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No.613

9月
町の人口（8月1日現在）

目 次

 ( 先月 1 日比 )

転入ほか……60人（うち出生4人）

転出ほか……53人（うち死亡9人）
7月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （8月1日現在）※外国人含む

 人　口 8,273人 増 121人 
 男 4,094人  増 17人
 女 4,179人 増 104人
世帯数 4,684世帯 増 114世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,203  1,933  1,933  3,866
大賀郷 1,574  1,330  1,373  2,703
樫　立 314  276  278  554
中之郷 396  367  392  759
末　吉 224  188  203  391

11 第 63 回　八丈島民大学講座　ほか▶▶
東日本大震災に関する八丈町の取り組み  ほか▶▶02-03

04 シリーズワンポイント④　～防災～  ほか▶▶
12 観光おじゃれ 11 万人　ほか▶▶

05 環境だより　ほか▶▶
13 八丈町農業委員会委員選挙  ほか▶▶

06-07 国民年金　ほか▶▶
14 認知症コラム▶▶

08 水道係からのお知らせ▶▶
15 シリーズ介護保険④　ほか▶▶

09 教育委員会だより　ほか▶▶
16-22 お知らせ掲示板▶▶
22-24 参加しませんか？募集しています！▶▶

球児達の熱い夏!!

第４回八丈島ジュニアベース

ボールクラシック!!

場所：南原スポーツ公園野球場

8月７日(火)～８月８日(水)

10 図書館からのお知らせ  ほか▶▶ 25 はちじょうトピックス▶▶
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東日本大震災に関する八丈町の取り組み　ほか 東日本大震災に関する八丈町の取り組み　ほか

＝東日本大震災に関する八丈町の取り組み＝
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
　８月１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
　・小学校、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。
測定日：７月２５日　※小学校は８月２日

測　定　場　所 地上 1 ｍ 地上 5 ｃｍ
三根小学校 0.024 μ Sv/ 時間 0.032 μ Sv/ 時間

大賀郷小学校 0.022 μ Sv/ 時間 0.020 μ Sv/ 時間
三原小学校 0.068 μ Sv/ 時間 0.076 μ Sv/ 時間
末吉小学校 0.026 μ Sv/ 時間 0.036 μ Sv/ 時間

むつみ保育園 0.030 μ Sv/ 時間 0.028 μ Sv/ 時間
むつみ第二保育園 0.056 μ Sv/ 時間 0.070 μ Sv/ 時間

若草保育園 0.024 μ Sv/ 時間 0.024 μ Sv/ 時間
あおぞら保育園 0.026 μ Sv/ 時間 0.024 μ Sv/ 時間

子供家庭支援センター 0.062 μ Sv/ 時間 0.060 μ Sv/ 時間
クリーンセンター 0.058 μ Sv/ 時間 0.068 μ Sv/ 時間

〇アシタバの放射性物質検査
検査日：７月９日（１１検体）

検体 分析項目 結　果 検出限界

Ａ

（末吉）

セシウム -137 検出せず 3.6Bq/㎏
セシウム -134 検出せず 4.3Bq/㎏
  ヨウ素 -131 検出せず 4.1Bq/㎏

Ｂ

（三根）

セシウム -137 検出せず 3.5Bq/㎏
セシウム -134 検出せず 4.5Bq/㎏
　ヨウ素 -131 検出せず 3.8Bq/㎏

Ｃ

（中之郷）

セシウム -137 検出せず 4.5Bq/㎏
セシウム -134 検出せず 3.8Bq/㎏
  ヨウ素 -131 検出せず 3.7Bq/㎏

Ｄ

（中之郷）

セシウム -137 検出せず 3.5Bq/㎏
セシウム -134 検出せず 3.7Bq/㎏
  ヨウ素 -131 検出せず 2.7Bq/㎏

Ｅ

（樫立）

セシウム -137 検出せず 3.9Bq/㎏
セシウム -134 検出せず 3.2Bq/㎏
  ヨウ素 -131 検出せず 3.4Bq/㎏

Ｆ

（三根）

セシウム -137 4.7Bq/㎏ 3.0Bq/㎏
セシウム -134 検出せず 3.6Bq/㎏
  ヨウ素 -131 検出せず 2.7Bq/㎏

Ｇ

（末吉）

セシウム -137 検出せず 3.7Bq/㎏
セシウム -134 検出せず 3.2Bq/㎏
  ヨウ素 -131 検出せず 3.6Bq/㎏

Ｈ

（末吉）

セシウム -137 検出せず 3.2Bq/㎏
セシウム -134 検出せず 4.3Bq/㎏
  ヨウ素 -131 検出せず 3.9Bq/㎏

Ｉ

（末吉）

セシウム -137 検出せず 3.6Bq/㎏
セシウム -134 検出せず 3.9Bq/㎏
  ヨウ素 -131 検出せず 3.5Bq/㎏

Ｊ

（大賀郷）

セシウム -137 3.5Bq/㎏ 3.0Bq/㎏
セシウム -134 検出せず 3.1Bq/㎏
  ヨウ素 -131 検出せず 2.4Bq/㎏

Ｋ

（大賀郷）

セシウム -137 検出せず 3.3Bq/㎏
セシウム -134 検出せず 4.1Bq/㎏
  ヨウ素 -131 検出せず 3.6Bq/㎏

検査日：７月１１日（１検体）
検体 分析項目 結　果 検出限界

Ａ

（大賀郷）

セシウム -137 検出せず 2.8Bq/㎏
セシウム -134 検出せず 3.4Bq/㎏
  ヨウ素 -131 検出せず 3.2Bq/㎏

※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

〇町施設節電状況（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%
6 月 ▲ 10.6％ ▲ 11.0% ▲ 5.4％ ▲ 8.8％ ▲ 13.2％

＝東日本大震災に関する八丈町の取り組み＝

　平成２４年９月２８日をもって、義援金の受け付けは終了します。
　７月末現在、皆さんから支援いただいた義援金額は、次のとおりです。

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
１７，１２７，５６１円 日本赤十字社

東日本大震災義援金の受付終了

J-ALERT(ジェイアラート)による全国一斉自動放送試験が実施されます
　９月１２日（水）の午前１０時頃と１０時３０分頃の２回、防災無線から次の内容が放送されます。
【放送内容】
　「これは、試験放送です。」×３回、「こちらは、防災八丈です。」、下りチャイム試験放送ですのでお間違い
のないようご注意ください。
※ジェイアラートとは、緊急地震速報・津波警報などを瞬時に伝えるシステムです。

■問い合わせ■　総務課庶務係　内線　213

八丈町防災訓練
　今年の防災訓練は、１０月５日（金）の午前中に、大賀郷地域で行います。
　訓練内容は、大地震による津波の発生を想定し、海岸付近に住んでいる方を中心とした、避難訓練を実施します。
　避難場所までの避難経路の確認や、避難所（八丈高校）での対応に重点を置いた訓練を実施します。
　詳しくは、広報はちじょう１０月号でお知らせします。
　当日は、訓練の一環として、防災行政無線で放送しますので、あらかじめご了承ください。
防災行政無線個別受信機の電池は、１年に１度交換しましょう
　防災行政無線は、防災や行政に関する連絡を行うことを目的としています。
　個別受信機の故障の原因として、電池の液漏れが１番多くなっています。電池は１年に１度交換しま
しょう。また、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
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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、お早めにお申し込みください。
９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。
９月の休業日
　２日（日曜日）、８日（第２土曜日）、９日（日曜日）、１６日（日曜日）、１７日（敬老の日）
　２２日（第４土曜日）、２３日（日曜日）、３０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、浄化槽を設置されていないし尿汲み取りの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。
◎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。
　浄化槽の設置を希望される方もしくは、２４年度から事業開始の「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お問い合わせください。

