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No.612

8月
町の人口（7月1日現在）

目 次

 ( 先月 1 日比 )

転入ほか……30人（うち出生8人）

転出ほか……22人（うち死亡12人）
6月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （7月1日現在）

 人　口 8,152人 増 8人 
 男 4,077人  増 3人
 女 4,075人 増 5人
世帯数 4,570世帯 増 増減なし

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,125  1,922  1,861  3,783
大賀郷 1,522  1,324  1,349  2,673
樫　立 310  275  275  550
中之郷 395  369  390  759
末　吉 218  187  200  387

10 税のお知らせ▶▶
東日本大震災に関する八丈町の取り組みについて▶▶02

03 シリーズワンポイント③　～防災について～  ほか▶▶
11 母子保健　ほか▶▶04 合併処理浄化槽の普及促進に向けて　ほか▶▶
12 認知症コラム▶▶05 環境だより　ほか▶▶
13 観光おじゃれ 11 万人　ほか▶▶06 国民年金　ほか▶▶

14-15 お知らせ掲示板▶▶07 国保だより　ほか▶▶
08 小笠原親善訪問／教育委員会だより▶▶ 16-17 参加しませんか？募集しています！▶▶

世界に誇る
小笠原の大自然

第31回小笠原親善訪問

6月21日(木)～26日(火)

09 乳  子 医療証の現況届の受け付け  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

＝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
　７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
　・保育園、子供家庭支援センター、クリーンセンターでの放射線量測定について
測定日：６月２１日

測　定　場　所 地上 1 ｍ 地上 5 ｃｍ
むつみ保育園 0.026 μ Sv/ 時間 0.028 μ Sv/ 時間

むつみ第二保育園 0.056 μ Sv/ 時間 0.068 μ Sv/ 時間
若草保育園 0.022 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 0.060 μ Sv/ 時間 0.058 μ Sv/ 時間

クリーンセンター 0.064 μ Sv/ 時間 0.076 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：7月3日
三根小学校 地上１ｍ 0.030μSv ・ 地上５ｃｍ  0.026μSv
大賀郷小学校 地上１ｍ 0.020μSv ・ 地上５ｃｍ  0.020μSv
三原小学校 地上１ｍ 0.074μSv ・ 地上５ｃｍ  0.076μSv
末吉小学校 地上１ｍ 0.026μSv ・ 地上５ｃｍ  0.030μSv

○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%
５月 ▲ 6.4％ 1.6% 7.0% ▲ 8.0％ 0%

＝東日本大震災に関する八丈町の取り組みについて＝

　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

１７，１２０，６３０円

（６月３０日現在）
日本赤十字社

東日本大震災義援金活動　途中報告
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シリーズワンポイント③　～防災について～　ほか

〇アシタバの放射性物質検査について
　　　　検査日：６月２８日（７検体）

検体 分析項目 結　果 検出限界

Ａ

（樫立）

セシウム -137 検出せず 2.7Bq/㎏
セシウム -134 検出せず 2.6Bq/㎏
  ヨウ素 -131 検出せず 2.8Bq/㎏

Ｂ

（大賀郷）

セシウム -137 検出せず 3.4Bq/㎏
セシウム -134 検出せず 2.2Bq/㎏
　ヨウ素 -131 検出せず 3.0Bq/㎏

Ｃ

（大賀郷）

セシウム -137 3.4Bq/㎏ 2.7Bq/㎏
セシウム -134 検出せず 2.5Bq/㎏
  ヨウ素 -131 検出せず 2.5Bq/㎏

Ｄ

（大賀郷）

セシウム -137 検出せず 2.9Bq/㎏
セシウム -134 検出せず 3.3Bq/㎏
  ヨウ素 -131 検出せず 2.4Bq/㎏

Ｅ

（三根）

セシウム -137 検出せず 2.8Bq/㎏
セシウム -134 検出せず 3.1Bq/㎏
  ヨウ素 -131 検出せず 2.8Bq/㎏

Ｆ

（樫立）

セシウム -137 検出せず 2.2Bq/㎏
セシウム -134 検出せず 2.8Bq/㎏
  ヨウ素 -131 検出せず 3.1Bq/㎏

Ｇ

（三根）

セシウム -137 4.1Bq/㎏ 3.2Bq/㎏
セシウム -134 3.2Bq/㎏ 2.3Bq/㎏
  ヨウ素 -131 検出せず 2.6Bq/㎏

※検体ごとに１ℓあたりの重量を調べているため、検出限界値に誤差が生じています。
◎一般食品の制限基準値　１００Bq/㎏

■問い合わせ■　総務課庶務係　内線 ２１１

第３回　津波災害について

　日本は大変地震が多い国です。東日本大震災による大地震によって発生した大津波により、東北地方を中心に多
くの尊い命が失われました。
　私たち日本人は、津波の恐ろしさを忘れてはなりません。そのためにも、津波に関する知識を身に付けることが
大切です。
　真夏のこの時期、多くの方が海水浴に出かけますが、防災行政無線を通じて、津波警報や津波注意報が万が一発
令された場合、速やかに海岸付近から離れるようにしてください。
　津波は、人が走るよりも、ずっと早いスピードでやってきます。そして１回だけでなく、何度も来ることがあり
ますので、波が引いたからといって、海に近づくことはやめてください。
　津波から身を守るためには、とにかく高い安全な場所に避難することが重要です。
　災害はいつ発生するか分かりません。避難路や避難場所について、家族で決めておくよう心掛けましょう。　　

