用者（支給限度額）　５５,０００円
交通用具使用者
通勤距離２km以上５km未満　２,０００円
通勤距離５km以上１０km未満　４,１００円
通勤距離１０km以上１５km未満　６,５００円
通勤距離１５km以上　８,９００円

通 勤 手 当

６８５,１０８円８,２２１千円支給対象者
が異なる　異

管理職員に支給（２０年度から定額化）
６級統括課長　６２,３００　　５級課長 ５９,５００
課長補佐　５５,５００

管理職手当

８,０００円８千円同
管理職手当の支給を受ける職員が、臨時又は緊急
の必要、その他公務の必要により休日等に勤務し
た場合に支給　１２,０００円以内

管理職特別
勤 務 手 当

町職員の給与・定員管理



INFORMATION ●広報はちじょう

11

５　特別職の報酬等の状況（２３年４月１日現在）
給 料 月 額 等区 分

（参考）類似団体における最高／最低額
給
料 ８５０,０００円／３８３,０００円７８４,０００円町 長

６８０,０００円／３６０,０００円６６６,０００円副 町 長

３７０,０００円／２０５,０００円３００,０００円議 長
報
酬 ３２０,０００円／１６４,９００円２２０,０００円副 議 長

３００,０００円／１４５,５００円２００,０００円議 員

（２２年度支給割合）町 長

期
末
手
当

　　　　　　　２.９５　　　　　　　　　　　月分副 町 長

（２２年度支給割合）議 長

　　　　　　　２.９５　　　　　　　　　　　月分副 議 長

議 員

（算定方式）　　　　　　　　　　　　　　　　（１期の手当額）　　　　　　　　　　　（支給時期）　　退
職
手
当

７８４,０００円×在職年数×４.０　　　　　　　　　　　１２,５４４,０００　　　　　　　　　　　　　任期毎町 長

６６６,０００円×在職年数×３.０　　　　　　　　　　　　７,９９２,０００　　　　　　　　　　　　　任期毎副 町 長

（注）退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見
込額である。

６職員数の状況
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各年４月１日現在）

主 な 増 減 理 由対前年
増減数

職 員 数区　分
部　門 平成２３年平成２２年

欠員補充１１３２議　会

一　

般　

行　

政　

部　

門

普　

通　

会　

計　

部　

門

―３１３１総　務

業務増１１８７税　務

―００労　働

その他１１４８４７民　生

―１５１５衛　生

―９９農　水

―４４商　工

―１１１１土　木

３１２９１２６計

業務増１１１４１３教　育　部　門

―２３２３消　防　部　門

―１６６１６２小　　　計

欠員補充１業務増１その他- ３－１４５４６病　　　院
公
営
企
業
等

会　
計　
部　
門

―９９水　　　道

―１１１１交　　　通

―６６そ　の　他

－１７１７２小　　　計

３２３７［２７５］２３４［２７５］合　　　　　計

（注） １ 職員数は一般職（教育長含）に属する職員数である。
２ ［　］内は、条例定数の合計である。

構成比 

５年前の構成比 

２０
歳
未
満

２０
〜
２３
 

２４
〜
２７
 

２８
〜
３１
 

３２
〜
３５
 

３６
〜
３９
 

４０
〜
４３
 

４４
〜
４７
 

４８
〜
５１
 

５２
〜
５５
 

５６
〜
５９
 

６０
歳
以
上

２０ 

１５ 

１０ 

５ 

０ 

（２）年齢別職員構成の状況
（２３年４月１日現在・教育長を除く）

３６歳３２歳２８歳２４歳２０歳２０歳
区分 〜〜〜〜〜〜

３９歳３５歳３１歳２７歳２３歳未満

３９２８３２１９７０職員数

計
６０歳

以上

５６歳５２歳４８歳４４歳４０歳
区分 〜〜〜〜〜

５９歳５５歳５１歳４７歳４３歳

２３６０１９１８２１２４２９職員数

町職員の給与・定員管理
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（３）職員数の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位人）
過去５年間
の増減２２年２１年２０年１９年１８年１７年区分

部門

▲６１２６１２６１２７１２８１３１１３２職員数一　般　行　政

　００１３０１３０１６０１７０１４０１３職員数教　　　育

　３０２３０２３０２３０２３０２２０２０職員数消　　　防

▲６０７２０７９０８００８００８２０７８職員数公営企業等

▲９２３４２４１２４６２４８２４９２４３職員数計

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数

住民係からのお知らせ／国保だより ほか

☆電子証明書のご利用のご案内
　確定申告の期限は『３月１５日（木）まで』ですので、電子証明書の取得はお早めに！

☆電子証明書の取得は・・・
【発行窓口】　八丈町住民課住民係
【必要書類】　①住民基本台帳カード（取得には手数料が５００円かかります。）…（※１）
　　　　　　　②運転免許証等の顔写真入りの本人確認書類
　　　　　　　③電子証明書の発行手数料…５００円
（※１）住民基本台帳カードをお持ちでない方は取得までに、『２週間程度』かかりますのでご注意ください。