シリーズワンポイント④　～防災～　ほか 環境だより　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

環境だより ■問い合わせ■　住民課環境係　内線 233・234

クリーンセンターごみ受け入れ業務の休止について（毎月第３土曜日）
　今月より毎月第３土曜日をクリーンセンター施設点検日とするため、毎月第３土曜日はごみ受け入れ業務を
休止しますのでご注意ください。
発泡トレーリサイクル事業の試行について
　この１０月より、坂上地域を対象に発泡トレーの拠点回収を各地域婦人会のご協力により毎月 1 回、各出張
所において試験的に実施する予定です。回収方法等詳細につきましては、広報１０月号に掲載しますのでご協
力をお願いします。
ヤンバルトサカヤスデ対策
　８月から２月頃まで、本格的なヤスデの移動時期を迎えます。町では今年度も、家屋侵入防止用薬剤（コイ
レット）の無料引換券を配布しています。家屋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こ
とでヤスデの生息しにくい環境を作るとともに、家屋の基礎部分に表面のツルツルした素材のテープを貼るな
ど、ヤスデの侵入を防ぐ環境づくりを試みてください。
正しいごみの分別をお願いします
　燃やせるごみの袋の中に、空き缶や空きびん、ライター、カセットコンロのボンベなどの金属ごみが混入し
ている袋が集積所に出されていました。分別されていないごみは、収集しませんので、出した方は責任を持っ
て正しい分別をし、出し直すようにしてください。
　分別されていないごみ袋は町職員にて中身をチェックし、排出者に対して分別の指導を行います。正しい分
別にご協力をお願いします。
一般廃棄物処理手数料（事業者対象）
　今月は、一般廃棄物処理手数料前期（Ⅰ期）の納期限です。納め忘れのないようお願いします。
　なお、前期・後期の一括支払いも可能となっております。

♣第 45 回　シリーズ・ワンポイント「管理型最終処分場」♣
＜処分場の環境保護施設＞

　処分場建設に当たっては、既存の生態系を活かし、環境への影響を最小限にするため、様々な工夫をしてい
ます。①搬入道路の盛土は、ジオテキスタイル補強土壁工法を用いていますが、この工法では、「開発面積を
最小化する」、「壁面緑化できる」といった効果があります。この土壁には、郷土種を繁茂させるためにあえて
種子の吹付けは行わず、肥料のみを加えています。
　また、場内の擁壁では、テラセル擁壁工法を用いました。これには、「コンクリート擁壁以上の強度がある」、「壁
面緑化できる」といった効果があります。②敷地内では、植生調査を行い、林縁保護植栽等の既存林への影響
を考慮した方法を採用しています。③小動物保護として、ボックスカルバート（小動物が行き来できるトンネ
ル）、スロープ式集水ます（側溝に落ちた小動物が這い出せるように、ますにスロープを設けたもの）等を設
置しています。④工事で発生した伐採樹木により丸太積みを設置し、昆虫類が生息できる空間（エコスタック）
を設置します。

第４回　自助・共助・公助

　災害がおきた時の必要な支援には「自助」「共助」「公助」の三つがあります。
　大規模な災害時には、交通網の寸断、通信手段の混乱、同時多発火災が一度に発生し、消防や警察が同時に現場
対応をすることは不可能になります。
　その中で、自らの身の安全を守り、地域住民が協力して自分たちの身を守る「自助」「共助」が防災の要となり
ます。
　「自助」とは、自らの命は自分で守るということです。これは災害から身を守るうえで一番重要な事であり、普
段より災害に関する正しい知識を身に付け、災害に備えておくことが必要です。
　「共助」とは、自分たちが住んでいる地域は自分達で守るということです。
　災害時に頼りになるのは、家族や近所の方々です。普段から近所の方々との付き合いを大事にしておくことで、
いざという時にお互いに助け合うことができます。
　「公助」とは、自治体の機関のことで、消防団や警察などの活動をいいます。
　町内にある関係機関が連携し、災害発生の際には一刻も早い応急対応が出来るよう備えが重要です。災害はいつ
発生するか分かりません。自助・共助について家族や近所の方と話し合うことで、災害に強いまちづくりを目指し
ましょう。

■問い合わせ■　総務課庶務係　内線　２１１

▶▶▶シリーズワンポイント④　～防災～

■問い合わせ■　税務課課税係　内線 221税のお知らせ税のお知らせ
納め忘れはありませんか？
　平成24年度の町税については、右記の税目が納期を経過しています。納期
限後、一定期間が経過しても納付が無い場合には督促状を発送しています。
税は自主納付が原則であり、これまでにもいろいろな方法で自主納付を促し
てまいりましたが、残念なことに納付率が低い状況です。納め忘れがないか
もう一度ご確認ください。　
　また、催告書が送付された後も納付されない場合は、やむを得ず、差し押
えなど（不動産・預貯金・給料）の強制処分となることもありますので、事情により、すぐに納付ができないとき
は、税務課へご相談ください。

納期の過ぎている町税（平成 24 年度）

税目 ( 税金の種類 ) 納　　期
町 都 民 税 1 期～ 2 期
固 定 資 産 税 1 期～ 2 期
軽 自 動 車 税 全期
国 民 健 康 保 険 税 1 期～ 2 期
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国民年金 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/

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」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　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。

国保だより ■問い合わせ■　住民課国保年金係　内線 235

◎次のようなときは、保険証が使えませんのでご注意ください。
　◎病気やケガと認められない場合
　◎仕事上のケガや病気で労災保険の対象となる場合
　◎けんか、泥酔などによる病気やケガをした場合
　◎酒酔い運転、無免許運転などでケガをしたとき。
　◎その他
　交通事故などの第三者による行為でケガをしたときの医療費は、加害者の負担となります。ただし、国保の窓口
に届け出ることにより医療費を一時立て替えることができますので、住民課国保年金係に届け出てください。なお
自損事故で治療を受ける方も届け出が必要となります。

【届け出の手順】
　①警察に届け出る　「事故証明書」をもらってください。
　②国保の窓口に届け出る
　　「事故証明書」「印鑑」「保険証」を持って国保の窓口へ。
　　「第三者行為による被害届」を記入し、提出してください。
　　※示談の前には必ず国保へ連絡してください。
　　　示談を結んでしまうと、国保が使えない場合があります。
◆「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。

▶▶各種問い合わせ▶▶各種問い合わせ
●「国民年金保険料専用ダイヤル」：電話0570－011－050
　（一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内通話料金で利用できます。ただし、一般の固
定電話以外（携帯電話等）からおかけになる場合は、所定の通話料金がかかります。）
※050または070から始まる電話でおかけになる場合は、03－6731－2015（ただし、通常の通話料金がか
かります。）
●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。

◆町立八丈病院からのお知らせ◆
　６月１５日より、内科と小児科において一部、院外処方せんをお出ししています。
　今回の院外処方せんの発行は、町立八丈病院が院外処方に移行することとは関わりなく行うもので、ご協力いた
だける方にはアンケートにご記入いただき、今後の参考にさせていただきたいと考えております。病院で扱ってな
い薬や後発医薬品（ジェネリック）などを中心に１日、３０件を限度に行います。ご理解とご協力をお願いしま
す。

■問い合わせ■　町立八丈病院事務局　電話２－１１８８

【年金受給権者が亡くなったとき（未支給請求）】
　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け出が必要です。
　年金は後払いのため、例えば１０月に振り込まれる年金は８月分と９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、届け出をすることによって、ご遺族の方
（配偶者・子・父母・孫・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。
死亡にかかる年金給付について
●遺族基礎年金
　遺族基礎年金は、次のいずれかの方が亡くなられたときに、その方によって生計を維持されていた「子のある妻」
または「子」に支給されます。
　①国民年金の被保険者
　②国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所がある６０歳以上６５歳未満の方
　③老齢基礎年金の受給権者、または受給資格期間を満たしている方
　ただし、①②の場合は、死亡月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間（若年者納付猶
予期間・学生納付特例期間を含む）を合わせた期間が３分の２以上必要となります。（現在は、特例として死亡月の
前々月までの直近の１年間に保険料の未納がなければよいことになっています。）
※「子」とは、18歳に到達する年度末までの子、もしくは20歳未満で１級・２級の障害の状態にある子をいいます。
●寡婦年金
　国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間（免除期間含む）が25年以上ある夫が亡くなられた場合に、
10年以上婚姻関係が継続していて、夫によって生計を維持されていた妻に60歳から65歳までの間支給されます。
　年金額は夫の第1号被保険者期間に基づいて計算された老齢基礎年金額の4分の3です。
　ただし、死亡した夫が障害基礎年金の受給者だったことがある場合や、老齢基礎年金を受けている場合、寡婦年金
は支給されません。　
●死亡一時金
　国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある被保険者が、老齢・障害基礎年金のいずれも
受けないまま死亡したとき、死亡者と生計を同一にしていた遺族に支給されます。
　ただし、その方の死亡により遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合には支給されません。請求できる遺族の範
囲・順位は、死亡者の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
　死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて決まっています。（12万円から32万円）
　なお、付加保険料を納めた期間が36月以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。
 ※寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合、どちらか一方を選択することになります。
　後納制度（国民年金保険料の納期限の延長）のご案内
　平成24年10月1日から平成27年9月30日まで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について、対象となる期間がある方には順次案内を送付しています。詳しくは
「国民年金保険料専用ダイヤル」へ問い合わせてください。
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国立国語研究所・町教育委員会主催：国立国語研究所セミナー（第 6 回八丈方言講座）
「八丈・島ことば調査のつどい」　開催のお知らせ

