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平成２４年度施政方針

【はじめに】
　平成２３年３月１１日に発生した、東日本大震災からまもなく１年になります。犠牲となられた方々に対しまして、

心よりご冥福をお祈りするとともに、被災地の１日も早い復旧復興を願っております。

　さて、昨年９月に八丈町長に就任してから約半年が経過いたしました。その間、八丈町議会をはじめ、町民の

皆様に様々な場面で出会い、直接生の声を聞くことで、今後の町政に必要な手掛かりを掴むことができました。

皆様から頂いた意見を町政に活かすため、町長として先頭に立ち鋭意取組んでまいります。

　平成２４年度は、昭和３０年の町制施行以来の大事業となる、新庁舎の竣工を控え、八丈町にとって歴史的な年を

迎えることになります。

　また、４月には汚泥再生処理センターの供用開始、そして８月には、第５回全国離島交流中学生野球大会が八

丈町で開催されることが決定しております。全国の離島から大勢の選手と関係者が来島を予定しており、この大

会に向け全庁一体となり、そして町民の皆様の協力を仰ぎ、大成功に結び付けたいと思っておりますので、皆様

のご協力をお願い申し上げます。

　日本経済は、東日本大震災の影響などにより、依然として厳しい状況にある中、緩やかに持ち直している状況

ではありますが、島内を取り巻く環境は未だ厳しく、本町における税収などにも大きく影響が出ております。

　八丈町の財政事情は厳しい状況のままですが、行財政改革を引き続き推進する一方、町民に必要な施策は、積

極的に事業展開を図ることも必要であると考えております。

　国は、社会保障・税の一体改革の実行を基本方針として定めるなど、国民生活にどの様な影響をもたらすのか

不透明感がありますが、町民の皆様にとって、安心安全で住みやすい町づくりのため、今後も全力で取組んでま

いりますので、議員各位をはじめ町民の皆様の絶大なるご支援とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

【予算編成】
　国は地域主権改革の推進を掲げ、地方交付税の総額を増額しておりますが、昨年３月に発生した東日本大震災

からの復旧復興のための財源確保にも努めております。また、東京都においても大幅な税収減が見込まれており、

国や都の交付金等に依存している町財政は、厳しい状況が続くものと予測されます。

　このような状況下ではありますが、自主財源の基礎となる町税の収納率の向上を図るとともに、基金等の限ら

れた財源を有効に活用し、諸施策を進めてまいります。

　平成２４年度一般会計予算は８０億２千万円、前年比９.１％の減となりましたが、投資的事業が２９億円を占める大

型予算として編成いたしました。

【主要施策】
［新庁舎および集会施設建設］
　昨年の東日本大震災のような大規模な災害発生時には防災拠点となり、平常時においては町民の皆様の生活の

拠点となる新庁舎および集会施設の建設につきましては、平成２４年度の完成に向けて工事を進めてまいります。

［ＩＴ推進］
　今後さらに高度化する情報通信への対応や携帯電話の不感地域の解消のために、引き続き関係機関と連携しな

がら取り組んでまいります。

［生活排水処理］
　汚泥再生処理センターの完成により、懸案であった浄化槽汚泥や、し尿を適正に処理して堆肥化することが出

来るようになります。また、平成２４年度から生活排水処理対策として合併処理浄化槽の普及を図るために、町設

置型の合併処理浄化槽整備事業を開始いたします。

　し尿および浄化槽汚泥の処理の際には、平成２４年度より手数料を頂きますので、ご理解をお願いいたします。

［機構・組織］
  徴収部門のさらなる強化と第５回全国離島交流中学生野球大会に向けた体制づくり、そして社会福祉士の配置

により障害福祉への対応の充実を図ります。また、社会情勢を踏まえ特別職報酬の減額を実施します。

　町民から信頼される人財の育成のため、多角的な研修メニューを積極的に取り入れ、多様化する行政課題に高

い見識を持って対応できる職員の育成を図ってまいります。

　平成２４年度施政方針 八丈町長　山下奉也
平成２４年３月２日（金）　第一回八丈町議会定例会
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平成２４年度施政方針

［防災対応］
　防災対策については、東日本大震災を教訓に既存の津波ハザードマップの見直しや、防災サインの設置を検討

し、町民の防災意識の向上を図る上で、分かりやすい防災対策を実施してまいります。また、本年の防災訓練は、

１０月５日に大賀郷地域を対象として行います。

　防災無線については、災害発生の際、瞬時に放送による周知が出来るよう、今後も万全の体制で対応してまい

ります。

　災害時要援護者支援事業については、平成２２年度から３カ年計画で進めてまいりましたが、平成２４年度が最終

年度であり、要援護者の災害時個別支援プランの作成を行います。また、東日本大震災被災者の方の受け入れを

継続するとともに、避難されている被災者の皆様にきめ細やかな支援を実施いたします。

［納税］
　町税については、収納率向上と滞納額圧縮を図るための実行力が求められていることを深く認識し、今後も速

やかな滞納処分と適切な納税緩和措置など「新たな滞納者を出さない努力、滞納者を無くす努力」に励み、「税

収の確保・納税秩序の維持」を目標に、引き続き滞納整理を実施して、さらなる徴収努力に努めてまいります。

［住民窓口］
　本年７月施行の外国人登録に関する法改正に伴い、従来の外国人登録制度が廃止となり、在留管理制度へ変更

となります。

　外国人住民を住民基本台帳システムへ組み入れることで、外国人住民の利便性の向上および行政事務の合理化

を図ります。

［環境衛生］
　八丈町に合致した廃棄物処理方法を構築するために、廃棄物の発生および排出抑制のための普及啓蒙活動を引

き続き実施いたします。

　農業用ネットや漁網のクリーンセンター持ち込み可能化や発泡スチロールなどの拠点回収事業に取り組み、ゴ

ミ減容化を図ります。また、東京都島嶼町村一部事務組合により、八丈島一般廃棄物管理型最終処分場が１０月か

ら供用開始となります。

［国民健康保険・国民年金］
　八丈町国保を取り巻く状況は、景気低迷による収入減および高齢者の増加による医療費増の影響を受け、極め

て厳しい状況にあります。厳しい状況の中ではありますが、引き続き負担軽減や減免制度を実施するとともに、

収納率向上に向けた取り組みによる収納増および生活習慣病予防に着目し、加入者の健康増進による医療費の減

を図ってまいります。また、国民年金において、本年１０月から３年間実施される「納付可能期間１０年間延長」の

周知徹底を図ります。

［児童福祉］
　本年４月から「あおぞら保育園」において、０才児保育を新たに実施し、保育サービスの拡充を図ります。ま

た、子ども家庭支援センターにおいて、子育てに対する不安や孤立感の解決および軽減に向けた取り組みとして、

育児・家事の援助または養育に対する指導助言などを行う養育支援訪問事業を実施いたします。

［長寿医療制度］
　「後期高齢者医療制度」については、平成２５年度までは現行の広域連合による運営が継続されます。平成２６年

４月に新医療制度へ移行し現行の制度は廃止の予定ですが、いまだに国会への廃止法案提出がなされておりませ

ん。町民の皆様に対しては、制度移行に関し混乱が起きないよう今後の情勢を見ながら、正確な情報を把握次第

速やかに分かりやすく発信してまいります。

［高齢福祉］
　高齢者が住みなれた地域で、安心安全に健康でいきいきと自立した生活を続けることが出来るよう、シルバー

人材センターの運営や老人クラブの活動等を支援し、高齢者が元気で活気ある町にしてまいります。また、個々

の対応としては認知症相談、虐待・苦情対応、緊急通報システム、成年後見制度に重点を置き支援を行います。

　新たな取り組みとして高齢者の単身世帯を中心に緊急医療情報キットの配布を行います。

［介護保険］
　介護サービスについては、第５期事業計画を基に在宅サービスの充実を図るため、保険料が増額となる見込み

ですが、本事業の円滑な運営のために、ご理解をお願いいたします。また、介護予防事業等を今後も引き続き行
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い、生活機能評価、運動機能向上等を実施し、要支援・要介護状態になることを予防します。

