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No.609

5月
町の人口（4月1日現在）

目 次

 ( 先月 1 日比 )

転入ほか…… 56人（うち出生1人）

転出ほか……156人（うち死亡16人）
3月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （4月1日現在）

 人　口 8,082人 減 100人 
 男 4,042人  減 49人
 女 4,040人 減 51人
世帯数 4,522世帯 減 39世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,081  1,888  1,828  3,716
大賀郷 1,515  1,323  1,348  2,671
樫　立 304  270  267  537
中之郷 401  376  390  766
末　吉 221  185  207  392

狙え ! 大物 !!
トローリング大会　
（平成24年5月1日から平成25年1月31日）

02 東日本大震災に関する八丈町の取り組みについて　ほか▶▶
10 図書館からのお知らせ　ほか▶▶03 合併処理浄化槽の普及促進に向けて　ほか▶▶
11 八丈町人事異動▶▶04 国民年金▶▶
12 観光おじゃれ 11 万人　ほか▶▶05 国保だより／水道係からのお知らせ　ほか▶▶

13-17 お知らせ掲示板▶▶06 税のお知らせ　ほか▶▶
18 参加しませんか？　募集しています！▶▶07 環境だより　ほか▶▶
19 はちじょうトピックス▶▶08 母子保健　ほか▶▶

09 教育委員会だより　ほか▶▶
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東日本大震災に関する八丈町の取り組みについて　ほか

＝東日本大震災に関する八丈町の取り組みについて＝
詳しくは、八丈町ホームページで随時情報を更新しています。

〇被災者支援について
　4月10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
　3月21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。

測　定　場　所 地上 1 ｍ 地上 5 ｃｍ
むつみ保育園 0.030 μ Sv/ 時間 0.036 μ Sv/ 時間

むつみ第二保育園 0.064 μ Sv/ 時間 0.066 μ Sv/ 時間
若草保育園 0.034 μ Sv/ 時間 0.032 μ Sv/ 時間

あおぞら保育園 0.030 μ Sv/ 時間 0.030 μ Sv/ 時間
子供家庭支援センター 0.060 μ Sv/ 時間 0.060 μ Sv/ 時間

削減率 本庁舎 保健福祉センター コミュニティセンター 学校関連 公民館
4 月 ▲ 12.7％ ▲ 18.9％ ▲ 21.8％ ▲ 19.6％ ▲ 7.6％
5 月 ▲ 14.1％ ▲ 23.6％ ▲ 16.0％ ▲ 6.6％ 5.2%
6 月 ▲ 19.2％ ▲ 17.0％ ▲ 16.8％ ▲ 8.8％ ▲ 5.4％
7 月 ▲ 22.9％ ▲ 16.4％ ▲ 15.9％ ▲ 18.2％ ▲ 10.0％
8 月 ▲ 25.6％ ▲ 28.4％ ▲ 17.7％ ▲ 16.8％ ▲ 5.5％
9 月 ▲ 30.6％ ▲ 23.7％ ▲ 20.3％ ▲ 18.4％ ▲ 11.4％

10 月 ▲ 26.3％ ▲ 13.6％ ▲ 13.0％ ▲ 11.8％ 4.0%
11 月 ▲ 21.1％ ▲ 19.9％ ▲ 24.2％ ▲ 10.9％ 2.1%
12 月 ▲ 11.0％ ▲ 3.8％ 0.2% ▲ 13.6％ ▲ 1.4％

1 月 ▲ 13.0％ 0.5% ▲ 8.1％ ▲ 6.7％ 0.3%
2 月 ▲ 8.9％ ▲ 3.3% ▲ 3.7％ 2.4% 13.0%

（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：4月16日(月)、地上1ｍ　0.028μSv　・　地上5ｃｍ　0.028μSv
※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）

　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。

義援金名 受付期間 義援金額 送金先

東日本大震災義援金 平成23年3月14日から
平成24年9月28日まで

17,031,364円
（3月30日現在） 日本赤十字社

日　時： 平成24年５月３日（木）開場午前９時30分
  オープニングセレモニー　午前10時00分～11時00分
場　所： 南原スポーツ公園野球場（雨天時　八丈町コミュニティセンター体育館）
  セレモニーでは元プロ野球選手の村田兆治氏による始球式を予定しています。
   また、オープンを記念し村田兆治氏による講演会を、午後１時30分から午後2時30分まで八丈町コミュニティセ

ンター体育館において行いますので、野球関係者のみに関わらず、多くの方のご参加をお待ちしています。
■問い合わせ■　教育課　生涯学習係　2－0797

■問い合わせ■　総務課庶務係　内線211

＝東日本大震災に関する八丈町の取り組みについて＝

東日本大震災義援金活動　途中報告

南原スポーツ公園野球場オープニングセレモニー開催について
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合併処理浄化槽の普及促進に向けて／３月の主な会議

合併処理浄化槽の普及促進に向けて
～住みよい暮らしと島の環境を守るために～
合併処理浄化槽の普及促進に向けて
～住みよい暮らしと島の環境を守るために～

■問い合わせ■
　企画財政課浄化槽推進係
　電話２－１１２１　内線３０７

●八丈町汚泥再生処理センターの見学会のお知らせ
　し尿・浄化槽汚泥等を処理する施設であります八丈町汚泥再生処理センターを皆さんにより知っていただくた
め、下記のとおり見学会を開催します、電話予約のうえご参加ください。
　◦日　　時　平成24年５月13日（日）午前10時～12時まで
　◦見学予約・問い合わせ　問い合わせ先までご連絡ください。　　　　　　　　　　　　　　　　
　◦予約締切日　平成24年５月10日（木）
●一般廃棄物処理手数料（し尿・浄化槽汚泥）のお知らせ
　汲み取りしたし尿・浄化槽汚泥は八丈町汚泥再生処理センターで適正に処理するようになります。これまでし
尿・浄化槽汚泥の処理料をいただいておりませんでしたが、

10リットルあたり10円（10円未満切り捨て）
の手数料をいただきます。
　ただし、一般家庭については、一世帯

１年度につき、33,000円
が上限となります。
●一般廃棄物処理手数料（し尿・浄化槽汚泥）の支払い方法
　① 　収集運搬業者、浄化槽清掃業者がし尿の汲み取りまたは、浄化槽清掃の際に汚泥などの汲み取りを行いま

す。
　② 　収集運搬業者または、浄化槽清掃業者が１件ごとに汚泥再生処理センターへ搬入し、その際、計量機により

汲み取ったし尿、浄化槽汚泥の量を計ります。
　③ 　月初めから月末まで（１ヵ月分）の汲み取った量を町でとりまとめ手数料を算出し、一般廃棄物処理手数料

（し尿・浄化槽汚泥）納入通知書を翌月はじめに送付します。
　④ 　納入通知書が届きましたら、月末までに、町役場、各出張所または島内のみずほ銀行、七島信用組合でお支

払いください。
●八丈町浄化槽設置管理事業のお知らせ
　町では、合併処理浄化槽の普及促進を図るため、町が設置主体となって浄化槽を整備する「八丈町浄化槽設置管
理事業」を実施しております。この事業の詳細について、説明をご希望の方もしくは、浄化槽の設置をご希望の方
は、説明に伺いますので、企画財政課浄化槽推進係までお問い合わせください。また、八丈町ホームページをご覧
ください。