■平成 24 年 9 月 9 日（日）午後 1：30 ～ 4：00（入場受付 1：00 ～）
■八丈町保健福祉センター１階ホール
■プログラム  １．島ことばカルタによる八丈語の紹介（５地域のことばの違い）
  ２．八丈方言調査の報告（調査に携わった研究者の報告）
　　　　　　　 　　　　　①八丈方言の文法（金田章宏　千葉大学教授）
　　　　　　　 　　　　　②八丈方言の発音（トマ・ペラール　フランス国立科学研究所）
　　　　　　　 　　　　　③八丈方言と古代日本語（平子達也　京都大学大学院）
　　　　　　　　 ３．パネルディスカッション

　教育委員会だより　ほか　INFORMATION ●　

　国立国語研究所の八丈方言の調査が、9月 5日～ 10日にわたり行われます。島外から 25人の学者・研究者が来島し、
八丈方言の語彙、文法、発音、会話について調べます。５地域の人、それぞれ10人ほどに直接、面接をして行います。そ
の調査の概要や成果を、報告します。ユネスコの調査で消滅危機言語にリストアップされた八丈方言ですが、より深く知る
ための貴重な機会です。ぜひ、多くの方々の参加をお待ちしています。（尚、この調査は、３年前より始まり、危機言語に
選ばれた宮古語、奄美語に引き続き、今年八丈語が3番目になります。）
　問い合わせは、生涯学習係までお願いします。

　● INFORMATION　水道係からのお知らせ　 広報はちじょう

宅地内の漏水で水が止まらない場合は！
　メーターボックス内にある止水栓をひねって水を止めましょう。丸いハンドルの場合はハンドルを回して
止めて下さい。

漏水のチェック方法
　検針水量が、いつもより多いと感じたら、水の節約のためにも定期的に漏水のチェックをする事をお勧め
します。
※漏水チェックの手順 
①ご家庭の蛇口を全部閉めて下さい。
②水道メーターのパイロット(下図参照）の動きを見ます。
　※パイロットが止まっている場合は漏水ではありません。
　※ パイロットが回っている場合は水道メーターから蛇口までのどこかで漏水しているおそれがあります。

早急に町指定水道工事店に修理を依頼して下さい。

※違う形のメーターボックス、止水栓の場合もあります。

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話 2 － 0797

□今月の学校行事　　
・始業式 ３日（月） 各小・中学校
・運動会　　 １６日（日） 大賀郷中学校
・体育祭 １６日（日） 三原中学校
・八丈管内中学校陸上競技記録会（全中学校）
 ３０日（日） 三原中学校

◎規則正しい生活リズムを
　子どもたちが健やかに成長していくためには、適切な運動やバランスのとれた食事、十分な休養と睡眠が大切で
す。成長期の子どもたちにとっては、この ｢規則正しい生活リズム｣（基本的な生活習慣）が最も重要であり、乱
れてしまうと【学習意欲の低下】や【気力・体力の低下】に繋がります。いよいよ新学期がスタートします。早寝・
早起き・朝ごはん…「規則正しい生活リズム」で学校生活が更に充実するよう、ご家庭でのご協力をお願いします。

  ■八丈町教育相談室 電話　２－０５９１　毎週火・金曜日　午前８時３０分～午後５時
  ■東京都教育相談センター 電話　０３－５８００－８００８
　　　　　　　　　　　　　　　平日　午前９時～午後９時　　土・日・祝日　午前９時～午後５時
  ■東京いのちの電話 電話　０３－３２６４－４３４３　（２４時間）

９
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 20,970 12,770

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

パイロット

※ 不明な点や、町指定水道工事店については企業
課水道係まで問い合わせください。

※ 町指定水道工事店以外の業者、個人では修理す
る資格がありません。必ず町指定水道工事店に
依頼してください。
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　第 63 回　八丈島民大学講座　ほか　INFORMATION ●　　● INFORMATION　図書館からのお知らせ　ほか 広報はちじょう

●秋の夜長に「宮沢賢治」
　９月の異名は長月。その由来は「夜長月（よながつき）」の省略形だという説が
最有力です。
　月末は中秋の名月でもあり、夜空がきれいに見える頃。そんな秋の夜長のお供
に、宮沢賢治作品はいかがですか。
　今年７月、代表作のひとつ『グスコーブドリの伝記』がアニメーション映画で公
開された宮沢賢治は、１９３３年９月２１日、３７歳の若さで没しています。短い
生涯の中で多くの作品を残し、『銀河鉄道の夜』や『よだかの星』など、天体を取り上げたものもあります。
「宮沢賢治の名前は知っている」けれど、あまり読んだことがないあなた。
「以前よく読んだけど、最近読んでいない」あなた。
　今年の秋は、宮沢賢治作品に挑戦してみてはいかがでしょう。
●今月のおはなし会  ８日（土）午前１０時～１１時　こどものほんのへや
 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、２２日（土・秋分の日）、２８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＊
『秘密は日記に隠すもの』永井するみ著　『サラダ好きのライオン』村上春樹著
『たまご大図鑑』山岸 敦監修　『グスコーブドリの伝記』司 修絵

■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

◆ヤギに関する情報提供にご協力をお願いします。◆

　新たにヤギを飼われる方、現在飼われているヤギが出産したり、飼われているヤギが脱走した場合、最後に人か
ら人へとヤギの譲渡・譲受行為をする場合は産業観光課産業係に届け出るようお願いします。またノヤギで農作物
などの被害を受けた方、ノヤギを目撃された方は産業観光課産業係までご連絡ください。

■問い合わせ・連絡先■　産業観光課産業係　内線　２６３

◆富士グラウンド（八丈町富士野球場）をご利用ください◆

■グラウンド改修工事が終了し、利用できるようになりました。
　野球の外野部分となる人工芝部分には、フットサルコート３面
とジュニアサッカーコート１面のラインを整備しました。
　予約および利用方法などについては下記まで問い合わせくださ
い。
※ このグラウンドは、独立行政法人日本スポーツ振興センターに

よるスポーツ振興くじ助成金を活用し整備したものです。

■問い合わせ■　教育委員会　電話２－０７９７

第１日： ９月８日（土）　午後 7時30分～９時
 『古事記』の世界　―成立１３００年によせて－
 講師　飯田　勇　首都大学東京都市教養学部教授（日本の古代文学）
第２日： ９月９日（日）　午後３時～４時30分
　　　　 放射線の基礎と健康への影響　　　　
 講師　福士　政広　首都大学東京健康福祉学部教授（放射線管理および放射線科学教育）
会　場： 七島信用組合　２階ホール　
主　催： 八丈島民大学講座実行委員会／首都大学東京
後　援： 八丈町教育委員会
※受講無料。申し込みは必要ありません、当日会場までお越しください。
■問い合わせ■　八丈島民大学講座実行委員会事務局　電話 090－8036－1826（伊藤宏）

■問い合わせ■　消防本部　電話２－０１１９
１、ガソリンを入れる容器について
　ガソリンを入れる容器は、消防法令により一定の強度のある材質を使用することとされています。特に灯油用ポ
リエチレンかんやペットボトルにガソリンを入れることは非常に危険ですのでやめましょう。
２、ガソリンの購入について
　ガソリンの購入は、消防法令の基準に適合した容器でガソリンスタンドにて購入してください。
セルフスタンドでは、利用者が自らガソリンを容器に入れることはできません。
３、ガソリン携行缶の取扱いについて
　パッキンの劣化、キャップの締め方の不備等、注入口からの漏れによる危険物の漏えい事故の報告がありますの
で、使用時には取扱説明書をよく読み、適正な取り扱いをしてください。