　新たな取り組みとして、在宅高齢者の拘縮緩和を主に心身の機能低下を防ぐことを目的としたマッサージ等の

利用支援事業を行います。

［保健事業］
　町民の健康を維持するため、健康教室、健康相談事業等引き続き実施するとともに、疾病予防・健康づくりの

ため実施しております健康診断と女性のがん検診については、多くの方に受診いただくよう重点的に取り組んで

まいります。

　島外医療機関に係る交通費補助金については、引き続き実施していくとともに、予防接種に関しても、子宮頸

がんワクチンの無料接種の他、ヒブワクチン、肺炎球菌ワクチン費用の一部助成を行ってまいります。

［温泉事業］
　温泉施設に関しては、快適に利用していただくよう利用者のニーズに応え、健康増進、観光の目玉として適切

に管理運営してまいります。

［土木事業］
　国庫補助事業については、中道伊郷名線（通称防衛道路）の道路改良事業を継続して施行します。

　市町村土木補助事業については、継続して、樫立中之郷線ほか、８路線を、道路改良事業として施行します。

また、新規事業として、役場新庁舎から町立病院へ直接アクセスすることが出来る、宮の平九蔵金土線ほか２路

線を、道路改良事業として施行します。その他、町道各路線の維持補修にも努め、地域住民の利便性、安全性、

産業振興、および排水処理をも考慮しながら、道路整備事業に取り組みます。

［町営住宅］
　町営住宅については、大賀郷地域において、平成２４年度から２カ年にわたり、老朽化した原山団地の建て替え

事業を実施します。建て替え後の住宅は、１棟１２世帯分となり、高齢者の安全にも配慮したゆとりある構造の鉄

筋コンクリート２階建てとします。また、既存住宅については、入居者の生活に支障をきたさぬよう、計画的な

改修と維持管理に努めてまいります。

［農業振興］
　農業振興の主要施策として、共撰共販体制の強化と産地化を進めるとともに、小規模農道や遊休農地対策に引

き続き取り組みます。そのうえで、今後生産施設等の整備を充実させるために新たな事業計画を検討し、さらな

る農業振興を推進いたします。また、新たな農業従事者の確保と育成を図るために「担い手研修センター」の第

２期の研修生の募集を行い、積極的に新規参入者を受け入れます。ハード面では中之郷地域の農業用水を確保し、

安定供給するためポンプ等の水利施設改修工事を実施いたします。

［林業関連事業］
　林業事業については、病害虫対策事業として松くい虫、トビモンオオエダシャクの防除を引き続き実施すると

ともに、昨年より大発生しているカシノナガキクイムシによるスダジイ等の対応策を引き続き検討してまいりま

す。

［その他事業］
　ノヤギの捕獲事業については、生息状況調査について主に八丈富士を継続するとともに、三原山の捕獲にも着

手してまいります。カラス対策にも、有害鳥獣駆除申請による積極的駆除を進めるとともに、生息状況調査も実

施いたします。

［観光振興］
　観光振興については、八丈島観光振興実行委員会の機能の充実はもとより、新規集客事業として、中野区と連

携し地域に密着した情報発信による観光誘致事業を試行するとともに、インターネットを活用した効率的な集客

事業を継続いたします。

　島内の観光資源の整備については年度別計画を策定し、関係機関と連携して整備に着手してまいります。

［商工振興］
　商工の振興については、既存のアンテナショップの効率の良い改善を図るとともに、新しい物産展にも積極的

に参加して、地産品の宣伝および販売促進に努めてまいります。また、伝統工芸品である「黄八丈」につきまし

ても、引き続き協力、支援を行いながら、さらには観光にも寄与できるように取り組んでまいります。

［水産業振興］

平成２４年度施政方針
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　水産業の振興については、漁協施設の整備を図るとともに「つくり育てる漁業」として、シマアジの中間育成

放流事業はもとより、フクトコブシは環境整備を引き続き実施し、今後の事業の方向性を検討してまいります。

　離島漁業再生支援事業については、未利用魚・低価格魚の付加価値化を推進するため加工施設の整備を継続し

て行うとともに、販路拡大のために普及活動を積極的に展開します。

　漁場における効率的な漁業操業を図るため、引き続きサメ被害防除対策にも取り組んでまいります。

［消防］
　火災をはじめとする各種災害に備え、耐震性貯水槽の増設や設備の充実を図り、さらに大規模災害にも対応出

来るよう各関係機関との連携を確固とし、組織力の強化に努めます。

［救急］
　救急業務については、ＡＥＤ講習会をはじめとする救急講習会を定期的に実施し、町民の救命意識の向上を図

るとともに、救急救命士の養成および高度な救命処置の推進を図り、救命率の向上に努めてまいります。

［消防団］
　減少傾向にある消防団員数の確保を第一とし、教育訓練の充実強化を図り、さらなる強力な組織づくりを目指

します。

［火災予防］
　住宅用火災警報器設置推進に向け、引き続き広報活動を実施してまいります。

［学校教育の充実］
　学校教育では、子ども１人１人を大切にした指導を実践するとともに、基礎学力の向上を推進いたします。

　学習環境改善の取り組みとして、町立小学校の普通教室に冷房機器を設置するほか、自然環境学習の一環とし

て、富士中学校の校庭の一部を芝生化いたします。また、大賀郷小学校に特別支援学級を開設し、施設の整備を

行います。

　八丈方言を子どもたちに継承する取り組みとして、島言葉を知り、広める活動を学校教育の中で進めてまいり

ます。平成２４年度は新たに、研究指定校制度を導入し、方言学習を推進してまいります。

　末吉小学校は平成２５年４月三原小学校と統合します。保護者・地域の方との話し合いを引き続き行い、両校の

児童にとってより良い教育環境を整えてまいります。

［学校給食］
　学校給食では、食べることの楽しさや栄養バランスの大切さを教えるとともに、給食だより・食育通信を通し

て、子どもや家庭へ広く食育の推進をしてまいります。

　また、献立に八丈島産の食材をより多く取り入れ、地産地消の推進と、安全でおいしい給食を提供してまいり

ます。

　給食費については、給食運営協議会において、適正な負担のあり方について協議してまいります。

［生涯学習と文化・スポーツの振興］
　町民の皆様が学習や芸術・文化、スポーツに親しむ機会の充実や振興を図るため、各種団体の活動を支援する

とともに、その活動の場となる公民館や図書館等の社会教育施設および体育施設の利便性の向上に取り組みます。

　建設中の集会施設の運営方法については、公募や文化団体推薦の委員も含めた「集会施設運営協議会」（仮称）

を立ち上げ、協議してまいります。

　貴重な財産である文化財については、その保護や保存、調査に努めるとともに、公開を通して、文化財に親し

む機会を提供してまいります。

　「島ことばを知り、伝える」活動を推進するために八丈方言講座を引き続き実施します。また、「島ことばかる

た大会」など高齢者と他世代間の交流の場を積極的に計画してまいります。

　本年８月に本町で実施する「国土交通大臣杯　第５回全国離島交流中学生野球大会」については、プロジェク

トチームを立ち上げ取り組んでおりますが、今後も大会の成功に向け万全の体制で取り組んでまいります。

　来年９月に開催される国民体育大会「スポーツ祭東京２０１３」高等学校軟式野球の競技会場となる、南原スポー

ツ公園野球場が３月で完成し、供用を開始いたします。大会の運営については東京都や関係団体と連携を図りな

がら取り組んでまいります。

　サッカーやフットサル、野球などのスポーツ大会を通して、島内・島外の交流を図り、また、スポーツ施設を

活用した観光の町づくりにも積極的に取り組んでまいります。

平成２４年度施政方針
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［公営企業全般］
　水道、バス、病院各事業会計については、大変厳しい財政状況下にありますが、さらなる企業努力を推進し、

健全な運営を行ってまいります。

［水道事業］
　本事業の使用水量については減少が続いておりますが、それらの動向を注視しながら、水道ビジョンを基に、

給配水施設の統廃合の事業化に向けて検討を進めてまいります。

　平成２４年度に、地理情報システム（ＧＩＳ）を新規に導入することで、より詳細な管路情報と給水情報を電子

化し、一元的に管理運営してまいります。

　工事については、坂下地区上水道事業、坂上地区簡易水道事業において、老朽管の敷設替工事を引き続き行っ

てまいります。

　配水施設については、生活道路である都道、町道の改修に伴い配水管の新設、改修工事を行います。

　今後も、「町民が、安全で安心して飲める水の提供」、「安定供給の確保」に努めてまいります。

［一般旅客自動車運送事業（バス事業）］
　貸切バスについては、関西地方からの利用等で増加傾向にありますが、引き続き、観光の動向、島内のイベン

ト等を考慮し、併せて、関西地方を含め島外への働きかけを行うとともに、観光振興実行委員会等各関係機関と

協力しつつ、収益の確保に努めてまいります。　また、路線バスは、町民の身近な交通手段であります。特に、

高齢者や学生、観光客等の利用者への対応のためにも、最低限の交通利便の維持、確保は不可欠であります。今

後、路線の系統について効率的な運行を検討し、引き続き、経営改善計画を進めてまいります。

［病院事業］
　町立八丈病院は、地域に根ざし、町民が安心安全な生活をおくるために必要な医療を提供しておりますが、厳

しい経済環境下での経営を余儀なくされております。

　医療人材の確保も大きな課題となっております。平成２４年度も東京都、日本医科大学付属病院、聖マリアンナ

医科大学病院、杏林大学医学部付属病院等の協力をいただき、内科、外科、小児科、産婦人科の診療を実施し、

町民の健康福祉の向上に寄与してまいります。また、１２科の臨時専門診療の充実を図り、将来の人材確保のため

奨学助成金制度を創設いたします。

　平成２４年度の施設整備については、分娩室・陣痛室・人工透析室のエアコン交換、リハビリ室改修を予定して

おります。その他にも、臨床化学自動分析装置、ガス滅菌装置など代替を実施し、医療環境の充実に努めてまい

ります。病院事業改善のため、経営診断を踏まえ、平成２４年度は経営コンサルタントの指導も取り入れ、より良

い病院を目指します。

　離島の病院経営は大変厳しい財政状況にありますので、東京都にご支援を仰ぎながら、町立八丈病院の医療向

上に努めてまいります。

［東京都施行事業］
　東京都が事業主体である八丈町関連の事業について申し上げます。空港整備、港湾・漁港および都道の整備に

ついては、毎年着実に施行され、町民の皆様の安全や利便性の向上が図られており、平成２４年度から２カ年計画

で、底土港の新船客待合所の整備が予定されております。島の交通や産業を支える基盤施設の整備は八丈島の生

命線であり、町民の暮らしと深く関わっておりますので、これらの事業の早期実現・完成に向け東京都へ働きか

けてまいります。

【おわりに】
　以上、平成２４年度の主な施策の概要について、申し上げました。

　平成２４年度の各会計の予算額は、一般会計８０億２千万円、特別会計２５億８千万円、企業会計２６億８千万円、合

計で、約１３２億８千万円であり、前年度と比較いたしますと、予算総額で４．８％の減となりましたが、各種事業に

つきましては、引き続き積極的に施行してまいります。

　これらの施策を、着実に遂行することで「住民が主役の町づくり」を目指し、町民の皆様とともに喜びを分か

ち合えるよう全力で取り組んでまいります。

　ここに、重ねて、議員各位ならびに町民の皆様のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、施政

方針とさせていただきます。

平成２４年度施政方針
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平成２４年度一般会計予算額／平成２４年度会計別予算額