　※町では、今年度津波対策として、津波ハザードマップを改訂し全世帯へ配布します。
　　（10月広報での折り込みを予定）
　※防災無線個別受信機を貸与されていない方は、総務課庶務係または各出張所までご連絡ください。

■問い合わせ■　総務課庶務係　内線　２１１

▶▶▶シリーズワンポイント③　～防災について～
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◎し尿、雑排水などの収集・運搬業務の休業日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。
　なお、休業日直前は、混雑する場合がありますので、お早めに申し込みください。
８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。
８月の休業日　５日（日曜日）、１１日（第２土曜日）、１２日（日曜日）
　　　　　　１９日（日曜日）、２５日（第４土曜日）、２６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
◎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、収集・運搬・処理
として手数料を頂いております。

　料金は、　　　１０リットルあたり１０円（１０円未満切り捨て）　となります。
　ただし、一般家庭については、１年度につき、３３，０００円　を上限として、手数料を頂きます。
◎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カ月分）の汲み取った量を町で取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、みずほ銀行国内本支店、七島信用組合でお支払

いください。

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
～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

水道の工事は、町の指定を受けた工事事業者に！

　水道の工事（新設・改造・修繕・撤去）は、八丈町指定給水装置工事事業者（以下、町指定工事店）でなければ
行えません。
　指定を受けていない事業者や個人などによる水道工事は、宅内であっても禁止されています。
　例えば、家屋の増築の際、町指定工事店ではない人が蛇口や給湯器を設置することはできません。
Q：なぜ、指定を受けた工事店でないと工事ができないのですか？
　水道水の供給を受けるための、本管から分岐した給水管～蛇口、給湯器など宅内までの器具を給水装置と呼びま
す。この給水装置の構造や材質が不適切であると、「質・量・安全が確保された水を供給する」という水道の目的
を達成できません。
・農業用水・工場配管など上水道ではないものとの接続
・農薬を散布する機械や器具との接続
・適合していない材質、安全ではない材質の使用など
　このような適正ではない工事が行われると、宅内だけでなく、繋がっている水道本管や周囲の住宅まで汚染され
たり、漏水や出水不良が起きる可能性があります。
　このため、有資格者を配置し適正工事ができると認められる事業者を指定し、給水条例等で指定を受けた事業者
が工事を行うことを条件にすることによって、安全や施工品質が確保されます。
資格のない者の行った工事は、給水が受けられないこともあります。また、悪質なものは罰則などもあります。
（ただし、省令で定める蛇口のコマ、パッキンの交換等、軽微なものは除く）
個人では以下のような事はできません！注意してください！
＜例＞　・使わない等の理由で、水道メータを外してしまうこと
　　　　・水道メータの位置が支障になる等の理由で、移動すること
　　　　・既存のものから延長して配管したり、蛇口を新設すること
　　　　・漏水修理
　　　　・ボイラー・給湯器の交換など

　町指定工事店については、企業課水道係へ問い合わせいただくか、検針で投函される
「水道使用量のお知らせ」の裏面に掲載していますので、ご覧ください。

■問い合わせ■　企業課　水道係　内線315・316
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森林の所有者届出制度がスタートしました
　平成２４年４月から森林の土地の所有者となった方は事後届出が義務付けられました。
■届出対象者　 売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりま

せん。
■届出期間　　土地の所有者となった日から９０日以内。
■必要書類　　届出書、権利を取得したことが分かる書類、土地の位置を示す図面。

■問い合わせ■　産業観光課産業係　内線２６１

環境だより　ほか

環境だより ■問い合わせ■　住民課環境係　内線 233・234

さわやかな夏を迎えるために
　快適な夏を過ごすため、蚊や害虫の発生源となりそうな天井、床下の清掃や、家の周辺の除草・枝払いなど、
普段は掃除しきれない所も掃除して、清潔な環境づくりを心がけましょう。

八形山リサイクル用原材料仮置場について
　伐採木リサイクル（薪・炭木用）を目的にご利用いただいている八形山リサイクル用原材料仮置場ですが、
道路工事のため、平成２４年９月１日～９月３０日の間使用できなくなります。ご理解・ご協力をよろしくお
願いします。

八丈町クリーンセンター施設点検日の導入について
　平成２４年９月より、毎月第３土曜日に施設点検をおこないます。それに伴いクリーンセンターでのごみ受
け入れ業務は停止しますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

ヤンバルトサカヤスデ対策
　ヤスデは、湿気の多い場所を好むため、堆積した落ち葉の下などに多く生息しています。
　本格的なヤスデの移動が始まる前に、家屋の周りの落ち葉などを取り除き、水はけ・日当たりを良くする（ヤ
スデは、直射日光が苦手です。）などして、ヤスデが家屋の周辺で繁殖しにくい環境をつくりましょう。
　家屋侵入防止対策用として薬剤（コイレット）を来年３月まで配付しますが、自然環境を考慮し乱用防止の
ため、一世帯あたり１カ月に１袋（３㎏入り）とし、５カ月分（５袋）まで引換券を、６袋目からは半額の助
成券をお渡しします。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お受け取りください。ただし、引換および助成券は１カ月経過しなければお渡しすること
ができません。
　町では、薬剤の配付のほかにヤスデの発生調査（現場確認や薬剤の配付状況など）や集中・大量発生箇所の
駆除を行っています。