○９月は東京都の自殺対策強化月間です　「自殺防止！東京キャンペーン」○
【特別相談の実施】
●八丈島自殺防止こころの相談ダイヤル【八丈島ゲートキーパーの会】
　９月９日・10日　２日間とも午後４時から午後10時（受付は午後９時まで）℡　2－1050または2－1060
●東京都自殺相談ダイヤル～こころといのちのほっとライン～
　９月３日～７日（５日間とも24時間）℡　0570-087478
●自殺予防いのちの電話 ９月10日　午前8時～（24時間）
  ℡　0120-738-556（毎月10日、フリーダイヤル）
  （９月９日・10日　２日間とも午後４時から午後10時（受付は午後９時まで）
●54時間特別相談 ９月　８日　午前0時～10日　午前6時
　　　　　　　　　　　　　　℡　0120-58-9090（東京自殺防止センター）
●自死遺族のための電話相談 ９月3日～5日　午前10時～午後１０時
  ℡　03-5988-7778（全国自死遺族総合支援センター）
  9月6日～9日　午前10時～午後１０時
  ℡　03-3796-5453（グリーフケア・サポートプラザ）
●多重債務１１０番 ９月3日・4日　午前９時～午後４時
  ℡　03-3235-1155（東京都消費生活総合センター）
●ろうどう110番 9月5日・9月6日　午前9時30分～午後５時
  ℡　0570-00-6110（東京都労働相談情報センター）
【相談会の実施】
●「東京都こころといのちの総合相談会」
  9月24･28日　両日とも午後４時～午後８時（受付は午後７時まで）
  24日　新宿スバルビル会議室（新宿駅西口直結）
  28日　アレアホール（立川駅南口直結／「アレアレア2」６Ｆ）

◆第63回　八丈島民大学講座◆

ガソリン携行缶を安全・安心に使うポイント

「気づいてください！　体と心の限界サイン」（九都県市統一標語）
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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％
６月 4,527 5,039 995 1,104 5,522 6,143 4,174 4,643 ▲ 10.1%
7 月 8,817 8,536 2,054 1,892 10,871 10,428 8,442 8,098 4.20%
計 28,893 25,274 5,579 5,169 34,472 30,443 27,592 24,345 13.30%

※海路には、５月８日（ぱしふぃっくびーなす），７月２０日（にっぽん丸）の大型客船寄港分が含まれています。

第８回ユニバーサルキャンプin八丈島

（平成24年9月15日（土）から17日（月）まで）
　八丈町とNPO法人ユニバーサルイベント協会の共催で「第8回ユニバーサルキャンプin八丈島」を行います。こ
のキャンプは、ダイバーシティ（多様性の享受）の考えに立ち、年齢や性別、障がいの有無に関わらず、誰もがそれ
ぞれできることとできないことがあることに気づき、対等な関係で支え合っていくことの大切さを実感できる3日間
です。

ユニバーサル盆踊り（通称ユニボン）においでください！
　今年も八丈町の皆さんのご協力を得て「ユニバーサル盆踊り」を行います。婦人会や加茂川会による伝統芸能や、
フラダンスチームによるショーなど、見て、歌って、踊れるイベントが盛りだくさん！婦人会、朝市会の方々による
出店もあり、おいしいものもたくさん並びます。また、今年はプロの歌手であり、宮城県出身の水戸真奈美さんによ
る手話歌や、聴覚障がいのあるメンバーによるパフォーマンスなど、参加の皆さんに新たな気付きを得ていただける
出し物を準備しています。皆さんお誘い合わせのうえ、ぜひ遊びに来てください。
●日時：9月16日（日）午後5時30分から8時30分まで
●場所：三根小学校体育館

ダイバーシティ・コミュニケーションに参加しませんか？
　「ユニバーサルキャンプ」の参加者たちが、自分の個性や可能性、コミュニケーションの違いや、さまざまな不便
さ等について語ります。
　「一人ひとりがみんな違う」。参加者たちの話を聴きながら、多様性を受け入れ、新たな発見をしてみませんか？
●日時：9月16日（日）午前8時30分から12時まで
●場所：三根小学校校庭（雨天時：三根小学校体育館）

■問い合わせ■　
　産業観光課観光商工係　内線２６７

主な行事予定
 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）……………………… 15日(土)～17日(月)　
10月 海遊魚まつり（底土漁師小屋）　　10月６日(土)～11月25日(日)の(土・日・祝)

■このたび、炊事場が老朽化しているため改修工事を行うこととなりました。　
　工事期間中、ご利用される皆さんには、大変ご不便をおかけいたしますが、ご協力をお願いします。
　※工事期間：平成２４年１０月～平成２５年３月予定

■問い合わせ■　八丈支庁　土木課工事第二係　電話04996-２-1１１４

■９月　７日（金）　中之郷公民館　■９月１０日（月）　三根公民館　■９月１２日（水）　大賀郷公民館       
■９月１３日（木）　末吉公民館　■９月１４日（金）　樫立公民館
　各日午後６時３０分から受け付け（講習カードをおもちください）午後７時から、交通安全夕べの開始となりま
す。皆さんお誘い合わせのうえお越しください。

　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が次のとおり行われます。
■告示日　9月14日（金）　
■立候補届出の日時・場所　9月14日（金）　午前8時30分～午後5時　町役場大会議室
■投票日・投票時間　9月19日（水）　午前7時～午後5時
■投票区・投票所　三根･･･三根公民館　　大賀郷･･･大賀郷公民館　樫立･･･樫立公民館　　
　　　　　　　　　中之郷･･･中之郷公民館　末吉･･･末吉公民館

投票できる方
　平成24年3月31日確定の八丈町農業委員会選
挙人名簿に登録されている方です。
　農業委員会委員選挙は、八丈町の農業振興を推
進していくうえで大切な選挙です。有権者の方は
積極的に投票しましょう。

期
き じ つ ま え

日前投票ができます
　投票日に仕事や上京、レジャーなどで投票所へ
行けない方は、次の期間に期日前投票をご利用く
ださい。
■期       間　 9月15日（土）～18日（火）
■受付場所・時間　 町役場総務課カウンター
　　　　　　　  午前8時30分～午後8時

投票所入場券
　投票所入場券（はがき）を郵送しますので、投
票に行くときには忘れずに持参してください。
　入場券を紛失した場合でも農業委員会選挙人名
簿に登録されている方は投票できますので、各投
票所の受付に申し出てください。

滞在先でも不在者投票ができます
　八丈町にいなくても滞在先の区市町村選挙管理
委員会で不在者投票ができます。
　まず、投票用紙の請求を当選挙管理委員会にし
てください。投票用紙などを滞在先に郵送しま
す。郵送でのやりとりとなりますので、お早めに
請求をしてください。
○投票用紙の請求
　はがきや便せんなどに、次のことを書いて、八
丈町選挙管理委員会まで郵送にて請求してくださ
い。（FAXや電話での請求はできません。）
①八丈町の住所
②氏名・生年月日
③滞在先住所　
※滞在先の住所は、建物名、部屋番号など
　詳しく書いてください。
④電話番号　※日中に連絡の取れる番号
⑤どこの区市町村で不在者投票をするのか
○不在者投票できる期間
　９月１５日（土）～１８日（火）
　※時間は滞在先の区市町村選挙管理委員会の執
務時間中となりますのでご注意ください。

◆底土野営場の工事のお知らせ◆

交通安全の夕べ

町 長 上 京 日 記　7月
▶２日～７日
◉ANA826便にて上京
◉全国離島協議会
◉離島振興の促進に関する要望活動
◉全国離島交流中学生野球大会　記者会見
◉よしもとｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞｴｰｼﾞｪﾝｼｰ芸人　町長表敬訪問
◉東京都港湾振興協会　講演会
◉東京都港湾整備　振興大会
◉水産庁・国土交通省への要望活動
◉東京電力訪問
◉東京海区漁業調整委員会
◉ANA821便にて帰島