平成２４年度会計別予算額
各　会　計　予　算　状　況 （単位：千円）

増減率（C）/（B）%比較（A）－（B） （C）前年度予算額（B）本年度予算額（A）会　　　　　計

▲９.１▲８０１,１５６８,８２１,４８７８,０２０,３３１一般会計

１０.２２３８,５７０２,３４４,１６９２,５８２,７３９特別会計

▲１.０▲３２３,３５３３,３２１用品会計　

１.９１５,９２１８１９,３８８８３５,３０９介護保険特別会計　

１０.３１６,９１４１６４,８１９１８１,７３３後期高齢者医療特別会計　

０.４５,３１７１,３５６,６０９１,３６１,９２６国民健康保険特別会計　

皆増２００,４５０―２００,４５０浄化槽設置管理事業特別会計　

▲３.８▲１０６,５８４２,７８４,０５１２,６７７,４６７公営企業会計

▲６.４▲５２,５３４８１４,９０７７６２,３７３水道事業会計　

０.４４８６１２０,８１２１２１,２９８一般旅客自動車運送事業会計　

▲３.０▲５４,５３６１,８４８,３３２１,７９３,７９６病院事業会計　

▲４.８▲６６９,１７０１３,９４９,７０７１３,２８０,５３７合　　　　　計

一般会計から特別会計への繰出の状況 （単位：千円）

増減率（C）/（B）％比較（A）－（B） （C）前年度予算額（B）本年度予算額（A）会　　　　　計

▲２.９▲２,６２６８９,０８６８６,４６０国民健康保険特別会計

▲２.５▲３,５３３１３９,４２４１３５,８９１介護保険特別会計

５.３６,２４５１１６,８４７１２３,０９２後期高齢者医療特別会計

皆増７４,０３９―７４,０３９浄化槽設置管理事業特別会計

一般会計から公営企業会計への繰出の状況 （単位：千円）

増減率（C）/（B）%比較（A）－（B） （C）前年度予算額（B）本年度予算額（A）会　　　　　計

２.９４１０１４,０３１１４,４４１水道事業会計

０.００００２０,０００２０,０００一般旅客自動車運送事業会計

▲０.６▲１,０４３１８４,８９５１８３,８５２病院事業会計

平成２４年度一般会計予算額　８０億２０３３万１千円 －前年度比　９.１％減－　

歳　　入 （単位：千円）

本年度予算
構成費　%

本　年　度
予算額（A）款

１１.５９２３,４０１町税

０.９７５,０３３地方譲与税

１.２９３,５３３地方消費税交付金

０.５４２,２４２自動車取得税交付金

２６.８２,１５０,０００地方交付税

１.０７８,２３２分担金および負担金

２.３１８６,０８９使用料および手数料

４.５３６１,７５１国庫支出金

２３.７１,９０３,８８０都支出金

１７.６１,４１５,５４１繰入金

１.６１２６,０９８諸収入

８.１６４７,１００町債

０.３１７,４３１その他

０.１４,７１１利子割交付金　

０.０２,２９６配当割交付金　

０.０４６３株式等譲渡所得割交付金　

０.０１,４２８地方特例交付金　

０.１４,０００交通安全対策特別交付金　

０.１４,５３０財産収入　

０.０２寄附金　

０.０１繰越金　
　

１００.０８,０２０,３３１　

歳　　出 （単位：千円）

本年度予算
構成費　%

本　年　度
予算額（A）　

１４.４１,１５７,５２０人件費

１６.６１,３２７,４２３物件費

２.４１９３,１３２維持補修費

７.３５８５,７１１扶助費

８.５６７８,４５９補助費など

３６.３２,９１５,９６１普通建設事業費

４.４３５４,７００補助事業費　

３１.９２,５６１,２６１単独事業費　

８.７６９８,３１２公債費

５.２４１９,４８２繰出金

０.０２４０積立金

０.６４４,０９１その他

０.０６災害復旧事業費　

０.００投資および出資金　

０.４２８,５００貸付金　

０.２１５,５８５予備費　
　

１００.０８,０２０,３３１
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‖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。

〇２月の主な取り組み
〇被災者支援について
３月７日(水)、福島県より１世帯５名の方が来島しました。
※３月７日現在、１０世帯３０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
・２月２２日(水)、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：３月１４日（水）　地上１ｍ　０.０２μSv　・　地上５cm　０.０２μSv
※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
０▲７.６％▲１９.６％▲２１.８％▲１８.９％▲１２.７％４月
０５.２％０▲６.６％▲１６.０％▲２３.６％▲１４.１％５月

０▲５.４％０▲８.８％▲１６.８％▲１７.０％▲１９.２％６月
▲１０.０％▲１８.２％▲１５.９％▲１６.４％▲２２.９％７月
０▲５.５％▲１６.８％▲１７.７％▲２８.４％▲２５.６％８月
▲１１.４％▲１８.４％▲２０.３％▲２３.７％▲３０.６％９月
０４.０％▲１１.８％▲１３.０％▲１３.６％▲２６.３％１０月
０２.１％▲１０.９％▲２４.２％▲１９.９％▲２１.１％１１月

０▲１.４％▲１３.６％００.２％０▲３.８％▲１１.０％１２月
００.３％０▲６.７％０▲８.１％００.５%▲１３.０％１月

地上５ｃｍ地上１ｍ測 定 場 所
０.０３０μSv/時間０.０３０μSv/時間むつみ保育園
０.０６２μSv/時間０.０６０μSv/時間むつみ第二保育園
０.０３２μSv/時間０.０３２μSv/時間若草保育園
０.０３６μSv/時間０.０３４μSv/時間あおぞら保育園
０.０６０μSv/時間０.０６０μSv/時間子供家庭支援センター

東日本大震災に関する取り組み ほか

送金先総　額募　金　名

日本赤十字社　東京都支部１,１２６,５２０円赤十字社員増強運動　

社会福祉法人　東京都共同募金会１,９４２,２５０円赤い羽根共同募金運動

　昨年１年間で皆さんからいただきました募金は下記のとおりです。集まった募金は各団体へ送金しました。皆さん
の温かいご協力ありがとうございました。

平成２３年度 八丈町募金活動 実績報告平成２３年度 八丈町募金活動 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
１６,９９０,０３６円
（２月２９日現在）

平成２３年３月１４日から
平成２４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。
なお、受け付け期間が延長されました。

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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記事の訂正について（お詫び）
　広報はちじょう３月号において、町立八丈病院・保管現金亡失についての報告を掲載いたしましたが、
「３ ．    事件への対応とその結果（２）監査請求」の文中で、八丈町監査委員へ監査をお願いした日が平成２３年６

　

月２日になっていましたが、平成２３年７月６日の誤りです。訂正しお詫びいたします。

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２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４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度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主主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行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行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程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程
行　　　　　事行　　　　　事

海遊魚まつり（１１月末迄の土日祝）１日１０月八丈町事業説明会１０日４月

防災訓練（大賀郷地域）５日汚泥再生処理センター竣工式１１日

町民体育大会（各地域）７日敬老会（樫立・中之郷）２２日

八丈町表彰式１９日中之郷自治会総会２９日

グラウンドゴルフ大会２６日トローリング大会　～１/３１１日５月

各小学校運動会３日１１月ジギングトーナメント　～１３日１２日

福祉バザー１８日消防団夏季訓練・島じまん（竹芝）～２７日２６日

末吉自治会総会２３日敬老会（三根）・富士中学校運動会２７日

高齢者演芸大会２日１２月クリーンデー３日６月

第四回八丈町議会定例会（１日目）５日第二回八丈町議会定例会（１日目）６日

消防出初式４日１月小笠原親善訪問　～２６日２１日

成人祝賀式５日にっぽん丸寄港２０日７月

パブリックロードレース１３日ふじ丸寄港２１日

凧揚げ大会１９日夏まつり　～２５日２３日

文化フェスティバル２０日サマーコンサート・八丈島浜遊び５日８月

樫立自治会総会１１日２月納涼花火大会１１日

末吉小学校閉校式１６日離島中学生野球大会　～３０日２８日

第一回八丈町議会定例会（１日目）４日３月第三回八丈町議会定例会（１日目）５日９月

八丈島産業祭　～１７日１６日自治振興委員・納税貯蓄組合長の集い１０日

フリージアまつり　～４/７２０日大賀郷中学校運動会・三原中学校体育祭１６日

※上記の行事日程は予定であり、変更になる場合があります。敬老会（大賀郷・末吉）１７日

中学校陸上記録会３０日

平成２４年度主な島内行事日程／２月の主な会議 ほか

� ２ 月 の 主 な 会 議 �
議　　　題　　　等会　　議　　名日

八丈町営住宅条例改正（案）について　ほか課長連絡会議１０日

平成２４年度事業計画について　ほか全員協議会１３日

特別職の報酬について特別職報酬等審議会１４日

八丈町教育委員会の教育目標、基本方針および基本方針に基づく平
成２４年度の主要施策について　ほか

八丈町教育委員会第１１回定例会１４日

東日本大震災にかかる町の取り組みについて　ほか課長連絡会議２０日

農地法第３条の規定による許可申請について　ほか八丈町農業委員会第１１回総会２３日

第一回八丈町議会定例会について議会運営委員会２３日

青少年関係事業実施報告青少年問題協議会２８日

八丈町第５期介護保険事業計画について総務文教委員協議会２９日
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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

税のお知らせ

固定資産税（土地・家屋）の縦覧・閲覧
　ご自身の固定資産と比較できるように、他の土地や家屋（土地のみをお持ちの方は土地、家屋のみをお持ちの方は

家屋）の価格（評価額）をみることができます。

●証明を申請できる方

［手数料］●同一所有者で土地３筆または家屋３棟まで３００円

■場　所■　税務課税務係　固定資産税担当　内線２２４

■期　間■　４月２日（月）～５月３１日（木）※土・日・祝日を除く　午前８時３０分～午後５時１５分

必　要　な　も　の申　請　で　き　る　方
Ⅰ　免許証や保険証など本人を確認できるもの（所有者が法人の場合
は、申請書に代表者印を押していただくか、お越しの方に委任状
が必要です）