♣第 44 回　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③＞

　管理型最終処分場では、浸出水を浄化してから放流します。放流水質の管理として、先行する大島処分場では、
日常管理で各処理水槽に設置されたメーター類を読み取り水質を管理するのに加え、放流水槽から採取し現場
の簡易分析機を用いて、ｐＨ、濁度、水温、残留塩素、ＣＯＤ（化学的酸素要求量）を分析し、確認していま
す。廃棄物の処理および清掃に関する法律（以下廃掃法）では　①重金属等有害物質に係る項目について 1 年
に 1 回以上　②ｐＨ、ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）、ＣＯＤ、ＳＳ（懸濁物質）、窒素について 1 月 1 回
以上　公定分析（分析専門会社による委託分析）を行うことが定められていますが、①は 1 年に 4 回、②は
1 月 1 回行い、全て基準を満たしていることを確認しています。
　この他、廃掃法では処分場周縁の井戸などから地下水を採取し、③重金属等有害物質に係る項目について 1
年に 1 回以上　④電気伝導度または塩化物イオン濃度を 1 月 1 回以上公定分析を行うことが定めれています
が、③は 1 年に 4 回、④は 1 月 1 回行い、全て基準を満たしていることを確認しています。
　八丈島処分場でも、大島と同等の方法で水質管理を行います。



　● INFORMATION　 広報はちじょう

6

国民年金　ほか

証明書を請求するときに本人確認書類以外に委任状が必要な場合もあります

　戸籍や住民票に関する証明書等を請求する場合、本人確認書類以外に委任状が必要となる場合がありま
すのでご注意ください。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

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/

【後納制度（国民年金保険料の納期限の延長）が始まります】
　国民年金制度は、20歳から60歳に到達するまでの40年の間に国民年金保険料を納めていただくことで満額の
老齢基礎年金を受給することができます。
　しかし、保険料を納められなかった期間や届出忘れにより国民年金の資格期間がない場合には、将来の年金受
給額が少なくなったり、年金そのものが受給できなくなったりすることがあります。（保険料納付や免除承認期
間等の合計が25年（300月）未満の場合）
　昨年法律が改正され、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限り、『国民年金保険料の納
めることが出来る期間』が過去2年から10年に延長となる後納制度が始まります。
　具体的には、平成14年10月分以降の納められなかった保険料を納めることができるようになります（ただ
し、既に老齢基礎年金の受給権がある方は、納めることが出来ません。）なお、後納保険料を納付するために
は、事前の申し込みおよび審査があります。審査の結果、後納制度による納付を利用できない場合があります。
　詳しくは「国民年金保険料専用ダイヤル」または港年金事務所へ問い合わせてください。

■問合わせ先 「国民年金保険料専用ダイヤル」（平成24年8月1日開設）
●電話番号：電話0570-011-050　または　電話03-6731-2015
受付時間　月曜日から金曜日:午前8時30分～午後5時15分
※ただし、月曜日（月曜日が休日の場合は火曜日）は午後7時まで延長
※第二土曜日　午前9時30分～午後4時（祝日、12月29日～1月3日は利用できません）
※「0570」の最初の「0」を省略したり、市外局番をつけたりして間違い電話にならないようご注意ください。

▶▶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。

「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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国保だより　ほか

国保だより ■問い合わせ■　住民課国保年金係　内線 235

町 長 上 京 日 記　6月
▶５日～９日
◉台風接近のためANA830便で上京
◉全国街路事業促進協議会
　（会長　東京都知事　石原　慎太郎）
◉平成24年スポーツ振興事業助成に係る交付式
　（日本スポーツ振興センター　河野理事長）
◉東京海区漁業調整委員会（会長　竹内　正一）
◉ANA821・823便欠航のためANA829便にて帰島

▶21日～26日　
◉小笠原親善訪問出発式（待合所）
◉青龍丸戦没者追悼式
◉小笠原村表敬訪問
◉父島視察　◉海上視察　◉父島返還祭
◉ははじま丸にて母島へ
◉母島視察　◉母島返還祭
◉ははじま丸にて父島へ
◉おがさわら丸にて八丈島底土港着

◎高齢受給者証を発送しました！
高齢受給者証について
　７０歳になると、所得などに応じた自己負担割合が記載された高齢受給者証が、加入している医療保険から交付
されます。
　誕生月の翌月に交付しますが、１日生まれの方は誕生月から交付します。
　高齢受給者証は、前年の課税所得で判定するため、毎年８月で更新されます。

・新しい高齢受給者証の有効期限　　平成２４年８月１日から平成２５年７月３１日まで
　 　ただし、平成２５年７月３１日までに７５歳になられる方は、誕生日の前日までが有効期限です。（７５歳か

ら後期高齢者医療制度へ加入されるため）
・病院の窓口負担割合　２割もしくは３割
　 　ただし、『２割（平成２５年３月３１日までは１割）』の表示がされている方は、いままでどおり窓口で払う

自己負担割合は1割のままです。
・病院などの窓口における負担割合と負担限度額表

所得区分 自己負担割合 自己負担限度額
外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

※現役並み所得者 ３割 ４４，４００円 ★１
一　般 ２割 １２，０００円 ４４，４００円

低所得Ⅱ ２割 ８，０００円 ２４，６００円
低所得Ⅰ ２割 １５，０００円

★１　現役並み所得者の自己負担限度額＝ 80,100 円 ＋（総医療費－ 267,000 円）×１％
　　…医療費総額が 267,000 円を超えた場合は、80,100 円に超えた分の１％を加算します。
　　　 ただし、現役並み所得者の方は、過去１年間に４回以上高額療養費の対象になると、４回目以降の自己負担

