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No.611

7月
町の人口（6月1日現在）

目 次

 ( 先月 1 日比 )

転入ほか……31人（うち出生4人）

転出ほか……24人（うち死亡12人）
5月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （6月1日現在）

 人　口 8,144人 増 7人 
 男 4,074人  増 0人
 女 4,070人 増 7人
世帯数 4,570世帯 増 5世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,120  1,918  1,851  3,769
大賀郷 1,523  1,323  1,351  2,674
樫　立 310  275  275  550
中之郷 398  370  392  762
末　吉 219  188  201  389

02-03 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 母子保健／八丈町介護用品支給事業のご案内▶▶
03 シリーズワンポイント②　～防災について～  ほか▶▶ 11 認知症コラム▶▶
04 合併処理浄化槽の普及促進に向けて　ほか▶▶ 12 特定健康診査／長寿医療制度健康診査　ほか▶▶
05 国民年金　ほか▶▶ 13 シリーズ介護保険②／町長上京日記 5 月▶▶
06 税のお知らせ　ほか▶▶ 14 観光おじゃれ 11 万人　ほか▶▶

15 夏期安全対策について▶▶
16-17 お知らせ掲示板▶▶

07 教育委員会だより　ほか▶▶
08 図書館からのお知らせ／水道メーターの交換について　ほか▶▶
09 環境だより▶▶ 18-21 参加しませんか？募集しています！▶▶

八丈島のブース

島じまん2012
今年も大勢のお客さんがいらっしゃいました。
八丈島では島寿司などの販売、黄八丈体験コーナーや八丈太鼓などを
披露しました。
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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

＝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
　６月５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
　５月２３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ないました。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 0.026 μ Sv/ 時間 0.030 μ Sv/ 時間

むつみ第二保育園 0.060 μ Sv/ 時間 0.070 μ Sv/ 時間
若草保育園 0.026 μ Sv/ 時間 0.024 μ Sv/ 時間

あおぞら保育園 0.026 μ Sv/ 時間 0.028 μ Sv/ 時間
子供家庭支援センター 0.062 μ Sv/ 時間 0.058 μ Sv/ 時間

クリーンセンター 0.060 μ Sv/ 時間 0.072 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回測定を行った、平均値）
※測定日：６月４日
三根小学校　　　　地上１ｍ 0.026μSv ・ 地上５ｃｍ  0.028μSv
大賀郷小学校　　　地上１ｍ 0.02μSv  ・ 地上５ｃｍ  0.018μSv
三原小学校　　　　地上１ｍ 0.072μSv ・ 地上５ｃｍ  0.072μSv
末吉小学校　　　　地上１ｍ 0.03μSv ・ 地上５ｃｍ  0.03μSv
○飲料水の水質検査について
　・採水日：５月１４日
（根田原浄水場・大川浄水場・寺山浄水場・大賀郷浄水場・大里浄水所・旧八戸浄水場・関之戸浄水場・
中之郷配水池・洞輪沢浄水場）
　全箇所、放射性セシウム不検出（検出限界値未満1Ｂ4

㎏）※検査は東京都の検査機関が実施。
○学校・保育園給食・牛乳の放射能分析について
　・測定日　５月２５日（５月２３日分給食）
　放射性ヨウ素・セシウムとも不検出。
○土壌・砂・廃棄物などの放射能分析について(試料採取日　５月１６日～１７日)

測定場所 採取場所
放射能濃度（Bq/㎏）

採取場所
放射能濃度（Bq/㎏）

ヨウ素 セシウム セシウム ヨウ素 セシウム セシウム
131 134 137 131 134 137

むつみ保育園 グラウンド 検出せず 24 43
むつみ第二保育園 〃 〃 検出せず 33

若草保育園 〃 〃 22 45
あおぞら保育園 〃 〃 検出せず 18

三根小学校 〃 〃 16 19 プール 検出せず 検出せず 検出せず
大賀郷小学校 〃 〃 17 22 〃 〃 〃 〃

三原小学校・三原中学校 〃 〃 検出せず 検出せず 〃 〃 〃 〃
末吉小学校 〃 〃 33 48 〃 〃 〃 〃
富士中学校 〃 〃 37 59 〃 〃 〃 〃

大賀郷中学校 〃 〃 17 26 〃 〃 〃 〃
汚泥再生処理センター し渣 〃 検出せず 検出せず 放流水 〃 〃 〃

底土海水浴場 砂 〃 〃 〃 海水 〃 〃 〃
クリーンセンター 飛灰 〃 42 93

（参考） 水田土壌での作付け制限値（セシウム）　５，０００Ｂｑ／㎏
 埋め立て可能な暫定基準（セシウム）　　８，０００Ｂｑ／㎏

※詳しくは八丈町ホームページをご覧ください。

＝東日本大震災に関する八丈町の取り組みについて＝
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シリーズワンポイント②　～防災について～　ほか

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 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

平成２３年１１月 ▲ 21.1％ ▲ 19.9％ ▲ 24.2％ ▲ 10.9％ 2.1%
１２月 ▲ 11.0％ ▲ 3.8％ 0.2% ▲ 13.6％ ▲ 1.4％

平成２４年１月 ▲ 13.0％ 0.5%  ▲ 8.1％ ▲ 6.7％ 0.3%
２月 ▲ 8.9％  ▲ 3.3％  ▲ 3.7％ 2.4% 13.0%
３月 ▲ 7.9％ 26.0% 3.6% ▲ 8.4％ ▲ 3.9％
４月 1.7% 17.5% 5.6% 4.3% 15.1%

■問い合わせ■八丈町総務課庶務係　内線２１１

　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

１７，１１２，１４０円

（５月３０日現在）
日本赤十字社

　八丈町新庁舎および集会施設建設工事については、当初、工期を平成２４年１１月３０日（金）までと予定して
いましたが、東日本大震災の影響により平成２５年２月２８日（木）まで工期を延長することとなりました。
皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　内線３０１

東日本大震災義援金活動　途中報告

八丈町新庁舎および集会施設建設工事の工期延長について

第２回　地震が起きた時の対応
　大地震はいつ発生するかわかりません。いざ危険に直面したときに、どのような行動をとるかで生死が左右され
ることがあります。
　気が動転して誤った行動を起こさないためにも、地震が起きたときの行動を日頃からシュミレーションしておく
ことが必要です。　
○大地震が発生し揺れが収まるまでの対応
　　
　　揺れを感じたら タンスや書類棚など、倒れる危険性のあるものから離れ机などの下に入る。
 または、座布団や雑誌などで頭を守る。
　　　　　　　　　　　
　　揺れが収まったら 火元の確認。出火していた場合は速やかに消化活動。
 避難に備えて非常用持出品の確認。
 テレビなどで正しい災害情報の把握。