①　町内に土地や家屋を所有している方

Ⅱ　賃貸借契約書（コピー可）または登記簿謄本（登記簿に賃借権な
どの権利人として記載されている方、コピー可）、免許証、保険証
など本人を確認できるもの

※申請の際は、必ず地番や家屋番号を指定してください

②　町内の土地や家屋を有償で借りている方（賃貸
借契約書に賃借人として記載されている方、登
記簿に賃借権などの権利人として記載されてい
る方）

Ⅲ　①の方の除籍謄本（コピー可）とご自身の戸籍謄本（コピー可）
などで相続確認できるもの、免許証、保険証など本人を確認でき
るもの

③　①の方が亡くなられている場合は、その相続人

Ⅳ　②の方の除籍謄本（コピー可）とご自身の戸籍謄本、保険証、免
許証など本人を確認できるもの

※申請の際は、必ず地番や家屋番号を指定してください

④　②の方のうち、賃借権などの権利人として登記
されていて、なおかつ権利人が亡くなられてい
る場合は、その相続人（賃貸借契約書のみの方
は該当しません）

Ⅴ　①③の方からの委任状と免許証など本人を確認できるもの
※③の方からの委任状の場合は、Ⅲに掲げる書類も必要です

⑤　①③の方から委任されている方

Ⅵ　②④の方からの委任状と免許証や保険証など本人を確認できるも
の

※②の方からの委任状の場合は、Ⅱに掲げる書類も必要です
※④の方からの委任状の場合は、Ⅳに掲げる書類も必要です

⑥　②④の方から委任されている方

Ⅶ　裁判所が選任したことを示す書類や商業登記簿などの権利を示す
書類が必要です

⑦　所有者など総務省令で定められた固定資産を処
分する権限を持つ方

Ⅷ　裁判所に提出する訴状などの関係書類が必要です
⑧　民事訴訟費用に関する法律のうち、訴えの提起
や、控訴の提起などの申し立てをする方

●縦覧できる方
［縦覧内容］

●土地　所在・地番・地目・地積・価格

●家屋　所在・家屋番号・用途・構造・床面積・価格

［注意事項］

●縦覧帳簿には所有者の名前は記載されていませんの

で、必ず地番または家屋番号を指定してください

●ご自身所有以外の土地や家屋については、所有者の

名前や評価の内容をお知らせすることはできません

●混雑時などにお待ちいただくこともありますので、

ご協力をお願いします

[手数料]　●無料

　課税台帳の証明（税額は記載されません）の申請をすることができます。

必要なもの縦覧できる方

Ⅰ　免許証や保険証など本人を確認できる
もの（所有者が法人の場合は、申請書
に代表者印を押していただくか、お越
しの方に委任状が必要です）

①　平成２４年１月１日時
点で町内に課税され
ている土地や家屋を
所有している方

Ⅱ　①の方の除籍謄本（コピー可）とご自
身の戸籍謄本（コピー可）などで相続
確認できるもの、免許証や保険証など
の本人を確認できるもの

②　①の方が亡くなられ
ている場合はその相
続人

Ⅲ　①②の方からの委任状と免許証や保険
証など本人を確認できるもの

※　②の方からの委任状の場合は、Ⅱに掲
げる書類も必要です

③　①②の方から委任さ
れている方
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納め忘れはありませんか
　平成２３年度分の町税などが未納の方は、至急納付してください。納付書を紛失された
場合は、再発行します。
　皆さんに納めていただいている税金は、町民一人ひとりの生活のさまざまな場面で
役立ち、安全で、豊かで便利な生活が送れるように社会を支えています。このまま税金
の滞納が増えると町の事業や、皆さんへのサービスの低下につながります。
　国保税を滞納している方には、保険証を返還してもらい、代わりに資格証明書を交付
しています。この場合、医療費は全額自己負担となりますので、ご注意ください。
　納税についての相談は、早めに税務課までご連絡ください。

■介護保険の報酬が改定されました。

　報酬改定に伴い平成２４年４月からの介護サービス利

用料が変更となることがあります。詳しくは利用中の

サービス事業所または担当ケア・マネージャーにお問

合せください。

■主な改定内容　

・在宅サービス

【要介護サービス】

訪問介護（訪問ヘルパー）…生活援助のサービス提供

の時間区分の見直しなど

通所介護・認知症対応型通所介護（デイサービス）…

サービス提供の時間区分の見直しなど

短期入所生活介護（ショートステイ）…介護福祉施設

サービス費の改正に併せた見直しなど

【要支援サービス】

介護予防訪問系サービス、通所サービスの見直しなど

・施設サービス

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）…要介護度

別の報酬設定の見直しなど

■保険料の納め方について

　介護保険の保険料は６５歳以上の方が対象になります。

（４０歳以上６５歳未満の方は加入している医療保険料に

合算して納めていただいています。）

　保険料の納め方には特別徴収と普通徴収の２種類が

あります。

※納付方法の選択は個人の希望ではできません。

■普通徴収とは

　６５歳以上の方（第１号被保険者）で、年金額が年間

１８万円未満の方や、年金の種別が老齢・退職共済・障

害・遺族年金以外の方は、年８回に分けて納めていた

だきます。（毎年７月末が第１期で翌年２月末が第８

期となります。）保険料の年額を８回に分けた金額が

１回あたりの金額となります。納め方は八丈町から送

られてくる納付書をお持ちになり金融機関等の窓口で

納めていただく他、預金口座から自動的に引き落とす

方法もあります。

■特別徴収とは

　６５歳以上の方（第１号被保険者）で、年額１８万円以

上の老齢・退職共済・障害・遺族年金を受給している

方は、年金の支給月に年金額から天引きとなります。

　納期は年６回で４・６・８月は、原則として前年度

の２月に特別徴収で納付した額と同額を天引きし、１０

・１２・翌２月は、その年度の介護保険料の総額（本算

定額）から４～８月に天引きした額を差し引いた額を

３期に分けて年金額から天引きいたします。

　※ただし年金受給者であっても年度途中に年齢に達した
方や、年度途中に所得税の申告などにより、介護保険料の
所得段階に変更のあった方は、普通徴収にて納付していた
だくことがあります。

介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険ののののののの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 ■お問い合せ■ 健康課高齢福祉係 電話 ２－５５７０

平成２４年４月より介護保険第５期事業計画策定により事業内容の一部や月額の保険料が変わります。詳しくは本
紙折込みの八丈町介護保険第５期事業計画（ダイジェスト版）をご参照ください。

後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険かかららののおおししららせせ
平成２４年度保険料について

　平成２４年１月の広域連合議会において、平成２４・２５年度における保険料率および軽減措置が決定しました。
詳しくは本紙折り込みをご覧ください。

■問い合わせ■　健康課高齢福祉係　電話　２－５５７０

介護保険のお知らせ ほか

固定資産税課税明細書の送付
　平成２４年度固定資産税課税明細書は、納税通
知書に同封して５月に送付します。ご自分の固
定資産に相違がないか、ご確認ください。

町都民税・所得税の確定申告
　平成２３年分の町都民税、所得税の確定申告は、
期限が過ぎています。まだ申告されていない方
は、すみやかに申告を済ませてください。
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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/

◎各種問い合わせ
●ねんきんダイヤル　0570-05-1165
※０５０（一部）の電話、０７０の電話からおかけになる場合は、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

【国民年金保険料の納付】
　平成２４年４月分から平成２５年３月分までの国民年金保険料は、月額１４,９８０円です。保険料は、日本年金機
構から送られる納付書により、金融機関・郵便局で納めることができます。
　また、クレジットカードやインターネット等を利用しての納付、そして便利でお得な口座振替もありま
す。保険料は、納付期限（翌月末日）までに納めましょう。

【国民年金保険料の前納額】
　国民年金保険料をまとめて前払い（前納）すると、お安くなります。
●月々支払
１ヶ月分…１４,９８０円 ６ヶ月分…８９,８８０円　　　　１年分…１７９,７６０円
●前納（現金支払・クレジット納付）
１ヶ月分…適用無  ６ヶ月分…８９,１５０円　　　　１年分…１７６,５７０円
●前納（口座振替）
１ヶ月分…１４,９３０円 ６ヶ月分…８８,８６０円　　　　１年分…１７５,９９０円

　なお、ご利用には専用の納付書や所定の手続きが必要になります。年金手帳（基礎年金番号がわかるも
の）、印鑑をご用意のうえ、住民課国保年金係までご相談ください。
　退職（失業）による特例免除制度をご利用ください。
　厚生年金に加入していた方が退職（失業）されると、町役場で国民年金の加入手続きを行い、月額１４,９８０
円（平成２４年度の金額）の保険料を納めることになります。ただし、保険料を納めることが経済的に困難な
方には、申請によって保険料の納付が免除される制度があります。
　特例免除制度は、退職（失業）した年度および翌年度に限り利用することができます。通常、保険料が免
除されるためには、申請者本人・配偶者・世帯主の方の所得がそれぞれ基準の範囲内である必要があります
が、特例免除では、申請者本人の所得を除外して審査を行います。特例免除を申請される場合は、雇用保険
受給資格者証や雇用保険被保険者離職票等の公的機関の証明書の写しを添付して、住民課国保年金係へ提
出してください。なお、学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度をご
利用ください。

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・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。

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「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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◎７０以上７５歳未満の方の自己負担割合が１割に据え置かれました
　７０以上７５歳未満の方（※）の自己負担割合については、平

成２４年４月から２割に引き上げられることとなっていました

が、平成２４年４月から２５年３月末までの一年間、１割に据え

置かれることとなりました。

〇新しい高齢受給者証は、３月に発送しましたのでご確認く

ださい。なお、古い高齢受給者証は、国保年金係または、各出張所にお返しください。

〇高齢受給者証は、通常の一斉更新の都合上、有効期限が７月３１日までとなっています。

就学のために転出される方へ　～学生の被保険者証の特例制度について～

　就学のため転出される方に、今までの被保険者証がそのまま使用できる学生特例制度があります。該当される

方は転出の手続きをする際、国保窓口に申し出てください。既に学生特例制度を受けている方で、昨年度に引き

続き学生の方は、平成２４年度分の在学証明書、または学生証のコピーを４月末日までに提出してください。また、

卒業などで該当しなくなられた方は、非該当の届け出が必要となりますので国保年金係または各出張所で手続き

をしてください。

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

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

◆国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。

※その他、国民健康保険証や制度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

国保だより ほか

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
●「水道使用異動届」・「給水装置所有者変更届」の提出が必要です！！
①八丈町に転入する時や、八丈町から転出する時、島内での転居の際には「水道使用異動届」を提出して下さい。
②水道を半年以上お使いになる予定のない場合は、基本料金のかからなくなる休止手続きが可能です。ただし一
度使用休止されると半年間は水道を再開栓できなくなりますのでご注意ください。

③水道には実際に使用される使用者、支払者名義のほかに、水道の権利を有する所有者（管理人や貸家の大家な
ど）を変更することも可能です。変更される場合は、「給水装置所有者変更届」の手続きが必要になります。

