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No.610

6月
町の人口（5月1日現在）
人

口
男
女
世帯数
4月中
の異動

8,137人
4,074人
4,063人
4,565世帯

( 先月 1 日比 )
増
増
増
増

55人
32人
23人
43世帯

転入ほか…… 133人（うち出生4人）
転出ほか…… 78人（うち死亡15人）

各地域の人口・世帯数
三 根
大賀郷
樫 立
中之郷
末 吉

世帯数
2,105
1,530
308
400
222

（5月1日現在）
男
1,910
1,332
271
373
188

女
1,837
1,358
273
393
202

人口計
3,747
2,690
544
766
390

6月4日(月)～10日(日)は歯の衛生週間です
家族で作る！
きれいな歯！
じょうぶな歯！

3歳児歯科健康診査

はみがき指導
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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

広報はちじょう

＝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
５月７日現在、１０世帯３０名の方が被災地から来られています。

〇大気中の放射線量測定について
４月２５日、クリーンセンター、保育園、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
むつみ保育園
むつみ第二保育園
若草保育園
あおぞら保育園
子供家庭支援センター
クリーンセンター

地上 1 ｍ
0.032 μ Sv/ 時間
0.064 μ Sv/ 時間
0.030 μ Sv/ 時間
0.024 μ Sv/ 時間
0.064 μ Sv/ 時間
0.062 μ Sv/ 時間

（各場所とも５回測定を行った平均値）
〇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：５月７日
三根小学校
地上１ｍ 0.038μSv ・ 地上５ｃｍ
大賀郷小学校
地上１ｍ 0.03μSv
・ 地上５ｃｍ
三原小学校
地上１ｍ 0.072μSv ・ 地上５ｃｍ
末吉小学校
地上１ｍ 0.03μSv
・ 地上５ｃｍ
〇町施設節電状況について（対前年同月使用量比較）
削減率
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月
1月
2月
3月

本庁舎
▲ 12.7％
▲ 14.1％
▲ 19.2％
▲ 22.9％
▲ 25.6％
▲ 30.6％
▲ 26.3％
▲ 21.1％
▲ 11.0％
▲ 13.0％
▲ 8.9％
▲ 7.9％

地上 5 ｃｍ
0.030 μ Sv/ 時間
0.070 μ Sv/ 時間
0.030 μ Sv/ 時間
0.030 μ Sv/ 時間
0.058 μ Sv/ 時間
0.068 μ Sv/ 時間

0.04μSv
0.038μSv
0.084μSv
0.03μSv

保健福祉センター
コミュニティセンター
▲ 18.9％
▲ 21.8％
▲ 23.6％
▲ 16.0％
▲ 17.0％
▲ 16.8％
▲ 16.4％
▲ 15.9％
▲ 28.4％
▲ 17.7％
▲ 23.7％
▲ 20.3％
▲ 13.6％
▲ 13.0％
▲ 19.9％
▲ 24.2％
▲ 3.8％
0.2%
0.5%
▲ 8.1％
▲ 3.3%
▲ 3.7％
26.0％
3.6％
■問い合わせ■ 総務課庶務係 内線211

学校関連
▲ 19.6％
▲ 6.6％
▲ 8.8％
▲ 18.2％
▲ 16.8％
▲ 18.4％
▲ 11.8％
▲ 10.9％
▲ 13.6％
▲ 6.7％
2.4%
▲ 8.4％

公民館
▲ 7.6％
5.2%
▲ 5.4％
▲ 10.0％
▲ 5.5％
▲ 11.4％
4.0%
2.1%
▲ 1.4％
0.3%
13.0%
▲ 3.9％

▶▶▶シリーズワンポイント① ～防災について～
今月号より、防災対策として身近に出来ることから、町の取り組みまで、シリーズで掲載します。
第１回 非常用持出品
自然災害は、いつどこで起こるかわかりません。そのために、非常時の備えや、緊急時に必要なものをすぐに持
ち出せるよう用意しておく必要があります。
東日本大震災以降、様々な防災グッズが市販されていますが、すぐにでも備えられる非常用持出品として、次の
物の準備を心掛けましょう。
○非常食・水
缶詰や栄養補助食品（火を通さずに食べられるもの）※水はペットボトル入りのもの
○避難用アイテム
懐中電灯・情報収集のための携帯ラジオ
○救急医療品
傷薬、風邪薬、常備薬など
○貴重品
健康保険証、運転免許証など
※半年に一回程度は中身の点検をして、期限切れの食べ物については入れ替えを行いましょう。

八丈町暴力団排除条例が施行されました。
平成２４年４月１日より、町内における暴力団排除活動を推進するための条例が施行されました。町民の皆さん
の安全で平穏な生活を確保するために、暴力団に関する情報などありましたら、八丈町または八丈島警察署までご
連絡をお願いします。
■問い合わせ■ 総務課庶務係 内線 ２１１
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合併処理浄化槽の普及促進に向けて ほか

合併処理浄化槽の普及促進に向けて
合併処理浄化槽の普及促進に向けて

INFORMATION ●

～住みよい暮らしと島の環境を守るために～
～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
内線３０７

●し尿、雑排水などの収集・運搬業務の休業日のお知らせ
し尿、雑排水などの収集・運搬業務の休業日は、第２・４土曜日、日曜日、祝日となりますので、収集・運搬が
必要な方は、休業日前にお申し込みください。
６月のし尿、雑排水などの収集・運搬業務の休業日は次のとおりです。
６月の休業日 ３日（日曜日）、９日（第２土曜日）、１０日（日曜日）
１７日（日曜日）、２３日（第４土曜日）２４日（日曜日）
収集運搬業者
株式会社 八丈島衛生総合企画 電話番号 ２－０８５５
●八丈町浄化槽清掃作業経費の住民負担軽減措置のお知らせ
浄化槽の清掃作業に要する経費の一部を１年度につき１回負担します。
◎対象条件 ① 環境大臣が指定する構造に適合する浄化槽であること
② 事
 業所以外の住宅（主に住宅として使用されているもの）および小規模店舗が併設されている
住宅に設置されているもの
③ 浄
 化槽法に基づき、保守点検（法第１０条）、清掃（法第１０条）、法定検査（法７条、１１
条）を実施しているもの
◎ 申請者に、町税、保育料、水道使用料、病院使用料などの滞納または、未納がある場合、設置補助や軽減 措置
の対象になりません。

平成23年度東京都島嶼町村一部事務組合情報公開実施状況の公表
東京都島嶼町村一部事務組合の情報公開制度(平成18年条例第9号)は、島嶼9町村の住民の組合行政への参加を
より一層推進するとともに、組合の公正な運営を確保することを目的に制定され、毎年1回、情報公開実施状況を
公表することになっています。
平成23年度の情報公開実施状況を下記のとおり公表します。
平成23年度東京都島嶼町村一部事務組合情報公開実施状況
公開請求件数
５件
公開決定件数
５件(一部公開決定を含む)
非公開決定件数 ０件