❖３ 月 の 主 な 会 議 ❖
日 会　　議　　名 議　　題　　等
１日 庁議 職員研修等について
２日 第一回八丈町議会定例会（一日目） 平成23年度八丈町一般会計補正予算ほか
９日 課長連絡会議 職員研修等について
８日 議会運営委員会 第一回八丈町議会定例会（一般質問）について

12日 第一回八丈町議会定例会（二日目） 一般質問ほか
13日 八丈町青少年問題協議 平成22年度青少年関係事業実地報告
14日 第一回八丈町議会定例会（三日目） 平成24年度八丈町一般会計予算
15日 第一回八丈町議会定例会（四日目） 平成24年度八丈町一般会計予算ほか
19日 課長連絡会議 東日本大震災における町の取り組みについて
26日 八丈町農業委員会 農地法第3条の規定による許可申請について
28日 第一回八丈町議会定例会（最終日） 平成23年度八丈町一般会計補正予算ほか

29日 八丈町教育委員会第12回定例会
八丈町交通安全対策協議会

八丈町教育委員会表彰について
春の交通安全運動について
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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/

【平成24年度の年金額について】
　平成24年度の年金額は0.3％の引き下げとなります。（４月分が支払われる６月の支払いから変わります。）

区　　　分 平成23年度年金額 平成24年度年金額
・老齢基礎年金額（年額） 788,900円 786,500円
・障害基礎年金（年額）　　　　　　１級 986,100円 983,100円
・　　　　〃　　　　　　　　　　　２級 788,900円 786,500円
・遺族基礎年金（年額） 788,900円 786,500円
・遺族基礎年金の子の加算額（年額）第１子および第２子 227,000円 226,300円
・　　　　〃　　　　　　　　　　　第３子以降 75,600円 75,400円

【年金受給者が亡くなったとき】
　年金を受給していた方が亡くなったときは、日本年金機構への届出が必要です。
　年金は後払いのため、例えば６月に振り込まれる年金は４月分と５月分です。また亡くなった月分まで受け取る
ことができますが、過払い防止で死亡月の翌月一度支払いの保留が入り、届出をすることによって、ご遺族の方
（配偶者・子・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹）が受け取ることができます。
　ご遺族等から年金の死亡届の提出がない場合、死亡により納めすぎとなった介護保険料や後期高齢者医療保険料
の相続人への還付等もできなくなりますので、お早めにお手続きください。

【納付可能期間を10年間に延長します】
　現在、未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去２年分までですが、平成24年10月1日から3年間
に限り（平成27年9月30日まで）、過去10年分まで遡って納められるようになります。
　（注）老齢基礎年金を受給している方などは対象となりません。
　（注）3年度以上遡って保険料を納付する際は、加算金がかかります。
　詳しくは、港年金事務所又は住民課国保年金係まで問い合わせてください。　

●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

▶▶「ねんきん定期便」をお届けしています

水色の用紙の「年金加入記録回答票」が同封されている方は、「もれ」や「誤り」の有無にかかわ
らず回答していただく必要があります。同封の返信用封筒で、返送をお願いします。

▶▶ねんきん定期便・ねんきんネットに関する問い合わせ

◎各種問い合わせ

重要

▶▶「ねんきん定期便」をお届けしています
　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。

▶▶ねんきん定期便・ねんきんネットに関する問い合わせ
○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。

国民年金
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国保だより ■問い合わせ■　住民課国保年金係　内線 235

◎高額な外来診療を受ける皆様へ
　平成24年４月１日からは、高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証や被保険者証等を提示すれば、ひ
と月の医療機関等の窓口での支払いが一定の金額にとどめられるようになりました。
　これまでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いった
んその額をお支払いいただき、後で医療保険者から高額療養費としてお返ししていましたが、平成24年４月１日
からは、医療機関等の窓口に限度額適用認定証等（下記表のとおり）を提示すれば、限度額を超える分を支払う必
要はなくなりました。また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることができるように
なりました。
　限度額適用認定書等は、加入する医療保険者に事前に申請し、交付を受ける必要があります。
　申請方法、自己負担限度額等、詳しくはご加入の医療保険者にご相談ください。

高額な外来診療受診者 事前の手続き 病院・薬局で

・70 歳未満の方
・70 歳以上の非課税世帯等の方

加入する健康保険組合などに「認定証」
（限度額適用認定証）の交付を申請して
ください

「認定証」を窓口に提示してくだ
さい

70 歳以上 75 歳未満で、非課税世
帯等ではない方 必要ありません 「高齢受給者証」を窓口に提示し

てください
75 歳以上で、非課税世帯等ではな
い方 必要ありません 「後期高齢者医療被保険者証」を

窓口に提示してください
◆「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。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。

水道係からのお知らせ水道係からのお知らせ ■問い合わせ■　企業課水道係　内線 315・316

●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
●名前が正しく表示されていますか？
　水道使用料のお知らせ（水道検針票）や納入通知書の名前の表示が異なる場合は、お手数ですが企業課水道係ま
でご連絡ください。届け出が必要な場合があります。
●引っ越しの前には水道手続きを！
　転入・転出など、引っ越しの際には事前に企業課水道係、または各出張所で水道異動届の手続きが必要です。手
続きの際には印鑑が必要になりますのでお持ちください。
●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■　住民課厚生係　内線 231赤十字社員増強運動
　赤十字社員増強運動月間が５月１日から31日まで、全国一斉に実施されます。　自治振興委員の方が赤十字活
動についての理解と社員になっていただくためのお願いに皆さんのご家庭をお訪ねしますので、ご協力をお願いし
ます。

国保だより／水道係からのお知らせ　ほか
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■問い合わせ■　税務課　内線 221税のお知らせ税のお知らせ
納期限および口座振替日
５月31日(木)

固定資産税 1期分
軽自動車税

平成23年分所得の申告に
ついて
　税務課では、随時所得の申
告を受け付けています。平成
23年分の所得の申告が済んで
いない方は、至急所得の申告
をお願いします。
　八丈町国民健康保険、後期
高齢医療制度の被保険者の方
で申告をしていない場合、保
険料が高くなる場合がありま
す。また税務署に確定申告書
を提出した方や給与の年末調
整が済んでいる方、家族など
の被扶養者になっている方は
申告不要です。

■平成24年度町税納税カレンダー
　平成24年度の町税の納期限(口座振替日)は次のとおりです。

月 税　　　　目 納　期　限

5月 固定資産税第１期
軽自動車税 平成24年5月31日

6月 ―

7月
町都民税第１期 平成24年7月2日
固定資産税第２期
国民健康保険税第１期 平成24年7月31日

8月 町都民税第２期
国民健康保険税第２期 平成24年8月31日

9月 ―

10月
国民健康保険税第３期 平成24年10月1日
町都民税第３期
国民健康保険税第４期 平成24年10月31日

11月 国民健康保険税第５期 平成24年11月30日

12月 固定資産税第３期
国民健康保険税第６期 平成24年12月25日

1月 町都民税第４期
国民健康保険税第７期 平成25年1月31日

2月 固定資産税第４期
国民健康保険税第８期 平成25年2月28日

3月 ―

八丈町放課後子どもプラン指導員の募集について
　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。)