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

民生児童委員のおしらせ
　平成２２年１２月の改選から欠員であった民生児童委員に、毛塚　節子さんが委嘱されました。八丈町の民生

児童委員の中でも「主任児童委員」（坂下地域担当。大脇進さんは坂上地域担当になります）として活動しま

す。任期は、平成２４年１月１日から平成２５年１１月３０日までです。どうぞよろしくお願いします。

※「主任児童委員」は、児童に関する専門的知識・経験を有する児童委員の中から指名され、児童福祉に関する

様々な機関と児童委員との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う役割を担っ

ています。

◎ジェネリック医薬品（後発医薬品）差額通知について
　国保では、「ジェネリック医薬品（後発医薬品）に関する差額通知」を該当する方に通知します。ジェ
ネリック医薬品とは、国が新薬（先発医薬品）と同等と認めた安価な薬で、最初に作られた薬（先発医薬
品）の特許終了後に、有効成分、用法、効能・効果が同じ医薬品と厚生労働省の認可のもと製造・販売さ
れた薬です。
　この通知は、服用されている新薬をジェネリック医薬品に切替えた場合の自己負担額の差額をお知らせ
するものですので参考にしてください。
　なお、ジェネリック薬品については、あくまでも処方してもらった病院、薬局で扱っており、町立八丈
病院に限るものではありませんのでご注意ください。詳しいお問い合わせは、ハガキに記載されたコール
センターへお問い合わせください。
◆「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
◆国保税は国保制度の重要な財源です。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
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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/

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 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
050（一部）の電話、070の電話からおかけになる場合は、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。

◎各種問い合わせ
●ねんきんダイヤル　0570-05-1165　（源泉徴収票に関する問い合わせもこちらになります）
※０５０（一部）の電話、０７０の電話からおかけになる場合は、０３-６７００-１１６５

●控除証明専用ダイヤル　0570-070-117　※平成２４年３月１５日貅まで
※０５０（一部）の電話、０７０の電話からおかけになる場合は、０３-６７００-１１３０

☆各ダイヤル共通事項
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

●国民年金保険料は、口座振替が便利・安心・確実です。
　国民年金保険料の納め忘れはありませんか？保険料の納め忘れがあると、将来受け取る老齢基礎年金額
が減額されたり受けられなくなったりします。また、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金が受け
られなくなる場合もあります。口座振替なら納め忘れもなく安心です。口座振替は、全国の銀行・郵便局・
農協・漁協・信用金庫・信用組合・労働金庫で利用できます。申込みは、金融機関に添えつけの申出書に必
要事項を記入して、口座振替を希望される金融機関の窓口に提出してください。なお、４月から翌年３月ま
での１年前納及び４月から９月までの６ヶ月前納を希望される場合は、２月末までにお申込みください。
●国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
　～追納をおすすめします！～
　国民年金保険料の免除（全額免除・一部納付）・若年者納付猶予・学生納付特例の承認を受けられた期間
がある場合、保険料を全額納めたときよりも老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。
　そこで、これらの期間の保険料は、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、１０年以内であればさか
のぼって納めること（追納）ができます。ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して３
年度目以降に追納されると、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
　また、追納には専用の納付書が必要となりますので、基礎年金番号をご用意のうえ問い合わせください。
●年金にかかる税金について
　老齢年金は、所得税法上の雑所得として所得税がかかることになっています。　６５歳未満の方でその年
の支払額が１０８万円以上の方や、６５歳以上の方で１５８万円以上の方の場合は、原則として所得税がかかりま
す。（この年金額より少ない方は源泉徴収されません。）年金に課税される所得税は、各支払月に支払われ
る額から源泉徴収されます。老齢年金を受給されている方には、１月下旬に前年分の「源泉徴収票」をお送
りしています。確定申告等の際に税務署に提出してください。また、亡くなられた方の源泉徴収票につきま
しては、死亡届を提出されたご遺族の方に対し、およそ２カ月程度で源泉徴収票（準確定申告用）をお送り
しています。

国民年金

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「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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環境だより

■問い合わせ■　住民課環境係　内線２３３・２３４

●正しい分別で、ごみ減量を進めましょう
　集積所のごみがカラスやネコに荒らされることが多くなっています。生ごみは新聞紙で包み、カラ

スネットがある集積所では確実にネットの下に入れてください。車からの「投げ捨て」は、ごみの散

乱につながり、集積所近隣の方々の迷惑になりますのでやめてください。

　皆さん一人ひとりがマナーと正しい分別を心掛け、ごみ減量を進めましょう。

●家電リサイクル
　エアコン、テレビ（ブラウン管式・液晶・プラズマ式）、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機および衣類乾燥機

は、家電リサイクル法により適正に処理しなければなりません。

　平成２４年４月１日より海上運搬費等の燃料調整金が上がります。（詳しくは広報１月号の折込チラ

シをご覧ください。）

　なお、不法投棄は１,０００万円以下の罰金又は５年以下の懲役、もしくは両方を科せられます。

●リサイクル用原材料仮置き場（八形山）
　大賀郷地域八形山のリサイクル用原材料仮置き場は、薪や炭用になる伐採木を仮置きし、薪など必

要な方が取りに行くためのところです。草は持ち込まないでください。また、伐採木を置く場合は、

次の方が取りやすいように置きましょう。

●３R（スリーアール）＜ごみを減らし、循環型社会を構築していくためのキーワードです＞
　「３R」とは、「リデュース」「リユース」「リサイクル」の頭文字をとったものです。

今月号は、リユース（Reuse）の説明をします。

「リユース（Reuse）」とは・・・「再使用する」ことです。

　ビールびんや四合びん、一升びんなどを洗ってお店に返すと、何度も繰り返し使うことができます。

また、子供服などサイズが合わなくなった洋服は、年下の子供であれば着られるでしょう。

　貴重な限りある資源から作られた物ですから、できるだけ長く使うことが物を大切にすることにな

り、ごみの減量につながります。

�シリーズ・ワンポイント「管理型最終処分場」�
　第３８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１６）