　　状況が落ち着いたら  大地震発生後は、電柱が倒れ道路が寸断されていたり、ライフラインが止まった
り、色々なことが想定されます。

  町防災無線によって、随時災害情報を発信しますので、二次災害を起こさないため
にも、慌てた行動は控えるようにしてください。

※ 各家庭に貸与している、防災無線個別受信機は、停電時にも乾電池が入って入れば受信することができますの
で、乾電池は必ず入れておいてください。また、乾電池を長期間交換しないでいると、液漏れによって故障の原
因となりますので、年に１回は乾電池を交換してください。

▶▶▶シリーズワンポイント②　～防災について～

■問い合わせ■　総務課庶務係　内線211
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パスポートの申請を受け付けています。
　パスポートは、原則八丈町に住民登録している方が申請できます。交付までに３週間程度かかりますので余裕を
持って申請してください。詳しくは住民課住民係に問い合わせください。

■問い合わせ■　住民課住民係　内線237・238

合併処理浄化槽の普及に向けて　ほか

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
　内線３０７

●し尿、雑排水などの収集・運搬業務の休業および受付時間のお知らせ
　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。
７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。
　７月の休業日　１日（日曜日）、８日（日曜日）、１４日（第２土曜日）、１５日（日曜日）、
 　１６日（海の日）、２２日（日曜日）、２８日（第４土曜日）、２９日（日曜日）

●収集運搬業務の受付時間　　　午前８：００　～　午後４：００
　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

◎八丈町浄化槽設置管理事業について
　町では、生活排水処理対策として合併処理浄化槽の普及に取り組んでおります。
　浄化槽設置について、設置希望される方もしくは、「町浄化槽設置管理事業」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問い合わせください。

国保だより ■問い合わせ■　住民課国保年金係　内線 235

◎非自発的理由で失業された６５歳未満の人は、国保保険税の軽減措置があります。
　リストラや会社の倒産、解雇など事業主の都合（非自発的理由）で離職した６５歳未満の人が、在職中と同程度
の負担で国保に加入できるように、平成２２年４月から国保税の軽減策がとられています。　
○対象者
　（１）倒産や解雇などの理由により離職した６５歳未満の人（雇用保険の特定受給資格者）
　（２） 雇用契約が更新されない（雇い止め）などの理由により離職した６５歳未満の人（雇用保険の特定理由離

職者）
　※ 特定受給資格者および特定理由離職者とは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが１１・１２・２１・

２２・２３・３１・３２・３３・３４の人です。
○保険税の算定
　前年の総所得金額等に含まれる給与所得をその３０／１００とみなして算定します。
○軽減期間　　離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
　※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
　※ 国保に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど、国保を脱退

すると終了します。

【軽減を受けるには申告が必要です】
　対象となる方は、雇用保険の受給資格者証の写しを添えて、住民課国保年金係で特例対象被保険者等申告をして
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。納め忘れのないよう注意してください。
◆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、相談ください。
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町営路線バス　夏期の路線変更について
　7月21日(土)～8月31日(金)までの間、末吉～洞輪沢行きは運休となり、東畑～神湊間
は底土まわりとなります。お間違えのないよう、ご注意ください。
■問い合わせ■　企業課運輸係　内線321

国民年金　ほか

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/

【申請免除の手続きは、原則毎年必要です！】
　国民年金保険料の全額免除が承認されている方で、前回の申請時に継続申請を希望している方は改めての手続
きは不要ですが、それ以外の方については毎年7月に申請手続きが必要です。以下のものを用意のうえ、町役場住
民課国保年金係まで問い合わせてください。
◎年金手帳または基礎年金番号のわかるもの。　◎認印
◎平成24年1月1日以降の転入者の方は、前住所地の所得証明書が必要となります。
　ただし、退職（失業）したことにより免除の申請をされる方は、雇用保険受給資格者証や離職票の写しをお持
ちください。本人の所得証明書は不要となります。
　また、平成23年7月から平成24年6月分の保険料免除の手続きは、平成24年7月末までとなります。ご希望の
方はお早めに相談ください。
　なお、前回申請時に継続申請を希望していたかの確認もできます。
【社会保険庁等の職員を名乗る「不審な電話や訪問」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、銀行口座を聞き出したりするなど、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。
　これまでに寄せられた「不審な電話や訪問のケース」を紹介しますので、怪しいと感じ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！》
○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）

▶▶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時まで受付
※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
　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。

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。

重要

▶▶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。
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税のお知らせ　ほか

■問い合わせ■　税務課　内線 221・223税のお知らせ税のお知らせ
今月の納期限および口座振替日
○７月　２日(月)
町都民税　　　　　第1期

○７月３１日(火)
固定資産税　　　　第2期
国民健康保険税　　第1期

平成23年分の所得の申告は済んでいますか?
　所得の無かった方でも、国民健康保険税の軽減や所得証明などの
交付を行うため申告が必要となります。申告がまだお済みでない方
は、下記の日程で受け付けを行いますので、お越しください。

日　程　・７月２３日(月)　中之郷公民館
　　　　・午前９時３０分～午後３時
　　　　・７月２４日(火)　町役場２階大会議室
　　　　・午前９時～午後４時
※都合のつかない方は、税務課までご連絡ください。

町税の納付は、安心・確実な口座振替で！！

町税の納付は、納期限毎に納付が完了する口座振替をぜひご利用ください。納め忘れがなく、確実に納付できます。
ご利用の申し込みは、町内金融機関・町役場および各出張所に備え付けの口座振替依頼書に必要事項を記入・押印の
うえ、振替用口座のある金融機関に提出すれば完了します。
　※口座振替の開始は申し込み日からある程度の日数を要します。(通常1～1.5カ月程度)
　※原則、各税目の納期限日に引き落とし（振替）となります。
　※ 残高が納期別税額に足りない場合は振替不能となり、後日送付する振替不能通知書に添付の納付書にて納付して

ください。
　※ 引き落とし（振替）は各税目の各納期限毎に１回です。１度振替不能となったものについては再引き落としはで

きませんので、振替不能とならないようご注意ください。
口座振替申し込みの際の注意点
　町税口座振替の申し込みをされる際、納税管理人※1となっている方は、口座振替依頼書の備考欄に納税義務者※
2の氏名を「○○○○様分」と記入していただくこととなっています。
　この記入がない場合は、口座振替依頼書に記載されている納付義務者※3の単独名義で課税されている町税のみが
口座振替の対象となりますのでご注意ください。
　また、固定資産税等を共有名義で課税されている方で、筆頭者ではない方が口座振替の申し込みをされる際、共有
名義分も口座振替の対象とする場合は、納税管理人の場合と同様口座振替依頼書の備考欄に共有名義となっている納
税義務者名義「○○○○外△名」を必ず記入してください。
　この記入がない場合は、納税管理人の場合と同様、となりますのでご注意ください。
用語説明
　※1　納税管理人・・・ 納税に関する一切の処理につき便宜を有する者として納税義務者が定めた人。
 町に対し申告ないし申請のうえ、承認が必要。
　※2　納税義務者・・・ 町税を課され、町税の納付義務を有する人。
　※3　納付義務者・・・  ここでいう納付義務者とは、納税義務者あるいは納税管理人のことで相続代表人は納税義