▶10日～11日　23日～26日　
◉ANA822便にて上京
◉㈱アピー訪問
◉全日空㈱訪問
◉ANA821便にて帰島
◉ANA822便にて上京
◉スポーツ祭東京2013実行委員会　ほか
◉道路整備事業促進期成同盟会
◉東京都町村会　役員会
◉東京都町村長　会議
◉東京都訪問　◉東京都議会訪問
◉ANA829便にて帰島

八丈町農業委員会委員選挙

■問い合わせ■　
　八丈町選挙管理委員会　内線216
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認知症コラム シリーズ介護保険④　ほか

認　知　症　コ　ラ　ム
～もっと詳しく認知症の症状！　これって徘徊？～
　よく耳にする「徘徊」。「徘徊」とは“目的もなく動き回る行動”などと言われます。独りきりで外を歩
き回る、家の中を歩き回る、元の場所に帰れない･･･。危ない、困る･･･から閉じ込めたり、叱って聞かせる
のではなく、そのワケを一緒に考えていただけたらと思います。

　認知症による見当識障害で方向感覚が薄れ、元の場所が分からずに帰れない。
　今住んでいる家が自宅と思えず、若い頃に住んでいた家を自宅と思い、そこに向かうように歩き回る。
　この場所に居ていいのか焦燥感に駆られ、じっとしていることができない。
　なぜこの場所に居るのか分からず、出て行こうとする。
　認知症になっても、その人の心が全て失われたわけではありません。健康な人の心がさまざまなかたちを
しているのと同じく、認知症の人もその人なりの心があります。

　もし、寝巻き、下着、季節に合わない服装や履物で歩いている人を見かけたら
➡

　「どちらへお出掛けですか？」など声を掛けてください。行き先、氏名、住所を言えないときには徘
徊が疑われます。

➡
　その人の目線に合わせ、穏やかな口調で話しかけてください。後ろから声を掛け
たり、驚かせるような口調は避け、衣類や持ち物に連絡先があればその連絡先へ、
連絡先がわからなければ警察署に連絡。
※状況に応じ救急車要請　℡119　声を掛けるのをためらわないで！

徘徊高齢者情報ネットワーク事業スタート！
　徘徊により生命や健康を損なう恐れや事故の危険の可能性がある人を対象とし、家族等からの申請に
より、あらかじめその人の特徴、行きつけの場所、職歴等を警察、社会福祉協議会、八丈支庁、保健
所、介護事業所、医療機関、民生委員、消防本部等で構成される協力機関で把握し、徘徊が重大な事故
につながらないよう、普段からの見守りネットワークを形成することを目的としています。また、万が
一その人が行方不明になった場合には、警察の捜索を最優先とし、警察への情報提供などを積極的に行
います。
　徘徊が心配な人を介護している家族などからの申請や相談は下記の問い合わせ先へご連絡ください。
また、本事業の趣旨を理解し、協力してくださる島内事業所からの連絡もお待ちしています。
次号は～早く医療機関に行こう！～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

　認知症について学び、あなた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？町では６月から月２回の定
期開催をしています。広がっています、サポーターの輪！！
　９月は次のとおり開催します。お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。
　①　日　時　平成２４年９月１０日（月）午後７時～午後８時３０分（開場　午後６時３０分）
　　　場　所　八丈町保健福祉センター
　②　日　時　平成２４年９月２２日（土）午前１０時３０分～正午（開場　午前１０時）
　　　場　所　樫立公民館
【申し込み方法】　電話にてお申し込みください。
　参加希望日、参加する方のお名前、年齢、電話番号をお伺いします。会場の都合上、多数のお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、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

　介護保険料は、三年度ごとに介護保険事業計画の見直しを行い、八丈町におけるこれまでのサービスの利用実績や
これからの利用状況の見通しから介護保険の運営に必要な額を見込み、決定します。
　昨年度中に見直しを行い、平成２４～２６年度の第１号被保険者（６５歳以上の方）の介護保険料は下記のとおり
となりました（記載されている金額は年額となります）。７月中に納入通知書を送付させていただきましたので、ご
確認ください。６５歳以上の方の介護保険料は、６月に決定される住民税の課税状況や昨年中の所得などによって決
定されます。

シリーズ介護保険④
「【第１号被保険者】６５歳以上の方の介護保険料」

　よ・け・こ研修では、養和会の介護士・理学療法士から「介護予防」「美」「スポーツ技能向上」に関
する知識や技能について学びます。皆さんの参加をお待ちしています。

テーマ　～できる！教えられる！４週間で効果を出す走る動作のトレーニング～
■内　容　　講義と実技になります。激しい運動ではありませんが、運動の出来る服装でご参加ください。
　集団での運動になりますので、医師から整形疾患の診断を受けている方・病院に通院中の方はご遠慮く
ださい。
■日　時　　９月９日（日）午後７時～８時３０分
■場　所　　大賀郷公民館　　　　■費　用　　無料
■対　象　　小学５年生以上　　　■講　師　　理学療法士　伊勢崎　嘉則
■申し込み・問い合わせ　　℡２－０７７０　理学療法士　伊勢崎嘉則まで（当日参加も可）
■定　員　　３０名 （参加申込の先着２０名様には、小冊子「身体が固い、運動神経が無いというかたへ

　～柔軟性を出し、運動神経を良くする方法～」を無料でプレゼントします）

よ・け・こ研修開催

以下
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お知らせ掲示板 お知らせ掲示板

９月２２日（土）午前９:００～午後４：００
八丈島空港「空の日」イベント開催
　「空の日」イベントは、より多くの皆さんに対して航空へのご理解と関心を高めていただくために全国各地
の空港などで毎年開催されている行事です。
　今年もたくさんの催し物を用意して皆さんのお越しをお待ちしております。
○管制塔・気象施設見学　※先着順です。本人確認のため、身分証明書の提示が必要です。
　受付／管制塔玄関前　　　　　　【８：３０～９：３０、１２：３０～１３：００】
　公　開　時　刻　　　　　　　　【９：００～１０：３０、１３：００～１３：５０】
○子供紙飛行機大会　対象／中学生以下
　受付／愛らんどシャトル格納庫前　【１０：３０～１０：５０】
　競　技　大　会　　　　　　　　　【１０：５０～１１：５０】
　※入賞者の方にはヘリコプター遊覧などの商品を用意しております。
　　ただし、遊覧飛行は機体整備や天候などにより中止になる場合があります。
○航空機・化学消防車の地上展示（駐機場の一部開放）
　海上自衛隊ヘリコプター・警視庁航空機ヘリコプター【１０：００～１５：００】
　空港化学消防車　　　　　　　　　　　　　　　　　【１２：００～１５：００】
○化学消防車の放水デモンストレーション　　　１回目【１１：５０～１２：２０】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２回目【１４：３０～１５：００】
○ちびっこなりきり写真館　受付／ターミナルロビー３階【１４：３０～１６：００】
　　※先着２０名　子供用ANA制服を着て記念撮影ができます。
○空の日物産展ｉｎ北海道・東北・沖縄（ターミナルロビー）【９：００～１７：００】
　その他、空港レストラン「アカコッコ」にて空の日特別メニュー（牛丼）の販売をいたします。

１等：３億３０００万円×１３本　　前後賞各：３０００万円
２等：１０００万円×１３０本　
３等：１００万円×１３００本　
■発売期間　９月２４日（月）～１０月１２日（金）まで
■抽選日　　１０月１９日（金）■（公財）東京都区市町村振興協会　電話０３－５２１０－９９４５

オータムジャンボ宝くじ

くにまるくん
※ 天候その他の事情により、イベントの内容

変更または中止する場合がありますのであ
らかじめご了承願います。

９月２０日は「空の日」、９月２０日～３０
日は「空の句間」です。詳しくは下記ＨＰを
ご覧ください。

■問い合わせ先■　八丈島空港管理事務所　電話２－０１６３　　空の日ネット http://www.soranohi.net/

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。

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、お体の不自由な方専用のバリアフリー住宅です。
( ※ 2) 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。