●

く

ら

し

6月17日（日）

の

総

■問い合わせ■
東京都島嶼町村一部事務組合

合

午前9時～午後4時

担当：鈴木

電話

相

開

談

総務課庶務係

03-3432-4961

催

●

大賀郷公民館2階

弁護士・司法書士・税理士など法律関係者のボランティアＮＰＯ法人司法過疎サポートネットワークの主催により、
くらしの法律税金相談が開催されます。法律の専門家が無料で相談に応じます。ぜひ、この機会を利用ください。
■無料相談（法律・税金など）
「相続問題で、親戚とトラブルになっている」
「子どもに財産を譲ろうと思っている」
「確定申告のことで気になることがある」
このような相談に、弁護士・司法書士・税理士など
が応じます。
※当日は相談に必要な資料などをご持参ください。

第29回

八丈島無料法律相談会

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。相談をご希
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。

■実施機関
NPO法人司法過疎サポートネットワーク
電話 03-5919-3530 （担当：小海）
※事前予約も受け付けていますが、予約なしでも相談
できます。また、ご自宅などでも相談できます。
■問い合わせ■

企画財政課企画情報係

内線301

●日時 7月8日(日) 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)
■相談責任者(予約先)
弁護士 氏原隆弘(東京弁護士会) あたご法律事務所
電話 03-3434-2776
※土・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/

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）
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環境だより

■問い合わせ■

住民課環境係

内線 233・234

美しい八丈島を守るため、私たちがやらなければならないこと
≪正しい分別と正しい出し方≫
○燃えるごみに、金属類・乾電池・電球・空きびん・空き缶などのごみの混入が見られます。
また、びんやガラス製容器にプラスチックや金属製のキャップやふたが付いたまま出されています。取り外せるキャッ
プやふたは、取り除いてください。
○生ごみを狙って、ねこやカラスが集積所のごみを散らかしています。
生ごみは新聞紙等で包んで、袋の外から見えないようにして出してください。
○ごみは、当日の午前 8 時 30 分までに集積所へ出してください。正しい分別がされてない無記名のごみ袋については、
分別状況の確認や指導を目的に、町職員が中身のチェックを行います。
正しい分別と正しい出し方は、ごみを出す際の重要かつ基本的なマナーです。
≪家電リサイクル法≫
○エアコン、テレビ（ブラウン管式・液晶・プラズマ式）
、冷蔵庫および冷凍庫、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処理しなければなりません。販売店に依頼するか、有明興業㈱八丈島営業所へ持ち込んでくだ
さい。
現在、( 財 ) 家電製品協会が海上運搬費の一部を助成しています。ただし、リサイクル料金を郵便局で振り込む方式
の場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。
また、これらの家電４品目の分解（解体）・不法投棄は、法律違反となります。
≪自動車リサイクル法≫
○何年も使用していない自動車の放置が目立ちます。放置自動車は景観を損ね、観光で訪れた方々の八丈島に対する印
象を悪くします。すみやかに引取事業者（自動車修理工場など）へ引き渡し、法に基づく適正処理をしてください。
また、解体事業者でない者が使用済自動車から部品を取ることは、法律違反となります。

ヤンバルトサカヤスデに対する密度抑圧対策を実施予定です
昨年度に引き続き、6 月中旬から 10 月上旬にかけて、大賀郷・永郷地区（都道の地点標７６付近）において、ヤン
バルトサカヤスデの密度抑圧対策を予定しています。実施の際は、草刈り等の作業や薬剤散布を行いますので、ご理解・
ご協力をお願いします。
シリーズ・ワンポイント「管理型最終処分場」
＜処分場の管理運営計画①＞
完成した処分場には、八丈町、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村から排出される焼却残さが主に埋め立てられます。埋め
立て作業や浸出水の処理等、施設の維持管理には、電力や用水の確保が必要です。このうち、水は状況に応じて①埋め
立て作業時の散水②植栽や洗車設備用の散水③水処理用水（薬品の溶解等）④生活用水（管理棟での手洗い等）に用い
ます。処分場建設地は、周囲に民家等がなく上水道が設置されていないため、用水の確保のための工夫をしています。
まず、管理棟には雨水集水施設を設置し、雨水貯留槽の水は主に植栽への散水に用います。加えて、浸出水を浄化し
た処理水は散水槽に貯められ、埋め立て作業時の散水や洗車設備に用います。散水槽からオーバーフローした水が、防
災調整池を経て場外へ排出されます。
水処理用水や生活用水は、水道水と同等の水を用いるため、週に４㎥程度を給水車で運搬する計画です。また、電力
については、東京電力から受電します。

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。

道路の街路樹などの伐採のお知らせ
町では、通行の支障になる街路樹の枝木の伐採を行います。道路の交通などでご迷惑をおかけしますが、ご協力
をお願いします。
■日時 ６月５日（火）午前８時４５分～午後４時
■場所 坂下地区
■問い合わせ■ 建設課建設係 内線２５２
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母子保健／特定健康診査について

母子保健
今月の健康診査

■問い合わせ・申し込み■

◦対象

		

会場

◦対象

保健福祉センター
午後1時15分～1時45分受付

平成24年1月25日～平成24年3月19日生まれの乳児とその産婦

1歳児歯科健康診査 6月12日（火）
		

電話 2 － 5570

※健診の対象者には個別通知します

3～4カ月乳児・産婦健康診査 6月19日（火）
		

健康課保健係

INFORMATION ●

午前9時15分～10時受付

平成23年3月8日～平成23年6月12日生まれの幼児

こども心理相談
6月5日（火）

（要電話予約）
午前9時～午後4時

会場：保健福祉センター

◦対象

１歳６カ月以上の未就学児

 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
6月27日（水）

（要電話予約）

会場：保健福祉センター

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。

もぐもぐ離乳食
6月21日（木）
		
		

		

（要電話予約）

会場：保健福祉センター

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。
皆さんの参加をお待ちしています。

◦持ち物：三角巾、エプロン、母子手帳、おんぶ紐（必要な方）

◎特定健康診査について
内臓脂肪の蓄積に加え、高血圧、脂質異常、高血糖のいずれか２つ以上を持っている状態をメタボリックシンドロームと
いいます。男女とも40歳以上になると、メタボリックシンドロームおよびその予備群に該当する人が多くなります。主に食
べ過ぎや運動不足など生活習慣の乱れによる太りすぎが原因と考えられます。特定健康診査は、こうした生活習慣病に伴う
医療費の増加を抑えるため予防・改善に着目した健診です。健診を積極的に活用し、健康の維持管理に努めましょう。
八丈町では、特定健康診査等を７月22日から27日で予定しています。詳細については７月号の広報でお知らせします。