　＜浸出水処理施設③　生物処理＞
　浸出水の処理工程では、初めに生物処理を行います。
生物処理とは、処理槽中の微生物の作用で有機物によ
る汚染を分解する方法です。微生物は、処理槽中のモ
ール状の糸に付着し固定して、浸出水中の有機物を栄
養として取り込み、分解します。生物処理では、複雑
な生態系が成り立っており、数百種類の微生物が共存
しているといわれています。
　有機物による汚染は、ＢＯＤ（生物化学的酸素要求
量）およびＣＯＤ（科学的酸素要求量）を指標とします。八丈島処
分場では、計画流入水質がＢＯＤで２５０mg／Ｌ、ＣＯＤで１００mg／
Ｌであるのに対し、生物処理後はＢＯＤが２０mg／L、CODが３０mg
／Lとなります。引き続き処理を行い、BOD、CODともに１０mg／L
以下にして放流します。

モール状糸 
（ビニロン製） 
イメージとしては 
ヘチマの繊維のよ 
うなものです　　 
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水道係からのお知らせ／放課後子どもプラン指導員募集／１２月の主な会議

�１２月 の 主 な 会 議 �
議　　　　題　　　　会　　議　　名日

平成２４年度機構改革に向けた課題について　他庁議１日

八丈島漁協大賀郷製氷・冷蔵施設整備事業について経済企業委員協議会２日

八丈町選挙管理委員会委員および補充員の選挙　他第四回八丈町議会定例会７日

平成２３年度八丈町一般会計補正予算　他第四回八丈町議会定例会８日

平成２２年度八丈町一般会計決算認定について　他第四回八丈町議会定例会９日

東日本大震災にかかる町の取り組みについて　他課長連絡会議１２日

臨時代理処分事項の報告および承認について八丈町教育委員会第９回定例会１６日

機構改革に関連する検討事項について　他課長連絡会議１９日

農地法第３条の規定による許可申請について　他八丈町農業委員会第９回総会２０日

水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係係かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかからららららららららららららららららららららのののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知らららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ
●水道料の納め忘れはありませんか？
　毎月水道料は納期限内に納めてください。なお納入通知書を紛失された場合でも、企業課水道係、または
各出張所で再発行します。
●口座振替をご利用ください！
　お支払いのたびに町役場や金融機関に足を運ぶ必要はなく納め忘れもありません。
　〔取扱い先〕七島信用組合・みずほ銀行・ゆうちょ銀行
●水道料金未納の方へ
　水道料金未納の方を対象に、支払方法（分納支払いなど）の相談を受け付けています。支払いが済んでい
ない方は、企業課水道係にご相談ください。滞納がある場合、町給水条例により給水を停止することがあり
ます。

■問い合わせ■　企業課水道係　内線３１６

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
〇大賀郷小学校　　放課後～午後４時３０分、放課後～午後６時３０分
　　　　　　　　　定員１名、週２回（火・金）
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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
　３－４か月乳児・産婦健康診査 ………２月２１日（火）午後１時１５分～１時４５分受付

�対象　平成２３年９月２１日～平成２３年１１月２１日生まれの乳児とその産婦

　１歳６か月児健康診査 ………………２月７日（火）午後１時１５分～１時４５分受付
�対象　平成２２年５月３０日～平成２２年７月３１日生まれの幼児

　２歳児歯科健康診査 …………………２月２９日（水）午前９時１５分～１０時００分受付
�対象　平成２１年１１月１７日～平成２２年２月２８日生まれの幼児

こども心理相談　（要電話予約）　会場：保健福祉センター
　２月７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
　２月１４日（火）　午前９時３０分～１１時３０分

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

もぐもぐ離乳食　（要予約）　会場：保健福祉センター
　２月１５日（水）　午前１０時～１１時３０分　　

　７～１１カ月頃（中期）のお子様と保護者を対象に離乳食の調理実習を行い、試食をします。参加をお待ちして
います。２月１０日（金）までに申込下さい。
�持ち物：三角巾、エプロン、母子健康手帳、おんぶ紐（必要な方）

両親学級　（要電話予約）　日時：下記のとおりです　会場：保健福祉センター
　　　新しい命を迎える準備をしましょう。お母さんの体調が良い時にいらしてください。お父さんも歓迎します。
　４回目２月２日（木） 午後１時３０分～３時３０分　赤ちゃんの健康　（健診・病気について、沐浴）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マタニティ体操

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　２０日（月）～２４日（金）
※水曜日は催し時間以外になります
※母子健康手帳を持参してください
�ファミリーサポートについて
　おおむね生後６か月から１０歳未満の育児の援助を行っていま
す。詳しくはお問い合わせください。

■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！
２月１日（水）節分・豆まき
　　８日（水）製作・お手玉
　　１５日（水）製作・壁面装飾
　　２２日（水）手遊びほか
　　２９日（水）製作・おひなさま
�そのほかの催し
２月７日（火）絵本＆紙芝居 午前１０時３０分～１１時
　　１７日（金）おりがみ遊び 午前１０時３０分～１１時
　　２７日（月）ほのぼの健康相談 午前１０時～１１時３０分

定期予防接種のお知らせ
　
ＤＰＴ三種混合集団接種（Ⅰ期）
　■日時　２月１４日（火） 
　　　　　午後３時～３時３０分
　

予約制予防接種
　■日時　２月８日（水）・２２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

※１～３回目は、１月に実施しました。
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教育委員会だより

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 い の ち の 電 話　電　　話　０３（３２６４）４３４３（２４時間）