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

三　根 富士見団地 1 戸 (1-304) 3LDK 
79.5㎡ H9 26,000 ～ 

51,000
鉄筋コンクリート造 

３階建 3 人以上世帯向け

大賀郷 寺山団地 1 戸
(2 － 301)

3LDK 
74.8㎡ H8 23,100 ～ 

45,400
鉄筋コンクリート造 

３階建 3 人以上世帯向け

大賀郷 寺山団地 1 戸
(2 － 303)

3LDK 
74.8㎡ H8 23,100 ～ 

45,400
鉄筋コンクリート造 

３階建 3 人以上世帯向け

大賀郷 寺山団地 1 戸
(3 － 302)

3LDK 
79.5㎡ H8 24,900 ～ 

48,900
鉄筋コンクリート造 

３階建 3 人以上世帯向け

中之郷 藍ヶ里住宅 1 戸 (3 号棟 ) 3LDK 
75.3㎡ H15 23,600 ～ 

46,400 木造 1 戸建 若年層向け ( ※ 2) 
3 人以上世帯向け

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 (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
　9月7日(金)～9月14日(金）  
　午前8時30分～正午、午後1時～5時  
　※8日（土）、9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

　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：9月10日（月）午後1時～4時　　
　　　　　9月11日（火）午前9時～正午　　
　　　　　　　　 　　　　午後1時～4時　　
　　　　　9月12日（水）午前9時～正午 
場　　所：八丈町役場建設課2階
■問い合わせ■　東京法務局不動産登記部門 03‐5213-1329（不動産）
　　　　　　　　　　　　　  法人登記部門 03‐5213-1333（商業・法人）

東京法務局　特設登記所開設

　※登記相談の受け付けは、
　　終了時間の 30 分前までです。
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　東京都内に居住し、次の要件に該当する方に東京都　都営交通無料乗車券を発行しています。
発行対象者

【Ａ券（通用期間３年）の対象者】
　①身体障害者　…　身体障害者手帳の交付を受けている方で障害の程度が１～６級に該当する方。
　②知的障害者　…　療育手帳（愛の手帳）の交付を受けている方。
　③戦傷病者　　…　 戦傷病者手帳の交付を受けている方で特別項症～第６項症および第１款症～第５款症に該当する

方。
　④原爆被爆者　…　 被爆者健康手帳の交付を受けている方で厚生労働大臣の認定を受けた方および健康管理手当の支

給を受けている方。
　※ただし、①～④の対象者のうち東京都シルバーパスをお持ちの方には発行されませんのでご注意ください。
■更新手続きについて
　平成 24 年 9 月 30 日通用期限の無料乗車券をお持ちの方は、更新手続きをお願いします。
　更新に必要なもの
　① 申請書（保健福祉センターにあります）
　② 各種手帳
　③ 平成 24 年 9 月 30 日が通用期限の無料乗車券
　④ 厚生労働大臣の認定証または健康管理手当証書（原爆被爆者の方のみ）
　※通用期間中の無料乗車券をお持ちの方は引き続きご使用可能です。紛失等による再発行も１度に限り行います。
　利用できる交通機関…都電・都バス・都営地下鉄・東京都日暮里・舎人ライナー
　※町営バスは利用できません。
■問い合わせ■　健康課保健係　電話２－５５７０

東京都　都営交通無料乗車券のご案内と更新のお知らせ

　現在、八丈町老人優待乗車券をご利用中の方は10月1日
で更新となります。なお、更新の手続きは9月14日(金)か
らできます。新規にご利用を希望される方は、10月1日
(月)から交付申請を受け付けます。
　65歳から69歳までの方が対象となり、次の利用者負担
をいただきます。
平成 24 年度市区町村民税が非課税の方 1,000 円
平成 24 年度市区町村民税が課税の方 20,510 円
平成 24 年度市区町村民税が課税で、前年の
合計所得金額が 125 万円以下の方（税制改
正の経過措置対象）

1,000 円

交付窓口　■ 各出張所（大賀郷は保健福祉センター）
問い合わせ　■  健康課高齢福祉係　２―５５７０

●更新に必要なもの
① 住所、氏名、生年月日が明記された本人を確認でき

る書類（保険証、免許証など）
②発行に必要な費用
③印鑑
④更新の方のみ
　平成24年9月30日まで有効の老人優待乗車券
⑤費用1,000円の方のみ
　平成24年度市区町村民税が非課税であること、また
は前年（平成23年分）の合計所得金額が125万円以
下であることを確認できる書類（介護保険料納入（決
定）通知書、または市区町村民税非課税証明書など）

八丈町　老人優待乗車券の更新について

大賀郷地域
　●日　時　９月１７日（月・敬老の日）
　　午前１１時～午後１時３０分
　●場　所　大賀郷公民館
※対象者は７０歳以上の方
（昭和１８年４月１日以前に生まれた方）です。

末吉地域
　●日　時　９月１７日（月・敬老の日）
　　午前１０時３０分～午後１時
　●場　所　末吉公民館
　■問い合わせ■
　健康課高齢福祉係　電話　２－５５７０

～～～～～大賀郷・末吉地域　敬老会 開催！！～～～～～
高齢者の方々への感謝と長寿をお祝いする敬老会を大賀郷・末吉地域で開催します。

　動物愛護週間は、ひろく国民の間に、命あるものである動物の愛護と適正な飼育についての関心と理解を深
めるために、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づいて設けられたものです。この機会に、私達が飼っ
ている動物、身近にいる動物たちについて、もう一度考えてみましょう。

　狂犬病予防法により、犬を飼育する際には、市町村への登録と年１回の予防注射が義務付けられています。
①狂犬病予防注射をまだ済ませていない犬を飼っている方
②新たに犬を飼いはじめた方
③島外から連れてきた犬を飼っている方　
　以上の方々は、八丈動物病院にて注射および登録を行ってください。
※ただし、注射は生後９１日以上の犬に限ります。
　また犬が高齢や病気であるなど、注射に不安のある方は、動物病院までご相談ください。
　また、飼っていた犬が死亡した場合、犬を譲り渡した（受けた）場合には問い合わせ先までご連絡ください。

＜狂犬病の発生を防ぐために、愛犬には予防注射を！＞

料金
　○予防注射料金　　　3,550円
　（内訳：注射料………3,000円　注射済票交付手数料…550円）
　○登録手数料　　　　3,000円

■問い合わせ■　健康課保健係　電話２－５５７０

注射・登録
○八丈動物病院
　　住所：大賀郷2539
　　電話：2-1433

　狂犬病とは、狂犬病ウイルスを持つ動物に、かまれたりひっかかれるなどしてできた傷口から、だ液に含まれるウイルスが侵入
して感染する病気です。
　犬と人だけでなく、全てのほ乳類が感染し、発症してしまうとほとんどの場合死に至る大変恐ろしい病気です。現代医学におい
ても発症してからの有効な治療法はありません。
　ＷＨＯ（世界保健機関）は、全世界で毎年35,000～50,000人の方が、狂犬病によって亡くなっていると推計しています。
　毎年１回の予防注射は、飼い犬の感染予防・感染拡大予防に非常に効果的であり、飼い主の義務として求められています。狂犬
病予防へのご理解とご協力をお願いします。

◆猫について
　猫の糞尿や鳴き声などによる相談が増えてきています。
　庭などで猫に餌をあげている方は、少しずつ慣らして不妊手術をしましょう。
　生き物と接する以上、責任が生じてくるということをよく考えましょう。
　八丈町では「捨て猫をなくす会」という動物愛護活動団体があり、会員に対して飼い主のいない猫への不妊
手術費用補助を行っています。不妊手術などに関するご相談は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

■情報提供・相談・問い合わせ■　健康課保健係　電話２－５５７０

９月 20 日から 26 日は動物愛護週間です

犬の登録・狂犬病予防注射のお願い

愛情と責任をもって最期まで飼いましょう

犬の散歩はルールを守って行いましょう

繁殖を望まない場合は不妊・去勢手術を

飼い主が分かるよう名札などをつけましょう

定期予防接種のお知らせ
□ＤＰＴ三種混合集団接種（Ⅰ期）■日時：９月１８日（火）　　　午後３時～３時３０分
□ポリオ集団接種　　　　　　　　■日時：９月２５日（火）　　　午後３時～３時３０分
□予約制予防接種　　　　　　　　■日時：９月１２・２６日（水）午後２時３０分～３時
※できるだけ午後２時３０分に受け付けをお願いします。
・都合により町の集団接種（BCGを除く）を受けられない方は、予約制で接種を受けましょう。
　受付締切は接種希望日の１週間前です。
■場所：町立八丈病院小児科　