※「水道使用異動届」、「給水装置所有者変更届」の手続きは、印鑑をお持ちになって町企業課水道係か、もしくは
各出張所で行ってください。なお「給水装置所有者変更届」の場合は、相手方の印鑑が必要となる場合もありま
す。詳しくは企業課水道係までお問い合わせください。
●水道メーター器の周りはきれいに！！
　水道メーター器の周りに物などが置かれているとメーター器が見えづらくなる場合があります。メーター器周
辺はきれいに保って検針がスムーズに行えるようご協力ください。
●水道料金のお支払いは口座振替が便利です！！
　毎月お支払いいただく水道使用料は、便利な口座振替をご利用下さい。手続きは、金融機関（七島信用組合・み
ずほ銀行・ゆうちょ銀行）または、町企業課水道係、各出張所にある「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」
に記入し、金融機関にて直接お申込みください。

■問い合わせ■　企業課水道係　内線３１５・３１６

※すでに３割をご負担頂いている方、障害
認定を受けて後期高齢者医療制度の被保
険者となった方は除きます。

～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

◎八丈町浄化槽設置管理事業に関する浄化槽設置希望者募集について
　広報３月号の折り込みで募集しました浄化槽設置希望について、随時受け付けをしておりますので、設置
を希望される方もしくは、「町設置型浄化槽整備事業」の詳細について説明をご希望の方は、企画財政課浄
化槽推進係までお問い合わせください。
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住民係からのお知らせ／町長上京日記

住 民 係 か ら の お 知 ら せ
　八丈町にお住まいの外国人の方へ
　平成２４年７月９日から、新たな在留管理制度の導入と住民基本台帳法の改正により、外国人の方に関する
登録制度が変わります。
★主な変更点
　●外国人登録法が廃止され、外国人住民の方にも住民票が作成されます。
　平成２４年７月９日に従来の外国人登録が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法の対象となります。
このため、外国人住民の方も住民票が作成されることになります。
　住民票の作成対象になる方は、原則として適法に３ケ月を超えて在留する外国人の方（「中長期在留者」
といいます。）や特別永住者の方などです。
※従来の制度と異なり、観光目的等で短期間滞在される方や、不法滞在者は住民票の作成対象になりません。
　●平成２４年５月以降に、住民票の対象になる方へ「仮住民票」を通知します。
　仮住民票とは、平成２４年７月９日に住民票の基となるものです。郵便により通知しますので、内容をご確
認ください。また、仮住民票は外国人登録の情報を基に作成されます。制度が変わるまで、外国人登録の手
続きを正しく行ってください。
　●「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
　新しい制度が始まると、従来の「外国人登録証明書」に代わり、中長期在留者の方には「在留カード」が
交付されます。また、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
※「外国人登録証明書」は、新制度施行後も引き続き有効ですので、すぐに切替の手続きをする必要はあり
ません。
　「在留カード」・・・中長期在留者に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等の在留
に係る許可に伴い、地方入国管理局の窓口などで交付されます。
　「特別永住者証明書」・・・特別永住者に対し、従来どおり住民課住民係窓口で交付されます。
　詳しくは下記法務省ＨＰをご参照いただくか、法務省入国管理局・外国人在留総合インフォメーションセ
ンター（℡０３－５７９６－７１１２）にお問い合わせください。
※法務省ＨＰ「新たな在留管理制度がスタート」（http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1）

■問い合わせ■　住民課住民係　内線２３７・２３８

１日～２日
●ANA８２２便で上京
●国土審議会第７回離島振興対策分科会
●自由民主党離島振興特別委員会との意見交換会
●ANA８２１便で帰島

１５日～１７日
●ANA８２２便で上京
●東京都町村会役員会
●東京都町村長会議
●東京都町村自治功労者表彰伝達式
●東京都町村会創立９０周年記念講演会
●東京都町村会意見交換会
●東京都島嶼町村一部事務組合組織団体長会議
●東京都島嶼町村長会議
●東京都島嶼町村会、同議長会合同会議
●東京都土地改良事業団体連合会通常総会
●国土交通省・水産庁への要望活動
●ANA８２９便で帰島

２１日～２５日
●ANA８２２便で上京
●東京海区漁業調整委員会委員辞令交付
●東京海区漁業調整委員会
●東京都議会自由民主党新春のつどい
●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
●離島振興法改正・延長実現総決起大会
●離島振興法改正・延長実現要望活動
●東京都島嶼地域最終処分場対策委員会
●東京都島嶼町村一部事務組合定例会
●（財）東京都島しょ振興公社理事会
●伊豆諸島・小笠原諸島地域力創造対策協議会
●「島じまん２０１２」実行委員会
●東京都町村会役員会
●東京都町村長会議
●赤枝会との打合せ
●ANA８２９便で帰島

町長上京日記 ２月
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環境だより

■問い合わせ■　住民課環境係　内線２３３・２３４

●家電リサイクル料金の運搬費等の価格が上がりました
　４月１日より海上運搬に係る燃料調整金の改定により、家電リサイクル料金の運搬費等が上がりました。
詳しくは、折り込みチラシをご覧ください。

●一般廃棄物処理手数料は納めましたか？
　八丈町では事業所が事業活動に伴う一般廃棄物の減量などを目的に１㎏につき４円の一般廃棄物処理手数
料（清掃手数料）を納付することになっています。まだ平成２３年度の清掃手数料を納めていない事業者は、
すみやかに納付をお願いします。納付書を紛失した方は環境係へご連絡ください。
　また、ごみの排出量の増減があった事業者や、新たに事業を始められた事業者は、「廃棄物等処理申出書」
を提出してください。（「廃棄物等処理申出書」は環境係までお問い合わせください。）

●ヤンバルトサカヤスデ対策
　ヤスデの移動がまだ見られる地域があることから、平成２４年度においても４月より来年３月まで、家屋へ
の侵入防止のための薬剤（コイレット・３㎏入）の引換券または助成券を配付します。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発券より１ヶ月経過しなければ、配布しません。また、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。大賀郷地
域にお住まいの方は住民課環境係、他の地域にお住まいの方は各出張所にて引換券または助成券を受け取り、
農協の各店および伊勢崎富次朗商店で薬剤と引き換え、またはご購入ください。詳しくは、八丈町ホームペ
ージをご覧ください。

●使い捨てライターを廃棄する場合は・・・
　使い捨てライターによる火遊びが原因と思われる火災死亡事故が発生しました。また、昨年９月に法改正
がなされ、チャイルドレジスタンス機能のないライターが販売禁止となりました。
　使い捨てライターを廃棄する場合は、ガス抜きをしてからライターのみを袋に入れ「氏名」及び「ライタ
ー」と記入して、『金属ごみ』の収集日に出してください。ガス抜きが不完全な場合、爆発等の危険性があ
りますので、ご協力をお願いします。

●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。
　今月号では、「３Ｒ」のまとめの説明です。
　１月から「R」について説明しましたが、「３R」の実践には順序があります。まず一番目に、「リデュー
ス（減らす）」という考えを持ち、次に「リユース（再使用）」を実践する、そして使えなくなったら原材料
として「リサイクル（再資源化）」する、最後に再資源化できないものは、ごみとして処理をする、という
順序で取り組めば、ごみの減量化を図ることができます。

�シリーズ・ワンポイント「管理型最終処分場」�
　第４０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１８）

　＜浸出水処理施設・管理施設＞

　浸出水処理施設は、埋立地から排出される浸出水の処理施設と、

場内の管理をする管理施設を備えています。浸出水の処理施設に

は、生物処理や凝集沈殿処理等の処理工程ごとに水槽が設置され、

さらにキレート吸着や活性炭吸着等の高度処理に用いる吸着塔が

設置されます。管理施設は、浸出水の処理水量や水質を監視する

中央操作室や、廃棄物の搬入量を計量するトラックスケール等が

設置されます。また、管理施設には処分場について学習できる環

境学習コーナーを設ける予定です。 図　管理型最終処分場　完成イメージ
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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 …………………４月２４日（火）　午後１時１５分～１時４５分受付

�対象　平成２３年１１月２２日～平成２４年１月２４日生まれの乳児とその産婦

　１歳６か月児健康診査 ………４月１７日（火）　午後１時１５分～１時４５分受付
�対象　平成２２年８月１日～平成２２年１０月１７日生まれの幼児

　４歳児歯科健康診査 …………４月２７日（金）　午前９時１５分～１０時００分受付
�対象　平成２０年１月２５日～平成２０年４月２７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
　４月１７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
　４月１８日（水）　午前９時３０分～１１時３０分

　日頃の子育ての中からでてくる疑問や心配事などに保健師・管理栄養士・歯科衛生士が応じます。母子健康手

帳を持参してください。

両 親 学 級　（要予約）　　会場：保健福祉センター
　日時：下記４回コースで行います。

　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下さい。お父さんも歓迎します。
　１回目　４月６日（金）午後１：３０～３：３０ 　　妊娠中の生活（生活の工夫、歯の健康）
　２回目　４月１３日（金）午後１：３０～３：３０　　お母さんと赤ちゃんの栄養
　３回目　４月１９日（木）午後１：３０～３：３０　　お産を迎える準備（お産の進み方、呼吸法）
　４回目　４月２６日（木）午後１：３０～３：３０　　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　１６日（月）～２０ 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！
４月４日（水）　親子で遊ぼう
　　１１日（水）　八丈島産・魚について
　　１８日（水）　製作・壁面装飾
　　２５日（水）　製作・鯉のぼり
�そのほかの催し
４月１０日（火）　おりがみ遊び　午前１０時３０分～１１時
　　２７日（金）　絵本＆紙芝居　午前１０時３０分～１１時
※　ほのぼの健康相談は随時受け付けています

定期予防接種のお知らせ
　
ＤＰＴ三種混合集団接種（Ⅰ期）
　■日時　４月１０日（火）
　　　　　午後３時～３時３０分

予約制予防接種
　■日時　４月１１日（水）・２５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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教育委員会だより／はちじょうコミュニティ掲示板はじめます！！