務者に含まれます。
　その他口座振替についてご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

●日　時 平成２４年９月４日（火）午後１時３０分～　●会　場 東京都庁内会議室
●傍聴の申し込み 住所・氏名・電話番号を記載した往復ハガキで申し込みください。
 ※申し込みは１人１通のみ有効となります。
●問い合わせ・申し込み先 〒163－8001　東京都新宿区西新宿２－８－１
  東京都都市整備局都市づくり政策部　都市計画課　計画管理係　
  電話03-5388-3225

◆第１９８回東京都都市計画審議会◆
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教育委員会だより　ほか

外来種駆除にご協力を！
　町では和泉親水公園において外来種であるアズマヒキガエルの駆除を実施しています。アズマヒキガエルは毒液
を分泌するため、直接触れないようにしてください。また、その他の外来種も生態系に影響を与える原因になりま
す。島外の動物や昆虫を放すことはやめましょう。

■問い合わせ■　産業観光課産業係　内線263

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 　６日（金） 午後１時３５分～ 三根小学校
 １７日（火） 午後２時２０分～ 富士中学校
 １８日（水） 午後１時３０分～ 大賀郷中学校
非行防止・犯罪被害防止を目的に実施しています。
・終業式　　２０日（金）　　　全小・中学校
・夏季休業　２１日（土）から　全小・中学校
　※ ７月２１日（土）から夏休みが始まります。夏休みの間は、学校ではできない経験や、体験ができるいい機会

でもあります。子どもたちが健康で安全に、楽しく充実した夏休みが送れるよう、ご家庭や地域の方々のご協
力をお願いします。

「改訂版　八丈・島ことばかるた」完成！　５地域の言葉を入れました。
　昨年4月に「八丈・島ことばかるた」を発行しました。お陰さまで、学校や家庭などで利用され、今年の1月に
は、第一回の「島ことばかるた大会」も開催できました。
　さて、この度、「改訂版　八丈・島ことばかるた」を発行することになりました。前版は、字札に三根方言を採
用したのですが、この改訂版では島の５地域の言葉を字札の表裏を使って入れました。

○共通語：片足跳びで　いっぱい　とんだので　疲れたよ
○三　根：けんけんで　とびてとびてしとーて　げっすりだら
○大賀郷：けんけんで　しっかり　とんで　げっすりしたらー
○樫　立：けんけんで　えらばく　とぼぁーで　げっすりしたらー
○中之郷：けっけんじょあで　しっかり　とぼぁんて　げっすりしたら
○末　吉：けんけんで　えらばく　とばぁで　こわきゃよー
　以上のように、同じ意味の言葉でも、各地域によって少しずつ違います。
今回は皆さんの要望もあり、５地域の言葉を生かして作成しましたので、７
枚の絵札・字札も変えました。なお、この改訂版は、島の書店などで購入で
きる予定です。

夏期　「八丈方言文法講座」（集中講座）を開催します。　場所：コミュニティセンター会議室

８月４日（土）午後２：００～午後５：００（冷房のある部屋です）　８月５日（日）午前９：００～正午
　八丈方言研究者の金田章宏氏（千葉大学教授）が講義をいたします。夏の暑い日ですが、島ことばに関心のある
方、ぜひ申し込みいただき、一緒に勉強しましょう。
■申し込み先■　教育課生涯学習係　電話2－0797

◆ルールを守って楽しい花火◆
　キレイで楽しい花火ですが、間違った遊び方をするととても危険です。花火で遊ぶ時は次のことを必ず守りま
しょう！

　①　風の強い時は花火遊びはやめましょう　
　②　たくさんの花火に、一度に火をつけないようにしましょう　
　③　人や家に向けたり、燃えやすい物の近くで遊ぶのはやめましょう　
　④　子供だけで花火をするのはやめましょう
　⑤　水の入ったバケツを用意し、後片付けをきちんとしましょう
　　　　以上のことを守って楽しく花火を楽しみましょう

■問い合わせ■　八丈町消防本部　電話　2－0119
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図書館からのお知らせ／水道メーターの交換について

水道メーターの交換について

●３０回と６０年
　今年７月「第３０回夏季オリンピック競技大会」がイギリス・ロンドンで
開催されます。６月に行われた「エリザベス女王即位６０年記念式典」に続
く大きなイベントです。
　図書館にもイギリスに関係する本がたくさんあります。地理や歴史、政
治を取り上げたものだけではありません。シャーロック・ホームズやエル
キュール・ポワロ、ハリー・ポッターといった、皆さんご存知の小説が書か
れたのもイギリスです。ほかにもイギリスを舞台にした物語、紅茶やお菓子
の本など、種類も盛りだくさん。もちろん、オリンピックの本もあります。
　今年大注目のイギリスに興味を持たれたあなた。ぜひ一度図書館まで足を
お運びください！
●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、３１日（火・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＊
『ダンス・ウィズ・ドラゴン』村山由佳著　『女王、エリザベスの治世』湯浅景元著
『しらべよう!かんがえよう!オリンピック１　しっているようでしらない五輪』稲葉重勝訳・著
『いろいろおふろはいり隊！』西村敏雄絵

■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

　八丈町が各家庭などに設置し、管理している「水道メーター」は、計量法によって有効期限が8年と定められ
ています。
　このため、有効期限が過ぎる前に水道メーターの交換を行っています。
　交換作業は平成25年2月頃までかかる予定で、町が委託した安井水道工事店が行います。
●交換費用：無料
●交換対象：平成25年3月までに有効期限を迎えるメーター
○メーター交換の際、15分ほど断水となります。（事前に声をかけます）
○不在でも屋外にメーターがある場合、交換することがあります。（作業終了のメモを入れます）
○ 交換後は空気や濁りが入る場合もありますので、浄水器やボイラー等を経由しない蛇口で水を少し流してから

お使いください。
不明な点については、企業課水道係まで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やメーター器の交換がスムーズに行えるようご協力ください。

■問い合わせ■　企業課水道係　内線315

　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：7月17日（火）午後1時～午後4時　7月18日（水）午前9時～正午　午後1時～午後4時　　
　　　　　7月 19日（木）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）

東京法務局　特設登記所開設
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環境だより

環境だより ■問い合わせ■　住民課環境係　内線 233・234

海洋漂着物に注意してください！
　東日本大震災の津波で流された高圧ガス容器等の危険物が海岸に漂着する恐れがあります。
見かけた時は近寄ったり触れたりせずに八丈支庁総務課行政係　℡２－１１１１　へご連絡ください。