■予約受付・問い合わせ■　健康課保健係　電話２－５５７０
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　秋の交通安全運動が9月21日から30日まで行われます。この運動は、交通ルールの順守と正しい交通マナーの実践
を習慣付けるよう呼びかけ、町民一人ひとりに交通安全意識の普及・浸透を図るとともに、町民自身による道路交通環
境の改善に向けた取り組みを推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的としています。

　本年の自動車運転免許出張試験を、10月から12月にかけて実施します。受験を希望される方は下記のとおり申請を
してください。

子供と高齢者の交通事故防止
　子どもは大人の行動を見ています。親も含め、周囲
の大人が交通ルールを守りお手本となりましょう
　子どもや高齢者を見かけたら徐行するなど「思いや
りのある運転」を心掛けましょう。
　高齢運転者は、自己の運転能力に過信することなく
安全運転を心掛けましょう

飲酒運転の根絶
　飲酒運転が重大交通事故に直結する悪質な犯罪であ
ることを自覚し、車での外出先において飲酒してし
まった場合は、タクシー等の利用や、家族や知人に迎
えに来てもらうなど「飲んだら乗らない・乗るなら飲
まない」を徹底しましょう。

二輪車の交通事故防止
　ヘルメットを正しく被り、万が一の事故に備えま
しょう。また無謀運転、危険・迷惑行為をしないよう
マナーを守って、安全運転を心掛けましょう。

全ての座席のシートベルトとチャイルドシートを正し
く着用しましょう

夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
　秋口における日没時間の急激な早まりとともに視認
性が低下します。運転者は夕暮れから早めのライト点
灯、歩行者は反射材用品などを身に付けお互いに交通
事故を防止していきましょう。

秋の交通安全運動　９月２１日（金）～ ３０日（日）
「やさしさが　走るこの街　この道路」

自動車運転免許出張試験のお知らせ

■問い合わせ■　総務課庶務係　内線２１１

取得免許種別　普通Ⅰ種・大型特殊
免許取得の条件　 普通免許・大型特殊免許とも、
　　　　　　　　9月30日付で18歳以上の方

受付日時　9月8日（土）～9日（日）
　　　　　午前9時～午後5時
　　　　※この日時以外は受け付けできません。
受付場所　八丈島警察署
■問い合わせ■　八丈島警察署交通係
　電話　2-0110　(内線4112～3)

必要なもの
①住民票(本籍記載のもの)・・・・・・・・1通
②証明写真・・普通免許は4枚、大特免許は2枚
　(縦3㎝、横2.4㎝　無背景、眼鏡を外したもの)
③現在取得している免許証(仮免許含む)
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)
※当日、住民票をお持ちで無い方は受け付けできません。
その他
①八丈島に住民登録のある方に限ります。
②視力検査を行いますので、必ず受験者本人がお越しください。

　１１０番通報の接続先が変わります。現在、ご自宅の電話や公衆電話から１１０番通報を行うと、八丈島警察署に接
続されますが、１１月７日（水）午前１０時以降は、千代田区所在の警視庁本部庁舎内本部指令センターに接続される
こととなります。つきましては、下記の日程で住民の皆さんに事前説明会を開催しますので、ご出席ください。
■日　時　　１０月２日（火）　午後６時３０分から（おおむね１時間）
　　※ 交通機関の状況によって、日程が変更となることがあります。予備日は１０月１６日（火）の午後６時３０分か

らおおむね 1 時間です。
■会　場　　八丈島警察署講堂
■問い合わせ■　警視庁通信指令本部　電話０３－３５８１－４３２１（内線３６２１１）
　　　　　　　　（平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分）
　　※出席される方は、直接会場にお越しください。事前の連絡などは不要です。

警視庁からのお知らせ

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
 1歳児歯科健康診査  9月11日（火）　午前9時15分～10時受付
  ◦対象　平成23年6月13日～平成23年9月11日生まれの幼児

 3歳児健康診査  9月4日（火）　午後1時15分～1時45分受付
  ◦対象　平成21年7月23日～平成21年9月4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
 9月4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
 9月19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。

こ ど も お や つ 教 室 （要電話予約） 会場：保健福祉センター
 9月25日（火）　午前9時30分～11時
　　 　今回のテーマは「かみごたえのあるおやつ」です。皆さんの参加をお待ちしています。（定員：親子10組程度）
  ◦対象　未就学児とその保護者　◦受付締切　9月19日（水）　◦持物　母子健康手帳、三角巾、エプロン

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！
 ９月 　５日 (水) 製作・運動会準備
 １２日 (水) ミニ運動会
 １９日 (水) 親子で遊ぼう
 ２６日 (水) ペープサート他
そのほかの催し
 ９月 １１日 (火) おりがみ遊び　午前10時30分～11時
 ９月 ２８日 (金) 絵本＆紙芝居　午前10時３０分～11時
※児童・育児相談は随時受付けしています
就学前のお子さんの身体測定　１８日(火)～２１日(金)
■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

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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参加しませんか？募集しています！お知らせ掲示板／参加しませんか？募集しています！

第５回八丈島＆八丈富士エコジャーニーマラソン申し込み
エコジャーニーマラソンの開催が決定し、申し込みが始まっています。

■日　時 ３月１６日（土）　午前６時 スタート
■コース スタート・ゴール　三根小学校付近より  八丈島一周＆八丈富士（６４．３Ｋｍ）
■エントリー料 一般　9,500円（参加記念品・スポーツ障害保険・大会中の飲食費を含む。）
 島内　6,000円
■参加資格 自身で健康管理できる方。
■申し込み 平成25年２月15日（金）までに参加申込書を下記事務局に提出し、エントリー料をお振り込み下さい。
　　 〒134-0083 東京都江戸川区中葛西1-31-4-107　
　　　　 エコ・ジャーニークラブ大会事務局　ＴＥＬ＆ＦＡＸ　03-3688-6814
 ホームページ：http://eco-journey.org/　e-mail       info@eco-journey.org

■問い合わせ■　八丈島観光協会　ＴＥＬ 2-1377  ＦＡＸ 2-2573

　八丈町では、放課後子どもプラン事業の指導員を随時募集しています。
● 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（住民課厚生係・教育課生涯学習係で受け取る

か、八丈町ホームページからもダウンロードできます。）に写真を張り付け、必要事項をすべて記入し、住民課
厚生係または教育課生涯学習係までおもちください。

●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等によります。
● 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、面接を実施した

後に決定します。
●登録の変更や抹消について
　（１） 登録内容（連絡先など）の変更や、転居などで登録を辞退される方は、住民課厚

生係又は教育課生涯学習係までご連絡ください。
　（２） 登録後２年間採用実績のない方は、名簿から抹消されます。（引き続き登録を希

望される方は再度応募してください。）
■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

　予防接種法の改正に伴い、平成２４年９月１日からポリオの予防接種に用いるワクチンや、接種回数、接種間隔が変
わりました。特に今後の接種回数は、お子さんが今までポリオワクチンを受けた回数によってそれぞれ異なります。た
だし、平成２４年９月１日以前に生ポリオワクチンを２回受けているお子さんは、追加で受ける必要はありません。
　接種対象となるお子さんには今までどおり個別に案内を通知します。また、平成２４年９月以前に海外などで不活化
ポリオワクチンを受けているお子さんがいる場合や、今後の接種回数、ご不明な点などありましたら問い合わせ先まで
ご連絡ください。
　１．使用するワクチンと接種方法

今まで ９月以降
生ポリオワクチンを経口接種（口から飲む） 不活化（ふかつか）ポリオワクチンを皮下接種（皮下に注射する）　　　

　２．標準的な接種年齢および間隔と回数
今まで ９月以降

生後３カ月から 18 カ月の間に
41 日以上の間隔をおいて２回接種

生後３カ月から 12 カ月の間に 20 日以上の間隔をおいて３回接種 ( 初回接種 )
初回接種終了後 12 カ月から 18 カ月の間隔をおいて、１回接種 ( ※追加接種 )