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話２－０７９７

■特別支援学級を新設します。
　平成２４年４月より、大賀郷小学校に特別支援学級を新設します。これからも特別支援教育の充実を図っ

てまいりますので、保護者のみなさんのご理解、ご協力をお願いします。

※特別支援教育…障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に

立ち、児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善

または克服するため、適切な指導および支援を行うもの。

■今月の学校行事
・始　業　式　６日（金）　全小・中学校　　　　　・入　学　式　６日（金）　全小学校、９日（月）　全中学校

・修学旅行　１８日（水）～２２日（日）　富士中学校　　２５日（水）～２９日（日）　大賀郷中学校

　　　　　　２０日（金）～２４日（火）　三原中学校

一年坊主道草を食うことを知らず　　　栗生純夫
　大きなランドセルを背負った新入生のあどけなさとともに、目標に向かってまっすぐな子どもの気持
ちが伝わってきます。４月、入学や進級を迎えた子どもたちは、新年のカレンダーを開いたときのよう
なすがすがしさで、それぞれの目標に向き合っています。大人からはいろいろ注文があるかもしれませ
んが、いま、子どもが発することばや表情の中に、彼らの素直な思いを聞き取りたいものです。
　学校は集団生活の場ですから、発達段階に応じた共通の目標を立て、それに向かって進みます。しか
し、教室の中の一人一人には、それぞれが過ごしてきた時間があって、それぞれの経験を背負ってそこ
にいます。子どもに向き合う大人としては、全体を見渡す視点とともに、一人一人の子どもの動きや表
情の背後にある経験について、たとえば学校の行き帰りや放課後の遊び、家族とのくらしのなかで出会
った経験や感情について想像してみることで、子どもへの理解が深まり、子どもとの心の距離が縮まっ
ていくのではないでしょうか。
　八丈町教育委員会では、学校と協力して子どもたちのすこやかな成長をサポートするための教育相談
を行っています。お子さまの状況によっては、学習や生活上の困難について、特別な支援を行うことも
できます。ひとりで悩むことなく、お声をかけてください。　　　　　　　　　（教育相談員　伊藤　宏）

■八 丈 町 教 育 相 談 室　電　　話　（２）０５９１　毎週火・金曜日　午前８時３０分～午後５時
■東京都教育相談センター　電　　話　０３（５８００）８００８
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平日　午前９時～午後９時　　土・日・祝日　午前９時～午後５時
■東 京 い の ち の 電 話　電　　話　０３（３２６４）４３４３　（２４時間）

　八丈町で、スポーツや習い事をしたい方、すでに島内で活動していて仲間を増やしたい方に手作り掲示板

を設置しました。

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 ２－０７９７

はちじょうコミュニティ掲示板はじめます！！ はちじょうコミュニティ掲示板はじめます！！ はちじょうコミュニティ掲示板はじめます！！ はちじょうコミュニティ掲示板はじめます！！ 

■掲示物貼り出しで利用の場合■

　八丈町ホームページ（各課からのお知らせ⇒教育課）

から規定用紙を印刷し記入するか、規定サイズ内で

（縦１６㎝×横１１㎝内：はがきサイズ可）自主作成し教育

課または各出張所に提出してください。

【規定用紙は教育課にも設置しています（白黒のみ）】

■掲示板閲覧利用の場合■

　八丈町コミュニティセンター２階に掲示

板を設置していますので、開館時にご利用

いただけます。

【開館時間１０：００～２０：３０／

　月曜休館ボウリング場営業時間と同じ】
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図書館からのお知らせ／英会話教室生徒募集／南原スポーツ公園野球場オープン

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
●こどものほんのへや前廊下で展示中！
　２月１１日、大賀郷公民館で「大人のための子どもの本の学校」（講師・長谷川義史さん）が開催されました。当
日は長谷川さんがご自身の絵本を読み聞かせしたり、ウクレレを弾きながら歌を歌ったり、おはなしをしなが
らその場で模造紙に絵を描いたりと、内容が盛りだくさんでした。
　現在その絵の縮小版を、図書館で展示しています。
　・落語「鰻屋（うなぎや）」　　・絵本「いいから　いいから」　
　・八丈島うんまけもんのうた（絵本「大阪うまいもんのうた」の八丈島版です）
　図書館にお越しの際はぜひ、こどものほんのへやにも足をお運びください。

●最近、こんなことがありました。
　雑誌を返却しようとした時のことです。本棚に戻した雑誌の背表紙が破られていました。雑誌に貼りつけら
れていた付録ごと破り取られていたのです。ほかの雑誌を調べてみると、貼り付けているテープをカッターで
切った跡がありました…。図書館に置いている本・雑誌・新聞などはすべて、誰か個人のものではなく、図書館
を利用するすべての皆さんのものです。自分の後に読む方のことを思い、大切に扱ってください。

●今月のおはなし会　１４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、２７日（金・館内整理日） 、２９日（日・昭和の日）
●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　＊最新情報は八丈町公式サイトをご覧ください。ほぼ毎週更新しています＊
『ルーズヴェルト・ゲーム』池井戸 潤著　　　『八丈島の戦史　改訂版』山田平右エ門著
『やなせたかしのメルヘン絵本２』やなせたかし絵・文
『マグノリアおじさん』クエンティン・ブレイク作・絵

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話　２－０７９７

南原スポーツ公園野球場オープン
　平成２１年度より工事を進めてきましたが、平成２３年度での完成を迎え、平成２４年４月１日より使用するこ
とができます。
　グラウンド面積１１,７５０㎡、両翼９２ｍ、中堅１１６ｍ、内外野人工芝の野球場で、周囲にはランニングコース
や芝生広場（現在養生中）があります。
　野球場使用料は１時間５００円で、事前に使用申請が必要となりますので、使用したい場合は教育委員会ま
でご連絡ください。隣接するランニングコースや芝生広場については、申請は必要ありません。平成２４年４
月１５日（日）午前９時から午後５時までの間は、見学等ができるよう無料開放します（雨天中止）。
　※安全性を考慮し、バットの使用は禁止とします。

■問い合わせ■　教育課　生涯学習係　電話　２－０７９７

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
　○ベビーママクラス………幼児同伴可能なクラス
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円切手を貼って

ください。）
応募締切　４月１８日（水）
■問い合わせ■
　教育課生涯学習係　電話　２－０７９７

楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽しししししししししししししししししししししくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくく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ててててててててててててててててててててて覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚覚えええええええええええええええええええええるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語語 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集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
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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

２１年度２２年度２１年度２２年度２１年度２２年度２１年度２２年度

２.０％４,９９１５,０９２７,２１９７,３６５６２６７８２６,５９３６,５８３４月

▲４.６％９,５７４９,１３０１０,０２６９,５６１１,７１２１,５８９８,３１４７,９７２５月

  ０.２％４,９６７４,９７９６,５７１６,５８７９６１１,２７５５,６１０５,３１２６月

▲６.２％９,２１８８,６５１１２,１２６１１,２６３２,９４７２,１２４９,１７９９,１３９７月

  ２.０％１５,０９３１５,３９９１７,９２５１８,２８９４,８０５３,９５９１３,１２０１４,３３０８月

▲０.７％８,４６３８,４０３１０,１５４１０,０８２１,３７２１,５１６８,７８２８,５６６９月

▲０.９％５,２５２５,２０３７,９５１７,８７７７３１９９７７,２２０　　６,８８０１０月

９.３％５,３９９５,９０２７,７８３８,５０８１,０２５９０２６,７５８　７,６０６１１月

３.９％４,６１２４,７９２７,７９０８,０９４６７０５９９７,１２０７,４９５１２月

   １０.３％４,１５５４,５８１６,６３８７,３１８３７６６３４６,２６２６,６８４１月

▲７.８％３,８８６３,５８３７,１８８６,６２７７６５３８２６,４２３６,２４５２月

  ▲３.７％７６,０１８７３,１８７１０２,１３２９８,７８１１５,１４２１５,０９５８６,９９０８３,６８６計

※海路には２３年７月、８月の大型客船寄港分が含まれています。

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あ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た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ばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばまままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ ～世界に誇る八丈島のあしたば～

４月１５日（日）　　えこ・あぐりまーと
■プログラム
　◎午後１時～４時　　�家庭菜園（先着１５名様に野菜または花の苗プレゼント！）

　　　　　　　　　　　�押し花アート（参加費５００円）

　◎午後２時頃～　　　�ひょんはー（餅つき）体験

　※観光客の皆さんには観葉植物の小鉢をプレゼント！

■問い合わせ■　えこ・あぐりまーと　電話　０４９９６－７－１８０８

１４日（土）・１５日（日）  ………………浮き球べースボール　　　　　南原スポーツ公園

�
４月

主主 
な
行
事
予
定

な 
行 
事 
予 
定

土・日・祝日  ………………海遊魚まつり　　　　　　　　底土漁師小屋

８日（日）  ………………春の交通安全パレード　　　　各地域

８日（火）ぱしふぃっくびーなす寄港　　神湊港（予定）

�
５月

１２日（土）・１３日（日）  ………………Ｊ－１グランプリ（ジギング）大会　　　　　

お知らせとお願い
　近頃、町有地において管理している明日葉、フリージアの盗難が多発しています。この明日葉・フリージ

アは町の行事などで使うために管理していますので、摘み取りはしないでください。また、摘み取りをして

いる方を見かけた場合はご連絡ください。

■担当■　産業観光課　観光商工係　内線２６７・２６８
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● INFORMATION 広報はちじょう島外医療機関通院の交通費一部助成／障害者巡回相談

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外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外ののののののののののののののののののののののののののののののの医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機機関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ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れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへののののののの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費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費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部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助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
　平成２４年４月より島内の医療機関では治療できないなどの理由で島外の医療機関を受診される下記