一般廃棄物処理手数料
　平成２４年度の一般廃棄物処理手数料（清掃手数料）の納付書を、先月事業主の皆さんに送付しています。
　■納期■　・Ⅰ期　平成２４年９月３０日
　　　　　　・Ⅱ期　平成２５年３月３０日　　　納め忘れのないようお願いします。

♣第４３回シリーズ・ワンポイント「管理型最終処分場」♣
　処分場には、各島（八丈島・青ヶ島・御蔵島・三宅島）から排出される焼却残さが主に埋め立てられます。
各島ではあらかじめ、焼却残さに石や金属片等の異物がないことを確認した上で、フレコンバッグ（丈夫な化
学繊維でできた１㎥程の大きさの袋）に入れ、さらにコンテナに入れて搬出します。八丈島処分場の埋立方法は、
先行する大島処分場同様、コンテナで処分場に搬入後、フレコンバッグのままトラックに積み替えて埋立地内
に運搬し、天候等の状況を見てフレコンバッグから開けて埋め立て、すぐに覆土します。
　埋立作業は、①強風等の悪天候時は作業を行わない　②廃棄物を袋から出す際は高い所から落とさない　③
フレコンバックから廃棄物を出す際は手作業で行う。④埋め立て後速やかに覆土する　といった作業管理を行
うほか、廃棄物の飛散防止のために必要に応じて散水できるよう散水栓を設けます。

八丈島一般廃棄物管理型最終処分場　管理運営業務委託受託者募集のお知らせ！
　八丈島一般廃棄物管理型最終処分場は、今年１０月に施設が完成し供用開始となります。供用開始に伴い、
管理運営業務の受託者を下記のとおり募集します。
　
　【委託概要】　
　　・廃棄物の埋立管理　・浸出水処理施設等の運転管理

　【主な参加資格】　
　　・八丈町内に本社もしくは営業所を有していること
　　・八丈町に以下のいずれかの業種または営業種目で、競争入札参加資格を有していること
　　　「工事」のうち業種番号０６　
　　　「一般土木工事」、「委託」のうち種目番号１１２
　　　「廃棄物処理」のうち種目番号１９０
　　　「その他の業務委託等」のうち取扱品目番号１４
　　　「ごみ処理施設運転等業務」
　
　【入札公告】　
　　・平成２４年８月６日から平成２４年８月１７日まで
　　　八丈町役場、一部事務組合、一部事務組合ホームページにて告示します。
　
　【申請書受付】　　
　・平成２４年８月２０日から平成２４年８月３１日まで
　　一部事務組合まで持参または郵送にて受け付けます。
　
　【業務開始予定日】
　・平成２４年１０月１日　約１カ月間の訓練を経て、１０月下旬から供用開始となります。

■問い合わせ■ 東京都島嶼町村一部事務組合　電話　０３－３４３２－４９６１
 ホームページアドレス　http：//www.tosho-ichikumi.jp/free5.html
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母子保健／八丈町介護用品支給事業のご案内

母子保健 ■問い合わせ・申し込み■　健康課保健係　電話 2 － 5570

※健診の対象者には個別通知します　

今月の健康診査　  会場　保健福祉センター
 1歳6カ月児健康診査  7月3日（火）　午後1時15分～1時45分受付
  ◦対象　平成22年10月18日～平成23年1月3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
 7月3日（火）　午前9時～午後4時　
  ◦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  （要電話予約） 会場：保健福祉センター
 7月17日（火）　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 （要電話予約） 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ください。お父さんも歓迎します。
 1回目 7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 7月 12日 （木）午後1：30～3：30 お母さんと赤ちゃんの栄養
 3回目 7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　 7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

親子クッキング （要電話予約） 会場　保健福祉センター
 7月21日（土） 午後1時30分～3時30分
　　　親子で一緒にできるクッキング教室を開催します。多くの方の参加をお待ちしています。
  ◦対象　小学生とその保護者　　◦定員　　約16名（定員になり次第締め切り）
  ◦受付締切　7月13日（金）　　◦持ち物　　三角巾、エプロン、手拭きタオル

 八丈町介護用品支給事業のご案内
　この事業は、高齢者（６５歳以上の方。４０歳以上６５歳未満であって特定疾病に該当する方も含む）を介護し
ている家族等の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図ることを目的としています。

■支給内容	 	下記の支給要件に該当し、希望される方に、一人あたり月額6,250円を上限に介護用品（※）の
現物支給をします。

	 ※	この事業での介護用品とは、紙おむつ、尿とりパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャ
ンプーなど、介護に適し数回の使用で効力のなくなるものをいいます。

■支給要件	 	要介護４、または要介護５の認定を受けていて、市町村民税非課税世帯に属する在宅の高齢者
を介護している方。（要介護者の入院期間中を除く。）

■申請方法	 八丈町介護用品支給申請書（保健福祉センターと各出張所にあります）を提出してください。

■問い合わせ■　健康課高齢福祉係　電話　２―５５７０
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認知症コラム

認　知　症　コ　ラ　ム
～『認知症』の基礎知識～
　そもそも『認知症』とは何でしょうか。『認知症』とは症状の名前でもあり、病気の名前でもあります。
脳は記憶・感覚・思考・感情・からだの調節（睡眠や体温、呼吸など）といった生きるために必要なはたら
きのコントロールをしています。さまざまな原因で脳の細胞が死んでしまったり、はたらきが悪くなったた
めに社会生活や日常生活活動に支障がある状態（およそ６カ月以上継続）を『認知症』といいます。
　認知症を引き起こす病気には、変性疾患と呼ばれ脳の細胞が少しずつ死んでいくアルツハイマー型認知症
などや、脳梗塞や脳出血により一部の細胞が死んだりはたらきが悪くなる脳血管性認知症があり、ほかにも
感染症、外傷、中毒によるものがあります。逆に認知症と間違えやすい病気としてはうつ病などがありま
す。

～『認知症』の症状～
　前述のように脳の細胞が壊れることにより「中核
症状」と呼ばれる記憶障害、見当識障害、思考・判
断・遂行機能の障害が起こり、その「周辺症状」と
してうつ症状、不安、幻覚・妄想、興奮、徘徊、火
の不始末、放尿・放便、拒否、暴力などが起こるこ
とがあります。
　周辺症状はその方の性格や環境、心理状態、時に
は誤った対応をすることで起こります。しかし服薬
による治療に加え、周囲の人の適切な対応で周辺症
状は改善される可能性があります！皆が正しい知識
を持ち、認知症になっても安心して暮らせる八丈町
にしましょう。 
　次号は～もっと詳しく！認知症の症状～です。

■問い合わせ■　健康課高齢福祉係　電話２－5570

認知症サポーター講座　　　開催

　６月号広報でお知らせした認知症サポーター講座は、今月より月２回、定期開催をいたします。
（毎月、坂上・坂下の各１回ずつ開催する予定です。）
　７月は次のとおり開催しますので、お誘い合わせのうえ、ぜひ参加ください。
【日時等】
　①　日時　平成２４年７月７日（土）午前１０時３０分～正午（開場　午前１０時）
　　　場所　末吉公民館
　②　日時　平成２４年７月１９日（木）午後７時３０分～午後９時（開場　午後７時）
　　　場所　八丈町保健福祉センター（三根２番地）
【申し込み方法】
　電話にて申し込みください。
　参加希望日や参加する方の名前、年齢を伺います。会場の都合上、多数の申し込みをいただいた場合に
は、先着順とさせていただきます。また、会場に余裕のある場合には当日でも参加を受け付けします。

　地域住民の団体やグループ、学校、会社、職域団体ごとに個別開催することもできます！
　開催日時や時間、場所など、気軽にご相談ください。

■申し込み・問い合わせ■　健康課高齢福祉係　電話２－5570

中核症状

周辺症状
医師への相談・早期治療

介護サービス・専門職のサポート

周囲の
人の理

解・安
心して

         
         

   生活
できる

環境づ
くり
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特定健康診査／長寿医療制度健康診査　ほか

○特定健康診査　○長寿医療制度（後期高齢者医療制度）健康診査
○生活機能評価　○B型・C型肝炎ウイルス検査（検診）
○胃・肺・大腸がん検診　　を同じ日程・場所で行います！

日　　程 会　　場 受付時間
7 月 22 日（日）

八丈町保健福祉センター 午前 7 時から正午7 月 23 日（月）
7 月 24 日（火）
7 月 25 日（水） 末　吉公民館

午前 7 時から 11 時7 月 26 日（木） 中之郷公民館
7 月 27 日（金） 樫　立公民館

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）健康診査
●対　　象　
　75 歳以上の方および障害認定を受けていて、後期高
齢者医療制度の被保険者の方
●受診方法　
　対象者には受診券と質問票を発送しますので、受診
の際に必ずお持ちください。（質問票は当日受付職員と
一緒に記入することもできます）

B 型・C 型肝炎ウイルス検査 ( 検診 )
●対　　象　
・今年度 40 歳になる方 ( 対象者に受診勧奨の通知文を
郵送します )
・今までに B 型 ･C 型肝炎ウイルス検査を受けたことの
ない方
●受診方法　…（要事前申込）
　希望者は、事前に保健福祉センターに申込書を提出
し、受診券を受け取り、当日受付に提出してください。

胃 ･ 肺・大腸がん検診
　集団検診で早期発見により、早期治療につながります。
●対　　象　
　八丈町に住民票がある 40 歳以上の方 ( 今年度職場の
がん検診や、人間ドックなどの検査を受ける予定がな
い方 )
※胃がん健診については 74 歳までの方としております。

■各健診問い合わせ
特定健康診査について ………………………………………………………… 住民課国保年金係　内線 235
長寿医療制度健康診査、生活機能評価について …………………………… 健康課高齢福祉係　電話 2 － 5570
がん検診、B 型肝炎・C 型肝炎ウイルス検査 ( 検診 ) について ………… 健康課保健係　　　電話 2 － 5570

生活機能評価（介護予防健診）
　日頃の生活状況や身体状態から心身の機能（生活機
能）を確認し、介護予防の必要性を判断するものです。
　八丈町に住民票のある 65 歳以上の方なら、どなた
でも受診できます。

　各健診・検診の受診までの流れや詳しい内容は、
今月号広報はちじょうの折り込みをご覧ください。

特定健康診査
　生活習慣病（糖尿病・高血圧症・脂質異常症・肥満
症など）の増加やその医療費の増加を抑えるため、メ
タボリックシンドロームの予防・改善に着目した健診
です。
●対　　象　
①八丈町の国保被保険者で、40 ～ 74 歳の方
②ほかの医療保険に加入している方のご家族（被扶養
者）で事前に町に登録をされた方
●受診方法
　お手元に届く受診券をお持ちください。
●重　　要
　パートの方など、労働安全衛生法に基づく勤務先の
事業主が行う健診（事業主健診）を受けている方は、
その健診が優先されます。健診の結果は国保年金係へ
提出してください。



INFORMATION●　広報はちじょう

13

シリーズ介護保険②／町長上京日記 5月

町 長 上 京 日 記　5月
▶9日～11日
◉ANA822便で上京
◉第59回東京海区漁業調整委員会
◉都土地改良事業団体連合会事務打合せ
◉東京都島嶼町村一部事務組合第２回組織団体長会議
◉ANA821便にて帰島
▶14日～15日
◉平成24年度要望活動
　・東京都知事本局、東京都議会　ほか
◉平成24年度要望活動（2日目）
　・東京都産業労働局　ほか
◉平成24年度要望活動（3日目）
　・国土交通省関東地方整備局
▶24日～31日
◉ANA822便で上京
◉ 東京都島嶼町村一部事務組合組織団体長と町村議会

議長との合同会議

▶24日～31日　
◉東京都治山林道協会役員会
◉東京都治山林道協会総会
◉市町村退職手当組合組織団体長会議
◉東京都町村会役員会
◉東京都町村長会議
◉島じまん2012　オープニングセレモニー
◉八丈高校卒業生激励会
◉島じまん2012　クロージングセレモニー
◉町村長個別会議
◉(財)東京都島しょ振興公社理事会
◉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・通常総会
◉(財)日本離島センター　理事会・評議員会
◉要望活動
◉ANA821便にて帰島

　高齢化の進展にともない、「介護を必要とする高齢者の増加」、「介護期間の長期化」など介護ニーズは
ますます増加してきました。また、「核家族化の進行」、「介護する家族の高齢化」など要介護高齢者を支
えてきた家族をめぐる環境も変化してきました。このような高齢者問題に適切に対応し、介護を必要とする
高齢者を社会全体で支えるための制度として平成１２年４月に介護保険制度がスタートしました。その後、
在宅サービスを中心にサービス利用が急速に拡大するなど、老後の安心を支える制度として定着してきまし
た。
　介護保険制度では要介護高齢者の自立支援を促すことが重視されています。単に介護を必要とする高齢者
の身の回りの世話をするということだけでなく、高齢者が自立した生活をおくれるように支援していくため
です。また、サービスの利用が利用者本位であることも重視され、利用者の選択によりその必要性に応じて
さまざまな介護サービスを総合的に受けられるような制度となっています。
　八丈町では社会の変化やニーズの多様化に対応すべく、平成２４年度に第５期介護保険事業計画を策定し
ました。今回の計画においても、地域包括ケアのいっそうの推進を理念として、

①認知症支援策の充実

②医療と介護の連携

③高齢者の住まい整備等

④生活支援サービスの充実

以上の４事項を重点事項と位置付け、介護サービスの基盤強化を行います。
※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」を、ご参照ください。