限度額は 44,400 円になります。

※現役並み所得者とは
　７０歳以上で課税所得 145 万円以上の方がいる世帯のことです。その世帯は、負担割合が３割になります。た
だしその方たちの収入が、１人世帯で 383 万円未満、２人以上の世帯で 520 万円未満のときに、その旨申請があっ
た場合は、負担割合が１割になります。

◆「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。
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小笠原親善訪問／教育委員会だより

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話 2 － 0797

　観光客や帰省客でにぎわう８月は、また、亡く
なった先祖を迎える季節でもあります。お墓を掃
除して灯

とう

籠
ろう

をたて、13日のお盆を迎えます。迎え
火・送り火はなく、お墓で死者を迎えてにぎやかな
ひとときを過ごし、家に戻って会食の後は盆踊り。
子どもたちも、こうした一連の行事の中で、ふだん
は接する機会のない親せきやすでに亡くなった人々
を「家族」として意識するようになります。一人の
人間も、10代前にさかのぼると1024人の先祖がい
るわけで、このことは、子どもたちが命のふしぎな
「つながり」を考えるきっかけになることでしょ
う。15日の夕方、花火を上げるなど盛大に死者を
送り出し、お盆は終わります。
　お盆の間、家族とともに過ごした先祖はどこに

戻っていくのでしょうか。これは、人は死んだらど
うなるのかという根源的な問いで、自信を持って答
えることはおとなにもなかなかむずかしいことで
す。ただ、死後の世界への信仰は、古代エジプトの
ピラミッドや、はるか海の彼方の「常

と こ よ

世の国」への
信仰が、時代や民族を超えた人の心のあり方を示し
ています。現実の生活がきびしいほど、死後の世界
への思いは強くなりますが、「来世に希望を持たぬ
人はこの世ですでに死んでいるようなものだ」とい
うゲーテの言葉のように、死後の生命を考えること
がよりよい自己実現につながるとの考え方もありま
す。むずかしいからといってはぐらかすことなく、
この機会に子どもとともに考えたいテーマです。

（教育相談員　伊藤　宏）

訪問団長　八丈町長　山　下　奉　也

　６月２１日から６月２６日までの６日間、１７７名の参加者とともに、３１回目の小笠原親善訪問に
行ってきました。
　今回の訪問は、小笠原諸島が世界自然遺産に登録されて、初の訪問となりましたが、おがさわら丸には
東京からの旅行者が大勢乗船しており、世界自然遺産となって更に注目されていることを実感しました。
　２２日午前中には船上にて、第二次世界大戦中に八丈島から動員され、潜水艦の攻撃を受け戦死した
方々の追悼式を行いました。
　正午過ぎ、灼熱の太陽が眩しい、小笠原父島二見港に到着し、森下村長をはじめ、多くの島民の皆さん
に出迎えていただきました。
　滞在期間中は、歓迎交流会をはじめ、父島、母島の返還祭に参加し、小笠原の芸能文化にふれるととも
に、八丈町も八丈太鼓を披露するなど交流を深めました。
　今回の訪問で感じたことは、財産である自然を守る取り組みが徹底され、島民にも浸透していることで
す。そして観光業を中心に、島の基幹産業を支える若い世代が次々に育っており、八丈町も見習う必要が
あると痛感しました。
　今後とも、小笠原村との友好都市交流事業を継続し、相互の親善、交流を図っていきますので、来年の
親善訪問にも多くの町民の皆さんの参加をお願いします。

◆小笠原親善訪問◆

「つながり」をたしかめる

■八丈町教育相談室  （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 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
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乳 子 医療証の現況届の受け付け　ほか

　八丈町では子育て支援の一環として、出生から小・中学校の学齢期にある児童を対象とした医療費助成制度を実
施しています。現在、発行している乳幼児医療証（マル乳）および義務教育就学児医療証（マル子）は、９月３０
日で有効期間が終了します。引き続き、医療証の交付を希望される方は現況届を提出してください。所得額等を確
認し、対象となる方へ新しい医療証を交付します。なお、既に医療証をお持ちの方へ７月下旬に現況届を送付して
います。現況届の提出が遅れた場合、１０月からの交付に間に合わないことがありますので早めに提出してくださ
い。また、新規申請により本制度の対象となる方には医療証を交付します。
●助成制度の概要
　医療機関の窓口にて健康保険証と併せ医療証を提示することにより、医療費の自己負担分を助成します。
　○乳幼児医療費助成制度：総医療費の２割　○義務教育就学児医療費助成制度：総医療費の３割
●助成対象児童
　八丈町に住所を有する医療保険の加入者
　○乳幼児医療費助成制度（義務教育就学前までの乳幼児）
　　　平成１８年４月２日以降に生まれた児童
　○義務教育就学児医療費助成制度
　　　平成９年４月２日～平成１８年４月１日に生まれた児童
●申請者　　上記対象児童を養育している方（保護者）
●助成対象外
　・申請者の平成２４年度（平成２３年分）の所得額が別表の制限額を超える方
　・生活保護受給者等
●申請に必要なもの
　①医療証交付申請書兼現況届（受付窓口にもあります）
　②印鑑（認印）
　③申請者と対象児童（全員）の健康保険証
　　※社会保険に加入されている方は必ず持参してください。
　　　八丈町の国民健康保険に加入されている方は不要です。
　④ 平成２４年１月２日以降、八丈町に転入された方は、平成２４年度所得証明書を前住地の役所にて取り寄せて