の方に対し、２３年度に引き続き交通費の一部を助成しています。

助成対象者

①国・東京都が認める難病医療費受給者（マル都医療券を所持している方）、および小児慢性疾患医療

費助成を受けている方で、その疾病のために通院する方。

②身体・知的・精神障害者手帳の認定を受けている方で、その障害のために通院する方。

③島内での治療が困難であり、島外の医療機関へ通院する必要があると島内の医師が認めた方。

④島外での治療が必要な未就学児に対する付添者（１名に限る）

助成額　平成２５年３月３１日までに１３,０００円を１回。証明書を発行してもらった方には証明書代を別途

支給いたします。

申請の流れ

１．島内医療機関にて証明書を発行してもらう。→２．島外の医療機関へ通院および入院し領収書をも

らう。→証明書、領収書（証明書の領収書、島外医療機関の領収書）、印鑑を持参のうえ健康課へ申請。

（ただし助成対象者①、②の方は証明書不要）

　※必ず事前に島内医療機関にて証明書を発行してもらってください。事後での証明書発行はできま

せんのでご了承ください。

　詳しくは、下記へお問い合わせください。

●問い合わせ●　健康課保健係　電話　２－５５７０

障害者巡回相談（１８歳以上対象）を実施します
　東京都心身障害者福祉センターでは、巡回相談を下記の日程で実施します。

�日時　６月２０日（水）・２１日（木）

　　　　　　　　（２１日は午前のみ）

※予約人数によってはいずれか１日になる場合

があります

�場所　八丈町保健福祉センター １階ホール

　予約制のため、下記の日時に予約をしてください。

�予約期間　４月２３日（月）～４月２７日（金）

�受付時間

　平日午前９時～午後５時

　（正午～午後１時を除く）

�ご相談内容によっては、病院への受診を優先さ

せていただくことがあります。

�巡回相談では医療行為（診察・治療など）は行

いません。

●問い合わせ・申し込み●
　健康課保健係　電話　２－５５７０

対象者

①　目（視覚）、耳（聴覚）、身体的に不自由な方

（肢体不自由）で、身体障害者手帳を新規取得

したい方、または上記障害の手帳所持者で程度

変更を希望される方

②　①の対象者で補装具（義肢・装具・座位保持

装置・補聴器・車いすなど）の新規交付を受け

たい方、または過去に上記補装具の交付を受け

た方で修理などの相談がある方

※ただし、介護保険法対象者（６５歳以上の障害者

・特定疾病による４０歳～６４歳の障害者）の方は

車いす（標準型）の交付を除きます。

③　愛の手帳（知的障害者手帳）を新規取得した

い方、または上記手帳所持者で程度変更を希望

される方（児童時に取得した方でも成人時の再

判定が済んでない方はお申し込みください）
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INFORMATION ●広報はちじょう 女性のがん検診／子宮がん検診／日本脳炎定期予防接種／予防接種の公費助成

女性のがん検診のお知らせ　　　　　
●問い合わせ●
健康課保健係（保健師）　電話２－５５７０

　八丈町では、より受診しやすく、より精度を高めた検診に向け、子宮がんと乳がんの検診を、別々の期
日に実施します。
＊子宮がん検診は５月から９月まで期日を定めて、年代別予約制で実施します。
＊乳がん検診は、視触診とマンモグラフィーに加え、エコー検査を一括実施します。
　検診日は平成２５年３月６日（水）・７日（木）・８日（金）・９日（土）の予定です。
　どちらの検診も、予約受付期間を拡大して受けることができるようになりました。
　詳しくは、本紙折り込みチラシをご覧ください。

ヒヒブブワワククチチンン・・小小児児用用肺肺炎炎球球菌菌ワワククチチンン予予防防接接種種の公公費費助助成成について
　任意の予防接種であるヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種費用について、平成２４年度も公
費助成（一部）を実施します。希望される方は直接町立八丈病院へ申し込みください。
公費助成対象者
　八丈町に住所を有する０歳～４歳までの乳幼児で、町立八丈病院で接種を行った方
公費助成の額
　�ヒブワクチン１回につき ３,０００円　　　�小児用肺炎球菌ワクチン１回につき ５,０００円
必要な接種回数
　お子さんの年齢によって異なりますので、町立八丈病院へ問い合わせください
●問い合わせ●
　【接種について】町立八丈病院　電話２－１１８８　【公費助成について】健康課保健係　電話　２－５５７０

日本脳炎定期予防接種について
　日本脳炎の定期予防接種（保護者負担無し：無料）について、平成２４年４月１日より、以下のとおり進
めていくこととなりました。
　■保育園年少組・年中組、小学２年生・３年生・４年生のお子さんは集団接種を予定しています。日時

が決まり次第、町より予防接種の案内をします。
　■平成７年６月１日～平成２１年１０月１日生まれの方は、予約制予防接種にて接種することができます。
（※原則、３歳になってから）

　　今までの接種回数や時期によって接種スケジュールが異なりますので、接種をご希望の方は健康課保
健係までお問い合わせください。

　■平成７年６月１日～平成１９年４月１日生まれの方は２０歳になるまで（２０歳未満まで）無料で接種がで
きます。

　■上記以外の方で接種をご希望の方は、健康課保健係までお問い合わせください。
【予約制予防接種】
　　日時：毎月第２・４水曜日　１４：３０～１５：００（毎月広報はちじょうに掲載しています）
　　会場：町立八丈病院小児科

●問い合わせ・予約受付●　健康課保健係　（八丈町保健福祉センター）電話２－５５７０

５月の子宮がん検診の事前受付のお知らせ５月の子宮がん検診の事前受付のお知らせ 　
●問い合わせ●
健康課保健係 ２-５５７０

　５月１５日（火）と２２日（火）に実施する子宮がん検診の事前予約受付を、４月２日（月）～２０日（金）
まで、行います。（平日午前８時３０分～午後５時１５分、土・日は除く）
　対象者は２０歳～３８歳までの今年度、偶数年になる方です。
　詳しくは本紙折り込みをご覧いただくか、健康課保健係までお問い合わせください。
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● INFORMATION 広報はちじょう汚泥再生処理センター完成／犬の登録・狂犬病予防注射／航路ダイヤ

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町町町町汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚汚泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥泥再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再再生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ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ーーーー完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完完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成成成成成成成成成成成成成成
　八丈町循環型社会形成推進地域計画に基づき、平成１９年度より進めてきた「八丈町汚泥再生処理センタ
ー」が完成しました。「八丈町汚泥再生処理センター」は浄化槽汚泥
の混入比率の高い脱窒素処理方式を採用、浄化槽の普及に対応した
処理方式で、し尿・浄化槽汚泥の濃度を水でうすめずに前処理の段階
で不純物を取り除き、汚泥と汚水を分離することで、より衛生的で
安定した処理をすることができます。処理規模は１日あたり、し尿・
浄化槽汚泥４１k褄で処理に伴い発生する汚泥と給食センターから排
出される、調理くずと残飯１００kgを併せ、再生資源として堆肥を作
る循環型で環境にも優しい施設です。

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せせせせせせせせせせせせせせせ　　
●問い合わせ●
健康課保健係　電話２－５５７０

　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。八丈町では飼い犬の登録・狂犬病予防注射を次の日程で行います。お近くの会場で忘れずにお済ませ
ください。
� 狂犬病予防注射日程

� 料金
　◎予防注射料金　３,５５０円　（内訳：予防注射料 ３,０００円　　　注射済票交付手数料　５５０円）
　◎登録手数料（新規登録する犬のみ）　　３,０００円
� 留意事項
・登録および注射を受ける犬は、生後９１日以上の犬です。
・注射を受けさせる日には犬を清潔にし、会場へは犬をおさえられる方が連れてきてください。
・実施日に来られない方は、後日、動物病院にて接種を行ってください。
・新たに飼い始めた犬は、町への登録が必要ですのでお問い合わせください。

４月１３日（金）４月１２日（木）

時　　間会　　　　場時　　間会　　　　場

９：００～９：３０
９：４０～１０：００
１０：１５～１０：４０
１０：５０～１１：１０
１１：２０～１１：４０
１４：００～１５：００

大賀郷公民館駐車場
大里バス停前
樫立公民館車庫
中之郷公民館前
末吉公民館前
八丈町保健福祉センター

９：００～１０：００
１０：１０～１０：３０
１０：４０～１１：００
１１：１０～１１：３０
１３：３０～１４：００
１４：１５～１４：４０

小宮山久男商店駐車場
漁協テングサ倉庫前（護神）
パパズ・イン駐車場
漁協神湊倉庫跡（仲屋商店前）
旧西見バス停前
東海汽船 八重根待合所前

往復割引
（片　道）

普通運賃

１２,７７０１９,８７０羽田＝八丈島

�
４
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/shuttle/availability.php

……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

A３２０９：５５９：００８２２A３２０８：３０７：４０８２１
A３２０１５：１０１４：１５８２６A３２０１３：１０１２：１５８２３
A３２０１８：１５１７：２０８３０A３２０１６：４０１５：５０８２９

１６６人A３２０
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地域振興に係る補助事業募集／公社と共同で行う人材育成事業募集

～～平平成成２２４４年年度度地地域域振振興興にに係係るる補補助助事事業業（（第第１１回回））のの募募集集～～
●募　集　期　間

　平成２４年４月２日（月）～５月７日（月）

●対象とされる事業

・地域振興に係る特産品に関する事業

・地域振興に係る観光振興に関する事業

・地域振興に係る島おこしを担う人材育成に関す

る事業

●補　助　対　象　団　体

・おおむね５名以上（島しょ在住者）で組織し、

代表者・会則・名簿などのある団体など（地方公

共団体は除く）

・島しょ地域内に主たる事業所を有する小規模企

業者、組合、財団法人、社団法人、特定非営利

活動法人、その他島しょ地域の活性化に資する

取り組みを行うと認められる法人など

・島しょ地域内の個人事業者

※中小企業、創業予定者は除く（中小企業等振興

補助金の対象）

●事　業　の　期　間

事業開始から平成２５年３月末日まで

●補　助　金　額

　補助対象経費の５分の４以内で１００万円（特に必要

と認められる事業については２００万円）を上限とする。

●申　込　方　法

　所定の計画書により平成２４年５月７日（月）ま

でに企画財政課へお持ちください。

※募集案内・交付要綱は企画財政課で配布します。

■問い合わせ■

　・公益財団法人東京都島しょ振興公社

電話　０３－５４７２－６５４６

　・企画財政課企画情報係　内線３０５

～～平平成成２２４４年年度度公公社社とと共共同同でで行行うう人人材材育育成成事事業業（（第第１１回回））のの募募集集～～
募 集 期 間　平成２４年４月２日（月）～５月７日（月）

対 象 事 業

・グループなどに所属するメンバーやスタッフの技術や知識を向上させ、島を担う人材育成を目的とした

人材育成事業

・その他、公社が認める島を担う人材育成に関する事業

対 象 団 体

・おおむね５名以上（島しょ在住者）で組織し、代表者・会則・名簿などのある団体など（地方公共団体

は除く）

・島しょ地域内に主たる事業所を有する小規模企業者、組合、財団法人、社団法人、特定非営利活動法人、

その他島しょ地域の活性化に資する取り組みを行うと認められる法人等

・島しょ地域内の個人事業者

※中小企業、創業予定者は除く（中小企業等振興補助金の対象）

事業の期間　事業開始から平成２５年３月末日まで

補 助 金 額　１事業あたり１００万円を限度とする

申 込 方 法　所定の計画書により平成２４年５月７日（月）までに企画財政課へお持ちください。

　　　　　　※募集案内などは企画財政課で配布します。

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

企画財政課企画情報係　内線３０５　　　　
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臨時職員募集／八丈病院調理業務募集／保育園代替職員受付／敬老会開催

■登録制度および注意事項について

　この制度は臨時職員として働くための希望登録で

す。臨時職員が必要となったときに、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

　健康状態が良好で、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（総務課で用意しているほか、八丈町ホームペー

ジからもダウンロードできます）に写真を貼り付けて、

希望の職種（臨時事務職）などの事項をすべて記入

し、総務課庶務係に持参または郵送してください。

■勤務条件など

　八丈町臨時職員の任用に関する規程などによりま

す。雇用の期間や時間などは雇用理由により、異な

ります。

■採用の方法

　応募順に臨時職員希望者名簿に登録され、臨時職

員を採用する部署の所属長およびその代理者が、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

（１）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総務課庶務係までご連絡ください。

（２）登録後２年間採用実績のない方は、名簿から抹

消します。（引き続き登録を希望される方は再度応

募してください。）

■問い合わせ■　〒１００－１４９８

　東京都八丈島八丈町大賀郷２３４５－１

　八丈町役場　総務課庶務係　内線２１２

■八丈町ホームページアドレス■

　http://www.town.hachijo.tokyo.jp/

臨時職員登録（一般事務補助）の募集

町立八丈病院で調理業務に従事していただける方を募集します
対対 象象 者者　健康状態が良好で、調理に興味のある方　　選選考考方方法法　面接など
提提出出書書類類　履歴書
※履歴書は八丈町ホームページからダウンロードするか、町立八丈病院事務局で受け取ってください。ま

た、勤務条件など詳細については、お問い合わせください。

■問い合わせ・申し込み■　町立八丈病院事務局　電話　２－１１８８

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

町立保育園 代替職員登録受付
　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。

■問い合わせ・申し込み■　住民課厚生係 内線２３１
■八丈町ホームページアドレス■　http://www.town.hachijo.tokyo.jp/

※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。

�������������������������������������������������������������������� 樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫樫立立立立立立立立立立立立立立立立立・・・・・・・・・・・・・・・・・中中中中中中中中中中中中中中中中中之之之之之之之之之之之之之之之之之郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷地地地地地地地地地地地地地地地地地区区区区区区区区区区区区区区区区区 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会会会会会会会会会会会会会会会会会 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！！！！！！！！！！！！！！！！！��������������������������������������������������������������������
　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樫立・中之郷地区で開催します。

�日時　４月２２日（日）午前１１時～　　　�場所　樫立地域…樫立公民館　　中之郷地域…中之郷公民館

�対象者　７０歳以上（昭和１８年４月１日以前に生まれた方）

■問い合わせ■　健康課高齢福祉係　電話　２―５５７０
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島しょ法律相談／法律相談／特設登記所開設／『表示登記の日』無料相談

　東京都では、島しょに居住される方々が、法的なトラブルに出会った時のために、電話による弁護士の無
料法律相談を行っています。相談者のプライバシーは、固く守られていますので、安心してご相談ください。
●相談日時　月・水・金曜日　午後１時～４時（祝日・１２月２９日～１月３日の閉庁日を除く）
　※当日お待たせしないために、事前の予約も受け付けています。
●事前予約　月～金曜日　　午前９時～午後５時　（祝日・１２月２９日～１月３日の閉庁日を除く）

■予約・問い合わせ■　東京都生活文化局広報広聴部　　都民の声課　電話　０３－５３８８－２２４５

法的なトラブルのご相談は都庁の 島しょ法律相談へ

　『表示登記の日』無料相談　
　土地・建物の調査・測量、境界問題および不動産の表示登記の相談を受け付けます。この機会をぜひご利
用ください。
●●●●●●●●●●●●●●●日　　時　４月１３日（金）午前１０時～午後４時
●●●●●●●●●●●●●●●場　　所　高橋司法書士事務所 電話２－１０８６
　　　　　　三根１２－４　スカイタウン３－７
●●●●●●●●●●●●●●●後　　援　東京法務局

●●●●●●●●●●●●●●●相談担当
　東京土地家屋調査士会　七島支部　斎藤 孝道
　東京司法書士会　　　　七島支部　高橋 富雄

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：４月２３日（月） 午後１時～４時
　　　　　４月２４日（火） 午前９時～正午、午後１時～４時
　　　　　４月２５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。

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都都都都都都都都都都都都都都島島島島島島島島島島島島島島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部部部部部部部部部部部部部部ににににににににににににににおおおおおおおおおおおおおおけけけけけけけけけけけけけけるるるるるるるるるるるるるる法法法法法法法法法法法法法法律律律律律律律律律律律律律律相相相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談談談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東京都島しょ部における法律相談について
　第二東京弁護士会では東京都島しょ部在住の方を対象とした、電話による無料法律相談を行っています。
相談の実施期間は平成２４年４月から９月まで毎月１回で、実施日や時間は下記のとおりです。完全予約制で
すので事前に下記までお電話ください。
実　施　日　４月２７日（金）・５月２５日（金）・６月２２日（金）・７月２７日（金）・８月２４日（金）・９月２１日（金）
予約受付時間　平日午前９時１５分～午後５時１５分　（相談日の前日午後３時までにお電話ください）
相談実施時間　各日午前１０時～正午　１件あたりおおむね２０分

■問い合わせ・申し込み■　第二東京弁護士会法律相談センター　　電話　０３－３５９２－１８５５

　平成２４年度　（上半期）　島しょ法律相談カレンダー
４月　２（月）・４（水）・６（金）・９（月）・１１（水）・１３（金）・１６（月）・１８（水）・２０（金）・２３（月）・２５（水）・２７（金）
５月　２（水）・７（月）・９（水）・１１（金）・１４（月）・１６（水）・１８（金）・２１（月）・２３（水）・２５（金）・２８（月）・３０（水）
６月　１（金）・４（月）・６（水）・８（金）・１１（月）・１３（水）・１５（金）・１８（月）・２０（水）・２２（金）・２５（月）・２７（水）
　　　２９（金）
７月　２（月）・４（水）・６（金）・９（月）・１１（水）・１３（金）・１８（水）・２０（金）・２３（月）・２５（水）・２７（金）・３０（月）
８月　１（水）・３（金）・６（月）・８（水）・１０（金）・１３（月）・１５（水）・１７（金）・２０（月）・２２（水）・２４（金）・２７（月）
　　　２９（水）・３１（金）
９月　３（月）・５（水）・７（金）・１０（月）・１２（水）・１４（金）・１９（水）・２１（金）・２４（月）・２６（水）・２８（金）
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７６

両親学級１回目
�  １３:３０～１５:３０
高齢者健康教室
�  １０:００～１２:００
小・中学校始業式
小学校入学式

保福

樫

５４３

高齢者健康教室
�  １０:００～１２:００末

２

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

１

１４

図書館おはなし会
 １０:００～１１:００

１３

両親学級２回目
�  １３:３０～１５:３０保福

１２１１１０９

図書館休館日
コミュニティセンター休館日
中学校入学式

８

２１２０１９

両親学級３回目
�  １３:３０～１５:３０保福

１８

すくすく相談
�  ９:３０～１１:３０保福

１７

１歳６か月児健診
�  １３:１５～１３:４５受付
こども心理相談
�  ９:００～１６:００

保福

保福

１６

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

三

１５

２８２７

４歳児歯科健診
�  ９:１５～１０:００受付
図書館休館日
保福

２６

両親学級４回目
�  １３:３０～１５:３０保福

２５２４

３～４か月乳児
・産婦健康診査
�  １３:１５～１３:４５受付保福

２３

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

２２

敬老会
�  �
 １１:００～

樫 中

３０

図書館休館日

２９

昭和の日
図書館休館日

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

４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 4月

温泉休業日
休　　業　　日

２日（月）　９日（月）　１６日（月）　２３日（月）ふれあいの湯
３日（火）　１０日（火）　１７日（火）　２４日（火）みはらしの湯
４日（水）　１１日（水）　１８日（水）　２５日（水）ザ・ＢООＮ
５日（木）　１２日（木）　１９日（木）　２６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

９：００～４月２３日（月）～２７日（金）耳鼻咽喉科

８：３０～４月４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。

� ７０％再生紙を使用しています

土金木水火月日
７６５４３２１

燃・害資源
古着燃・害金属

１４１３１２１１１０９８

燃・害びん資源燃・害金属

２１２０１９１８１７１６１５

燃・害資源燃・害金属

２８２７２６２５２４２３２２

燃・害資源燃・害金属

３０２９

金属

土金木水火月日
７６５４３２１

金属燃・害資源
古着燃・害

１４１３１２１１１０９８

金属燃・害資源燃・害

２１２０１９１８１７１６１５

金属燃・害
びん資源燃・害

２８２７２６２５２４２３２２

金属燃・害資源燃・害

３０２９

燃・害

土金木水火月日
７６５４３２１

金属燃・害資源
古着燃・害

１４１３１２１１１０９８

金属燃・害資源燃・害

２１２０１９１８１７１６１５

金属燃・害
びん資源燃・害

２８２７２６２５２４２３２２

金属燃・害資源燃・害

３０２９

燃・害

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

春の交通安全運動　６日（金）～１５日（日）　「やさしさが　走るこの街　この道路」