◎受診できる方
国民健康保険に加入している特定健康診査の受診対象者には、７月上旬に受診券を発送します。
他の医療保険（国民健康保険組合、健康保険組合、政府管掌健康保険、共済組合など）に加入している40～74歳の被扶
養者の方（ただし、職場健診を受診される方、職域健診の対象者（※）の方は除きます。）も各医療保険者が発行する【特
定健診受診券】があれば受診することができます。受診を希望される方は、加入している医療保険者が発行する【特定健診
受診券】をお取り寄せいただき、保険証と一緒に持参のうえ、６月26日（火）までに下記窓口にて登録をしてください。
なお、自己負担が発生する場合もありますので、詳しくは職場、または加入医療保険者にご確認の上登録してください。

■受診券登録窓口
①住民課国保年金係

②健康課保健係（保健福祉センター）

③各出張所

◆登録には期限があります。受診券はお早めにお取り寄せください。
（※）職域健診の対象者・・・共済などに加入している世帯で、受診対象者に被扶養者が含まれている場合。
対象者の範囲は各職場により異なりますので、詳しくは職場の担当者にご確認ください。
◆「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。
◆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等について分からないこと、疑問に思うこと等いつでもご相談ください。
■問い合わせ■

住民課国保年金係

内線235
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■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/

【定額の国民年金保険料を納めている方へ】～付加保険料のご案内～
国民年金の定額保険料は月額14,980円（平成24年度）です。納められた期間（厚生年金等の加入期間を含
む）と国民年金保険料の納付を免除された期間が25年（300月）以上あると、65歳から老齢基礎年金が支給さ
れます。年金額を少しでも多く受給されたい方は、この定額保険料に月額400円の付加保険料をプラスして納付
すると、将来、老齢基礎年金に付加年金が加算され支給されます。
〈留意事項〉
◎

付加保険料の納付を希望される方は、申出書の提出が必要となります。

◎

国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。

◎

国民年金保険料の一部免除を受けている方は、付加保険料を納付できません。

◎

納付期限（対象月の翌月末）を経過して付加保険料の納付はできません。
※申し込みは、町役場住民課国保年金係まで。（年金手帳または基礎年金番号のわかるものと印鑑をお持ちく
ださい。）

【「ねんきんネット」サービス拡充のお知らせ】
平成24年4月2日から拡充されたサービスについてご案内します。
○電子版「ねんきん定期便」の確認とお知らせメールの配信
「ねんきん定期便」が電子版として画面上で確認できるようになりました。必要に応じ、パソコンに保存する
こともできます。また、誕生月には「ねんきん定期便」のお知らせを、登録のメールアドレスに配信します。
電子版「ねんきん定期便」のメリット
●年金記録を24時間いつでも確認することができます。
●年金記録は毎日更新されます。（郵送版は年１回）
●すべての期間の年金記録が確認できます。（郵送版は35歳・45歳・58歳の節目年齢以外は直近１年分のみ）
●確認した内容は、ダウンロードして保存できます。
○コンビニエンスストアからの納付状況の確認
国民年金保険料をコンビニエンスストアで納めた場合、システムに納付状況が反映されるまでの期間、年金記
録照会画面の月別納付状況表では、「納受」と表示されるようになりました。
○「秘密の質問と答え」の登録によるセキュリティ強化
なりすましなどの不正な接続に対する防御策の一環として、「秘密の質問と答え」を登録していただくように
なりました。システムが取得したお客様の接続環境が前回と一致しない場合、本人確認のために秘密の質問とそ
の答えを入力していただきます。
詳しくは、「ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」まで問い合わせてください。

▶
▶▶社会保険庁等の職員を名乗る詐欺にご注意ください
▶社会保険庁等の職員を名乗る詐欺にご注意ください
全国各地で、社会保険庁等の職員と称して、現金を詐取したり、銀行口座を聞き出すなど、不審な電話や訪問が
あったという問い合わせが寄せられています。
年金事務所等の職員が、電話で銀行の口座番号を聞いたり、ＡＴＭを操作するよう指示したりするようなことは
ありません。
年金事務所等の職員を名乗った訪問や電話で不審な点がありましたら、その場で対応することなく、年金事務所
または警察へ連絡してください。
なお、年金事務所の職員が訪問する際は、身分証明書を携帯しておりますのでご確認願います。
《ここに注意！》
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○

現在、社会保険庁や社会保険事務所という組織は存在しません。（平成22年１月１日に廃止）

○

公的年金の業務は日本年金機構が全国の年金事務所で行っています。

○

医療給付の業務は協会けんぽ（全国健康保険協会）で行っています。（平成20年10月から）

広報はちじょう

国民年金／水道係からのお知らせ ほか

INFORMATION ●

▶
▶▶各種問い合わせ
▶各種問い合わせ
●ねんきんダイヤル：電話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 月曜日から金曜日：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は火曜日）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。
●【控除証明専用ダイヤル】：電話0570―070―117（平成24年3月15日まで）
受付時間 月曜日から金曜日：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は火曜日）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。
※通話料金は、一般の固定電話の場合、市内通話料金でご利用いただけます。ただし、携帯電話の場合は全額お客
様負担となります。
※050（一部）の電話、070の電話からおかけになる場合は、03―6700―1130にお電話ください。こちら
の番号の通話料金は、全額お客様負担となります。
「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。
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」の有無に関わら
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
▶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
電話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 ・月曜日から金曜日 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。

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。

❖4 月の主な会議❖
日
２日
１０日
１１日
２０日

会

議

庁議
課長連絡会議
教育委員会第１回定例会
課長連絡会議

名

議
題
等
中之郷自治会要望事項について ほか
非常配備態勢別動員名簿について ほか
平成24年度就学援助費受給者の認定について
東日本大震災にかかる町の取り組みについて
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教育委員会だより／都立八丈高等学校公開のお知らせ

教育委員会だより
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■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

８日 （金） 13時30分～
三原中学校
26日 （火） 13時30分～
三原小学校
・道徳授業地区公開講座
３日 （日） ８時30分～		
三根小学校
３日 （日） 10時25分～
末吉小学校
17日 （日） 10時30分～
大賀郷小学校
※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。
・学校公開
11日 （月）～15日（金）
富士中学校
25日 （月）～29日（金）
三根小学校
・開校記念日
４日 （月）				
三原中学校

□教科書の展示会

平成25年度、小・中・高等学校で使用する教科書などを展示しています。（教科書展示会は、教員、教育関係
者はもとより、保護者等広く教科書を公開することを目的として実施するものです。）
・展示期間
６月15日（金）～６月30日（土） ※原則月曜日休館
・展示時間
午前９時30分～午後５時
・展示会場
八丈島教科書センター（図書館内）