ください。なお、所得額が明記された平成２４年度課税（非課税）証明書でも構いません。
●受付窓口　住民課厚生係および各出張所
●受付期間　平成２４年８月１日（水）～平成２４年８月３１日（金）期日厳守

所得制限額が緩和されます。
別表

（単位：万円）　 注１）所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者
についての限度額は左記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族
１人につき６万円を加算した額。

扶養親族等の数 所得額 収入額（参考）
０人 622.0 833.3 
１人 660.0 875.5 
２人 698.0 917.7 　 注２）扶養親族等の数が６人以上の場合の限度額は、１人につき３８万円（扶

養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは４４万円）
を加算した額。

３人 736.0 960.0 
４人 774.0 1002.1 
５人 812.0 1042.1 

乳 子 医療証の現況届の受け付け

定期予防接種のお知らせ
□ＤＰＴ三種混合集団接種（Ⅰ期）■日時：８月１４日（火）　午後３時～３時３０分
□予約制予防接種　　　　　　　　■日時：８月８・２２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。予約受付の締め切りは接種希望日の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

■問い合わせ■　住民課厚生係　内線２３２
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税のお知らせ

■問い合わせ■　税務課　内線 221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
○ 31日(金)　町都民税　　　  2期

国民健康保険税　2期

町税の口座振替は納め忘れもな
くたいへん便利です。
口座振替ができる金融機関
　七島信用組合・みずほ銀行
　ゆうちょ銀行

申込方法
　各金融機関へ預(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お持ちの
うえ、申し込みください。

納め忘れはありませんか。
　納期限を過ぎても納税されない場合には、差押などの滞納処分
を受けることになります。差押対象となる財産は、土地、建物な
どの不動産のほか預金、給料などの債権です。
　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。
　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
ように社会をささえています。

　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。

軽自動車の手続き(廃車・所有者変更・転出など)はお早めに

　軽自動車税の課税や
減免は、税務課で行い
ますが、登録・廃車・
譲渡などの手続きは、
表のとおり車種によっ
て手続きの窓口が異な
ります。
　また、毎年４月１日
現在、軽自動車を所有
している方に課税され
ます。４月２日以降に
廃 車 手 続 き を さ れ る
と、その年度の税金は
課税されます。

①八丈町税務課 　東京都八丈島八丈町大賀郷2345番地1　 電話04996-2-1121 
   　　内線221
②軽自動車検査協会東京主管事務所　東京都港区港南3－3－7  　　電話03-3472-1561
③関東運輸局東京陸運支局 　東京都品川区東大井1－12－17　　 　　電話050-5540-2030

区　　分 手続窓口

原動機付自転車

排気量 50cc 以下

①八丈町役場
　税務課

排気量 51cc 以上 90cc 以下
排気量 91cc 以上 125cc 以下
三輪以上のもの（ミニカー排気量 50cc 以下）

小型特殊自動車
農耕作業用
その他のもの

軽自動車
四輪

乗用
営業用

②軽自動車検査
協会
東京主管事務所

自家用

貨物用
営業用
自家用

三輪もの
二輪もの（排気量 126cc 以上 250cc 以下） ③関東運輸局

　東京陸運支局二輪の小型自動車（排気量 251cc 以上）
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母子保健　ほか

母子保健 ■申し込み・問い合わせ■　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
 3－4カ月乳児・産婦健康診査 8月21日（火） 午後1時15分～1時45分受付
  ◦対象　平成24年3月20日～平成24年5月21日生まれの乳児とその産婦

 3歳児健康診査   8月7日（火） 午後1時15分～1時45分受付
  ◦対象　平成21年5月1日～平成21年7月22日生まれの幼児

 2歳児歯科健康診査  8月29日（水） 午前9時15分～10時00分受付
  ◦対象　平成22年5月31日～平成22年8月29日生まれの幼児

 4歳児歯科健康診査   8月3日（金） 午前9時15分～10時00分受付
  ◦対象　平成20年4月28日～平成20年8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
 8月7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
 8月10日（金）　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。

　介護保険は、すべての被保険者から納めていただく保険料と公費（税金）を財源として、介護や支援が必
要となった被保険者に介護サービスを提供することで、被保険者自身とその家族を支援する仕組みです。皆
さんから納めていただく保険料は大切な財源です。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　介護保険制度は、40歳～64歳の方の
保険料と、65歳以上の方に納めていた
だく保険料と公費（税金）を財源として
運営しています。

○介護保険料の決まり方○
【第１号被保険者（65歳～）】
　町民税の課税状況や世帯の所得により
介護保険料が決定します。

【第２号被保険者（40歳～64歳）】
国民健康保険（国保）
　所得などに応じて世帯ごとに決まり、
医療分と介護分をあわせて国保税として
世帯主が納めます。
職場の医療保険など
　加入している医療保険ごとの介護保険
料率と給料・賞与に応じて決まり、医療
保険の保険料と介護保険料があわせて給
料・賞与から差し引かれます。■問い合わせ■　健康課高齢福祉係　２－５５７０