■問い合わせ■　健康課高齢福祉係　２－５５７０

シリーズ介護保険②
「介護保険制度と介護保険第５期介護保険事業計画」
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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

来島者数・観光客数推計
空　　　路 海　　　路 合　　　計 観光客（推計） 前年比24 年度 23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 23 年度 24 年度 23 年度

4 月 7,777 5,344 908 890 8,685 6,234 6,005 4,310   39.3%
5 月 7,772 6,355 1,622 1,283 9,394 7,638 8,971 7,294 23.0％
計 15,549 11,699 2,530 2,173 18,079 13,872 14,976 11,604   29.1%

７月23日（月）～25日（水）底土海岸にて第40回八丈島夏まつり

主な行事予定
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）
8月 八丈島浜遊び　（神湊軍艦堤防）…………………………… ５日(日)
… 八丈島サマーコンサート（八丈高校視聴覚ホール）……… ５日(日)
… 八丈町納涼花火大会前夜祭…………………………………… 10日(金)…
… 八丈島納涼花火大会（底土海岸）…………………………… 11日(土)
… 盆踊り（各地域）……………………………………………… 13日(土)～15日(月)
… ぱしふぃっくびいなす寄港（神湊漁港予定）……………… 25日（土）

　今年も夏まつりの季節がやってきました！ステージイベントや出店など、賑わいと笑顔で皆さんをお待ちしてい
ます！

　主なステージイベント（予定）

●キャラクターショー
●バンド演奏
●芸能人によるショー
●歌手による歌の披露
●ミス八丈島発表会　

参加者を募集します
　夜店出店者、期間中の大売出し加盟店を募集します。夏まつりをより盛り上げるため、ご参加お待ちしています。
■募集期間　7月２日（月）・３日（火）・４日（水）・５日（木）午前8時30分～午後5時まで
　夜店出店者　
　○資　格　営業に必要な許可を持っている商工会員及び協賛団体
　○条　件　①夜店出店の趣旨に準じ、低価格で子どもにも喜ばれる商品の提供が可能なこと。
　　　　　　②公序良俗に反する商品の販売および酒類の提供はできません。　
　○出店料　１区間　　１５，０００円（各申し込みは原則１区画）
　　　　　　※ 出店および場所については、出店者説明会にて抽選により決定。なお、飲食店関係の店舗について

は、１区画２品までとさせていただきます。
　大売出し加盟店
　○資　格　商工会員　

■申し込み・問い合わせ■　八丈町商工会事務局　電話２－２１２１

観光 おじゃれ 11 万人　ほか
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夏期安全対策について
　いよいよ夏期シーズンを迎え、島を訪れる方々が増える時期にむけ、６月１５日（金）に関係各団体の代
表による、夏期対策懇談会が開催されました。
　懇談会では、各団体が安全面やトラブル防止のための対策を実施することが決められました。
　空港・港湾施設の交通対策や次のことについて、皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。

●ご協力をお願いします

□底土港
　さん橋内に「臨時駐車場」を設けます。
（注１） 業者の車両で大変混雑しますので、一般の送迎車は待

合所横の駐車場をご利用ください。
（注２） レンタカー等車両の乗り捨ては禁止とします。待合所

横の駐車場をご利用ください。

□八重根港
　船客待合所付近は駐車禁止です。車両はお客様の乗
降後、すみやかに移動してください。

□八丈島空港
　ターミナル前の路上駐車は全面禁止です。車両を止
めたまま短時間でも運転者が車を離れると違法行為と
なるので注意してください。また、駐車場の混雑緩和
のため、上京に伴う長期間の駐車は控えていただくよ
うお願いします。

○ 夏期は来島者によるレンタカー、レンタバイク、レ
ンタサイクルの利用が多くなります。お互いに注意
しましょう。

○ 八丈島警察署では、空港港湾施設や海水浴場、釣り
場、キャンプ場などにおいて警戒を実施します。ま
た、交通違反の指導取り締りを強化します。

○ 遊泳禁止表示（赤旗又は看板）を、底土、横間、ヤ
ケンヶ浜、旧八重根、乙千代ヶ浜の各海水浴場に、
状況に応じて表示します。

○ 沿岸でプレジャーボートなどを使用する際には、遊
泳者に十分注意を払い、運転してください。

○ 釣りの際には一人での釣行を避け、救命具を着用
し、波やうねりには細心の注意を払ってください。

○ 周辺海域では、水中銃の使用禁止のほか、イセエ
ビ、トコブシ、テングサなどの水産動植物をとるこ
となどが制限されています。

○ 食中毒や伝染病などの発生を防止するため、十分な
注意を払ってください。

■問い合わせ■　　産業観光課観光商工係　内線268

●神湊（底土）港

●八重根港

●平成 24 年　夏期の道路交通案内図

　対策日時：7 月 14 日（土）～ 8 月 31 日（金）
　　　　　　午前 8 時 30 分～午後 10 時

船客待合所

船客待合所

船客待合所

船客待合所

夏期安全対策について
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お知らせ掲示板

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

開催日時：平成２４年８月２７日（月）～３０日（木）

８月２７日（月）
◇組合せ抽選会・参加チーム監督による監督会議◇
　場所：三根小学校体育館
８月２８日（火）
◇開会式◇　場所：南原スポーツ公園野球場
◇大会第一回戦・二回戦◇
　場所：南原スポーツ公園野球場／富士グラウンド／
　　　　富士中学校運動場
８月２９日（水）
◇大会準々決勝・準決勝・交流試合◇
　場所：南原スポーツ公園野球場／富士グラウンド／
　　　　富士中学校運動場
８月３０日（木）
◇大会決勝・まさかりドリームスによる野球教室◇
　場所：南原スポーツ公園野球場
◇閉会式◇
　場所：三根小学校体育館

※大会運営ボランティアスタッフ募集※

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。
　●日　　時：平成２４年８月２７日（月）～３０日（木）
　●仕事内容：組合せ抽選会場の設営、駐車場整備、給水係等
＜申込み方法＞
・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
で提出ください。なお、申込書については、八丈町教育委員会でもお渡しします。
・参加申し込み時点で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、交通費は各自でご負担願いま

す。
・昼食はお弁当を用意します。また、スタッフシャツ、キャップを支給します。
・ボランティアスタッフ活動、研修にあたり、スタッフ保険に加入します。
不明な点があれば、下記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
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お知らせ掲示板

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) ６０歳以上の高齢者の方、体の不自由な方専用のバリアフリー住宅です。

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

中之郷 中之郷団地 1 戸 (102) 1LDK 
47.8㎡ H10 15,100 ～

29,700
鉄筋コンクリート造       
３階建

高齢者等 ( ※ 1)        
単身世帯向け

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

37,100
鉄筋コンクリート造       
３階建

高齢者等 ( ※ 1)        
２人以上世帯向け

中之郷 中之郷団地 1 戸 (203) 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) 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 (102) 1LDK 
48.2㎡ H10 15,600 ～

30,600
鉄筋コンクリート造       
２階建

高齢者等 ( ※ 1)        
単身世帯向け

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

37,900
鉄筋コンクリート造      
２階建

高齢者等 ( ※ 1)        
２人以上世帯向け

末　吉 瀬戸団地 1 戸 (B-104) 1LDK
 52.2㎡ H12 17,300 ～

34,000
鉄筋コンクリート造      
２階建

高齢者等 ( ※ 1)        
単身世帯向け

■受付期間
　7月9日(月)～7月17日(火）
　午前8時30分～正午、午後1時～5時
　※14日（土）、15日（日）、16日(月、海の日)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23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

　６月３日に南原スポーツ公園野球場のオープンを記念し、元プロ野
球選手の村田兆治氏による記念講演会が開催され、１２０人の来場が
ありました。「人生先発完投」と題し、現役時代の貴重な経験談や指
導方法などの講演のほか、独特のフォームからの投球実演や来場者と
キャッチボールをする時間もあり、予定時間を延長し１時間３０分の
講演会となりました。

■問い合わせ■　八丈町教育委員会　生涯学習係　2－0797

南原スポーツ公園野球場オープン記念講演会
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　交通安全、ごみの減量化、火災予防をテーマにしたポスターと、火災予防の標語を募集します。
　応募された作品の中から、優秀・佳作作品を使用して広報ポスターを作成します。

交通安全・ごみ減量化・火災予防ポスター
火災予防標語

参加しませんか？募集しています！

自衛官募集
●一般曹候補生
　○受験資格　18歳以上27歳未満の者
　○受付期間　8月1日(水)～9月7日(金)
　○試験期日　1次試験：9月17日(月)

●自衛官候補生
　○受験資格　18歳以上27歳未満の者
　○受付期間　男子：年間を通じて行っています
　　　　　　　女子：8月1日(水)～9月7日（金）
　○試験期日　男子：受付時にお知らせ
　　　　　　　女子：9月23日(日)～26日(水)の
　　　　　　　指定する１日

●航空学生（パイロット）
　○受験資格　21歳未満の高卒者の者
　　　　　　（卒業見込みを含む）
　○受付期間　8月1日(水)～9月7日(金)
　○試験期日  1次試験：9月22日(土)

●看護学生(看護師)
　○受験資格　24歳未満の高卒者の者
　　　　　　　(卒業見込みを含む)
　○受付期間　9月3日(月)～10月1日(月)
　○試験期日　1次試験：10月20日(土)

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

火災予防ポスター・火災予防標語
○応募資格
　小学校３年生～６年生
○応募規定（ポスター）
　①Ｂ４サイズの画用紙
　② ポスター内の文字は「火の用心」だけを使

用してください。
○応募規定（標語）
　Ｂ５サイズの用紙に大きく書いてください。

交通安全・ごみ減量化ポスター　
○応募資格
　小学校５・６年生、中学生　
○応募規定　
　①Ｂ４サイズの画用紙　
　② 作品には、テーマに

あった標語をつけてく
ださい

　　作品の裏面に作者の氏名（ふりがな）、学校名、学年、組を明記して、学校へ提出してください。
　なお、小学生は交通安全・ごみ減量化・火災予防ポスターの中から1作品と、火災予防標語1作品の応募ができ、
中学生は交通安全・ごみ減量化ポスターの中から１作品の応募ができます。いずれも各応募資格などに注意してくだ
さい。
※提出期限については、学校に確認をしてください。

■問い合わせ■　　総務課庶務係　内線２１１

大募集
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　大会運営については、今年も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。皆さんのご協力をお願いします。
○寄付をしていただける方…
　下記寄付金担当までご連絡をお願いします。また、協賛箱をご協力いただいている商店や観光協会などに設置しま
す。振り込みを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）

○記念花火も引き続き募集中（申込料　個人：3万円～、企業：5万円～）
■寄付金・記念花火について■　担当：沖山　電話2-4060　FAX２-1682
■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）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX 04996-2-4437

八丈島納涼花火大会　８月 11 日（土）底土海岸にて開催

参加しませんか？募集しています！

■応募期間：７月１６日（月）～１０月３１日（水）
■応募方法：アンテナショップ「東京愛らんど」ウェブサイト内からオンライン応募
■撮影期間：２０１２年１月１日～２０１２年１０月３１日の間に撮影したものに限ります。
■募集作品のテーマ：伊豆諸島・小笠原諸島の＜　①風景　②行事（祭）　③人物＞をテーマに撮影したもの。
■写　　真：Jpg形式であればカメラは限定しません。（サイズ100KB～１MB）
　　　　　　※フィルムで撮影された場合、スキャンしたデータを送ってください。
■主　　催：公益財団法人東京都島しょ振興公社

■問い合わせ■　東京愛らんど広報事務局　 電話03-3470-2573
　このほか、応募規定や作品の取り扱いなどについての決まりがあります。詳しくは、東京都島しょ振興公社ホー
ムページ（http://www.islands-love.com/）をご覧ください。

場所：植物公園内観察地
■期　　間　７月２１日（土）～８月３１日（金）　
　　　　　　＊夏祭り　花火大会　お盆は除く
　　　　　　（７月２３日から２５日、８月１１日、８月１３日から１５日）
■時　　間　19:30～、20:00～、20:30～　（各回20分程度で、専属ガイドが案内します。）
■集合場所　植物公園内メインエントランス（大賀郷園地側　時計台前駐車場）
■注意事項
　1　期間中は個々に入場はできません。
　2　三脚を使用しての撮影は禁止です。
　3　参加人数が多い場合、数回に分けて案内する場合があります。時間に余裕をもって来場ください。
　4　レクリエーション保険に加入するにあたり氏名を記入いただきます。ご協力ください。
　5　蚊がいますので、虫除け対策は各自でおねがいします。

★ガイドやボランティアスタッフも随時募集しています。★

■問い合わせ■　八丈ビジターセンター　２-４８１１（8：30～17：30）
　　　　　　　　NPO法人八丈島観光レクリエーション研究会 　７-７０２７ （8：00～21：00）
　　　　　　　　八丈島観光協会　　　　　　　　　　　２-１３７７（9：00～17：00）

伊豆諸島・小笠原諸島　東京愛らんどフォトコンテスト

光るキノコ無料観察会のお知らせ
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運転免許出張試験希望調査

収益金は、区市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。
●発売期間　７月９日（月）～７月２７日（金）　　●発売場所　全国の宝くじ売場
●抽せん日　８月７日（火）