◆◆◆スクールソーシャルワーカー◆◆◆
子どもたちの悩みは、社会の変化とともに複雑さを
増しています。本人の努力ではどうにもならないこと
も多く、また、学校の力だけでは解決できない問題も
増えています。こうしたことから、これまで社会福祉
の分野で活躍してきたソーシャルワーカーの活動を、
教育に取り入れる動きが始まりました。
スクールソーシャルワーカーは、子どもの悩みを、
子ども自身と環境とがしっくりいっていない状態とと
らえます。この場合の環境とは、家族、友人、学校、
社会などを指しています。スクールソーシャルワー
カーは、子ども自身のしっくりいっていない状態を解
消するために、困っている子どもに目を向けるだけ
でなく、環境や子どもと環境とのかかわりに注目しま

す。そのため、学校・家庭と協力しながら子どもの状
態に理解を深めるとともに、地域の関係機関と情報を
共有し、なぜそのような状態になったのかを、本人や
家族の視点で見直し、ケースに応じ、福祉や医療など
地域の社会資源を活用して解決に取り組むことになり
ます。
八丈町には、まだ、スクールソーシャルワーカーの
制度はありませんが、関係者がこの考え方を取り入
れ、先進地域の事例に学びながら、連携して子どもと
環境に働きかける活動をつくっていくことで、毎日を
つらい気持ちで過ごす子どもが減るのではないでしょ
うか。
（教育相談員 伊藤 宏）

■八丈町教育相談室

電話（２）０５９１

■東京都教育相談センター

電話 03（5800）8008
平日

■東京都児童相談センター

午前９時～午後９時

電話相談
平日

午前８時30分～午後５時

土・日・祝日

午前９時～午後５時

03（3202）4152（よいこに）

午前９時～午後８時

◆八丈高校からのお知らせ◆
１

毎週火・金曜日

土・日・祝日

■問い合わせ■

午前９時～午後５時30分

都立八丈高等学校

電話 2 － 1181

授業公開及び体験入学、体験部活動（全日制）平成24年６月17日（日）
・午前８時30分～12時20分
授業公開（どなたでもご覧いただけます）
・午後１時30分～		
園芸・家政科体験入学及び部活動体験入部（中学生が対象となります）
２ 授業公開週間（定時制） 平成24年６月４日（月）～８日（金）
・午後５時30分～９時10分
授業公開（どなたでもご覧いただけます）
※時間割等については、お問い合わせください。
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国土交通大臣杯第５回全国離島交流中学生野球大会開催 ほか
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国土交通大臣杯第５回全国離島交流中学生野球大会開催
日 時：平成24年８月27日（月）～30日（木）
８月26日（日）８月27日（月） ※各チームが開催地へ集合
◇参加チーム監督による監督会議◇ ◇組合せ抽選会◇ ■会場 三根小学校体育館
８月28日（火）＜大会第一日目＞開会式 午前８時30分～９時 ■会場 南原スポーツ公園野球場
◇大会一回戦・二回戦◇ ■南原スポーツ公園野球場
開催時間 午前 ９時30分～
■富士グラウンド（旧富士野球場）／富士中学校校庭
開催時間 午前１０時～
８月29日（水）＜大会二日目＞ ◇大会準々決勝・準決勝◇
南原スポーツ公園野球場／富士グラウンド（旧富士野球場）開催時間 午前９時～
◇大会交流試合◇
■南原スポーツ公園野球場／富士グラウンド（旧富士野球場）／富士中学校校庭
開催時間 午前９時～
８月30日（木）＜大会三日目＞ ◇大会決勝◇
■南原スポーツ公園野球場 開催時間 午前９時～
◇まさかりドリームス選手による野球教室◇ ■南原スポーツ公園野球場
表彰式・閉会式 ■会場 三根小学校体育館
～大会参加市町村（21チーム）～
北海道礼文町・宮城県気仙沼市・東京都大島町・東京都三宅島三宅村・東京都八丈島八丈町・新潟県佐渡市・三重県
鳥羽市・島根県隠岐の島町・島根県西ノ島町・香川県直島町・愛媛県上島町・長崎県対馬市・長崎県壱岐市・長崎県
五島市・長崎県新上五島町・鹿児島県薩摩川内市・鹿児島県屋久島町・鹿児島県西之表市・鹿児島県南種子町・沖縄
県久米島町・沖縄県南大東村
※１チーム、選手・監督・コーチを合わせて20名程の来島を予定しています。
◎離島交流中学生野球大会ってなに？
離島交流中学生野球大会とは、元プロ野球選手の村田兆治さんの活動がきっかけとなり平成20年度から始まった
「離島甲子園」と呼ばれている大会です。全国の離島の中学生が一堂に会し、野球を通じて交流を深め、人づくりと
島の活性化を推進するものです。
◎過去の経歴
離島交流中学生野球大会は第一回大会が東京都大島町、第二回大会が島根県隠岐の島町、第三回大会が鹿児島県種
子島、第四回大会は愛媛県上島町で開催され、今回が第５回大会となります。なお、八丈島チームにつきましては第
一回大会から参加しています。
◎ボランティアスタッフ募集 ■日時 平成24年８月27日（月）～29日（水）
八丈町教育課生涯学習係では国土交通大臣杯第５回全国離島交流中学生野球大会においてボランティアスタッフを
募集しています。
仕事内容：組合せ抽選会場の設営、駐車場整備、給水係、アナウンス等
・申し込み方法…八丈町ホームページに掲載の大会運営ボランティアスタッフ申込書をダウンロードし、教育課生涯
学習係までご提出ください。
・参加申込み時点で18歳未満の方は保護者の承諾（記名押印）が必要です。
・申し込みにあたって…ボランティアスタッフとして協力していただくにあたり、事前に研修を行います。
・ボランティアスタッフ活動および研修などの報酬は、無償での参加となります。また、交通費は各自でご負担願い
ます。
・昼食はこちらで弁当を用意します。
・ボランティアスタッフ活動、研修にあたり、町実行委員会においてスタッフ保険に加入します。なにかご不明な点
があれば、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
■問い合わせ■ 教育課生涯学習係 電話2－7071

南原スポーツ公園野球場オープン記念講演会開催について
日
場
講
題

時：平成24年６月３日（日）

開場午後２時００分
開始午後２時３０分～午後３時３０分

所：八丈町保健福祉センター
師：村田兆治氏（元プロ野球選手）
目：「人生先発完投」
５月３日の南原スポーツ公園野球場オープニングセレモニーには、悪天候による航空機欠航により記念講演会は中
止としましたが、日程を変更し開催することとなりました。皆さんのご来場をお待ちしております。
■問い合わせ■ 教育課生涯学習係 電話２－0797
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税のお知らせ

■問い合わせ■

税務課

内線 221

納税通知書が届いてない方はご連絡ください。
H24年度の固定資産税、軽自動車税の納税通知書を送付しました。
まだ届いていない方はご連絡ください。
町都民税の納税通知書は6月上旬、国民健康保険税は7月上旬に発送予定です。
納付は納期限までにお願いします。