シリーズ介護保険③「介護保険料は大切な財源です」

【第１号被保険者】
65 歳以上の方の

保険料

【第２号被保険者】
40 歳～ 64 歳の方の

保険料

財源の半分を
国・都・町が
公費（税金）により
まかないます。
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認知症コラム

認　知　症　コ　ラ　ム
～もっと詳しく認知症の症状！　困った状況～
　今月号では認知症についてもっと詳しく知っていただくため、みなさんも一緒に考えながら読んでいただ
ければ幸いです。
　認知症になると、普段の生活で様々な困難が発生します。今がいつなのか分からなくなる、言われたこと
が理解できない、目の前のたくさんの情報をどう判断していいか分からない･･･当然戸惑ってしまいますね。
これまで培ってきた経験や考え方で、自分なりに困難な状況を解決しようとし、逆に周りの人が困ってしま
う行動が起きるかもしれません。あるいは困難な状況を解決できず、心の中が不安や困惑でいっぱいの方も
いるでしょう。
　食事を用意したのに、認知症の方が「食べない」という困った状況が発生したとします。なぜなのでしょ
う。

　→これが食べ物であることが分からない･･･
　→これがどんな食べ物で、どんな味がするのか思い出せない･･･
　→周りにいる人が誰だか分からないし、知らない人と一緒に食べられない･･･
　→この場所で食事をとっていいのか分からない･･･
　→お箸の使い方が分からない･･･

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　困った状況のワケをあなたが少しでも察してあげることができれば、認知症の方がうまく気持ちを伝えら
れなくても、受け止めることができるでしょう。あなたはここにいていいんだよ、周りの人に大切にされて
いるんだよ、という安心感を持ってもらえるような関係づくりをしましょう。
次号は～もっと詳しく！認知症の症状　これって徘徊？～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月号広報でご案内した認知症サポーター講座は、月２回の定期開催をしています。認知症について学
び、自分のできる範囲で認知症の方や家族を応援してみませんか？
　８月は次のとおり開催します。夏休み期間のため、１９日は子ども（おおむね小学生以上）にも分かりや
すい内容で開催し、もちろん保護者の方も一緒に受講できます！お誘い合わせのうえ、ぜひ参加ください。
【日時・場所】
　①　日時　平成２４年８月１９日（日）午後１時３０分～午後３時（開場　午後１時）
　　　場所　八丈町保健福祉センター　☆子どもも参加できます！
　②　日時　平成２４年８月２１日（火）午後７時３０分～午後９時（開場　午後７時）
　　　場所　中之郷公民館
【申し込み方法】
　電話にて申し込みください。
　参加希望日、参加する方のお名前、年齢、電話番号を伺います。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、職域団体等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、お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
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観光おじゃれ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
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％
６月 4,527 5,039 995 1,104 5,522 6,143 4,174 4,643 ▲ 10.1%
計 20,076 16,738 3,525 3,277 23,601 20,015 19,150 16,247 17.90%

※海路には、５月８日（ぱしふぃっくびーなす）の大型客船寄港分が含まれています。

主な行事予定
 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)
… 八丈島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(月)～15日(水)
… ぱしふぃっくびいなす寄港（神湊漁港予定）……………… 25日（土）
 9月 タコスカップ30周年記念大会（サーフィン大会）………… １日(土)～２日(日)予定
… ユニバーサルキャンプ（底土野営場）……………………… 13日(木)～17日(水)　

場所：底土海岸にて八丈島納涼花火大会プログラム

8月10日(金)…前夜祭　午後4：00開場　
　・金魚すくい
　・八丈太鼓
　・赤ちゃんハイハイレース
　・お遊戯（保育園児）
　・利きくさや大会
　・太鼓＆洋踊

赤ちゃんハイハイレース参加者募集中！

　前夜祭に行う、赤ちゃんハイハイレースでは、おおよそ1歳
未満のハイハイをしている赤ちゃんを募集しています。
　参加希望の保護者の方は、下記の受付までご連絡ください。
○受付　沖山　電話　　２－４０６０
　　　　　　　ＦＡＸ　２－１６８２

※ プログラムは、天候などにより変更する場合が
あります。

8月11日(土)…大会当日　午後4：30　開場　
　・金魚すくい
　・島っ子太鼓
　・カラオケショー
　・フラメンコ
　・月曜会（太鼓）
　・ハーラウナーマヌパレカイコマヌ
　・コウリマ・ナニエ（アンダラーテ）　
　　20:10　花火打ち上げ

■問い合わせ■　
　八丈島納涼花火大会実行委員会事務局
　TEL　04996－2－1121（内線267）
　FAX　04996－2－4437

◆ヤギに関する情報提供にご協力をお願いします◆
　町ではヤギの野生化防止のため、飼養ヤギ１頭ごとにタグ付首輪の装着を義務付けています。新たにヤギを飼わ
れる方、また現在飼育されているヤギが出産した方は産業観光課産業係に届け出るようお願いします。登録票とタ
グ付首輪を無料で配布します。また、ノヤギで農作物等の被害を受けた方、ノヤギを目撃された方は連絡くださる
ようご協力お願いします。

■問い合わせ■　産業観光課産業係　内線　２６３
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お知らせ掲示板

八丈高校からのお知らせ
公開講座のご案内
●講座名　【趣味の園芸】
　■内　容 冬野菜の苗作りやハーブ、果樹の育て方とミニ門松作りの講義と実習
　■実施日 　９月２９日（土） 午後１時３０分～３時３０分
 １０月１３日（土） 午後１時３０分～３時３０分
 １０月２０日（土） 午後１時３０分～４時３０分
 １０月２７日（土） 午後１時３０分～３時３０分
 １１月１０日（土） 午後１時３０分～４時３０分
 １２月　８日（土） 午後１時３０分～４時３０分
　■場　所 八丈高校　実習棟１階　農業基礎実習室  　　　■定　員　　２０人
　■費　用 受講料１,５００円（事前納付）　材料費５００円

●講座名　【♪♪はなうた気分でお菓子作り♪♪】　
　■内　容 洋菓子や和菓子を楽しんで作る
　■実施日 １０月１３日　(土)　午後１時～４時
 １０月２０日 （土） 午後１時～４時
 １０月２７日 （土） 午後１時～５時
　■場　所 八丈高校　３階　調理室　　　■定　員　　１２人
　■費　用 受講料１,０００円（事前納付）　材料費１,５００円
●募集期間　平成２４年８月１日（水）～８月２０日（月）必着
　応募方法 往復はがきに講座名、住所、氏名、年齢、性別および電話番号をご記入下さい。
 （住基カードによる電子申請も可）定員を超えた場合は抽選となります。
　応募・問い合わせ先　　〒１００－１４０１　東京都八丈島八丈町大賀郷３０２０番地
　　　　　　　　　　　　八丈高等学校　公開講座担当 　電話　０４９９６－２－１１８１

八高天体観測教室のご案内
　八丈高校の大型天体望遠鏡を使って夏の星空を見てみませんか？
　８月２７日(月)、２８日(火)、３０日(木)、３１日(金)、９月１日(土)、２日(日)
　午後６時３０分～８時３０分　雨天・曇天中止
　参加希望の方は電子メールにて氏名、年齢、参加希望日、参加人数を下記のアドレスまでご連絡ください。
電子メールアドレス　S1000213@section.metro.tokyo.jp
　迷惑メールと区別するため、件名は必ず「天体観測教室の申込み」としてください。また、ご不明の点がありましたら八丈高校
定時制課程までメールか電話でお問い合わせください。
　夏季休業中は返信が遅くなることがありますが、先着順で処理をいたしますのでご了承ください。

■問い合わせ■　　電話　２－1181　　受付時間　平日　午後２時～６時

　平成24年9月30日の任期満了による八丈町農業委員会委員選挙の日程が次のとおり決まりました。
■告示日　9月14日（金）　　■投票日・開票日　9月19日（水）
　これに先立ちまして、立候補予定者説明会を次のとおり行います。立候補を予定している方（代理人も可）
は、ご出席ください。
■日時　8月17日（金）　午後１時30分　　■場所　八丈町役場大会議室

■問い合わせ■　八丈町選挙管理委員会　　電話　２－１１２１　内線２１６

八丈町農業委員会委員選挙立候補予定者説明会

　9月4日（火）と11日（火）に実施する子宮がん検診の事前電話予約受付を、8月1日（水）から20日（月）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、日は除く)
　今回の事前予約対象者は、9月検診の70歳以上の方で今年度、偶数年になる方です。詳しくは4月号広報の折り込み
および八丈町ホームページをご覧ください。

■申し込み・問い合わせ■　健康課　保健係　電話　2-5570

9月の子宮がん検診事前予約受付のお知らせ
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お知らせ掲示板

子ども家庭支援センターからのお知らせ

　八丈ストア様のご協力により、今年度採用の一般事務職８名を対象
として、店舗での接客など、接遇の基礎を学びました。
新庁舎移転を来年に控え、町民の皆さんへの接遇の改善・向上などを
図るため、今回の研修のほか職員の各種研修の充実を計画していま
す。
　町として初めての試みですが、研修に参加した、新規採用職員はお
客さんへの接遇を身に付けようとエプロン姿で奮闘していました。

■問い合わせ■　総務課庶務係　内線２１２

新規採用職員の民間企業等派遣職員研修を実施しました。

●セロハンテープを使わない修理
　返却された本を確認していた時のことです。
　ある本はページが取れていました。ある本はボールペンの書き込みがありました。
　そして、ある本はセロハンテープで修理がされていました…。
　図書館では、本の修理にセロハンテープを使いません。
　セロハンテープは長期間張っておくと劣化し、はがれてしまうため、時間がたっても劣化しにくい特殊な
テープを使っています。
　図書館の本や雑誌を破ってしまったり壊してしまった場合は、修理せず、すぐに図書館へお知らせくださ
い。図書館の本や雑誌、ＤＶＤなどは、長持ちさせるためにも大切に扱いましょう。
●今月のおはなし会  11日（土）午前１０時～１１時　こどものほんのへや
 今年も八丈高校のお兄さん、お姉さんが読み聞かせをしてくれます！
●休館日　毎週月曜日、３１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＊
『台湾海峡一九四九』竜 応台著　『最果てアーケード』小川洋子著
『いのちの図鑑』室伏きみ子監修　『おしえておしえて』マーカス・フィスター作

■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

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
　８月	 １日	(水)	 八丈太鼓
　　	 ８日	(水)	 制作・バケツ作り
　　　	１５日	(水)	 制作・壁面装飾
　　　	２２日	(水)	 みんなで遊ぼう
　　　	２９日	(水)	 制作・運動会
そのほかの催し
　８月			 ７日	(火)		 おりがみ遊び　午前10時30分～11時
　８月		３１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　２０日(月)～２４日(金)
　※水曜日は催し時間以外になります。　※母子健康手帳を持参してください。