■問い合わせ■　(公財)東京都区市町村振興協会　電話03-5210-9945

サマージャンボ宝くじ　7月9日(月)販売開始！

　八丈島警察署では、7月9日（月）から7月15日
（日）までの間、自動車運転免許出張試験の希望調査
を行います。出張免許試験は大型特殊、普通1種の試
験を検討中です。受験を希望する方は、「希望調査
票」に必要事項を記入の上、提出してください。「希
望調査票」は、警察署・駐在所に備えつけてありま
す。

■問い合わせ■　八丈島警察署交通係　電話2－0110（内線4112～3）

■申込期間　７月９日（月）～１５（日）　　　
　　
■提出場所　八丈島警察署交通係
　　　　　　（各駐在所でも受付けます）
※	受験者数により実地されない場合もありますので、
あらかじめご了承ください。

定期予防接種のお知らせ
●ＤＰＴ三種混合集団接種（Ⅰ期）■日時：７月１０日（火）　… 午後３時～３時３０分
●予約制予防接種　　　　　　　　■日時：７月１１・２５日（水）　… 午後２時３０分～３時
※予約制　予防接種はできるだけ午後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。予
約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

●開館日　平日　午前８時４５分～午後５時　　土日、祝日、年末年始はお休みです

交流ひろばの催し　毎週水曜日　午前10時20分～
　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！
　７月４日 (水)　子どもを守る生活安全について　　1１日（水)　子どもの救急法(一回目)
　　１８日 (水)　子どもの救急法(二回目)　　　　　２５日 (水)　民生児童委員の紹介と交流　
そのほかの催し
　7月 10日（火）　おりがみ遊び　　午前10時30分から11時
       　27日 (金)　  絵本＆紙芝居 　 午前10時30分から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　１7日(火)～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。

■問い合わせ■　子ども家庭支援センター 電話　2-4300　  2-2788

子ども家庭支援センターからのお知らせ

参加しませんか？募集しています！
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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（http://www.town.hachijo.tokyo.jp）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下さい。

■申し込み・問い合わせ■　住民課厚生係　内線231

　８月７日（火）と１４日（火）に実施する子宮がん検診の事前電話予約受付を、７月２日（月）から２０日（金）
まで保健福祉センターで行います（平日午前8時30分～午後5時15分、土、日、祝日は除く)。
　今回の事前予約対象者は、8月検診の６０歳から６８歳までの今年度、偶数年になる方です。詳しくは４月号広報
の折込チラシまたは八丈町ホームページをご覧いただくか、健康課保健係まで問い合わせください。　

■申し込み・問い合わせ■　健康課保健係八丈町保健福祉センター　電話2－5570

　ケアケア交流講座では、介護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、交流を図りながら認知症や介護について学びます。皆さんの参加をお待ちしています。
■内　　容　「排泄について」  講師を招いて講議を行う予定です。
■日　　時　　7月20日（金）午後１時～３時 ■申込締切　　7月17日(火)
■場　　所　　第二八丈老人ホーム２階会議室 ■費　　用　　無料
■主　　催　　八丈町地域包括支援センター ■共　　催　　第二八丈老人ホーム
■講　　師　　近沢製紙所（オムツメーカー）、ロングライフ

■申し込み・問い合わせ■　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◎◎◎◎◎

８月の子宮がん検診事前

家族介護者教室『ケアケア交流講座』開催

参加しませんか？募集しています！

火災や災害から住民を守るため　八丈町消防団夏季訓練

　5月26日(土)は大賀郷中学校で、27日（日）は末吉小学校で、八丈町消防団の夏季訓練が行われました。
　団員は東京都消防訓練所教官からの指導を受け、午前は火災を想定した無線運用訓練と規律訓練、午後は消防ポン
プ車の取り扱いと、火災を想定した消防活動訓練を実施し、引き続き東京都消防訓練所長表彰式、ならびに平成23
年度東京都消防協会長表彰伝達式が行われました。

■東京都消防訓練所長表彰
●指導者功労　　 山下隆廣（大賀郷分団部長）、沖山光一（三根分団班長）、
　　　　　　　　山下栄進（樫立分団部長）、沖山英喜（末吉分団班長）
●精勤功労　　　石田修（中之郷分団団員）
■東京都消防協会長表彰（階級は受賞時のもの）
●功労表彰　　　奥山憲一（大賀郷分団部長）、菊池高志（中之郷分団部長）
●優良表彰　　　奥山善男（大賀郷分団部長）、田代修（三根分団部長）、山丸勝義（三根分団部長）、
　　　　　　　　笹本博保（樫立分団班長）、中島淳（中之郷分団班長）、浅沼和邦（中之郷分団班長）

八丈町消防団は今後も、火災や地震、台風などの災害から地域の安全と安心を守るため活動してまいります。



7月7月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
図書館休館日
コミュニティセンター休館日

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

1 歳 6 カ月児健診
13：15 ～ 13：45 受付

こども心理相談
9：00 ～ 16：00

両親学級 1 回目
13：30 ～ 15：30

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

8 9 10 11 12 13 14
図書館休館日
コミュニティセンター休館日

両親学級２回目
13：30 ～ 15：30

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00

15 16 17 18 19 20 21
図書館休館日 すくすく相談

9：30 ～ 11：30
高齢者健康教室

10：00 ～ 12：00
両親学級３回目

13：30 ～ 15：30
高齢者健康教室

10：00 ～ 12：00

親子クッキング
13：30 ～ 15：30

22 23 24 25 26 27 28
図書館休館日
コミュニティセンター休館日

両親学級４回目
13：30 ～ 15：30

29 30 31
図書館休館日
コミュニティセンター休館日

図書館休館日

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

温 泉 休 業 日

7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。

※ 7 月 15 日（日）～ 8 月 31 日（金）まで夏季営業期間とし、各町営温泉は休まず営業します。

診　療　日 診療時間
耳鼻咽喉科 7 月 17 日（火）～ 20 日 ( 金 ) 9：00 ～
糖尿病教室 7 月　4 日 ( 水 ) 8：30 ～

休　　業　　日
ふれあいの湯 2 日 ( 月 )    9 日 ( 月 )  
みはらしの湯 3 日 ( 火 )  10 日 ( 火 ) 
ザ・ＢООＮ 4 日 ( 水 )  11 日 ( 水 )
やすらぎの湯 5 日 ( 木 )  12 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 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

金属 燃・害 資源
古着 燃・害 燃・害 資源

古着 燃・害 金属 燃・害 資源
古着 燃・害 金属

8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14

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

15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21

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

22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28

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

29 30 31 29 30 31 29 30 31

金属 燃・害 燃・害 資源 燃・害

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

特定健康診査 / 長寿医療制度（後期高齢者医療制度）健康診査 / 生活機能評価 /B 型 C 型肝炎ウイルス
検査（検診）/ 胃・肺・大腸がん検診・・・詳しくは 12 ページをご覧ください。