計４回接種
　上記の標準的な接種年齢を過ぎてしまっても、生後90カ月（７歳６カ月）に達するまでであれば受けることができ
ます。
※追加接種については、国内臨床試験中のため、９月１日現在では定期予防接種に含まれておりません。追加接種対象
者へは、今後定期予防接種に導入され次第、案内を通知する予定です。
　９月以降は下図のようなスケジュールで受けることになります。
　３．ポリオ定期予防接種の実施日程

　　　接種回数や接種間隔の変更に伴い、予防接種実施日程の追加を行いました。
　　　 当月分の実施日程は他の予防接種とともに毎月広報に掲載するほか、年間の実施日程は町立八丈病院小児科およ

び八丈町保健福祉センターでも掲示しております。また、八丈町のホームページでもご覧いただけます。
■問い合わせ■　健康課保健係　電話２－５５７０

定期予防接種「ポリオ」の使用ワクチン変更について

■対 象 者　健康状態が良好で、調理に興味のある方　　■選考方法　面接など
■内　容　  調理業務　給食調理　　■提出書類　履歴書

■対 象 者　健康状態が良好で、清掃等に興味のある方　■選考方法　面接など
■内　容　・清掃業務　清掃・洗濯ほか　　■提出書類　履歴書

■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/

■申し込み・問い合わせ■　町立八丈病院事務局　電話２－１１８８

町立八丈病院で調理業務に従事していただける方を募集します。

町立八丈病院で清掃業務等に従事していただける方を募集します。

町立八丈病院　臨時看護助手　募集

　大切な命を救うため、あなたにもできることがあります。
●日時：平成２４年９月９日（日）午前９時～１２時
●場所：八丈町保健福祉センター
●講習内容：普通救命講習（心肺蘇生やＡＥＤ、異物除去、止血法など）
●定員：先着３０名
　当日の持物：室内履き（運動靴など）
　その他：当日は動きやすい服装でご来場ください。参加費は無料です。受講者には修了証を発行します。
■申し込み・問い合わせ■　八丈町消防本部　警防係　電話２－０１１９

救命講習会のご案内
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●募集期間　
　平成24年11月1日(木)～12月14日(金)
●補助対象事業　新たに取り組む次の事業
　① 地域資源を活用した特産品に関する事業
　② 地域資源を活用した観光の振興に関する事業
　③ ①、②に関連した事業展開に関する事業
●補助対象事業者
　① 個人事業者、中小事業、組合など、財団法人・社団

法人・特定非営利活動法人、複数の企業などで構成
される中小企業グループ、その他地域活性化に資す
る取り組みを行うと認められる法人など

　②創業を具体的に予定している方
●補助金額
　対象経費の9/10以内で1,000万円を上限とします。
ただし、ファンド助成事業での助成金額を除く。

■補助事業についての問い合わせ　
　公益財団法人　東京都島しょ振興公社　　電話03－5472－6546　　企画財政課企画情報係　内線305
■ファンド助成事業についての問い合わせ
　公益財団法人　東京都中小企業振興公社　
　　　　　　　　制度全般・支援団体に関すること：総合支援課　電話　03－3251－7881
　　　　　　　　助成金に関すること　　　　　　：助成課　　　電話　03－3251－7895

●条件
　補助申請は、東京都中小企業振興公社が実施する東京
都中小企業応援ファンド地域資源活用イノベーション創
出助成事業(以下「ファンド助成事業」）への申請を条
件とし、当該助成事業の審査結果に基づき、交付・不交
付を決定する。
　なお、ファンド助成事業の申請書類の提出日は平成
24年10月22日(月)～10月26日(金)となっており、事
前に提出申込(9月11日～10月15日)が必要です。
●事業期間
　事業開始時期から2年以内
●申込方法
　所定の計画書により募集期間内に企画財政課へお持ち
ください。(土・日・祝日は除く)
※募集案内・交付要綱などは企画財政課で配布します。

平成24年度地域振興に係る補助事業および
公社と共同で行う人材育成事業（第２回）の募集

～平成24年度東京都島しょ地域中小企業等振興補助事業(第2回)の募集～

　東京都島しょ振興公社では、島しょ地域にお住まいのグループなどが企画する、島の振興に必要な人材育成事業
（研修、講習など）の共同実施や、地域振興を図ることを目的に事業を実施する団体に対し、その経費の一部を補助
しています。
■募集期間 平成24年8月1日（水）～　9月18日（火）
■対象事業 （１）地域振興に係る補助事業
　 　・地域振興に係る特産品に関する事業
　 　・地域振興に係る観光振興に関する事業
　 　・地域振興に係る島おこしを担う人材育成に関する事業
 （２）人材育成共同事業
　 　・ グループなどに所属するメンバーやスタッフの技術や知識を向上させ、島を担う人材育成を目

的とした人材育成事業
 　・その他、公社が認める島を担う人材育成事業
■補助対象団体 ・５名以上の島しょ在住者で組織し、代表者・会則・名簿のある団体など
 ・ 島しょ地域内に主たる事業所を有する小規模企業者・組合・財団法人・社団法人・特定非営利活

動法人・その他東京都島しょ地域の活性化に資する取り組みを行うと認められる法人など（中小
企業、創業予定者は対象外）

 ・島しょ地域内の個人事業者
■事業の期間 平成24年8月1日（水）～平成25年7月末日まで
■申込方法 所定の申請書により平成24年9月18日(火)までに企画財政課へお持ちください。
 提出された書類に基づき、島しょ振興公社が審査、決定をします。

詳 細 は 企 画 財 政 課 で 配 布 し ま す 募 集 案 内 ・ 交 付 要 綱 を ご 覧 く だ さ い 。

■問い合わせ■ ・財団法人東京都島しょ振興公社　電話03－5472－6546
 ・企画財政課企画情報係　内線305

平成 24 年ミス八丈島

　大
おおさわ

澤　夢
ゆめ

さん

　　『一年間、よろしくお願いします。』

愛らんどリーグ２０１２フットサル大会

　7月24日(火)、八丈島夏まつり特設ステージで平成24年ミス八丈島
の発表会が行われ、大澤夢さんが紹介されました。
　夢さんは、三根出身で、趣味は読書や料理。島の食材を使ったお菓子
づくりにも挑戦したいそうです。初仕事として、秋に島外で行われる物
産展へ参加する予定です。

↑写真（上）大澤　夢さん

←写真（左）今年の夏祭りの様子

７月２７、２８、２９日の３日間で行われ、今年は１１島１２チームが参加し大島町にて開催されました。
結果は新島ＦＣが初優勝を果たし、神津島ＦＣが準優勝となりました。



9月9月
日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8
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 受付

高齢者健康相談
10：00 ～ 12：00

高齢者健康相談
10：00 ～ 12：00

おはなし会
10：00 ～ 11：00
図書館

9 10 11 12 13 14 15
八丈島ことば
調査のつどい

13：30 ～ 16：00

図書館休館日
コミュニティセンター休館日

１歳児歯科健康診査
9：15 ～ 10：00 受付

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

16 17 18 19 20 21 22
図書館休館日
末吉敬老会

10：30 ～ 13：00
大賀郷敬老会

11：00 ～ 13：30

すくすく相談
9：30 ～ 11：30

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

図書館休館日

23 24 25 26 27 28 29
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

30

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

温 泉 休 業 日

9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いたします。

診　療　日 診療時間
耳鼻咽喉科 9 月 18 日（火）～ 21 日 ( 金 ) 9：00 ～
糖尿病教室 9 月　5 日 ( 水 ) 8：30 ～

休　　業　　日
ふれあいの湯 毎週月曜日　３日　１０日　２４日
みはらしの湯 毎週火曜日　４日　１１日　１８日　２５日
ザ・ＢООＮ 毎週水曜日　５日　１２日　１９日　２６日
やすらぎの湯 毎週木曜日　６日　１３日　２０日　２７日

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 1 1

2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

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

9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15

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

16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22

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

23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害 金属 燃・害 資源 燃・害 金属
30 30 30

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

※毎月第３土曜日は施設点検の為、クリーンセンターのごみ受付業務を休止します。