■今月の学校行事
　�開　校　記　念　日　１日（水）　大賀郷中学校　　　　　　�音楽会・作品展　５日（日）　三原小学校
　�学　　芸　　会　５日（日）　三根小学校、大賀郷小学校、末吉小学校
　�雪山体験教室　２７日（月）～３月１日（木）　※小学校５年生

■入学説明会のお知らせ
小学校　�三根小学校　　１３日（月）　午後２時４０分～　　�大賀郷小学校　１４日（火）　午後２時４５分～
　　　　�三原小学校　　１４日（火）　午後２時３５分～
中学校　�富士中学校　　１４日（火）　授業参観　　　　　午後１時２０分～２時２０分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者説明会　　　午後２時２０分～３時１０分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　新入生部活動体験　午後２時３０分～５時
　　　　�大賀郷中学校　１３日（月）　授業参観　　　　　午後２時１５分～３時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者説明会　　　午後３時～３時３０分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　新入生部活動体験　午後３時３０分～４時３０分
　　　　�三原中学校　　２日（木）　授業参観　　　　　午後１時２０分～２時１０分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者説明会　　　午後２時１５分～３時
　　　　　　　　　　　　７日（火）　新入生説明会　　　午後２時２０分～４時１０分

■入学通知書は届いていますか？
　平成２４年４月に小・中学校へ入学する幼児・児童の保護者へ入学通知書を送付しました。
　　○小学校入学対象者　平成１７年４月２日～平成１８年４月１日に生まれた方
　　○中学校入学対象者　平成１１年４月２日～平成１２年４月１日に生まれた方
　　次の事項に該当する場合は、教育課庶務係へご連絡ください。
　　　１ 入学通知書が届いていない　　　　　　　２ 入学通知書の氏名などに誤りがある
　　　３ 入学校を個々の事情により変更したい　　４ 就学にあたって心配なことがある

　正月を駅伝観戦で過ごした方も多かったのではな

いでしょうか。全員が任された区間で力を出し切っ

て好成績を収めたチームもあれば、予想外の展開に

心を乱されて力を出し切れず、悔し涙を流したチー

ムもありました。２０kmを６０分前後で走りきる力は、

練習によってしか身につきません。風を切る音の中

で、自分の呼吸と足音に集中してひたすら走る。こ

の努力を惜しまなかった青年たちの姿が、見る人の

感動を呼んだのでしょう。

　「寒げいこ」という語があります。冷気に身の引き

しまる「寒」の季節に行われる剣道・柔道・弓道や茶

道・芸能の修行をいいます。あえてきびしい環境に

身を置くことにより、集中力を高め、技術の向上を

めざすという練習方法には、非科学的との批判もあ

るようですが、ほんとうの強さが技と力だけでなく、

それらをコントロールする心にあるとしたら、きび

しさに耐えた分だけほんとうの強さとなって、生涯

にわたりその人の人生を支えるということなのでし

ょう。

　とかく、「かっこよさ」がもてはやされる傾向があ

りますが、美しさの背後には、その動きが自然に現

れるようになるまでくり返された「けいこ」がある

こと、そしてそれを陰で支えてくれている人々のあ

ることを、子どもたちにも伝えていきたいものです。

　今朝も寒気をついて白い息を吐きながら寒げいこ

に励む若者の姿が目に浮かびます。

　寒稽古しるこ支度の子らもあり

（教育相談員　伊藤　宏）

「寒げいこ」
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図書館からのお知らせ／学校介助員募集／学校体育施設使用希望調査について

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
●「本の学校」２月１１日（土）開催！
　毎年５月に開催されている文庫まつりが、今回は「本の学校」として大人向けに開かれます。
　　　　　　　　　２月１１日（土）　午後７時～９時　大賀郷公民館・集会室
　講師は大人気絵本作家・長谷川義史さん。これまでに多くの絵本を手掛け、日本各地を講演などで飛び回
っています。ユーモラスでおおらかな長谷川ワールドをどうぞご堪能ください。
　２月おはなし会は２月１２日（日）に行います。
　２日続けておはなしがいっぱい！　みなさん、ふるってご参加ください！　

●今月のおはなし会　１２日（日）午前１０時～１１時　こどものほんのへや　

●休　館　日　毎週月曜日・２月１１日（土・建国記念日）・２９日（水・館内整理日）　

●開館時間　午前９時３０分～午後５時
　　　　　　　（閉館時の返却は、図書館入口にある返却ポストをご利用ください）
　

●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＊
　『かなたの子』角田光代著　『ケンタロウのないならないであったらあったで』ケンタロウ著
　『トントントンをまちましょう』鎌田暢子絵　『ようちえんにいくんだもん』佐古百美絵