税金の納付には口座振替が便利です。

○口座振替のできる金融機関
・七島信用組合の本店・支店
・みずほ銀行の本店・支店
・全国のゆうちょ銀行
○口座振替の手続き 金融機関への申し込み
・上記の預貯金口座のある金融機関に預貯金通帳、届出印、納税通知書、預金口座振替依頼書・自動払込利用
申込書を提出してください。
おおむね２ヶ月後以降の納期分より振替になります。くわしくは、町役場税務課までお問い合わせください。

認

知

症

コ

ラ

ム

目の前にいる、この人は誰･･･
自宅にいるのにトイレの場所が分からなくなってしまった･･･
得意だったお料理がなんだか上手く作れない･･･
きちんと薬を飲んでるのに、まだまだ薬が余ってる･･･
お天気が良いから外に出掛けたけど、行きたい所はどこなんだろう･･･
このようなことが『もし』自分に起きたら、あなたは不安になりませんか？
出来ないことを怒られたりしたら、悲しくなりませんか？
４月１日現在、八丈町の高齢化率は33.52％。高齢者人口の増加に伴い、町内でも、介護サービスの不足や、家族で
介護が出来ない高齢者に対し望むような生活を送るためどのように支援していくかなど、様々な課題が起きています。
高齢者ご本人、ご家族やご親族と医療・介護関係者がタッグを組んで、毎日様々な努力をしています。町民の皆さ
んにサポートしていただきたく、今月号より３月までの毎月、高齢や介護、特に認知症についてのコラムを掲載しま
す。是非、自分のこと、家族のこと、そしてお隣や地域の人のことを考えていただけたらと思います。
■問い合わせ■ 健康課高齢福祉係 電話２－5570

あなたにもできる

認知症サポーター

～養成講座のご案内～

認知症サポーターって？
認知症サポーター養成講座を受けた方を「認知症サポーター」と呼びます。講座を通じて認知症の正しい知識をも
ち、自分のできる範囲で認知症の人や家族を応援するのが認知症サポーターです。特別なことをする人･･･というわ
けではありません。日常生活のなかで認知症の方が困っているのを見かけたとき、ちょっと声をかける心配りをした
り、友人や家族にその知識を伝えたり、認知症の人や家族の気持ちを理解するよう努めていただくというものです。
八丈町ではこれまで621人の方が認知症サポーター講座を受講しています！
（平成24年３月31日現在の全国の認知症サポーター数 ３,301,610人 厚生労働省統計より）
認知症サポーター講座って？
概ね１時間～１時間半の講座で、受講費は無料です。受講された方には、認知症を支援する「目印」として、オレ
ンジ色のブレスレット「オレンジ・リング」が渡されます。
認知症サポーター講座を受けたい！
町内で受けることができます！地域住民の団体やグループ、学校、会社、職域団体ごとに、八丈町地域包括支援セ
ンターへお申し込みください。開催日時や時間、場所、受講者の規模などご相談させていただきます。また、受講さ
れる方の年齢等に合わせた内容で講座を開催しますので、お気軽にどうぞ！
■問い合わせ■ 八丈町地域包括支援センター 電話２－0580
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中之郷自治会

中之郷自治会

対話集会 ほか

INFORMATION ●

対話集会

４月29日（日）に行われた、中之郷自治会における対話集会の内容は次のとおりです。
質問１： 側溝の安全対策について
	①三原住宅から佐々木美夫さん宅に向かう途中の三叉路の側溝が危険なため、蓋もしくはガードレール
を設置してほしい。
②菊池きいさん宅角（ゴミ集積場）のU字溝に蓋を掛けてほしい。
回

答：	 ①の要望についてですが、当該道路は以前より側溝の蓋掛けの要望があり、蓋を掛けてまいりました
が、三叉路部分に道路より低い位置に水路が交差しており、危険な交差点になっております。現地を調
査し、蓋掛けまたはガードレールの設置などにより対応します。

	 ②の要望についてですが、側溝のグレーチングの蓋と、集水桝との間に三角の隙間が出来ております
ので、隙間が出来ないように施工します。
質問２：

粥倉の墓（金田東和さん宅横）の階段の整備について。
①階段の中央部に滑り止めのついた手すりを設置してほしい。
②薄暗く危険なため、街路灯を設置してほしい。

回

答：	 ①の要望についてですが、墓地の部分が階段になっており、その階段部分の中央に建築資材用の単管
パイプで手すりを設置します。また、部分的に滑り止めの単管カバーを取りつけ、手すりが滑らないよ
うにします。

	 ②の要望についてですが、街路灯設置の優先順位としましては、児童生徒の通学路を優先し、各地域
からの要望をとりまとめて順次設置をしています。今回の件につきましては、設置は見合わせたいと思
いますので、ご理解の程よろしくお願いします。
質問３： 金田哲哉さん宅と菊池立朗さん宅側のガードレールの錆を塗装してほしい。
回

答：

当該ガードレールを調査した結果、軽度の錆なので、錆を落とし新たに塗装をします。

質問４： 災害時の町の防災体制について説明周知を図ってほしい。
回

答：	 毎年、10月５日は八丈町の「防災の日」として、各地域持ち回りで防災訓練を実施しております。
その都度、災害想定を変えていますが、基本的な避難体制として各地区単位による避難や各自治振興委
員による避難者確認等を行っています。また、平成22年度より「災害時要援護者避難体制整備事業」
という、災害時に援護が必要な方の情報を地図情報と連携させて、防災体制に活用するための準備を進
めています。このシステムを活用して、地域の消防団等の協力を得ながら援護が必要な方の避難を円滑
に進めたいと考えております。

	 自主防災体制を確立するうえで、地域または地区単位で自主的に訓練を実施したい場合は、町としま
しても消防本部を中心に協力してまいりますので、ご相談いただきたいと思います。
	 東日本大震災以降、防災の基本原則である「自助・共助・公助」が注目されています。日ごろから防
災意識を高め、非常持ち出し品等の準備・点検をすることから始めていただくことをお願いします。
質問５： 児童公園の中に備蓄庫を建設してほしい。
回

答：	 現在、町の災害備蓄品は、防災倉庫や町営住宅等に保管しております。備蓄品の確保や保管場所の充
実を図ることも必要と考えておりますので、保育園跡地の有効利用検討の中で考えてまいります。

質問６： 保育園跡地に児童公園およびトイレを建設してほしい。
回

答：	 保育園の跡地の活用方法については、まだ町でも方針が出されておりません。今後、地元との意見交
換の場を設け、町の総合開発審議会委員の意見も伺いながら、検討してまいります。

６月１日（金）は全国一斉「人権擁護委員の日」です。
午前１０時～午後５時まで大賀郷公民館和室において、特設人権相談所を開設し、日頃の人権に関する相談事に八
丈町の人権擁護委員が応対します。この機会にぜひご利用ください。
■問い合わせ■ 総務課庶務係 内線213
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■問い合わせ■

産業観光課観光商工係

内線 267・268

中之郷えこ・あぐりまーと(農産物直売所)の運営が変わりました！！！
◎平成24年４月から、えこ・あぐりまーと（農産物直売所）の運営が、中之郷園芸研究会へ変更となりました。
会の運営方針は、八丈島で生産した新鮮で安全な野菜類の直売、観葉植物などの展示即売、さらに島の素材を利用
した加工食品や弁当の販売を実践し、地域の活性化、観光産業の振興を図るというものです。
会員以外でも野菜類の販売はできるので、希望者はえこ・あぐりまーとへお問い合わせください！
■問い合わせ■

えこ・あぐりまーと

電話

04996-7-1808

主な行事予定
６月 小笠原親善訪問… …………………………………… 21日(木)から26日（火）
７月

海水浴場安全祈願（底土海水浴場）… …………… １日(日)
にっぽん丸寄港（神湊漁港予定）… ……………… 20日(金)
ふじ丸寄港（神湊漁港予定）… …………………… 21日(土)
八丈島夏まつり（底土海岸）… …………………… 23日(月)・24日(火)・25日（水）

来島者数・観光客数推計
4月

空
24 年度
7,777

路
23 年度
5,344

海
24 年度
908

路
23 年度
890

合
24 年度
8,685

計
23 年度
6,234

7,777

5,344

908

890

8,685

6,234

計

八丈島納涼花火大会

観光客（推計）
24 年度
23 年度
6,005
4,310

８月11日（土）

6,005

4,310

前年比
39.3%
39.3%

底土海岸にて開催

○はじめに…今年も、子どもからご高齢の方まで多くの町民の皆さんや観光客の方々に夏を楽しく過ごしてもらい
たいという願いを込め、納涼花火大会を開催します。今回は八丈島の夜空に約６００発を打ち上げる予定です。島
民による、手づくりのイベントを行うために、広く皆さんからの寄付を募っています。また、大会運営のスタッフ
も募集していますので、よろしくお願いします。
○大会運営費の寄付にご協力お願いします…大会運営については、ご賛同いただいている商店や事業所などをはじ
め、多くの町民および、島外の方々からの寄付金によって行います。ご理解、ご支援のほどよろしくお願いしま
す。寄付していただける方は、事務局までご連絡いただければお伺いします。また、協賛箱を観光協会、協力をい
ただいている商店などに設置します。振り込みによるご希望の方は次の口座までお願いします。
七島信用組合 八丈島支店 普通２０５８８３１
八丈島納涼花火大会会長 沖山重彦
（ハチジョウジマノウリヨウハナビタイカイカイチヨウ オキヤマシゲヒコ）
○記念花火を募集します（申込料 個人：3万円～、企業：5万円～）
記念花火の打ち上げを今年も行います。米寿、還暦、結婚記念、創業記念などを花火でお祝いしませんか。ご希
望の方は、住所・氏名・電話番号・記念の内容をご連絡ください。応募者多数の場合は、納涼花火大会実行委員会
にて調整する場合があります。あらかじめご了承ください。
連絡先
担当：沖山 電話2－4060 FAX２－1682
○大会運営スタッフ、サービスコーナー（夜店）出店者募集
駐車場ライン引き、交通整理、会場設営および撤収などを行うスタッフを募集しています。
また、廉価で子どもに喜ばれる商品を提供でき、大会準備、撤収作業へ参加できる夜店出店者も募集しています。
■問い合わせ■ 八丈島納涼花火大会実行委員会事務局 電話04996‐2‐1121（内線267）ＦＡＸ04996‐2‐4437

町長上京日記
▶25日～26日

◉ANA822便で上京
◉三多摩島しょ公立病院運営協議会
◉赤枝会 訪問
◉（財）東京都結核予防会 訪問
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4月

▶27日～29日

◉翌日公務の為、東京滞在
◉八丈島三根会 総会
◉ANA821便にて帰島
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平成24年度八丈町離島漁業再生支援事業

平成24年度八丈町離島漁業再生支援事業
１．事業の目的

概要 ほか

INFORMATION ●

概要

また、各集落の海岸・漁港の清掃活動を行い、海上での

八丈島の主要産業である漁業を活性化させるため、新た
な事業に取り組むことで漁業集落の底上げを目指し、漁業

操業秩序の維持・密漁防止のため漁場監視を実施する。

進を図る。

３．集落協定締結数、予定している
協定対象漁業世帯数および交付額

※多面的機能として次のことが挙げられます。

協定締結数

①適度の漁獲により再資源化を促進するとともに、チッソ・

協定対象漁業世帯数（予定） 133 世帯

生産活動によって発揮される多面的機能（※）の維持・増

１件

補助金交付額（予定）

リンの循環を補完し、沿岸域の環境保全に貢献

18,088,000 円

②漁業者による海浜清掃などの生態系保全活動

４．漁場の生産力の向上に関する取り組み

③海難救助機能など生命・財産の保全活動
④体験漁業などの交流の場の提供
⑤魚食文化、伝統漁法などの伝統的文化の創造・継承

漁業の基盤である漁場を整備し、漁獲高向上を図り、海
岸などの清掃を実施するとともに、前年度同様、漁船操業
中は、操業秩序の維持・密漁防止のため、漁場監視に努める。

２．集落協定の概要
ここで言う集落とは、漁港のある地域（三根・大賀郷・
中之郷・末吉）のことで、この四地域が１つの漁業集落（八
丈漁業集落）として、共同で事業に取り組むための協定を
策定しました。
（協定概要）八丈島において、
トローリング大会を定着させ、
市場で低価格な未利用・低利用資源の加工、商品開発およ
び加工施設の整備を行う。

５．集落の創意工夫を活かした新たな取り組み
前年度を踏襲し、加工施設の整備を実施するとともに、
地元遊漁船を使用してのトローリング大会を、5 月 1 日～
1 月 31 日の期間で開催する。期間中は、八丈町および観
光協会のホームページなどを通じて周知・宣伝を行う。ま
た、漁獲物販路拡大に関する取り組みを、都漁連などと引
き続き検討していく。

平成23年度八丈町離島漁業再生支援事業
１．対象漁業集落

実施状況報告

３．取組内容

漁港のある４地域（三根・大賀郷・中之郷・末吉）の漁

漁場の生産力の向上に関する取り組みとして、漁場の整

業者が、共同で事業に取り組むための協定を策定し、八丈

備、海岸の清掃、漁船操業中は、操業秩序の維持・密漁防

漁業集落として事業に取り組みました。

止のため、漁場監視に努めました。集落の創意工夫を活か
した新たな取り組みとしては、前年度を踏襲し、５月１日

２．集落協定締結数、協定対象漁業世帯数
および交付額

～１月 31 日までの間、地元遊漁船を使用してのトローリ

協定締結数

１件

め、加工施設・販売店の整備（八丈島漁協所有の建物を改

協定対象漁業世帯数

143 世帯

補助金交付額

19,448,000 円

ング大会、未利用魚・低価格魚の付加価値化を推進するた
修）を実施し、安定生産体制および販路拡大を図りました。
また、漁獲物のブランド化および消費拡大を図るため、他
産地の加工業者と意見交換および情報交換を行いました。

■問い合わせ■

◆一時預かりについて◆

産業観光課水産係

■問い合わせ■

内線 264

子ども家庭支援センター

2 － 4300

２－ 2788

育児をしている方が、冠婚葬祭や通院等の事情で一時預かりが必要な場合、下記の条件でお預かりします。
対象者：八丈町にお住いの満１歳～小学校就学前の児童
料 金：１時間 ３５０円
利 用：１日４時間、週２回まで
●利用に際しては、事前登録および予約が必要です。
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子ども手当は平成２４年４月から 児童手当 に変わりました
児童手当・児童育成手当の現況届のお知らせ
６月は児童手当と児童育成手当の年度更新の月です。
毎年６月に支給要件に該当する児童の養育状況や受給者（申請者）の加入年金の状況等を確認し、引き続き
受給が可能かどうか確認します。
既に手当を受給されている方へは個別通知と現況届を送付していますので、そちらを確認のうえ、ご提出くだ
さい。なお、提出が遅れた場合は手当の支給が遅くなることがありますのでご注意ください。また、公務員の方
は、勤務先の所属庁へ現況届を提出する必要がありますので、詳しい内容は勤務先へお問い合わせください。
〈現況届が必要な方〉
児童手当	子ども手当を受給されていた方・４月５月に児童手当の申請をされた方すべての方につい
て、現況届が必要です。
児童育成手当 児童育成手当を受給されている方
〈提出するもの〉
児童手当
○現況届 ○印鑑（スタンプ印不可） ○受給者（申請者）の健康保険証
※ただし、八丈町の国民健康保険に加入されている方は必要ありません。
児童育成手当 ○現況届 ○印鑑（スタンプ印不可）
両手当共通
●仕事等で児童と別居している方の場合
・別居監護の申立・調査書（書類は町役場及び各出張所にあります）
・児童の属する世帯全員の住民票の写し
※ただし、八丈町に住民票がない場合は住所地から取り寄せてください。
●転入された方の場合
・平成24年１月１日に八丈町に住所を有しない方は前住所地の区市町村役場より平成24
年度の所得証明書を取り寄せてください。
〈提 出 先〉
町役場住民課厚生係または各出張所
〈提出期間〉
６月１日～６月30日
■問い合わせ■ 住民課厚生係 内線232

シリーズ介護保険①

「介護保険制度についてご存知ですか」
みなさんは介護保険制度についてどれくらいご存知でしょうか。なかには「自分には介護なんて必要ない
…」「そんな将来のことなんて分からない…」と感じられる方も多いのではないでしょうか。介護サービス制
度は加齢に伴って生じる「心や身体の変化」に起因する疾病などにより介護が必要になった方が、より自立し
た生活を送れるように健康面、生活面でサービス事業者や自治体が支援していくための制度です。
介護サービスの利用者は増えています。町民の３人に１人が高齢者となりつつある八丈町でも平成23年に
は541人が要介護（要支援）の認定を受けました。八丈町の高齢者のおよそ５人に１人が生活のために介護
を必要としていることになります。介護サービスはみなさんにとってとても身近なものとなっています。
このお知らせでは介護サービスや制度について少しずつ紹介させていただきます。次号は「介護保険制度が
どうして必要とされるのか」についてです。
※詳しい内容は保健福祉センター、各出張所においてある「八丈町介護保険事業計画」に書いてありますの
で、ご参照ください。
■問い合わせ■

14

健康課高齢福祉係

２－５５７０

広報はちじょう

お知らせ掲示板

INFORMATION ●

子ども家庭支援センターからのお知らせ

開館日

♥交流ひろばの催し

平日

午前８時４５分～午後５時

毎週水曜日

土日、祝日はお休みです。

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。

6月 6日 (水) 歯をみがきましょう 13日 (水) 食事の与えかたについて
20日 (水) 親子で遊ぼう
27日 (水) 製作・七夕飾り
♥そのほかの催し
6月12日(火) おりがみ遊び 午前10時30分～11時 6月29日(金) 絵本＆紙芝居   午前10時30分～11時
※児童・育児相談は随時受け付けています。
♥就学前のお子様の身体測定 １8日(月)～22日(金)
※水曜日は催し時間以外になります。 ※母子健康手帳を持参してください。
■問い合わせ■ 子ども家庭支援センター 電話2－4300
2－2788

定期予防接種のお知らせ
●麻しん風しん集団接種

■日時：６月５日（火）

午後３時～３時３０分

●ＤＰＴ三種混合集団接種（Ⅰ期）■日時：６月１２日（火）

午後３時～３時３０分

●予約制予防接種

午後２時３０分～３時

※予約制

■日時：６月１３・２７日（水）

予防接種についてはできるだけ午後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

７月の子宮がん検診事前受付のお知らせ
７月３日（火）と１０日（火）に実施する子宮がん検診の事前予約受付を、６月１日（金）から２０日
（水）まで行います。
●時 間 午前８時３０分～午後５時１５分（土、日曜は除く)
今回の事前予約対象者は、７月検診の５０歳から５８歳までで今年が、偶数年齢になる方です。
詳しくは４月号広報の折り込みチラシをご覧いただくか、健康課保健係まで問い合わせください。
■問合せ・申込先■ 健康課保健係 電話２－５５７０

６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>

【ANA】 TEL
便名

八丈島着

機種

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

A320

0570-029-222

羽田発

【東京愛らんどシャトル】

166 人

便名

八丈島発

821

7：40

8：30 A320

822

9：00

羽田着

9：55 A320

機種

823

12：15

13：10 A320

826

14：15

15：10 A320

829

15：50

16：40 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
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図書館からのお知らせ
●おはなし好きな子、おじゃれよい♪
図書館では、毎月第２土曜日 午前１０時から「おはなし会」を開いています。島内各地域の子
ども文庫の方が読み聞かせや手遊び、工作などをして楽しい時間を過ごします。（詳しい内容は当
日のお楽しみです。）
子どもから大人まで、どなたでも参加できます。
「おはなし会」は子どものためのものと思っている、そこのあなた！ この機会にぜひ遊びに来て
くださいね。（第２土曜日が祝日と重なった場合は、翌日に行います）
●今月のおはなし会 ９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、２９日（金・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＊
『太陽は動かない』吉田修一著 『ピンピンコロリ体操』湯浅景元著
『楽しもう！自転車の世界』谷田貝 一男監修 『おうしげきだん』伊藤秀男絵
■問い合わせ■ 教育課生涯学習係 電話２－0797

原付免許試験のお知らせ
原付免許試験を6月24日(日)に八丈島警察署で実施する予定です。受験を希望される方は、次のとおり申請
をしてください。
♦受付・適性検査
6月26日(日) 第1回目 午前9時～9時30分
第2回目 午後0時30分～1時
♦学科試験
第1回目 午前10時30分～11時
第2回目 午後2時～2時30分
※試験時間は30分。問題は50問、45問以上正解
で合格となります。
※第1回目の試験で不合格の場合、希望者は第2回
目も受験可能です。
■問い合わせ■

♦必要なもの
①住民票(本籍記載のもの)・・・・・・・・1通
②証明写真(縦3㎝、横2.4㎝ 無背景)・・ 1枚
③視力に自信の無い方は眼鏡またはコンタクト
(両目で0.5以上)
④過去に免許取消処分を受けた方は、取消処分者
講習修了証(有効期間1年)
⑤学科試験受験料・・・・・・・・1500円(1回)
※当日、住民票をお持ちで無い方は受け付けでき
ません。

八丈島警察署

交通係

電話2－0110

(内線4112～3)

大賀郷園地芝養生期間のお知らせ
大賀郷園地の芝張り替え工事が終了し、養生期間は平成24年５月31日までとなっています。
工事期間中、ご迷惑をおかけいたしましたが、平成24年６月１日より解放しますのでご利用下さい。イベン
ト等での利用については事前申し込みが必要となり、八丈町教育委員会（２－0797）にて受け付けています。
園地は、美しい自然に親しみ、野外レクリエーションを楽しめるよう設置されている自然公園施設です。園
地はどなたでもご利用いただけますが、大潟浦園地と南原園地の休憩舎・炊事施設を「浜遊び」などで利用す
る場合も、事前申請による利用とさせていただいていますので、八丈支庁土木課管理係までご連絡ください。
なお、ご利用の際に発生するゴミは持ち帰ることとなっています。また、犬等のペットの放し飼いやフンの
放置、火遊びなど周囲に迷惑をかける行為は固くお断りします。
■問い合わせ■ 八丈支庁土木課管理係 ２－1114
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八丈町職員採用試験案内（平成２４年度内採用）
１
２
３

募集職種
事務職１名（昭和５７年４月２日以降に出生の者で高卒以上の者）
採用予定年月日
平成２４年７月以降
試験の方法
■ １次試験
書類選考（提出書類により審査。結果は郵送）
■ ２次試験 （一次試験合格者のみ 平成２４年７月５日（木）午前９時）
筆記試験（教養・論文） 口述試験（個人面接）
４ 応募の方法
⑴ 申込締切 平成２４年６月２８日（木）午後５時まで（同日必着）
【注意】島内で健康診断を受ける方は、実施機関は保健所のみとなっており、本試験に間に合うためには６月１４日の健診を受
ける必要があります。前日までの予約が必要です。

⑵
⑶

提出先 八丈町総務課庶務係 電話 ０４９９６－２－１１２１（代）
提出書類
履歴書（町指定のもの・自筆）・写真（上半身脱帽正面向４㎝×４㎝ 履歴書に貼ること）・最終学校卒
業証明書・健康診断書（町指定のもの）・エントリーシート（町指定のもの・自筆）・８０円切手を貼っ
た返信用封筒（定型23.5×12ｃｍ 返送先を明記すること）
※申込締切後、１次試験書類選考の結果書を郵送します。２次試験当日には、１次試験合格の結果書を持参し
てください。詳しくは、八丈町公式ホームページ「職員募集について」をご覧ください。

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

栄養バランス教室
（予約制）■問い合わせ・申し込み 健康課保健係 電話 ２－５５７０
いつも忙しくされてご自分やご家族の栄養バランスが気になる方、おいしく食べて健康になりたい方など、この
機会に食生活を見つめなおしてみませんか？興味のある方はお気軽にお申込みください。
●日 時 ６月２０日（水）午後 ６時３０分～７時３０分 ●場 所 八丈町保健福祉センター

巡回児童相談会を実施します
東京都児童相談センターの児童福祉司、児童心理司、児童精神科医が来島し、児童の健全育成に関するご相談に
応じます。身体・知的障害・発達障害について、家出や暴力などの非行、不登校など児童の育成に関する心配ごと
のある方は、この機会をぜひご利用ください。電話による事前予約制です。
●相談会…６月29日（金）午前９時～午後４時まで ●場 所…八丈町保健福祉センター
●予約締切日…６月20日（水）
■問い合わせ・申し込み■ 八丈町子ども家庭支援センター 電話2－4300

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：6月11日（月）午後1時～午後4時 6月12日（火）午前9時～正午 午後1時～午後4時
6月13日（水）午前9時～正午 ※登記相談の受け付けは、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）
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日

6
月
6月

月

火

水

木

金

土

1
島ことば教室

2

19：30 ～ 21：00

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

3

4
5
6
図書館休館日
高齢者健康相談
コミュニティセンター休館日
10：00 ～ 12：00

7

8
島ことば教室

9
図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00

19：30 ～ 21：00

こども心理相談

9：00 ～ 16：00

10

11
12
図書館休館日
１歳児歯科検診（受付）
コミュニティセンター休館日
9：15 ～ 10：00

17

13

14

15
島ことば教室

16

19：30 ～ 21：00

18
19
20
21
22
図書館休館日
3 ～ 4 カ月児産婦健 栄養バランス教室 もぐもぐ離乳食
コミュニティセンター休館日 康診査（受付）
18：30 ～ 19：30
10：00 ～ 11：30
高齢者健康教室
13：15 ～ 13：45

23

10：00 ～ 12：00

24

25
26
図書館休館日
コミュニティセンター休館日

町 立 病 院
臨時診療日

27
すくすく相談

28

29
図書館休館日

9：30 ～ 11：30

温泉休業日

（受付時間／ 8：00 ～ 11：00）

休
診

療

30

日

診療時間

ふれあいの湯

業

日

4 日 ( 月 ) 11 日 ( 月 ) 18 日 ( 月 ) 25 日 ( 月 )

耳鼻咽喉科

6 月 11 日（月）～ 15 日 ( 金 )

9：00 ～

みはらしの湯 5 日 ( 火 ) 12 日 ( 火 ) 19 日 ( 火 ) 26 日 ( 火 )

糖尿病教室

6 月 6 日（水）

8：30 ～

ザ・ＢООＮ 6 日 ( 水 ) 13 日 ( 水 ) 20 日 ( 水 ) 27 日 ( 水 )

※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。

やすらぎの湯 7 日 ( 木 ) 14 日 ( 木 ) 21 日 ( 木 ) 28 日 ( 木 )
※定休日が祝日の場合は営業します。

6月のゴミ分別回収
三
日

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

根

月

大

火

水

木

1

金

土

2

日

賀

月

郷

樫立・中之郷・末吉

火

水

木

燃・害
3

4

5

6

資源
金属 燃・害
古着

10 11

12

13

7

8

金属 燃・害 資源
17 18

19

20

26

27

金属 燃・害 資源

9

16

燃・害
21

金属 燃・害 資源
24 25

15

22

29

燃・害

3

4

5

資源
燃・害
古着
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