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2～3回

■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

税のお知らせ／八丈町放課後子どもプラン指導員の募集について
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環境だより ■問い合わせ■　住民課環境係　内線 233・234

●生ごみは新聞紙等で包んでから出しましょう
　燃えるごみの収集日に生ごみがカラスやネコに荒ら
され、集積所の周りに散らかっていることが多く見ら
れます。散らかったごみは、集積所の近所の方が片付
けや掃除をしています。生ごみは、カラスやネコに見
えないよう新聞紙等で包んでからごみ袋に入れ出して
ください。集積所をきれいに保つように、みんなで心
掛けましょう。
●使用済み自動車は、適正処理でリサイクル
　自動車リサイクル法（使用済自動車の再資源化等に関する法律）により使用済自動車は、最終所有者が引き
取り業者に渡し、適正処理をしなければなりません。使用不能の自動車の放置は不法投棄または不適正保管と
なり、罰則が適用されます。放置自動車は、景観を損ね、観光面でのイメージも悪くします。速やかに引取事
業者へ引き渡してください。ご協力をお願いします。
●コンポストの貸し出し
　昨年度より生ごみ堆肥化用コンポスト（たい肥化容器）を一世帯あたり２個まで貸与しています。借用をご
希望の方は印鑑を持参のうえ、各出張所または環境係にてお申し込みください。

♣シリーズ・ワンポイント「管理型最終処分場」♣
　第41回　現在の状況と今後のスケジュール
　現在、八丈島一般廃棄物管理型最終処分場建設現場では、
埋立地の遮水シートの敷設と、水処理施設の建物の建設が行
われています。遮水シート敷設後は場内整備を行い、水処理
施設では設備機器の搬入・組み立てを行います。水処理施設
では、その後１ヵ月程度の試運転を行い、性能が確認された
後に施設完成となります。
　また、埋め立て等の維持管理作業を行う受託者の募集は、
夏ごろを予定しており、受託事業者の決定後は埋め立て作業
等の訓練を行います。
　以上のスケジュールを経て、本年10月の供用開始を目指
します。 図　遮水工＜保護マット敷設状況(H24.3.29撮影)＞

❖❖❖みんなで八丈島をきれいに！　クリーンデー　6月3日（日）❖❖❖
　八丈島の自然と環境を守り、クリーンで住みやすい八丈島にしましょう！クリーンデーは、地区ごとの空き缶拾い
や清掃活動を全島一斉に行い、ごみの散乱防止や環境に対する意識を高めることを目的としています。
※清掃活動の開始時刻は各地区で異なりますので、各地区の自治振興委員の方の指示に従ってください。

東京愛らんどシャトルをご利用の皆さんへのお願い!!  !!必要とされる方が待っています!!
　座席を有効にご利用いただくため、次の点にご協力ください。
　　①不要になったご予約は、直ちにキャンセルのご連絡をお願いします。
　　②搭乗前日には、確認の電話をお願いします。
　　③重複予約はやめましょう。
　詳しくは下記までお問い合わせください。キャンセルはどちらの番号でも受け付けています。

■問い合わせ■　東邦航空八丈島予約センター 電話 2－5222 / 東邦航空八丈島事業所 電話 2－5200

環境だより／シリーズ・ワンポイント「管理型最終処分場」　ほか
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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
 3歳児健康診査…………………………5月8日（火）　午後1時15分～1時45分受付
  ◦対象　平成21年3月7日～平成21年4月30日生まれの幼児

 2歳児歯科健康診査…………………5月30日（水）　午前9時15分～10時00分受付
  ◦対象　平成22年3月1日～平成22年5月30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
 5月8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
 5月16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。

幼児ごはん教室 （要電話予約） 会場：保健福祉センター　
 5月25日（金）　午前9時30分～11時
  　離乳食終了児から未就学児とその家族を対象に親子で楽しく作る教室です。幼児食のポイントのお話もします。参加

をお待ちしています。

  ◦対象：未就学児とその保護者（定員：親子16組程度）　　◦持ち物：エプロン、母子手帳
  ◦受付締切：5月18日（金）

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

♥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！
5月 2日 (水) 製作・かぶと
　　9日 (水) 八丈島の為朝伝説
　１6日 (水) 絵本の読み聞かせ他
　２3日 (水) 制作・壁面装飾
♥そのほかの催し
5月 8日 (火)  おりがみ遊び 午前10時30分～11時
　２5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

♥就学前のお子さんの身体測定	 14日(月)～18日(金)
※　水曜日は催し時間以外になります
※　母子健康手帳をお持ちください
■問い合わせ■　子ども家庭支援センター 電話2-4300/ 2-2788

定期予防接種のお知らせ
ＤＰＴ三種混合集団接種（Ⅰ期）
■日時	5月15日(火)	午後3時～3時30分
ポリオ集団接種
■日時	5月22日(火)	午後3時～3時30分
予約制予防接種
■日時	5月9日(水)・23日(水)　
　　午後2時30分～3時
　※�できるだけ午後2時30分に受付をお願いし
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

ファミリー・サポート・センターについて
　八丈町に在住、在勤、または、在学している方を対象として、育児の援助を受けたい方（利用会員）と育児の援助
を行える方（提供会員）の橋渡しを行う制度です。
　八丈町在住の概ね生後６カ月～10歳未満のお子さんをお持ちの方で、育児の援助を受けたい方は下記へお問い合
わせください。

■問い合わせ■　子ども家庭支援センター　2－4300または2－2788　

母子保健／子ども家庭支援センターからのお知らせ　ほか



INFORMATION ●　広報はちじょう

9

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話 2 － 0797

□今月の学校行事
・セーフティ教室 18日（金） 午前10時25分～　末吉小学校
 22日（火） 午後 1時35分～　大賀郷小学校
・道徳授業地区公開講座 13日（日） 午前10時30分～　大賀郷中学校
 20日（日） 午前10時30分～　三原小学校
※ 　小・中学校では、開かれた学校教育を推進していくため、保護者や地域住民の参加のもとセーフティ教室や道

徳教育を実施しています。保護者の方はもとより、地域のみなさんの参加をお待ちしています。
・運動会 27日（日） 富士中学校
・開校記念日 27日（日） 三原小学校　　30日（水）　富士中学校

◆島ことばを話したい人・島ことばに興味のある人　めんな、よさりやれよい！◆
第1回前期「島ことば教室」の開催【八丈方言（八丈語）を知り、伝える活動】

■平成24年6月1日（金）、8日（金）、15日（金）
■午後７時30分～９時　大賀郷公民館2階和室　　定員20人程度　
■申し込み制で５月25日（金）締切り　電話２－０７９７（教育委員会　担当茂手木・林）　
　平成21年度から始まった「島ことばを知り、伝える活動」も今年度で４年目を迎えます。少しずつ「八丈方言
（八丈語）」への関心が高まってきているのを実感しています。引き続きご支援よろしくお願いします。
　ユネスコによって八丈方言が「消滅危機言語」に選ばれた理由のひとつに「子ども世代が話せない」ということ
があげられました。このまま推移していくと、高齢者は話せるけれど、若者層は話せないことになり、消滅する道
をたどってしまうことが危惧されます。また、方言を聞いて内容はわかるのですが、実際に話すのは恥ずかしい
し、うまくしゃべれないと思っている人がいるのが実態です。
　そこで、今までの講座のようにお話しを聞くというだけでなく、実際に体験する「島ことば教室」を開催しま
す。上記の日程で、3日間行います。プログラムは初心者向けで、講義と会話を楽しみましょう。実際に声にだ
し、八丈方言（八丈語）の楽しさと奥深さを一緒に体験してみませんか。島ことばを話したい人、島ことばに興味
ある人、大歓迎です。おいでください。なお、なるべく３回参加できる方を募集しています。

　都立八丈高校では、地域の皆様に文化・体育施設の開放を行っています。学校の教育活動に支障のない範囲での
開放となりますが、どうぞご利用ください。初めて八高の施設を使用したいとお考えの団体は、団体登録の手続き
をお願いします。団体登録証が交付されると施設利用の申し込みができます。
※個人で利用できる施設は、図書室のみです。

開放施設 開放日時（原則） 利用料金（光熱水費） 利用資格

視聴覚ホール 土、日、祝日
午前8時30分から午後9時30分

1,300円/１回
※３時間以内を１回とする
（以下同様） 登録団体（個人不可）

※学習・文化・スポーツ活動を目的
とした5人以上の団体等の条件ありグラウンド、テニスコート、

体育館、武道場
土、日、祝日
午後5時30分から9時30分

グラウンド　2,500円
テニスコート1,000円
体育館・武道場700円

図書室 毎週日曜日
午後1時30分から3時30分

無料（貸出しは新書本、文
庫本のみ。一人4冊2週間
まで）

個人登録をした方

◆八丈高校　施設開放のご案内◆

■八丈町教育相談室 電話（2）0591　毎週火・金曜日　午前８時30分～午後５時
■東京都教育相談センター 電話 03（5800）8008
 平日　午前９時～午後９時　土・日・祝日　　午前９時～午後５時　
■東京都児童相談センター 電話相談　03（3202）4152（よいこに）
 平日　午前９時～午後８時　土・日・祝日　　午前９時～午後５時30分　

■問い合わせ■　都立八丈高校　電話 2 － 1181

教育委員会だより／八丈高校　施設開放のご案内
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●図書館を利用するには
　図書館で本やＤＶＤなどを借りる時には、「図書貸出カード」が必要です。
　図書館カウンターで「図書貸出カード交付申請書」に必要事項を記入することで、すぐに発行できます。
　なお、申し込み手続きの際はご本人の確認ができるもの（免許証や保険証など）が必要です。（小さなお子さん
の場合も確認しています）
●図書貸出カードの更新手続き
　すでに図書貸出カードを作られた方にも、３年ごとに更新の手続きが必要です。住所や電話番号などに変更がな
いか確認しています。更新時期を迎えた方には貸出の時などに声をおかけします。
　変更があった場合は図書館カウンターで変更届を記入し、確認ができるものとご一緒にお出しください。図書貸
出カードはそのままお使いいただけます。
●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・憲法記念日）、4日（金・みどりの日）、5日（土・こどもの日）、31日

（木・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　　＊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＊
『この絵本が好き！2012年版』別冊太陽編集部編　『言語小説集』井上ひさし著
『めざせ！ダンスマスター』全3巻　　　　　　　　　『ねんどろん』荒井良二作

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話　2－0797

図 書 館 か ら の お 知 ら せ図 書 館 か ら の お 知 ら せ

町 長 上 京 日 記　3月
▶3日～6日
　◉天候不良が予想されたためANA822便で上京
　◉第46回末吉郷友会　総会
　◉東京都庁訪問
　◉日医大訪問
　◉ ANA821、823便欠航のため3/7東京都介護

保険審査会ほかへ継続出張
▶7日～9日
　◉東京都介護保険審査会
　◉東京都島しょ農林水産総合センター
　　漁業調査船「みやこ」竣工式
　◉田中良杉並区長を励ます会
　◉ANA821便にて帰島
▶21日～26日
　◉ANA822便で上京
　◉フリージアまつり表敬訪問

　◉全国離島振興協議会
　◉参議院議員会館
　◉衆議院第2議員会館
　◉衆議院第1議員会館
　◉警視庁第六機動隊
　◉港区役所及び議会
　◉板橋区役所
　◉東京都議会
　◉東京都庁
　◉ロッテ不動産㈱
　◉日医大附属病院
　◉東京クルーズセミナー
　◉東京都島嶼町村一部事務組合組織団体長と
　　東京都島嶼町村議会議長との合同会議
　◉東京都島嶼町村一部事務組合臨時会
　◉ANA829便で帰島

高齢者世帯向け調査にご協力をお願いします

　この調査は、在宅における65歳以上の方の生活の実態などを把握し、在宅支援に向けた施策を検討するために利
用されます。今月から、民生委員がご家庭へ訪問し、調査を行います。本調査において知り得た事柄については、厳
重に取り扱います。ご理解とご協力をお願いします。

■問い合わせ■　健康課高齢福祉係　電話　2－5570　

図書館からのお知らせ／町長上京日記 3 月　ほか
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　◆課長級異動（　）旧所属等
議会事務局長	 浅沼　房徳	（会計課長）
	 	 	
　◆課長級昇格（旧職名［統括係長等］略）	 	
会計課長	 浅沼　　清	（産業観光課産業係長）
	 	 	
　◆統括係長級異動	 	
企業課水道係長	 沖山　　昇	（住民課環境係長）
病院事務局管理係長	 小宮山　努	（住民課国保年金係長）

　◆統括係長級昇格	 	
住民課国保年金係長	 菊池　　拓	（病院事務局管理係長）
消防本部警防係長	 佐々木　恒	（同）
企業課経理係長	 大澤　知史	（同）
	 	 	
　◆係長級異動	 	
税務課課税係長	 浅沼　晃子	（税務課税務係長）
住民課住民係長	 佐々木昭仁	（企業課水道係長）
子ども家庭支援センター	

妻田　敦子	（健康課保健係保健師長）
	

　保健師長
建設課建設係長	 瀬筒　国治	（建設課主査）
産業観光課産業係長	 浅沼　利光	（健康課保健係長）
消防本部予防係長	 佐藤　順一	（消防本部主査）
病院医療局看護科	 菊池　昭子	（病院医療局看護科
　看護師長補	 	 　　　　　副看護師長）
	 	 	
　◆係長級昇格（旧職名（主任等）略）	 	
総務課主査・庶務係	 山下　　進	（同）
住民課環境係長	 山路樹一郎	（企画財政課
	 	 （東京都島しょ振興公社））
健康課保健係長	 佐々木　恒	（総務課文書係）
病院医療局検査科	

田北　　歩	（同）
　臨床検査技師長	 	
	 	 	
　◆その他の職員の異動　（旧職名略）	 	
企画財政課財政係主事	 川島心太郎	（企業課経理係）
企画財政課企画情報係主事	 鈴木　進吾	（病院事務局業務係）
企画財政課浄化槽推進係主事	 佐籐　順一	（企画財政課財政係）
企画財政課浄化槽推進係主事	 佐藤　章敬	（企業課水道係）
企画財政課	

廣瀬　悠志	（税務課税務係）
（東京都島しょ振興公社）主事	 	
総務課庶務係主事	 小泉　美和	（企画財政課企画情報係）
総務課庶務係主事	 淺沼　里美	（産業観光課観光商工係）
総務課庶務係主事	 永石　圭一	（教育課生涯学習係）
総務課文書係主事	 山本　良太	（企画財政課企画情報係）
税務課課税係主任	 沖山　恵美	（教育課庶務係）
税務課課税係主任	 菊池　　学	（税務課税務係）
税務課課税係主事	 平井　真希	（会計課会計係）
税務課課税係主事	 川上みずき	（三根出張所）
税務課徴収係主任	 土方　七重	（健康課高齢福祉係）
税務課徴収係主任	 松代　　純	（企画財政課浄化槽推進係）
税務課徴収係主事	 濱　　甚吾	（税務課税務係）
税務課徴収係主事	 笹本　　瞬	（産業観光課観光商工係）
税務課徴収係主事	 坂井　俊介	（税務課税務係）
住民課厚生係主事	 佐々木優保	（住民課国保年金係）
住民課国保年金係主事	 富田　亜希	（住民課住民係）
あおぞら保育園保育士	 塚越　あや	（若草保育園）
むつみ保育園副主任調理員	 廣瀬みのり	（若草保育園）
若草保育園副主任調理員	 傳法　祐子	（あおぞら保育園）
あおぞら保育園副主任調理員	 佐々木あさみ（むつみ保育園）
建設課管財係主事	 佐々木謙一	（住民課環境係）
産業観光課産業係主任	 葛馬　仁道	（建設課管財係）

　◆その他の職員の異動　（旧職名略）続き
三根出張所主事	 佐々木　研	（税務課税務係）
会計課会計係主事	 髙鍋　綾子	（税務課税務係）
消防本部警防係消防副士長	 村上　穣二	（消防本部予防係）
消防本部予防係消防副士長	 東畑　久志	（消防本部警防係）
消防本部予防係消防副士長	 渡辺　一登	（消防本部庶務係）
企業課水道係主事	 足立　雄大	（企業課計画管理係）
病院事務局業務係主任	 淺沼　清美	（健康課高齢福祉係）
教育課庶務係主任	 大川　文世	（税務課税務係）
教育課生涯学習係主事	 沖山　　晃	（企画財政課浄化槽推進係）
教育課生涯学習係主事	 笹本　大祐	（総務課庶務係）
教育課生涯学習係主事	 仲村　迪彦	（総務課文書係）
教育課給食係主任	 菊池　直貴	（教育課庶務係）
	 	 	
　◆その他の職員の昇格等　（旧職名略）	 	
総務課庶務係主任	 関村　優子	（同）
むつみ第二保育園	

沖山　千恵	（同）
　副主任調理員	 	
健康課高齢福祉係主任	 津幡百合子	（子ども家庭支援センター）
健康課高齢福祉係主任	 金川　祐子	（同）
産業観光課産業係	

沖山　正秀	（同）
　副主任作業員	 	
教育課生涯学習係主任	 大澤　美穂	（同）
農業委員会事務局主任	 岡野　豊広	（同）
消防本部庶務係消防士長	 塩崎　昌孝	（同）
企業課運輸係	

中村　泰則	（同）
　副主任自動車運転手	 	
病院医療局薬剤科主任薬剤師	 藤本健太郎	（同）
病院医療局看護科主任看護師	 梶川　直美	（同）
病院医療局看護科主任看護師	 滝田　和泉	（同）
	 	 	
　◆新規採用（平成24年４月10日付配属）		
主事　企画財政課浄化槽推進係	五十嵐雄一	
主事　総務課庶務係	 臼井　要輔	
主事　産業観光課観光商工係	 奥山　公貴	
主事　企業課経理係	 高井徹太郎	
主事　産業観光課観光商工係	 平床　美樹	
主事　住民課環境係	 水野　滉人	
主事　教育課庶務係	 山田　賢一	
健康課保健係主事（社会福祉士）	 箕輪　隆紀	
若草保育園保育士	 髙橋みなみ	
あおぞら保育園保育士	 阿座上明子	
消防本部庶務係消防士	 藤田　孝一	
健康課保健係保健師	 海老原直子	
病院医療局看護科看護師	 上田　孝子	
	 	 	
　◆退職者（平成24年3月31日付）	 	
事務局長	 佐々木福行	
建設係長（統括係長）	 菊池　　明	
予防係長（消防司令）	 石井　広人	
看護師長	 沖山　みよ	
住民係長	 齋藤こえ子	
主事	 奥山　和江	
保育士	 小宮山祐子	
保育士	 水流　奈穂	
主任看護師	 福岡　禮子	

八 丈 町 人 事 異 動 （平成 24 年４月１日付）

八丈町人事異動
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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

主な行事予定
５月　J-1グランプリ（ルアー釣り大会）…………………………………………1２日(土)･1３日(日)

来島者数・観光客数推計
空　　　路 海　　　路 合　　　計 観光客（推計） 前年比23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 22 年度 23 年度 22 年度

4 月 5,344 6,583 890 782 6,234 7,365 4,310 5,092 ▲ 15.4%
5 月 6,355 7,972 1,283 1,589 7638 9,561 7294 9,130 ▲ 20.1%
６月 5,039 5,312 1,104 1,275 6143 6,587 4643 4,979   ▲ 6.7%
7 月 8,536 9,139 1,892 2,124 10428 11,263 8098 8,651 ▲ 6.4%
８月 13,553 14,330 4,767 3,959 18320 18,289 15507 15,399 0.7%
９月 7,810 8,566 1,816 1,516 9,626 10,082 8,023 8,403 ▲ 4.5%

１０月 7,996 6,880 876 997 8,872 7,877 5,860 5,203 12.6%
１１月 7,682 7,606 887 902 8,569 8,508 5,944 5,902 0.7%
１２月 7,955 7,495 688 599 8,643 8,094 5,117 4,792 6.8%

１月 7,171 6,684 510 634 7,681 7,318 4,808 4,581 5.0%
２月 6,245 6,423 382 765 6,627 7,188 3,583 3,886 ▲ 7.8%
３月 8,212 6,352 1,316 680 9,410 7,032 6,545 4,891 35.5%
計 83,686 86,990 15,095 15,142 98,781 102,132 73,187 76,018   ▲ 3.7%

※海路には23年7月、8月、24年3月の大型客船寄港分が含まれています。

ミス八丈島選考会では、平成24年のミス八丈島を募集しています

大募集！　ミス八丈島

ミス八丈島について
◉活動期間：８月１日から１年間
◉ 仕事内容： 八丈島の各種行事（イベントなど）への

参加、八丈島のPR活動
　※ミス八丈島として参加した時は謝礼あり　

応募条件
◉期間中、八丈島に在住できる独身女性
◉年齢18歳（高校卒業以上）から27歳位まで
◉ 元気よく笑顔で八丈島をPRしてくれる八丈島が大好

きな方

応募方法
　履歴書またはプロフィールに写真を２枚添えて郵送
（写真は顔と全身がわかるもので集合写真不可参考の
ため、身長を明記してください。）
　※自薦、他薦問いません。沢山の応募をお待ちしています。

応募締切
　５月末日（必着）
　※応募書類は返却できません。ご了承ください。

選考方法
書類による選考（必要があれば面接審査）

結果通知　
決定者のみに連絡

決定後　
ミス八丈島選考会での承認後、夏まつりでミス八丈島
発表会を行い、ミス八丈島期間中は八丈島の顔として
PRなどに務めていただきます

■応募・問い合わせ■　　　
　〒100-1498
　東京都八丈島八丈町大賀郷2345－1
　八丈町産業観光課観光商工係
　電話04996－2－1121　内線268

観光おじゃれ 11 万人／大募集！ミス八丈島



INFORMATION ●　広報はちじょう

13

地域の福祉を支えるボランティア 　５月12日(土)は民生委員・児童委員の日です

　民生委員・児童委員は地域
の相談役として厚生労働大臣
か ら 委 嘱 さ れ て い る ボ ラ ン
ティアです。
　島内で活動する民生・児童
委員は右記の 30 名で、この
うち 28 名は担当地域を持ち、
２名は「主任児童委員」とし
て児童福祉に関する問題を専
門に担当しています。
　また、３名の協力員は民生・
児童委員を補佐するために、
東京都から委嘱されており、
各地域で活動しています。
　民生・児童委員の仕事は、
困っている方の問題解決のお
手 伝 い を す る こ と が 中 心 と
なっています。
秘密は守られますのでお気軽
にご相談ください。

■問い合わせ■
　住民課厚生係
　電話 2 － 1121 
　内線 231
　八丈支庁総務課福祉係
　電話 2 － 1112

民生委員・児童委員および協力員

三根

担当地区 氏　　名 電話番号
矢崎・川の平・川向 金川美枝子 2-2825
宮の平・与惣次・尾端 金川津屋子 2-0735
中道①・②・③ 平井　園子 2-2357
桜平・桜平②・稲葉 田代　典夫 2-4022
荒島・明治橋・新田 持丸　友恵 2-0187
護神・孫兵衛 赤松　　都 2-1873
新道・丘里 冬木　克良 2-3962
富士見①・片瀬 佐藤　純子 2-0687
富士見② 葛馬　忠道 2-2701
赤金・洋望・中平・一心 芝野　雅一 2-3168
出廻・底土・東畑 三島　憲治 2-3494
神湊東・神湊西・三根永郷 小栗富美代 2-2705

大賀郷

東里①・②・③ 赤間　明美 2-1558
金土川①・②・③ 櫻井　洋子 2-3107
金土川④・屋和川 菊池　清子 2-3727
楊梅ヶ原①・②・③・楊梅ヶ原下・向里 奥山　妙子 2-0498
大里①・②・③・寺山 菊池　　寛 2-2568
八戸 折田　正江 2-2011
千鳥①・②・③・④ 菊池　清泰 2-3733
西見①・② 沖山　惠子 2-0059
西見③・甚太・大賀郷永郷 沖山　智徳 2-2583

樫立 川城羅・尾崎・妻里・向里・伊郷名 田村　　功 7-0241
東六里・江能里・康政里・中平・峯ヶ郷 笹本久美代 7-0251

中之郷
上浦・尾越・藍ヶ江 沖山百合子 7-0708
粥倉・藍ヶ里 菊池　和子 7-0968
中里・向里・三原 川上　清福 7-0209

末吉 宮裏・宮ヶ路・台ヶ原 沖山　綾夫 8-0045
尾越・神子尾・洞輪沢・道ヶ沢 松代　勝子 8-0010

主任児
童委員

坂下地域 毛塚せつ子 2-5275
坂上地域 大脇　　進 2-5651

協力員
三根地域 淺沼　　彧 2-1633
大賀郷地域 佐藤　　謙 2-0835
坂上地域 山下　節子 7-0421

５
月
の
航
路
ダ
イ
ヤ

【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

【ANA】　TEL　0570-029-222
便名 羽田発 八丈島着 機種

821 7：40 8：30 A320

823 12：15 13：10 A320

829 15：50 16：40 A320

A320 166 人

便名 八丈島発 羽田着 機種

822 9：00 9：55 A320

826 14：15 15：10 A320

830 17：20 18：15 A320

普通運賃 往復割引
( 片　道 )

羽田 = 八丈島 19,870 12,770

お知らせ掲示板
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無料法律セミナー＆無料法律相談会実施無料法律セミナー＆無料法律相談会実施
　法テラス東京は、弁護士を派遣した無料セミナーと無料法律相談会を行います。法律セミナーは弁護士が身
近な法律をわかりやすく解説しますので、お気軽にご参加ください。
　法律相談は弁護士による面談方式で、１人40分程度、事前予約による先着順で、予定人数に達し次第、締
め切らせていただきます。
　日時・場所：５月11日（金）　大賀郷公民館２階
 ・暮らしに役立つ法律セミナー　相続・遺言・成年後見　※午前10時～正午　予約不要
 ・法律相談　午後１時～午後４時　要予約　法テラス東京に電話願います。
　予約受付：日本司法支援センター東京地方事務所（法テラス東京）
　　　　　　電話050－3383－5307
　※法テラス（日本司法支援センター）は国が設立した公的な法人です。

　国土利用計画法に基づき、大規模な土地取引の場合は届け出が必要であり、届け出が必要となる土地の面積
は、その区域によって決められています。
　八丈町の場合は非線引きの都市計画区域に該当するため、5,000 平方メートル以上の土地の取引をした場
合に、契約締結日から２週間以内に、買主が土地の利用目的、取引価格などを届け出なければなりません。
　なお、１つの契約で取得した面積が小さくても複数の契約の合計でこの面積になる場合も届け出が必要です。
　詳しくは、企画財政課企画情報係までお問い合わせください。

■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　内線 305

東京都内に居住し、下記に該当する方に発行します。
Ｂ券（通用期間１年）の対象者および申請に必要なもの
①　生活保護受給世帯員（世帯員の中で１人まで、保護期間が３カ月以上ある方）……保護開始決定通知書
②　中国残留邦人およびその配偶者……支援給付決定通知書
③　児童扶養手当受給世帯員（世帯員の中で１人まで）……児童扶養手当証書
④　被救護者（児童養護施設・児童自立支援施設に入所している方）……施設長が発行する証明書
利用できる交通機関……都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナー
　　　　　　　　　　　八丈町営バスは利用できません。

■問い合わせ■　住民課厚生係　内線 231

　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付を実施します。
☆届出や申請等の際は、事前に法務局へ電話相談し、必要書類を確認されることをお勧めします。
日　　時：5月14日（月）午後1時～午後4時　
　　　　　5月15日（火）午前9時～正午　午後1時～午後4時　　
　　　　　5月16日（水）午前9時～正午　※登記相談の受付は、終了時間の30分前までです。　
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）

大規模な土地取引には届け出が必要です

東京都都営交通無料乗車券のご案内

東京法務局　特設登記所開設

お知らせ掲示板
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町 営 住 宅 入 居 者 募 集町 営 住 宅 入 居 者 募 集

※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）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。
（※ 2）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。

八丈島おやこ劇場　「あびの実」　第76回公演

山の幸に感謝！！　たこうなまつり開催（たこうなとは、八丈島の方言でたけのこのことです）

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。
地　域 団地名 戸数 間取り・

住戸専用面積
建設   
年度

住宅使用料
〔標準〕 構造 住宅型別資格

大賀郷 八重根団地 １戸（204 号） １Ｋ 
36.1㎡ H14 12,300 ～ 

24,200
鉄筋コンクリート造       
２階建 単身世帯向け

樫　立 東六里住宅 １戸（3 号） ３ＬＤＫ 
75.8㎡ H16 23,700 ～ 

46,600 一戸建　木造平屋建 若年層（※ 1） 
3 人以上世帯向け

中之郷 中之郷団地 １戸 (107 号 ) ２ＬＤＫ 
59.6㎡ H10 18,900 ～

37,100
鉄筋コンクリート造       
３階建

高齢者等 ( ※ 2)        
２人以上世帯向け

中之郷 中之郷団地 １戸 (203 号 ) ３ＬＤＫ 
82.9㎡ H10 26,300 ～

51,600
鉄筋コンクリート造       
３階建 ３人以上世帯向け

中之郷 中之郷団地 １戸 (302 号 ) ３ＬＤＫ 
82.9㎡ H10 26,300 ～

51,600
鉄筋コンクリート造       
３階建 ３人以上世帯向け

末　吉 末吉団地 １戸 (104 号 ) ２ＬＤＫ 
59.6㎡ H10 19,300 ～

37,900
鉄筋コンクリート造       
２階建

高齢者等 ( ※ 2)        
２人以上世帯向け

末　吉 瀬戸団地 １戸（Ｃ 104 号） １ＬＤＫ 
47.8㎡ H12 15,800 ～

31,100
鉄筋コンクリート造      
２階建

高齢者等 ( ※ 2)        
単身世帯向け

■受付期間
　5月8日(火)～5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カ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

アブドゥのアフリカン★ダンス★イズ★ファン　≪世界は友達！アサンテプラン≫
日時　平成24年５月26日（土）午後２時30分開場／午後３時開演
場所　都立八丈高校視聴覚ホール
　アフリカンダンサー、アブドゥ・バイファルさんがやってきます。その故郷は、パリ・ダカールラリーで有名なアフ
リカ西端のセネガル共和国。
　アフリカンストレッチ・ステップ・ダンスなどの華麗な舞、めずらしい民族楽器の演奏。
さらに、ホールのフロアーでアブドゥさんと一緒にアフリカンステップもお楽しみいただけます。あつ～いひと時を堪
能してください。
◆「あびの実」会員でない方で公演鑑賞ご希望の場合は会員券が必要です。事務局までお問い合わせください。
【問い合わせ：「あびの実」事務局】 TEL／FAX　2－4084または090-5817-3266
 MAIL　hachijyo_abinomi＠yahoo.co.jp

５月27日（日）　えこ・あぐりまーと　
■プログラム　　・午後２時～３時　たこうな料理教室（参加費　500円）
　　　　　　　　・午後１時～４時　押し花アート体験教室（参加費　500円）
■問い合わせ■　えこ・あぐりまーと　電話　7－1808

お知らせ掲示板



　● INFORMATION　 広報はちじょう

16

郷土料理教室
　事前予約
　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、一緒につくってみませんか？
今年度、年4回の開催を予定しています。第１回目は八丈島の食材を中心とした料理です。
日　時：平成24年５月21日（月）　　時　間：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　申し込み：平成24年５月14日（月）まで
＊定員（16名）となりしだいしめ切ります。
■問い合わせ・申し込み■　健康課保健係　　電話　2－5570

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三根小学校体育館で開催します。
日　時：５月26日（土）午前11時～
※今年度は 土曜日 の開催となります。お間違いのないようにご注意ください。
場　所：三根小学校体育館　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

八丈町では平成20年度より八丈町和牛貸付事業を行っています。
和牛貸付事業とは・・・
① 　町有和牛の母牛を無償で借りて、子牛が生まれたら、後継ぎとして育てたり、島外の市場に出荷して売り

上げを収入とします。
②　八丈町に在住していれば、誰でも借りることができます。
③　牛舎を持っていなくても、八丈富士牧野に預託すれば、牛を借りることができます。
④　町から借りた牛は、３年間借り続ければ、借主に無償で譲り渡されます。
　畜産業に興味のある方や、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　2－1121（内線265）

●情報公開制度
　八丈町では八丈町情報公開条例に基づいて、情報公開制度を
実施しています。この制度は、町民の皆さんに町の仕事の内容
を理解していただくために、町が持っているさまざまな情報
を、請求に応じて公開するものです。平成23年度は27件の請
求がありました。実施状況は次のとおりです。
・開　　示 10件
・一部開示 16件
・非開示 ０件
・その他(保存年限経過による文書不存在など) １件

●個人情報保護制度
　平成16年４月から施行された八丈町個人情報保護条例で
は、個人情報の適正な取り扱いを定め、本人の開示請求権を保
障しています。
　この制度は町が保有する個人情報（自分の情報）の開示、訂
正、削除などを請求することができます。平成23年度は１件
の請求があり、実地状況については次のとおりです。
開　　示 １件
　両制度に基づく相談や請求は、各担当課で行っています。お
気軽にご相談ください。
■問い合わせ■　総務課文書係　内線215

三根地域　敬老会　開催！

町有和牛を借りてみませんか？ 

平成 23 年度情報公開および個人情報保護制度の実施状況

お知らせ掲示板



INFORMATION ●　広報はちじょう

17

　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。
※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/
■問い合わせ・申し込み■　住民課厚生係 内線231

　日本国内では、毎日大量の血液が必要とされています。病気やケガで血液を必要とする患者さんのために、
皆さんの積極的な献血参加をお願いします。ご参加の皆さんに特製記念品がプレゼントされます。（八丈町で
は１年おきに献血を実施しています。）

〈献血参加にあたっての留意点〉
◇次の方は受付にてご相談ください。
　・お薬を服用されている方
　・３日以内に歯科治療を受けた方
　・欧州に長期滞在歴のある方

◇次の方はご遠慮ください。
　・海外から帰国後4週間以内の方
　・輸血を受けたことのある方
　・肝炎感染の可能性のある方
　・妊娠中または授乳中の方

　・体重が基準に満たない方
　（男性45㎏、女性40kg）
　・ エイズウィルス（HIV）感染の可

能性のある方及び検査が目的の方

　東京都青少年・治安対策本部では、メールや電話でひきこもり等の状態にある本人や家族の相談を受ける相
談窓口「東京都ひきこもりサポートネット」を設けています。相談電話番号は以下のとおりとなります。
■電話番号：０３－５９７８－２０４３
■受付時間：月～金　午前１０時～午後５時（年末年始・祝日を除く）
◆詳細は、東京都ひきこもりサポートネットＨＰ（http://www.hikikomori-tokyo.jp/）まで。
■問い合わせ先■　東京都　青少年・治安対策本部　青少年課　　電話　03－5388－2260（直通）

　介護をしている家族の方や介護に関心のある方と、老人ホームやデイホームで働く職員とが、交流を図りな
がら介護等について学びます。皆様の参加をお待ちしています。
■内　　容：介護保険制度キホンの『キ』 ■場　　所：第二八丈老人ホーム２階会議室
■日　　時：5月18日（金）午後１時～３時 ■費　　用：無料
■申込締切：5月14日（月） ■講　　師：社会福祉法人養和会職員
■主　　催：八丈町地域包括支援センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■問い合わせ・申込先■　八丈町地域包括支援センター　電話２－0580