■問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話　２－４３００または２－２７８８
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参加しませんか？募集しています！

東京都島嶼町村一部事務組合・職員募集
■職務内容 ……………… 一般行政事務および島嶼会館施設管理業務
■受験資格 ……………… 昭和５２年４月２日～平成元年４月１日までに生まれた方
■採用人数 ……………… １名
■試験日 ………………… 一次（筆記）　平成２４年８月２６日（日）

二次（面接）　平成２４年９月　８日（土）
■試験会場 ……………… 東京都立産業貿易センター　浜松町館
■募集案内配布 ………… ８月１日～８月１３日（土・日を除く）
■配布場所 ……………… 同組合総務課（港区海岸１－７－４東京都計量検定所４Ｆ）

および各島嶼町村総務課窓口
■申し込み期限 ………… ８月１３日（消印有効）

■問い合わせ■　東京都島嶼町村一部事務組合　電話０３－３４３２－４９６１　担当　宮野

　八丈町では、放課後子どもプラン事業の指導員を募集しています。
● 登録制度および注意事項について　この制度は放課後子どもプラン事業の指導員として働くための希望登録で

す。指導員が必要になったときに、登録された方の中から働いていただく方を選定します。
●対象者　子どもが好きで、町内に住所を有する方
● 登録の方法　登録は随時行っています。八丈町の指定する履歴書に写真を張り付けのうえ必要事項をすべて記入

し、教育課生涯学習係または住民課厚生係に提出してください。
※ 履歴書は八丈町ホームページからダウンロードするか、教育課生涯学習係または住民課厚生係で受け取ってくだ

さい。
●業務内容　三根小学校・大賀郷小学校における小学生児童への指導や見守り
●勤務条件など　八丈町臨時職員の任用に関する規定などによる
● 採用の方法　応募順に名簿に登録され、名簿の中から適任者を選定し面接などを実施した後に決定します。
●登録の変更や抹消について
　〇 登録内容（連絡先など）の変更や、転居などで登録を辞退される方は、教育課生涯学

習係または住民課厚生係までご連絡ください。
　〇 登録後2年間採用実績のない方は、名簿から抹消されます。(引き続き登録を希望され

る方は再度応募してください。)
■八丈町ホームページアドレス　http://www.town.hachijo.tokyo.jp/
■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2－0797

八丈町放課後子どもプラン指導員の募集について

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

◎◎◎◎◎町立保育園　代替職員登録受付◎◎◎◎◎
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　今回、田植え体験は参加者６１人と盛況のうちにイベントを終えることが出来ました。それに続き９月１日（土）
に、和泉体験農場で第９回収穫祭が行われます。参加者は地域の農家の方や田園空間整備運営委員の皆さんの指導を
受けながら稲刈りを体験することができます。稲刈りの後は焼肉とおにぎりが振る舞われる予定となっています。

■日　時　９月１日（土）９時～正午　　■場　所　和泉体験農場（鴨川八幡神社手前）
　このイベントは少雨決行で延期の場合は翌日まで持ち越します。
※必要な持ち物：田んぼに入れる靴・長袖（汚れてもいいもの）・手袋・着替え・カマ（持っている方はお持ちくだ
さい）どなたでも参加できますので沢山の参加者をお待ちしております
■問い合わせ■　産業観光課産業係　内線２６３

※前回の田植えの様子（写真）

第９回収穫祭

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)

■問い合わせ■
　防衛省・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  recruit2-tokyo@pco.mod.go.jp
  HP  http://www.mod.go.jp/pco/tokyo/oota/
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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２回目は八丈島の魚を捌いて料理をつくろう！
日　時：平成２４年９月５日（水）　　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・包丁・まな板　申し込み：平成２４年８月３１日（金）まで
＊定員（16名）となりしだい閉め切ります。
■問い合わせ・申し込み■　健康課保健係　　電話　2－5570



8月8月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
4 歳児歯科健診

9：15 ～ 10：00 受付

5 6 7 8 9 10 11
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

すくすく相談
9：30 ～ 11：30

図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00

12 13 14 15 16 17 18
図書館休館日
コミュニティセンター休館日

八丈町農業委員会
委員選挙
立候補予定者説明会
役場大会議室
13：30 ～

19 20 21 22 23 24 25
図書館休館日
コミュニティセンター休館日

3 ～ 4 カ月児・産婦
健康診査

13：15 ～ 13：45 受付

26 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 歳児歯科健診
9：15 ～ 10：00 受付

図書館休館日

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

温 泉 休 業 日

8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。

診　療　日 診療時間
耳鼻咽喉科 8 月 20 日（月）～ 24 日 ( 金 ) 9：00 ～
糖尿病教室 8 月　1 日 ( 水 ) 8：30 ～

休　　業　　日
ふれあいの湯

※ 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。

みはらしの湯
ザ・ＢООＮ
やすらぎの湯

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 1 2 3 4 1 2 3 4
資源
古着 燃・害 燃・害 金属 資源

古着 燃・害 金属

5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11

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

12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18

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

19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25

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

26 27 28 29 30 31 26 27 28 29 30 31 26 27 28 29 30 31

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

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉