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話　２－０７９７

職　　　種　児童の介助（移動、トイレ、食事、

着替え等）

勤　務　先　大賀郷小学校

定　　　員　１名　

勤 務 期 間　平成２４年４月６日から

勤 務 時 間　午前８時１０分から午後３時１０分まで

休　　　日　学校の休校日（土、日、祝日、夏休

み、冬休み、春休み等）但し、土、

日、祝日等であっても学校行事で勤

務の場合あり

資　　　格　八丈町に住民登録していて、体力に

自信があり明るく健康な方で、教育

に関心のある方

必要な書類　履歴書（町指定のもの。ホームペー

ジからダウンロードできます。教育

課庶務係にも用意しています。）

募集期間等　平成２４年２月１日（水）から２月１４日

（火）まで（土、日、祝日を除く）

選 考 方 法　面接により決定

■申し込みおよび問い合わせ先■

教育課庶務係　電話２－０７９７

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 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２２２２２２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４４４４４４年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度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町町町町町町町町町町町町町町町体体体体体体体体体体体体体体体育育育育育育育育育育育育育育育施施施施施施施施施施施施施施施設設設設設設設設設設設設設設設おおおおおおおおおおおおおおおよよよよよよよよよよよよよよよびびびびびびびびびびびびびびび
　  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町町町町町町町町町町町町町町立立立立立立立立立立立立立立学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校体体体体体体体体体体体体体体育育育育育育育育育育育育育育施施施施施施施施施施施施施施設設設設設設設設設設設設設設のののののののののののののの通通通通通通通通通通通通通通年年年年年年年年年年年年年年使使使使使使使使使使使使使使用用用用用用用用用用用用用用希希希希希希希希希希希希希希望望望望望望望望望望望望望望調調調調調調調調調調調調調調査査査査査査査査査査査査査査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八丈町立学校体育施設の通年使用希望調査について
　現在、八丈町教育委員会では、年間を通しての施設使用を希望する団体に対し、希望調査票の受け付けを

行っております。対象となる施設は樫立屋内外運動場、中之郷屋内外運動場、各小中学校屋内外運動場です。

原則として１団体が申請できるのは、週に１施設２時間程度となりますが、空いている曜日や時間帯のある

場合は追加申請することができます。希望団体多数の曜日や時間帯については、抽選等により調整します。

なお、調査票は、八丈町教育委員会および各出張所に置いてあります。

○申請期限　平成２４年２月１５日（水）　　○受付場所　八丈町教育委員会および各出張所

　その他詳細についてはお問い合わせください。

■問い合わせ■　八丈町教育委員会　教育課　生涯学習係　２－０７９７

八八丈丈町町立立学学校校介介助助員員のの募募集集ににつついいてて　児童の介助員を募集します。
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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

１２.６％５,２０３５,８６０７,８７７８,８７２９９７８７６６,８８０７,９９６１０月

０.７％５,９０２５,９４４８,５０８８,５６９９０２８８７７,６０６７,６８２１１月

６.８％４,７９２５,１１７８,０９４８,６４３５９９６８８７,４９５７,９５５１２月

▲４.１％６７,５５１６４,７９６８７,６２６８４,４７３１３,７４３１４,２０３７３,８８３７０,２７０計

※海路には２３年７月、８月の大型客船帰港分が含まれています。

１８日（土）  ………………芸能文化交流会（ワークショップ）　（大賀郷公民館）

�
２月

主主
な
行
事
予
定

な
行
事
予
定

１９日（日）  ………………
芸能文化交流会（交流ステージ）

　（八丈高校視聴覚ホール）

２６日（日）  ………………八丈島駅伝大会　（八丈高校前スタート）

上旬予定  ………………フィッシングチャレンジカップ

�
３月

１０日（土）  ………………
第４回八丈島＆八丈富士エコ・ジャーニーマラソン

（島内一円）

１７日（土）・１８日（日）  ………………八丈島産業祭　（八丈町コミュニティセンター）

２０日（火）
　～４月８日（日）

  ………………
花と緑のフェスタ２０１２フリージアまつり

 （八形山フリージア畑）

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第第第第第第第第第第第第７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７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八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸芸能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文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化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化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会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
　島外からゲスト団体や参加者を招き、民謡や太鼓など、八丈島の芸能文化と交流を図るステージなど

を行います。ぜひお越しください。

�２月１８日（土）　交流ワークショップ・交流懇親会　会場：大賀郷公民館

　※ワークショップ・懇親会については、既に応募を締め切りました。

�２月１９日（日）　交流ステージ　午後１時～午後３時３０分　会場：八丈高校視聴覚ホール

　八丈島に伝わる太鼓と民謡、島外からのゲスト団体が一堂に集い、豪華なステージを繰り広げます。

出演団体

　ゲスト　石川郷土芸能保存会（秋田県）　浪江町相馬流れ山踊り保存会（福島県）

　八丈島　樫立踊り保存会

　　　　　八丈島民謡保存会（八丈太鼓愛好会、よされ会、八丈太鼓月曜会、樫立太鼓会、加茂川会、島っ子会）

花と緑のフェスタ2012開催中　４月８日（日）まで 花と緑のフェスタ2012開催中　４月８日（日）まで 
八丈島の春のイベントを、「花と緑」というテーマのもと、一つの催しとして島の魅力をＰＲします



20

…………………………………………………………………………………………おおおおおおおおおおおおおおおおお 知知知知知知知知知知知知知知知知知 ららららららららららららららららら せせせせせせせせせせせせせせせせせ 掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲 示示示示示示示示示示示示示示示示示 板板板板板板板板板板板板板板板板板…………………………………………………………………………………………

● INFORMATION 広報はちじょう八丈町職員募集／町立保育園代替職員登録受付

●問い合わせ●　　　　　　　　　　　　　　　
総務課庶務係　電話　０４９９６（２）１１２１　内線２１２　

　【募集職種および応募資格】事務職・保育職　若干名　　一級建築士　１名
事務職　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月卒業見込みの者を含む。）
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。）
一級建築士　昭和５２年４月２日以降に出生の者で一級建築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。）
※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】特に定めない
【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２４年２月２４日（金）　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。
�提出書類　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
※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２月９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２４年２月２０日（月）午後５時まで　（郵送の場合、同日必着）
【待　　遇】八丈町の職員の給与に関する条例等による
【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。

町立保育園 代替職員登録受付町立保育園　代替職員登録受付　　　　
●問い合わせ・申し込み●
住民課厚生係　内線２３１  

　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/

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（２次募集）
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INFORMATION ●広報はちじょう 移動支援事業について／船客待合所が使用開始

 八丈町移動支援事業について 　　　　  ●問い合わせ●健康課保健係　２－５５７０

　八丈町では、平成２３年１１月より、屋外での移動に困難がある障害者および障害児に対して外出のため

の支援を行う移動支援事業を開始しています。

�対象者

（１）全身性障害者および全身性障害児（肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生

省令第１５号）別表第５の１級に該当する方であって両上肢および両下肢の機能の障害を有する方ま

たはこれに準ずる方をいう）。ただし、重度訪問介護サービスの提供を受けている方を除く。

（２）知的障害者、知的障害児および精神障害者。ただし、行動援護サービスの提供を受けている方を除

く。

�事業の内容　１．余暇活動および社会参加のための外出支援　２．社会生活上不可欠な外出支援

�事業対象経費　個人負担１割

�申請方法　健康課にて申請書記入のうえ申請

　※詳しくはお問い合わせください。

八八重重根根港港の新新ししいい船船客客待待合合所所が使使用用開開始始となります！
　八重根港の新たな船客待合所が完成し、２月１日

から使用開始となりました。

　新船客待合所は、鉄筋コンクリート造、延べ面積

２１６㎡、バリアフリーや塩害に対応するとともに、

台風などの悪天候に備えて木製雨戸を設置していま

す。また、八丈富士や八丈小島等の眺望にも配慮し、

テラスを新たに設けました。

　待合室やホールは、客船が八重根港に着岸する時

にオープンとなりますが、トイレはいつでも利用で

きます。　

●問い合わせ●　東京都八丈支庁港湾課管理係　電話　２－１１１５
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● INFORMATION 広報はちじょう

お知らせ掲示板（つづき）

郷土料理教室／自殺防止講座開催／骨粗しょう症健診／展示会、講演会のお知らせ

　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？第４回目はお
芋（里芋・さつま芋）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　２月２８日（火）午前１０時～午後１時　　■場　　所　保健福祉センター
■持　ち　物　包丁・エプロン・三角巾・筆記用具　　■申込締切　２月１７日（金）

●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 

ゲートキーパー養成講座
ゲートキーパーとは・・・地域や職場、教育などの
分野において、自殺のサインに気付き、見守りを行
い、専門相談機関による相談へつなぐ役割が期待さ
れる人材のこと。
●日時　２月２９日（水）　午前９時～正午
　演題①『精神保健の分野からみる自殺』
●講師　東京都精神保健福祉センター精神科医師
　　　　菊地　章人氏
　演題②『相談者として向き合う関わりとして』
●講師　自殺予防総合対策センター心理療法士
　　　　勝又　陽太郎氏
●場所　保健福祉センター
●申込方法　健康課保健係まで電話でお申し込みく

ださい 

自殺防止セミナー
●日時　２月２８日（火）　午後７時～９時
　演題①『自殺にまつわる相談を通じて』
　　　　　～うつと自殺～
●講師　東京都精神保健福祉センター精神科医師
　　　　菊地　章人氏
　演題②『自殺を考えている人の気づきと対応』
●講師　東京都精神保健福祉センター調査係長
　　　　野津　いなみ氏
●場所　保健福祉センター
※事前申し込みは必要ありません。どなたでも参加
できます。

●問い合わせ●
健康課保健係　電話　２－５５７０

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防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー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 ～相手の心に届くかかわりと理解～

�作品展示会
　日　時　平成２３年２月１８日（土）
　　　　　午前１０時から午後４時
　　　　　平成２３年２月１９日（日）
　　　　　午前９時から１１時３０分
　場　所　八丈高校　武道場

�講演会
　日　時　平成２３年２月１８日（土）
　　　　　午前１０時３０分から正午
　場　所　八丈高校　会議室
　演　題　「八丈、この大いなる海」
　講　師　加藤　昌一氏

ＰＰ連連作作品品展展示示会会、、ＰＰ連連父父母母とと教教職職員員のの集集いい（（講講演演会会））ののおお知知ららせせ

骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗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ううううううううううううううう症症症症症症症症症症症症症症症健健健健健健健健健健健健健健健診診診診診診診診診診診診診診診（（（（（（（（（（（（（（（骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨密密密密密密密密密密密密密密密度度度度度度度度度度度度度度度測測測測測測測測測測測測測測測定定定定定定定定定定定定定定定）））））））））））））））
　最近背が縮んだ・体格がどちらかといえば細身・閉経した・ダイエットをしたことがある・たばこをよ
く吸う・お酒をよく飲む・偏食である・体を動かすことが少ない。このような項目に心当
たりがある方は、骨量が減っているかもしれません。２０歳以上の方ならどなたでも受けら
れますのでぜひ受診をしてください。
■日　　程　２月１９日（日）～２１日（火）　　　　　　■場　　所　保健福祉センター
■受付時間　午前９時～１１時、午後１時～３時

●問い合わせ●　健康課保健係　電話２－５５７０

～測定の機械が新しくなりました
　（超音波パルス透過法）～
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INFORMATION ●広報はちじょう 政治・選挙教養講座／登記所開設／法律相談／法律相談会／町長上京日記

１１日～１２日
●ANA８２６便で上京
●離島に対する消防施設の寄贈式
●ANA８２９便で帰島

２０日～２３日
●ANA８２２便で上京
●国土交通省訪問

●全国離島振興協議会正副会長会議
●全国離島振興協議会理事会
●（財）日本離島センター理事会
●都道県側協議会との合同会議・要望活動
●杏林大学訪問
●複十字病院訪問
●ANA８２１便で帰島

町長上京日記 １２月

～～～～～～～～～～～～～～～政政政政政政政政政政政政政政政治治治治治治治治治治治治治治治・・・・・・・・・・・・・・・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教教教教教教教教教教教教教教教養養養養養養養養養養養養養養養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～～～～～～～～～～～～～～～
　時事通信社の方を講師にお招きし、昨今の政治状況選挙を振り返ってみて、今後の政局など、ジャーナ
リスト目線からのお話をしていただく予定です。皆さまお気軽にご来場ください。
� 日時　２月１５日（水）午後６時から　　� 場所　七島信用組合２階　会議室
� 主催　東京都選挙管理委員会　　　　　●問い合わせ●　八丈町選挙管理委員会（総務課内）　内線２１５

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：２月１３日（月） 午後１時～４時
　　　　　　２月１４日（火） 午前９時～正午、午後１時～４時
　　　　　　２月１５日（水） 午前９時～正午
　場　　所：八丈町役場建設課２階
　　　　　　　●問い合わせ●　東京法務局不動産登記部門　０３－５２１３－１３２９（不動産）
　　　　　　　　　　　　　　　法人登記部門　　　　　　　０３－５２１３－１３３３（商業・法人）

※登記相談の受け付けは、
　終了時間の３０分前までです。

無料法律相談　開催　 ●問い合わせ・申し込み●　企画財政課企画情報係　内線３０１
　第一東京弁護士会により、法律相談が開催されます。民事・刑事など、あらゆる分野の相談を受け付け
ます。希望する方は、企画財政課企画情報係へ申し込んでください。
日　　時　２月２４日（金）午前１０時～正午　　　　　　場　　所　大賀郷公民館（２階図書室）
　　　　　　　　　　　　午後１時～４時３０分　　　　申込締切　２月２３日（木）

第第２２８８回回八八丈丈島島無無料料法法律律相相談談会会����������������
　相続問題、借金問題、離婚問題、
賃貸借、売買、その他法律問題かど
うかわからなくても大丈夫です。お
気軽にご相談ください。
　ご相談は、予約された方を優先さ
せていただきます。ご相談ご希望の
方は事前に右記予約先まで電話また
はホームページからご予約ください。

　　　　  　  　主催：東京弁護士会法友全期会（東京弁護士会所属弁護士グループ）　　  　　

■相談責任者（予約先） 
　弁護士　深澤　勲（東京弁護士会） 深澤総合法律事務所
　電話　０３－５８８８－５２２２
　※土・日・祝日を除く午前９時３０分～午後５時まで受け付け
■ホームページ　http://zenkikai.net/

●日時　３月３日（土） 午後１２時３０分～３時３０分
●会場　七島信用組合八丈島支店　●相談時間４０分（予定）
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マラソン受付／駅伝大会参加者募集／航路ダイヤ／悪質な投資勧誘にご注意

��� 悪悪質質なな投投資資勧勧誘誘ににごご注注意意くくだだささいい���
　悪質な業者による未公開株などの投資勧誘の被害が多発しています。不審な投資勧誘を受けた場合には、
すぐ財務局相談窓口へご相談ください。
【受 付 時 間】平日午前９時～正午、午後１時～１７時
【問い合わせ】関東財務局　東京財務事務所　相談窓口
　　　　　　　　理財第５課（未公開株取引等）　電話０３－５８４２－７０１６
　　　　　　　　理財第６課（ファンド取引等）　電話０３－５８４２－７１４５

第４回 八丈島＆八丈富士エエエエエエエエエエエエエエエコココココココココココココココジジジジジジジジジジジジジジジャャャャャャャャャャャャャャャーーーーーーーーーーーーーーーニニニニニニニニニニニニニニニーーーーーーーーーーーーーーーマママママママママママママママラララララララララララララララソソソソソソソソソソソソソソソンンンンンンンンンンンンンンン受け付け
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９日（木）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35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丈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駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募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　２月２６日（日）
�開　会　式　午後０時３０分～　コミュニティセンター体育館にて
�スタート　午後１時３０分　八高前スタート
�申込方法　前回参加チームには申込み用紙を配布します。
　　　　　　新規に参加されるチームはお問い合わせください
�参　加　費　１チーム４,０００円　　　�申込締切　２月４日（土）

●問い合わせ●　７－１５６０または０９０－１６９３－７８８４（山田）

�２月の航路ダイヤ�

【ANA】　TEL　０５７０－０２９－２２２

【東海汽船】　電話　２－１２１１

三宅島・御蔵島経由　東京竹芝－八丈島

「かめりあ丸」・「さるびあ丸」

〈東京竹芝発 ２２：２０〉　〈八丈島発 １０：００〉

【東京愛らんどシャトル】　空席状況アドレス（東邦航空ホームページ）

http://www.tohoair.co.jp/business/dummyindex2.htm

……詳しくは　東邦航空予約センター　電話　２－５２２２
　　　　　　　問い合わせ　　　　　　電話　２－５２００

往復割引
（片　道）

普通運賃

１２,７７０１９,８７０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

A３２０９：５５９：００８２２A３２０８：３０７：３５８２１

A３２０１５：１５１４：２０８２６A３２０１２：５０１１：５５８２３

A３２０１８：１５１７：２０８３０A３２０１６：４５１５：５０８２９

１６６人A３２０

第35回 八八丈丈島島駅駅伝伝大大会会参参加加者者募募集集
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はちじょうトピックス

ははははははははははちちちちちちちちちちじじじじじじじじじじょょょょょょょょょょううううううううううトトトトトトトトトトピピピピピピピピピピッッッッッッッッッッククククククククククススススススススススはちじょうトピックス
新春恒例 八丈町消防団 出初式
　１月４日（水）に富士中学校で、八丈町消防団出初式が開催され、
島内の消防団員１８７人が出動しました。パレードや一斉放水によるく
す玉割り、毎年恒例、お楽しみの餅まきなどが行われ、多くの方々
が見物に来られました。
　また、今年は前年１０月に行われた、第４１回東京都消防操法大会出
場のため訓練した操法員による消防操法模範演技の披露も行なわれ
ました。

平成２４年八丈町成人祝賀式
　１月５日（木）に三根小学校体育館で、平成２４年八丈町成人祝賀式が
行われました。今年の式は、男子４３人、女子３２人が参加しました。成人
を迎えた方々のご活躍が期待されます。誓いの言葉、意見発表について
はP４～Ｐ７をご覧ください。

第３１回 八丈島パブリックロードレース
　１月８日（日）に八丈島パブリックロードレースが開催されま
した。近年、参加者が増えてきているロードレースですが、今年
は４５４人が参加しました。
　当日は、風もなく走りやすい天候となり、参加された方々は八
丈の自然を楽しみつつ、ゴールへ向かっているようでした。
また、レースに参加されている方だけではなく、沿道で多くの方
に応援していただき、ロードレースをさらに盛り上げていました。
　レース参加者が多かった今大会の盛り上がりは、大会後の懇親
会まで続き、島の料理、焼酎を楽しんでいました。

おおめめででととうう！！八八高高吹吹奏奏楽楽部部
　１月５日（木）・６日（金）に府中市の「府中の森芸術劇場」で開催さ
れた、東京都高等学校吹奏楽連盟・朝日新聞社主催「第３５回東京都高等
学校アンサンブルコンテスト」において、八丈高校吹奏楽部は金賞を受
賞しました。当コンテストでは５年連続の金賞受賞です。また、八丈高
校視聴覚ホールで２月２５日（土）午後２時から音楽発表会があります。
ぜひお越しください。

第７回コミュニティセンター杯　○テニス大会結果○
　昨年、１２月２５日（日）コミュニティセンターテニスコートにおいて、テニス大会が開催されました。みぞ
れまじりの悪天候ではありましたが、男子・女子ダブルスともに、予選リーグ（A・Bブロック）を行った
後、順位決定戦が行われ、熱戦が繰り広げられました。
　男子ダブルス　　優　勝　間仁田　聡・井ノ口　義二　　準優勝　持丸　幸一・佐々木　眞理
　女子ダブルス　　優　勝　奥山　繁美・北浦　恵美子　　準優勝　笹本　明里子・谷口　貴穂



土金木水火月日
４３２

両親学級４回目
�  １３:３０～１５:３０保福

１

１１

建国記念日

図書館休館日
本の学校
�  １９:００～２１:００大

１０

高齢者健康教室

�  １０:００～１２:００樫

９８７

高齢者健康教室
�  １０:００～１２:００
１歳６か月児健康診査
�  １３:１５～１３:４５受付
こども心理相談
�  ９:００～１６:００

末

保福

保福

６

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

５

１８１７１６１５

もぐもぐ離乳食

�  １０:００～１１:３０保福

１４

すくすく相談
�  ９:３０～１１:３０保福

１３

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

１２

図書館おはなし会
 １０:００～１１:００

２５２４２３２２２１

３～４か月児・
産婦健康診査
�  １３:１５～１３:４５受付保福

２０

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

１９

芸能文化交流会
（交流ステージ）
八丈高校視聴覚
ホール
 １３:００～１５:３０

２９

図書館休館日
２歳児歯科健康診査
�  ９:１５～１０:００受付保福

２８

郷土料理教室
�  １０:００～１３:００
自殺防止セミナー
�  １９:００～２１:００

保福

保福

２７

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

２６

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

樫立・中之郷・末吉大　賀　郷三　　　根

２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
2012 2月

温泉休業日
休　　業　　日

６日（月）　１３日（月）　２０日（月）　２７日（月）ふれあいの湯
７日（火）　１４日（火）　２１日（火）　２８日（火）みはらしの湯
１日（水）　８日（水）　１５日（水）　２２日（水）　２９日（水）ザ・ＢООＮ
２日（木）　９日（木）　１６日（木）　２３日（木）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

９：００～２月１３日（月）～１７日（金）耳鼻咽喉科

８：３０～２月１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
４３２１

燃・害資源
古着

１１１０９８７６５

燃・害びん資源燃・害金属

１８１７１６１５１４１３１２

燃・害資源燃・害金属

２５２４２３２２２１２０１９

燃・害資源燃・害金属

２９２８２７２６

資源燃・害金属

土金木水火月日
４３２１

金属燃・害

１１１０９８７６５

金属燃・害資源
古着燃・害

１８１７１６１５１４１３１２

金属燃・害
びん資源燃・害

２５２４２３２２２１２０１９

金属燃・害資源燃・害

２９２８２７２６

資源燃・害

土金木水火月日
４３２１

金属燃・害資源
古着

１１１０９８７６５

金属燃・害資源燃・害

１８１７１６１５１４１３１２

金属燃・害
びん資源燃・害

２５２４２３２２２１２０１９

金属燃・害資源燃・害

２９２８２７２６

資源燃・害

骨粗しょう症健診　�  ９:００～１１:００、１３:００～１５:００保福

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