町立保育園　代替職員登録受付

ひきこもりサポートネット

家族介護者教室『ケアケア交流講座』開催

献血のお知らせ　～一人ひとりの愛が、大切な生命を守ります～

■日時：5月23日（水）、24日（木）の
　午前9時から午前11時15分および午後12:30～午後3:00
■会場：八丈町保健福祉センター
■対象年齢：16～69歳（65歳以上の方はご相談ください）

■持ち物： 運転免許証や保険証などご本人を確認できるものが
必要です。

■献血方法：200ml、400ml
■所要時間：30分程度
■問い合わせ：健康課保健係（電話2－5570）

お知らせ掲示板
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第31回小笠原親善訪問　参加者募集　6月21日(木)～6月26日(火)
八丈町の友好都市、小笠原村を訪ねてみませんか。
　受付は、八丈マリンサービスで行います。詳しく
は、今月号広報の折込をご覧ください。
申込方法
① 所定の申込用紙（本紙折込、コピー可）に必要事

項を記入し、現金を添えて、八丈マリンサービス
に直接申し込んでください。

② 申込用紙・現金と引き換えに、乗船券（出発日に
必要）を受け取ってください。

申込期限　6月8日（金）
申込場所　八丈マリンサービス底土事務所（船客待合所内）

申込受付期間　
月曜日～金曜日
午前10時30分～午後3時30分
土・日・祝日
午前10時30分～11時30分
　
■問い合わせ■
　八丈マリンサービス　電話2－1211
　総務課庶務係　　　　電話2－1121　内線211

日　時：平成24年5月19日（土）開場午前9時15分
　　　　午前の部　午前９時30分～午前11時45分（島内指導者対象）
　　　　午後の部　午後１時30分～午後4時00分
場　所：都立八丈高等学校　格技棟
講　師：森脇保彦氏（８段）・伊藤恭規氏（５段）
　午前の部については、島内指導者を対象としたセミナーになります。
　午後の部については、柔道関係者及びこれから柔道を始めようと思っている方など、見学も可能ですのでぜひご
参加ください。
■問い合わせ先■　八丈島柔道協会　担当　浅沼剛成　080－5013－0358

　6月5日(火)と12日(火)に実施する子宮がん検診の事前予約受付を、5月1日(火)～18日(金)まで、行います。
(平日午前8時30分～午後5時15分、土・日・祝日は除く)
　対象者は40歳～48歳までの今年度、偶数年になる方です。
　詳しくは先月(4月)号広報はちじょうの折り込みをご覧いただくか、健康課保健係までお問い合わせください。
■問い合わせ先■　健康課保健係　2－5570

町立八丈病院で調理業務・清掃業務等募集
■対象者  健康状態が良好で、調理・清掃等に興

味のある方　
■選考方法 面接など
■内容 ・調理業務・給食調理　
 ・清掃業務　清掃・洗濯ほか
■提出書類 履歴書

町立八丈病院　臨時看護助手　募集
■対象者 健康状態が良好で、看護に興味のある方
■選考方法 面接など
■提出書類 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。
※勤務条件など詳細については、お問い合わせください。
八丈町ホームページアドレス　http://www.town.hachijo.tokyo.jp/
■問い合わせ・申し込み■　町立八丈病院事務局　電話　2－1188

第31回小笠原親善訪問　参加者募集　6月21日(木)～6月26日(火)

第２回柔道セミナー開催について

６月の子宮がん検診の事前受付のお知らせ

参加しませんか？　募集しています！
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将棋教室

第５回八丈方言講座

第８回コミュニティセンターフットサル大会

３月11日（日）に七島信用組合で大人11人、子供19人が参加して将棋教室が開催されました。
参加者は、大島栄二七段、上野裕和五段から将棋の駒の動かし方などの指導を熱心に受けていました。
また、10人を相手にした多面打ちなども披露してもらいました。

3月18日（日）に八丈町保健福祉センターで八丈方言講座が開催されました。
56人が参加して金田章宏氏（千葉大学教授）、木部鴨子（国立国語研究所副所長）が講演を行いました。ま
た、島内在中の川上絢子さん、喜田孝さん、福田栄子さんに子供の頃の八丈での生活を島ことばで面白おか
しく語っていただきました。なお、国立国語研究所では、今年９月に八丈方言の調査を行うと発表がありま
した。

　3月11日（日）に八丈町コミュニティセンター杯フットサル大会（45歳以上男子・一般女子・高校生女
子・小中学生女子）が開催されました。

大会結果
　優　勝 坂下オーバー45　
　準優勝 坂上オーバー45
　３　位 小中学生女子チーム
　４　位 なでしこHACHIJO
　５　位 高校生女子チーム
　最優秀選手 奥山　琴乃選手（小中学生女子チーム）
　優秀選手 田村　ほたる選手（高校生女子チーム）

はちじょうトピックス



5月5月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
憲法記念日
図書館休館日

みどりの日
図書館休館日

こどもの日
図書館休館日

6 7 8 9 10 11 12
図書館休館日
コミュニティセンター休館日

３歳児健康診査
13：15 ～ 13：45 受付

こども心理相談
9：00 ～ 16：00

高齢者健康相談
10：00 ～ 12：00

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00

13 14 15 16 17 18 19
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

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

20 21 22 23 24 25 26
図書館休館日
コミュニティセンター休館日
郷土料理教室

10：00 ～ 13：00

ごはん教室
9：30 ～ 11：00

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

三根敬老会
11：00 ～ 13：00
三小体育館

27 28 29 30 31
図書館休館日
コミュニティセンター休館日

２歳児歯科健康診査
9：15 ～ 10:00 受付

図書館休館日
( 館内整理日）

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

温 泉 休 業 日

5月のゴミ分別回収

（受付時間／ 8：00 ～ 11：00）

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

※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。

※定休日が祝日の場合は営業します。

診　療　日 診療時間
耳鼻咽喉科 5 月 14 日（月）～ 18 日 ( 金 ) 9：00 ～
糖尿病教室 5 月 7 日 ( 月 ) 8：30 ～

休　　業　　日
ふれあいの湯 7 日 ( 月 )  14 日 ( 月 )  21 日 ( 月 )  28 日 ( 月 )
みはらしの湯 1 日 ( 火 )   8 日 ( 火 )  15 日 ( 火 )  22 日 ( 火 )  29 日 ( 火 )
ザ・ＢООＮ 2 日 ( 水 )   9 日 ( 水 )　16 日 ( 水 )  23 日 ( 水 )  30 日 ( 水 )
やすらぎの湯 10 日 ( 木 ) 17 日 ( 木 )  24 日 ( 木 )  31 日 ( 木 )

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

燃・害 資源
古着 燃・害 資源

古着 燃・害 金属 資源
古着 燃・害 金属

6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12

金属 燃・害 資源 びん 燃・害 燃・害 資源 燃・害 金属 燃・害 資源 燃・害 金属

13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害
びん 金属 燃・害 資源 燃・害

びん 金属

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害 金属 燃・害 資源 燃・害 金属

27 28 29 30 31 27 28 29 30 31 27 28 29 30 31

金属 燃・害 資源 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉


