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町の人口（1月1日現在）

目 次

 ( 先月 1 日比 )

転入ほか……15人（うち出生1人）

転出ほか……25人（うち死亡11人）
12月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （1月1日現在）※外国人含む

 人　口 8,229人 減 10人 
男 4,077人 増 1人
女 4,152人 減 11人

世帯数 4,657世帯 減 3世帯

世帯数 男 女 人口計
三　根 2,188 1,927 1,922 3,849
大賀郷 1,539 1,328 1,361 2,689
樫　立 313 275 280 555
中之郷 396 363 392 755
末　吉 221 184 197 381

東日本大震災に関する八丈町の取り組み　ほか▶▶02

お知らせ掲示板▶▶18-22

参加しませんか？募集しています！　ほか▶▶22-25

合併処理浄化槽の普及促進に向けて　ほか▶▶03

平成 25 年成人祝賀式  誓いの言葉・意見発表　ほか▶▶04-07

八丈町の給与・定員管理等　ほか▶▶08-12

教育委員会だより▶▶13

国民年金　ほか▶▶14-15

観光おじゃれ 11 万人　ほか▶▶16

認知症コラム　ほか▶▶17

消防出初式

２０１３年 1月４日

場所：末吉小学校校庭
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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＝

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　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％ ▲ 8.1％ ▲ 13.2％

7 月 11.2％ 22.6％ 9.3% 20.7% 4.9%

８月 5.1％ 15.3％ 7.1％ ▲ 0.2％ ▲ 1.4％

９月 9.5％ 7.6％ 8.0％ 6.0％ 0％

10 月 ▲ 1.6％ 0％ ▲ 1.2％ 6.0％ ▲ 3.9％

11 月 10.5％ 20.8％ 23.9％ ▲ 1.0％ 9.8％
■問い合わせ■　総務課庶務係　内線 ２１１

＝東日本大震災に関する八丈町の取り組み＝
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
　１月７日現在、１２世帯３４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：１２月１３日　※小学校は１２月２６日

測　定　場　所 地上 1 ｍ 地上 5 ｃｍ

三根小学校 0.032 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 0.072 μ Sv/ 時間 0.086 μ Sv/ 時間

末吉小学校 0.032 μ Sv/ 時間 0.022 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 0.060 μ Sv/ 時間

若草保育園 0.026 μ Sv/ 時間 0.026 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 0.064 μ Sv/ 時間 0.060 μ Sv/ 時間

クリーンセンター 0.066 μ Sv/ 時間 0.074 μ Sv/ 時間

　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２５年３月２８日まで

１７，２８８，１９０円

（１２月２８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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合併処理浄化槽の普及促進に向けて　ほか

◎し尿、雑排水などの収集・運搬業務のお知らせ
　１． 　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。
　　　　２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。
　　　　　２月の休業日
　 ３日（日曜日）、９日（第２土曜日）、１０日（日曜日）、１１日（建国記念日）、
 １７日（日曜日）、２３日（第４土曜日）、２４日（日曜日）
　２．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
　 　汲み取りしたし尿または、浄化槽の清掃の際に汲み取りした汚泥など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・運搬料および処理料として手数料を頂いています。
　　　　　　　　　　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、一般家庭の汲み取りしたし尿については、
　　　　　　　　　　　　　　　　　１年度につき、３３，０００円　を上限として、手数料を頂きます。

合併処理浄化槽の普及促進に向けて
～美しい海と快適な生活環境を子孫に伝えるために～
合併処理浄化槽の普及促進に向けて
～美しい海と快適な生活環境を子孫に伝えるために～

■問い合わせ■
　企画財政課浄化槽推進係　
　内線３０７

■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
納期限および口座振替日　　　
２月２８日（木）
固定資産税　　　　　　４期（最終納期）　　
国民健康保険税　　　　８期
※納期を過ぎた町税は、速やかに納付してください。

電子申告をご利用ください　　　
□八丈町で利用できる電子申告の手続き
　○給報支払報告書　○固定資産税　 償却資産申告
　○法人市町村民税申告　○その他の申請・届出（法人設立・設置届、異動届、特別徴収に関する手続きなど）
□利用手続きについて　ホームページ http://www.eltax.jp/からご利用ください。

〇芝税務署、東京税理士会による出張申告相談のお知らせ　　　
　平成２４年分所得税確定申告書の提出、納付は２月１８日(月)～３月１５日(金)です。
　下記のとおり、芝税務署、東京税理士会による申告相談を行います。事業収入のある方、土地・建物や株式等の譲渡などがある
方、贈与税の申告は、ぜひこの機会をご利用ください。
●日　時　２月２０日（水）～２２日（金）　午前９時～午後４時（２２日のみ 午後３時まで・正午～午後1時昼休み）
●会　場　八丈町保健福祉センター
※ 会場で、芝税務署の職員、東京税理士会の税理士が皆さんの相談に応じます。申告の内容について不明な点がある方は芝税務

署、東京税理士会の出張申告相談をご利用ください。

平成２４年分の申告書の提出および納付期限
所 得 税 お よ び 贈 与 税  ３月１５日(金)
消費税および地方消費税 ４月　１日(月)
※確定申告に関する情報は、国税庁ホームページ
　　(http://www.nta.go.jp/)　をご覧ください。

税金の納付は口座振替で　　　
　町税などの納付については、口座振替（自動払
込）が便利です。ご希望の際は、町内の金融機関・
町役場・各出張所に備えてある口座振替依頼書に記
入し、お申し込みください。

ご確認ください
　償却資産申告書および給与支払報告書は1月３１
日(木)までに税務課に提出しなければなりません。
まだ提出されていない事業者の方は、至急提出して
ください。
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八丈町の給与・定員管理等

八丈町の給与・定員管理等
１　総括
(1) 人件費の状況（普通会計決算）

区　　分
住民基本台帳人口
（２４．３．３１）

歳出額
（Ａ）

実質収支
人件費
（Ｂ）

人件費率
（Ｂ）／（Ａ）

（参考）
２２年度の人件費率

２3 年度 8,082 人　 9,515,359 千円 175,546 千円 1,151,911 千円 12.1% 13.6%

（注）人件費には、退職手当、共済費、特別職に支給される給料・報酬等を含みます。

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

区　　分
職員数
（Ａ）

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 １人当たり給与費

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計（Ｂ） （B）/（A）

２３年度 166 人 467,536 千円 78,159 千円 164,027 千円 709,722 千円 4,276 千円

（注）　１　職員手当には退職手当を含まない。
　　　２　職員数は、２３年４月１日現在の人数である。

（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
(1) 職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（２４年４月１日現在）
　①一般行政職

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国ベース）

八丈町 37.3 歳 ２５８，８００円 ３００，７５４円 ２８５，９２５円

　②技能労務職

区　　分
公務員 民間 参考

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額

Ａ
平均給与月額
（国ベース）

対応する民間
の類似業種

平均年齢
平均給与月額 

B
Ａ／Ｂ

八丈町 47.6 歳 11 人 234,000 円 257,040 円 247,173 円 ― ― ― ―

(4) 一般行政職給料表の状況（平成２４年４月１日現在）
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

１号給の給料月額 135,600 185,800 222,900 261,900 289,200 320,600

最高号給の給料月額 243,700 309,200 356,400 390,100 402,500 424,600

（注） １  ラスパイレス指数とは、国家公務員の
給与水準を１００とした場合の地方公
務員の給与水準を示す指数である。

 ２  類似団体平均とは、人口規模、産業構
造が類似している団体のラスパイレス
指数を単純平均したものである。

 ３  「地域手当補正後ラスパイレス指数」と
は、地域手当を加味した地域における
国家公務員と地方公務員の給与水準を
比較するために、地域手当の支給率を
用いて補正したラスパイレス指数です。

（注） １ 「平均給料月額」とは、２４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
 ２  「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の

額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。　
   　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれて

いないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

地域手当補正後ラスパイレス指数
（平成 23 年４月１日現在）

90.6
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八丈町の給与・定員管理等

（2) 職員の初任給の状況（２４年４月１日現在）
区　　　　　分 八丈町 東京都 国

一般行政職
大　学　卒 172,200 円 181,200 円

Ⅰ種　183,800
Ⅱ種　172,200　

円

高　校　卒 140,100 円 142,700 円 　　　140,100　円
技能労務職 高　校　卒 137,200 円 137,200 円 　　－　　　円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２４年４月１日現在）
区　　　　分 経験年数１０年～１４年 経験年数１５年～１９年 経験年数２０年～２４年

一般行政職
大　学　卒 223,000 円 285,100 円 346,800 円

高　校　卒 211,900 円 248,600 円 297,900 円

技能労務職 205,500 円 212,200 円 244,400 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（２４年４月１日現在）

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比
６　　級 統括課長 2 人 2.0%
５　　級 課長 9 人 9.1%
４　　級 統括係長 8 人 8.1%
３　　級 係長 15 人 15.2%
２　　級 主任 12 人 12.1%
１　　級 主事 53 人 53.5%

（注） １　八丈町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
 ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

４　職員の手当の状況
（1) 期末手当・勤勉手当
　地方公務員法第４０条に基づき、毎年１月を評定月として全職員に対して勤務成績の評定を実施。
　上記の評定結果により、昇給と同様に毎年６月１日および１２月１日を基準日とする勤勉手当の成績率に反映させています。

八丈町 国
（２３年度支給割合）
　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当
　　2.60 月分　　　　　　　　　　1.35 月分

（２３年度支給割合）
　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当
　　2.60 月分　　　　　　　　　1.35 月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

区　　　　　　　　　　　　分 全職種（企業職含む）

２４年度
対象職員数　　　　　Ａ 241

勤務成績の区分が「上位」又は「最上位」に決定された職員数 29
比　　率　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ 12.0%

２３年度
対象職員数　　Ａ 236

勤務成績の区分が「上位」又は「最上位」に決定された職員数 30
比　　率　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ 12.7%
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八丈町の給与・定員管理等

（2) 退職手当（２４年４月１日現在）
八丈町 国

（支給率）
勤続２０年
勤続２５年
勤続３５年
最高限度額

自己都合
24.25 月分
32.50 月分
49.75 月分
59.20 月分

勧奨・定年
35.00 月分
45.50 月分
59.20 月分
59.20 月分

（支給率）
勤続２０年
勤続２５年
勤続３５年
最高限度額

自己都合
23.50 月分
33.50 月分
47.50 月分
59.28 月分

勧奨・定年
30.55 月分
41.34 月分
59.28 月分
59.28 月分

　その他の加算措置
　　　　　定年前早期退職特例措置（２～２０％加算）
１人当たり平均支給額　自己都合　3,364 千円　　　　

　その他の加算措置
　　　　　定年前早期退職特例措置（２～２０％加算）

１人当たり平均支給額　勧奨・定年　20,610 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２３年度に退職した職員に支給された平均額である。

(3) 地域手当（２４年４月１日現在）
　八丈町は地域手当制度を導入しておりません。

(4) 特殊勤務手当（２４年４月１日現在）
支給実績（２３年度決算） 2,307 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算） 37,209 円

職員全体に占める手当支給職員の割合（２３年度） 35.2 ％

手当の種類（手当数） ６種類

代表的な手当の名称
（額・支給者の多い手当）

主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

徴収手当 徴収事務に従事した職員 徴収又は滞納整理業務 日額 250 円

深夜業務手当 消防職員 消防職員の深夜業務 １当番７００円

(5) 時間外勤務手当
支給実績（２３年度決算） 30,115 千円

職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算） 251 千円

（6) その他の手当（２４年４月１日現在）

手　当　名 内容および支給単価
国の制度 
との同異

国の制度と 
異なる内容

支給実績 
（２３年度決算）

支給職員１人当た
り平均支給年額

（２３年度決算）

扶養手当

扶養親族を有する職員に支給 
配偶者　13,000 円　　　　　　　　扶養親族 6,500 円 
配偶者がいない場合の扶養親族１人目　11,000 円 
１６歳から２２歳の子についての加算　　　　5,000 円

同 17,181 千円 248,986 円

住居手当
世帯主等（公舎居住者を除く）である職員に支給 
貸住宅（支給限度額）　　　　　　　　　　　27,000 円

同 14,220 千円 229,344 円

通勤手当

通勤のために自動車等交通用具使用を常例とする職員に支給 
交通機関利用者（支給限度額）　55,000 円 
交通用具使用者 
通勤距離２km 以上 5km 未満　2,000 円 
通勤距離 5km 以上 10km 未満　4,100 円 
通勤距離 10km 以上 15km 未満　6,500 円 
通勤距離 15km 以上　8,900 円

同 3,910 千円 35,223 円

管理職手当
管理職員に支給 (20 年度から定額化） 
６級統括課長　62,300　　５級課長 59,500　 
課長補佐　55,500　

異
支給対象者
が異なる

9,900 千円 707,122 円

管理職特別
勤務手当

管理職手当の支給を受ける職員が、臨時又は緊急の必要、
その他公務の必要により休日等に勤務した場合に支給　
12,000 円以内

同 180 千円 8,000 円
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八丈町の給与・定員管理等

５　特別職の報酬等の状況（２４年４月１日現在）

区　　　分 給料月額等

給料
報酬

（参考）類似団体における最高／最低額
町　長 776,000 円 850,000 円／ 355,000 円
副町長 659,000 円 675,000 円／ 304,500 円
議　長 300,000 円 370,000 円／ 205,000 円
副議長 220,000 円 320,000 円／ 164,900 円
議　員 200,000 円 300,000 円／ 145,500 円

期末手当

町　長 　　（２３年度支給割合）
　　　　　　　　　　　　　　　2.95 月分副町長

議　長 　　（２３年度支給割合）
　　　　　　　　　　　　　　　2.95 月分副議長

議　員

退職手当
（算定方式）　                                 （１期の手当額）　（支給時期）
776,000 円×在職年数× 4.0　　　12,416,000　　  任期毎
659,000 円×在職年数× 3.0　　　　7,908,000　　 任期毎

町　長
副町長

( 注）  退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合にお

ける退職手当の見込額である。

６　職員数の状況
（1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

区　分
部　門

職員数 対前年 
増減数 主な増減理由平成２３年 平成２４年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 3 3 -
総務 31 33 2 事務統廃合縮小（▲ 2）欠員不補充（▲ 1）その他（5）
税務 8 10 2 業務増（2）
労働 0 0 -
民生 48 47 -1 事務統廃合縮小（▲ 1）
衛生 15 13 -2 その他（▲ 3）業務増（1）
農水 9 10 1 業務増（1）
商工 4 4 -
土木 11 10 -1 事務統廃合縮小（▲ 1）
計 129 130 1 

教育部門 14 16 2 業務増（2）
消防部門 23 23 -
小　計 166 169 3 

公
営
企
業

会
計
等
部
門

病院 45 47 2 欠員補充（1）　業務増（1）
水道 9 7 -2 事務統廃合縮小（▲ 1）その他（▲ 1）
交通 11 11 -

その他 6 8 2 その他（▲ 1）業務増（3）
小　計 71 73 2 

合　　計 237 242 5 
[ 275 ］ [ 275 ］

（注）　１　職員数は一般職（教育長含）に属する職員数である。
　　　２　[ ] 内は、条例定数の合計である。

（2) 年齢別職員構成の状況（２４年４月１日現在・教育長を除く）

区　分
20 歳 20 歳 24 歳 28 歳 32 歳 36 歳

～ ～ ～ ～ ～
未満 23 歳 27 歳 31 歳 35 歳 39 歳

職員数 0 5 28 28 31 31 

区　分
40 歳 44 歳 48 歳 52 歳 56 歳 60 歳

～ ～ ～ ～ ～ 計43 歳 47 歳 51 歳 55 歳 59 歳 以上
職員数 35 26 21 18 17 1 241 
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八丈町の給与・定員管理等　ほか

(3) 職員数の推移
（単位　人）

区　　分
部　　門

１9 年 20 年 21 年 22 年 23 年 24 年
過去５年間

の増減

一般行政 職員数 128 127 126 126 129 130 2

教　育 職員数 17 16 13 13 14 16 ▲ 1

消　防 職員数 23 23 23 23 23 23 0

公営企業等 職員数 80 80 79 72 71 73 ▲ 7

計 職員数 248 246 241 234 237 242 ▲ 6

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数

水道だより水道だより
水道メーター交換について
　町が設置し、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。 
　交換作業は町が委託した安井水道工事店が行い,平成25年3月末頃までかかる予定です。　 
　ご理解ご協力をお願いします。 
●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分ほど断水します（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、浄水器やボイラーなどを経由しない蛇口にて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。

給水停止を行いました
　平成24年12月、水道料金の未納者、14件の給水停止を行いました。上水道は町民の皆さんからの水道料金収入
を基本として運営しています。この料金収入が確保されないと施設の維持管理・修繕など安定した水道用水の供給に
支障を来たすこととなります。 
　給水停止執行後は、未納水道料金全額を納入するか、未納水道料金半額納入後、納入相談を行い誓約書を提出しな
いと給水を再開できません。また、給水停止により何らかの損害が生じても、町としては一切責任を負いません。日
頃から水道料金を納期内に納入するようお願いします。

■問い合わせ■　水道係　内線 315・316

▶▶▶シリーズワンポイント⑨　～防災～
第９回　火災
　日本の家屋は、高温多湿な気候風土から、木材を主な素材として造られているため、燃えやすく延焼拡大する恐
れがあります。そして、家の中には沢山の家財があり、燃えやすいものが多いです。
　また、この季節は大気が乾燥しているため、火災が起こりやすい時期でもあります。地震が発生した時、火を消
すチャンスは、揺れを感じた時や揺れが収まった時です。身の安全を守ることが第一ですから、無理をしてはいけ
ません。
　揺れを感じた時に火を使用している場合、すぐに消せる状況なら火を消すようにしましょう。慌てて火を消そう
とすると、けがをする恐れがあるため、かえって危険です。揺れが収まってから消しても間に合いますので、災害
発生時には落ち着いて行動することを心掛けましょう。

■問い合わせ■　総務課庶務係　内線２１１
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教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話 2 － 0797

平成２５年4月に小・中学校へ入学する幼児・児童の保護者へ入学通知書を送付しました。
　○小学校入学対象者　平成１８年4月２日～平成１９年４月１日に生まれた方
　○中学校入学対象者　平成１２年４月２日～平成１３年４月１日に生まれた方
次の事項に該当する場合は、教育課庶務係へご連絡ください。
　１．入学通知書が届いていない　　　　　　　　２．入学通知書の氏名などに誤りがある
　３．入学校を個々の事情により変更したい　　　４．就学にあたって心配なことがある

　平成２４年度、八丈町教育委員会は、新たな制度として研究指定校制度を発足させました。
　八丈方言学習をテーマに指定を受け、各学年・専科などで様々な取り組みを行ってきた三原小学校では、その集
大成として下記のように学習発表会を行います。この発表会には、小・中学校ほとんどの教職員が参加を予定して
いますが、より多くの方々に八丈方言の大切さや、その普及活動が広がるように、町民の皆さんにも参加をお願い
したいと考えています。
日時：平成２５年　２月２７日（水）
場所：三原小学校 各教室および体育館
内容：１．方言学習の授業（午後１時３０分 ～ ２時１５分）
　　　２．全体会（午後２時３０分 ～4時３０分 ）
　　　　　①三原小学校の取組発表
　　　　　②パネルディスカッション
　有意義な会となるよう、パネルディスカッションのパネラーは、鈴木仁也氏（文化庁国語調査官）、木部暢子氏
（国立国語研究所副所長）、狩俣繁久氏（琉球大学教授）など、方言の調査・普及の活動に尽力している方々のほ
か、三原小学校の先生や地域の方々にもお願いをする予定です。皆さん、お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

■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）

 入学通知書は届いていますか？

２.２７　三原小学校（町教育研究指定校）
方言学習発表会・パネルディスカッション

□今月の学校行事　　
・開校記念日　　　　　　　　　１日（金）　　　　　　　　　　　　　大賀郷中学校
・学芸会　　　　　　　　　　　３日（日）　　　　　　　　　　　　　　　各小学校
・雪山体験教室　　　　　　　２０日（水）～２３日（土）　　　　　※小学校５年生
・末吉小学校閉校式典　　　　１６日（土）　　　　　　　　　　　　　　末吉小学校

□ 入学説明会のお知らせ　　
小学校 ・三根小学校 １２日（火） 午後２時４０分～
 ・大賀郷小学校 １２日（火） 午後２時４５分～
 ・三原小学校 １２日（火） 午後２時３５分～
中学校 ・富士中学校 １５日（金） 授業参観　　　　　午後１時２０分～２時２０分
   保護者説明会　　　午後２時２０分～３時１０分
   新入生部活動体験　午後２時３０分～５時
 ・大賀郷中学校 ４日（月） 授業参観　　　　　午後１時３０分～２時１０分
   保護者説明会　　　午後２時１０分～２時４０分
   新入生部活動体験　午後２時４０分～４時
 ・三原中学校 ５日（火） 授業参観　　　　　午後１時２０分～２時１０分
   保護者説明会　　　午後２時１５分～３時
  ６日（水） 新入生説明会　　　午後１時３０分～３時

教育委員会だより
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国民年金 ■住民課国保年金係　内線　236
■港年金事務所　　　電話　03 － 5401 － 3211
■日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/

「気になる年金記録、再確認キャンペーン」を開始します。
　日本年金機構では、年金記録問題の解決に向けて、これまで「ねんきん特別便」などをお送りし、確認をお願
いしてまいりました。しかし、いまだ持ち主が分からない記録が多数残っています。
　ご自身の年金記録に「もれ」や「誤り」があるのではと心配のある方は、再度確認いただき、お近くの年金事
務所などにご相談ください。年金記録問題の解決について、いま一度、皆さんのご理解とご協力をお願いしま
す。
年金にかかる税金について
　老齢年金は、所得税法上の雑所得として所得税がかかることになっています。
　65歳未満の方でその年の支払額が108万円以上の方や、65歳以上の方で158万円以上の方の場合は、原則と
して所得税がかかります。（この年金額より少ない方は源泉徴収されません。）年金に課税される所得税は、各
支払月に支払われる額から源泉徴収されます。
　老齢年金を受給されている方には、１月下旬に前年分の「源泉徴収票」をお送りしています。確定申告などの
際に税務署に提出してください。
　また、亡くなられた方の源泉徴収票につきましては、年金受給権者死亡届を提出されたご遺族の方に対し、お
よそ２カ月程度で源泉徴収票（準確定申告用）をお送りしています。
　源泉徴収票に関する問い合わせおよび再交付については、ねんきんダイヤルまで。　
復興特別所得税の課税が始まります。
　平成２３年１２月に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に
関する特別措置法（復興財源確保法）」により、平成２５年２月に支払われる老齢年金から、復興特別所得税が
源泉徴収されます。復興特別所得税は、所得税の源泉徴収と併せて行われ、その税額は所得税額の2.1％相当の額
となります。
　そのため、平成２５年２月にお支払いする年金から、受取額が変更となりますので、２月上旬に送付される
「年金振込通知書」をご確認ください。

▶▶各種問い合わせ▶▶各種問い合わせ
●【控除証明専用ダイヤル】（平成25年3月１５日まで）
　0570―070―117（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―6700―1130（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。

▶▶「ねんきん定期便」をお届けしています

▶▶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」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。

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

国民年金
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国民年金保険料の「納付可能期間延長のお知らせ」に関する問合せ
「国民年金保険料専用ダイヤル」
●電話番号
・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。）
●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2土曜日　午前9時30分～午後4時（祝日、は利用できません。）

国民年金　ほか

国保だより ■問い合わせ■　住民課国保年金係　内線 235

◎ジェネリック医薬品（後発医薬品）の差額通知
　町国保では、東京都国民健康保険団体連合会に委託し、「ジェネリック医薬品（後発医薬品）に関する差額通知」
を該当する方に通知しています。ジェネリック医薬品とは、国が新薬（先発医薬品）と同等と認めた安価な薬で、
最初に作られた薬（先発医薬品）の特許終了後に、有効成分、用法、効能・効果が同じ医薬品と厚生労働省の認可
のもと製造・販売された薬です。
　この通知は、服用されている新薬をジェネリック医薬品に切替えた場合の自己負担額の差額をお知らせするもの
ですので参考にしてください。
　なお、ジェネリック薬品は、あくまでも処方を受けた病院、薬局で扱っており、町立八丈病院に限るものではあり
ませんのでご注意ください。詳しいお問い合わせは、ハガキに記載されたコールセンターへお問い合わせください。
　◆「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
　◆国保税は国保制度の重要な財源です。納め忘れのないようご注意ください。
　◆国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
　※その他、国民健康保険証や制度について分からないことや、疑問に思うことなど、いつでもご相談ください。

環境だより ■問い合わせ■　住民課環境係　内線 233・234

ごみは正しく出しましょう。
　集積所のごみがカラスやネコに荒らされることがあります。生ごみはよく水分を切り、新聞紙で包んでごみ
袋に入れ、集積所では確実にネットの下に入れてください。
　集積所への車からの「投げ捨て」は、ごみの散乱につながり、集積所近隣の方々の迷惑になりますので絶対
にやめてください。
　布団・毛布類は、そのままの状態でごみ袋に入れて出した場合は収集できません。細かく切ってごみ袋に入
れて出すか、有明興業 ( 株 ) 八丈島営業所へ持ち込んでください。
テレビを集積所に捨てることは、犯罪です。
　集積所へテレビを捨てることは不法投棄です。不法投棄した者には、１，０００万円以下の罰金または５年
以下の懲役、もしくは両方が科せられます。不法投棄者に対しては、警察と連携をとり厳しい対応を図ります。
不法投棄は八丈島の景観を損ね、観光で訪れた方々の八丈島に対する印象を悪くします。テレビなど家電４品
目（テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機）の適正処理および、不法投棄の防止にご協力お願いします。
リサイクル用原材料仮置き場（八形山）について
　大賀郷地域八形山のリサイクル用原材料仮置き場は、薪や炭用になる伐採木を仮置きし、薪など必要な方が
取りに行くためのところです。草は持ち込まないでください。また、伐採木を置く場合は、次の方が取りやす
いように置きましょう。
　なお、伐採した草や小枝については、ごみ袋に入れて燃やせるごみの日に出すか、クリーンセンターに持ち
込んでください。
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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 4.2%

8 月 14,498 13,553  4,576 4,767 19,074 18,320 16,145 15,507 4.1%

9 月 8,143 7,810 1,945 1,816 10,088 9,626 8,408 8,023 4.8%

10 月 7,467 7,996 884 876 8,351 8,872 5,516 5,860 ▲ 5.9%

11 月 7,298 7,682 1,371 887 8,669 8,569 6,013 5,944 1.2%

12 月 7,452 7,955 512 688 7,964 8,643 4,715 5,117 ▲ 7.9%

計 73,751 70,270 14,867 14,203 88,618 84,473 68,389 64,796 5.5%

※ 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），８月２５日（ぱしふぃっくびーなす）
１１月１０日（にっぽん丸）の大型客船寄港分、空路には８月２２日、２４日名古屋チャーター便が含まれています。

花と緑のフェスタ２０１３開催中　　４月７日（日）まで

八丈島の春のイベントを、「花と緑」というテーマのもと、一つの催しとして島の魅力をＰＲします。

観光 おじゃれ 11 万人　ほか

主な行事予定
   2月 八丈島駅伝大会 八丈高校前スタート ２４日（日）

   3月 第５回八丈島&八丈富士エコ・ジャーニーマラソン 島内一円 １６日（土）
	 八丈島産業祭 八丈町コミュニティセンター	

２３日(土)・２４日(日)
	 花と緑のフェスタ２０1３　フリージアまつり 八形山フリージア畑

２０日(水)～４月７日(日)

森林伐採する場合・森林所有者となった場合は届け出を！

下記地域の森林を伐採する場合、または森林の所有者となった場合、届け出が義務づけられています。
■伐採届（事前）
届出期間　伐採する９０～３０日前
必要書類　届出書、伐採位置を示す図面
■森林所有者届出（事後）
届出期間　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わかる書類、土地の位置
を示す図面
　　＜届け出が必要な地域＞
・右記地図参照

※ 右記地図はあくまで参考であり、届け出の必要性の有無について
は事前に問い合わせください。

■問い合わせ■　産業観光課産業係　内線２６１
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認知症コラム　ほか

認　知　症　コ　ラ　ム
～認知症の予防って？～

① 楽しく運動しよう！
　楽しく運動することは、脳のアルツハイマー病変を弱め、記憶をつかさどる海馬の働きを高めます。ウォーキ
ングなどの有酸素運動がお勧めですが、身体状況など、その人に合った方法で『楽しく』行いましょう。キツ
イ・ツライ運動は継続せず、また身体に無理をさせてしまうことがあります。
② 食事に気を配ろう！
　野菜や果物には抗酸化作用のあるビタミンＣ、ビタミンＥ、βカロチンが含まれ、青魚にはＤＨＡやＥＰＡが
多く含まれています。①の運動に加え、食事に気を配ることで、生活習慣病対策になり、認知症発症リスクを減
らすといわれています。
③ 脳の活性化を図ろう！
　仲間と一緒に昔の遊びや仕事などを語ってみる･･･　音読や計算などの学習をする･･･
　おとといしていたことを思い出しながら、二日遅れの日記をつける･･･
　料理、囲碁など思考力を使う･･･脳の活性化には、様々な方法があります。
　ただし、本人が嫌がることを周りの人が強要するのはストレスや自信喪失につなが
り、逆効果になることがあります。その人が楽しくできる方法を見つけましょう。
④ 社会参加をしよう！
　老人クラブや趣味の集まりなどに積極的に参加してみましょう。
　集団が苦手な人も、他人と会話する機会は持ち続けましょう。他人と会話することは、相手がどんな気持ち
で、表情で、声色で話したかを捉え、状況を読み、自分が次に発する言葉を考える活動です。閉じこもらずに、
楽しい時間を過ごして認知症を予防しましょう。
　次号は～みんなで防ぐ！高齢者や認知症の方への虐待～です。
■問い合わせ■　健康課高齢福祉係　電話　２－５５７０

◆要介護認定の申請がなされると、『訪問調査』が行われます◆
　申請がなされると、認定調査員が申請をされた被保険者（以下、「本人」とします。）のお住まいの自宅や施設に
伺って、調査をします。この調査は要介護認定を受けるために必要な調査で「どれくらいの介護を必要とするのか」
ということを審査する認定審査会の資料となります。
　調査時だけではなく、日頃の状況などを正確に把握するために、本人の普段の様子を知る家族の方などにも調査の
際には立会いをお願いしています。
　なお、病気の急性期や怪我をされた直後などは日常生活で必要な介護の度合いが一時的に変動してしまうことが見
込まれますので、本人の心身の状態が安定した後に調査を行うことになります。
　訪問調査は三つの調査で構成されています。
概況調査
　概況調査では、本人が現在おかれている状況について確認します。居住環境や家族構成、その他の介護を必要とす
る原因（疾病など）について伺います。
基本調査
　基本調査は７４項目あり、動作を確認するために実際にからだを動かしてもらうこともあります。認知面に関する
質疑応答や普段、家族の方などが行っている介護の方法などを調査します。また、本人への調査のほか、調査時の様
子が日頃の状態と変わりないか、本人の質問への回答に間違いがないかなどを立ち会っていただく家族の方などにも
伺います。
特記事項
　特記事項は、調査項目の判断の根拠となる事柄について、その行為が行われている頻度や調査時と日頃の様子の違
いなどを認定審査会委員により詳しく伝えるために記録するものです。
■問い合わせ■　健康課高齢福祉係　電話　２－５５７０

シリーズ介護保険⑧
　『要介護認定のための『訪問調査』』
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◆町立病院臨時診療日　その他、専門外来診療◆
・耳鼻咽喉科　2月12日（火）～15日（金）　・糖尿病教室　2月　6日（水）
　その他、専門外来診療は下記のとおりですが、予約制となっています。
　科によっては予約の取り方が異なりますので、詳しくは病院に問い合わせください。
○その他の専門外来診療
・精神神経科　・整形外科　　・内分泌内科　・皮膚科　・糖尿病内科
・腎臓内科　　・消化器内科　・神経内科  　・眼科　  ・循環器内科　・泌尿器科

■問い合わせ■　町立八丈病院　電話　２－１１８８

認知症サポーター　　　　講座

　認知症について正しく学び、できる範囲で認知症の方や家族を応援してみませんか？参加するに
あたり、特別な知識や経験は問いません。高齢者や認知症のある方が家族のなかにいない方、介護
の経験がない方にも、ぜひ身近なこととして知っていただきたいお話しです。
　どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください！
○日　　時　２月２３日（土）午前１０時～午前１１時３０分（開場　午前９時４５分）
○場　　所　中之郷公民館
○申込方法　電話にてお申し込みください。氏名、年齢、電話番号を伺います。参加は無料です。
■問い合わせ■　健康課高齢福祉係　電話２－５５７０

お知らせ掲示板

２
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 7:30 8:25 73M

823 12:10 13:05 A320

829 15:45 16:40 A320

73M　176 人 A320　166 人

便名 八丈島発 羽田着 機種

822 9:00 9:55 73M

826 14:10 15:05 A320

830 17:10 18:05 A320

普通運賃 往復割引
( 片　道 )

羽田 = 八丈島 19,870 12,770

定期予防接種のお知らせ
●ＤＰＴ三種混合集団接種（Ⅰ期）	 ■日時：２月１２日（火）　午後３時～３時３０分
●DPT-IPV四種混合集団接種（Ⅰ期）		 ■日時：２月１２日（火）　午後３時４０分～４時１０分
●ポリオ集団接種　　　　　　　　　	 ■日時：２月２５日（月）　午後３時～３時３０分
●予約制予防接種　　　　　　　　　	 ■日時：２月１３・２７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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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
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！
２月			６日	(水)　たのしい手品	 	 １３日	(水)　制作：壁面装飾
　		２０日	(水)　	ボールでコロコロ遊び	 ２７日	(水)　製作：おひなさまづくり	
　		１２日	(火)	　おりがみ遊び	　午前10時30分～11時
　		２２日	(金)　絵本＆紙芝居	　午前10時30分～11時
※育児・保健相談は随時受け付けしています

就学前のお子様の身体測定　２月１８日(月)～２２日(金)
■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

　八丈町教育委員会では、年間を通しての施設使用を希望する団体に対し、希望調査票の受け付けを行って
います。
　対象となる施設は樫立屋内外運動場、中之郷屋内外運動場、末吉屋内外運動場、各小中学校屋内外運動場
です。
　原則として１団体が希望および申請できるのは、週に１施設２時間程度となりますが、希望調査後の各団
体からの申請受け付け後に、空いている曜日や時間帯のある場合は、追加申請することができます。
　希望団体多数の曜日や時間帯については、抽選などにより調整します。
　調査票は、八丈町教育委員会および各出張所に置いてあります。
○申請期限：平成２５年２月１３日（水）
○受付場所：八丈町教育委員会および各出張所　その他詳細については問い合わせください。
■問い合わせ先■　八丈町教育委員会　教育課生涯学習係　電話　２－０７９７

　町の産業の振興を図るため、八丈島農業振興青年研究会、八丈町水産研究会、八丈町商工会青年部が相互
の連絡をとり、研究会の活動をより効果的にするため、八丈町産業振興研究会を設け活動しています。今回
この中から八丈島農業振興青年研究会の今年度の研究発表会を開催します。
★産業研究発表会　○日　時　２月１５日(金)　午後６時～　　○場　所　　大賀郷公民館　１階集会室
■問い合わせ■　産業観光課産業係　内線２６２・２６１

　現在建設中の新庁舎は２月中に完成する予定です。その後、電話やコンピュー
タネットワークの構築、旧庁舎からの事務机など備品の移転終了後、業務を開始
します。
○業務開始日　平成２５年５月７日（火）
○町役場の新住所　東京都八丈島八丈町大賀郷２５５１番地２
　※新庁舎への電話は、各課直通になります。各課の電話番号が決まり次第お知らせします。
■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　内線３０１

平成25年度八丈町体育施設および八丈町立学校体育施設の
通年使用希望調査

産業研究発表会開催

新庁舎での業務開始の日が決まりました
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お知らせ掲示板

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。
☆届け出や申請などの際は、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：2月12日（火）午後1時～4時
　　　　　2月13日（水）午前9時～正午
 午後1時～4時　　
　　　　　2月14日（木）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

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  2月19日（火）　受付：午後1時15分～1時45分
 ◦対象　平成24年9月19日～平成24年11月19日生まれの乳児とその産婦
 1歳6カ月児健康診査  2月26日（火）　受付：午後1時15分～１時45分
 ◦対象　平成23年6月12日～平成23年8月26日生まれの幼児

 2歳児歯科健康診査  2月6日（水）　受付：午前9時15分～10時
 ◦対象　平成22年11月15日～平成23年2月6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
 2月26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
 2月12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。

も ぐ も ぐ 離 乳 食  （要電話予約） 会場：保健福祉センター
 2月8日（金）　午前10時～11時30分　◦持ち物：三角巾、エプロン、母子健康手帳、おんぶ紐（必要な方）
  　7～11カ月頃（離乳食中期）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。参加をお待ち

しています。

※ 　登記相談の受け付けは、終了時間の
30分前までです。

P連作品展示会、PTA父母と教職員の集い（講演会）
○作品展示会
日　時　平成25年 2月 9日(土)
　　　　午前10時から午後4時
　　　　平成25年 2月10日（日）
　　　　午前9時から11時30分
場　所　　三根小学校体育館　

○講演会
日　時　平成25年 2月10日（日）
　　　　午前9時30分から11時
場　所　三根小学校1階オープンスペース
演　題　「三さ」の心を大切に
　　　　　～楽しく島の子育てを～
講　師　漆原　智良　氏
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お知らせ掲示板

●新着図書情報
　カウンター前にある【新着本紹介】の棚は、図書館に入るとまっすぐ向かう方もいるほどの人気コー
ナー。毎週土曜日午後、到着した多くの本は、登録後この棚に置かれます。冊数は多い時で40冊を超える
こともあります。
そんな数多い新着本の中から選ばれた数冊のみを紹介する「●新着図書」常にこの「図書館からのお知ら
せ」の一番下にありますが、隠れた人気があるようです。
「広報に掲載された本って、今あります？」「最近出版された本もありますね」そんな声を頂くこともあり
ますが、こんな声もありました。
「新しい本って、広報に載っている本だけかと思っていた」
　いえいえ、まだまだたくさんあります。毎週到着しています。そして、来館しなくても調べる方法があり
ます！
　八丈町公式サイトの左側、「新着図書」ボタンをクリックしてください。到着した本のリストを見ること
ができます。さかのぼって調べることもできますので、興味を持った方は、ぜひご覧ください！
●いよいよ開催、「文庫まつり」　長谷川義史さん、大友 剛さん来島決定！
　3月9日（土）午前10時～正午　大賀郷公民館
　長谷川義史さんと大友剛さん、“はせぼん＆たけぼん”の世界をお楽しみに！
●今月のおはなし会  2月9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。
　おはなし好きな子、おじゃれよい♪
●休館日　　毎週月曜日・28日（木・館内整理日）
●開館時間　午前 9時30分～午後 5時
　　　　　（閉館時の返却は、図書館入口にある返却ポストをご利用ください）
●新着図書　＊最新情報は八丈町公式サイトをご覧ください。ほぼ毎週更新しています＊
『螢草』葉室	麟著　　『ウォーキングから始める５０歳からのフルマラソン』金	哲彦著
『「はてしない物語」事典』ローマン・ホッケ編著　『ねむりひめ』荒井良二絵

■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

　八丈町コミュニティセンターでは下記の施設を備えています。
　 〇ボウリング場　４レーン/１ゲーム　３００円
　 〇テニスコート　２面/面貸し　６００円/１時間（照明料は別途）
　 〇体育館　　　　５００円/１時間・貸切
　 （フットサル・ゲートボール・簡易ネットでのバドミントン、ソフトバレーなどができます）
◆無料貸出◆
・ボウリング用シューズ 
・各種ラケット【テニス（硬式・軟式）・バドミントン用】
　・各種ボール
　【テニス（硬式・軟式） ・バドミントンシャトル
　　フットサル・ソフトバレーボール】
　各施設とも電話にて予約可能です。
（利用日の２カ月前から予約できます）
　開館時間など詳しくはお問い合わせください。
■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2－0797

八丈町コミュニティセンターに遊びにきませんか！！
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お知らせ掲示板　ほか

骨粗しょう症検診
　背中が縮んだ、背中や腰が曲ったように感じる、たばこをよく吸う、お酒をよく飲む、偏食、体を動かす
ことが少ない、閉経した、ダイエットをしたことがある。このような項目に心当たりがある方は、骨量が減っ
ているかもしれません。この機会に骨の状況を確認してみませんか。
■検診対象者　：八丈町に住所のある２０歳以上の方
　　　　　　　　＊ 80 歳以上の方は 80 歳相当としてみなしての測定となります。（参考値）
■検診開催日時：平成２５年２月１７日（日）～２月１９日（火）の３日間
　　　　　　　　午前９時～１１時、午後１時～午後３時まで
■検診開催場所：八丈町保健福祉センター　ホール
■検査方法　　：超音波骨密度測定法（超音波でかかとの骨の骨密度を測定）
　　　　　　　　＊検査当日は素足になりやすい服装でお越しください。
■その他　　　：事前予約、検査費用は必要ありません。
■問い合わせ■　健康課保健係　電話２－５５７０

定期利用保育の受け付け
　むつみ保育園において、平成２５年４月より定期利用保育を開始します。
　定期利用保育は、保護者がパートタイムや短期就労者などで保育が必要な場合にお子さんを保育します。就労以
外の理由では、利用できません。
■利用条件
　○１日２時間以上８時間未満、継続して１カ月以上の利用予定があること
　○利用は毎曜日・時間など、同じ予定で定期的な利用をすること
　○健康で集団保育が可能な児童であること
　○同居家族が保育できない理由があること
■対象児童
　八丈町在住の平成２５年４月１日現在、満１歳以上３歳未満の児童
　（該当する生年月日：平成２２年４月２日～平成２４年４月１日生まれ）
■受付方法
　八丈町定期利用保育利用申込書・家族の状況および健康調査票（厚生係で配付）・課税（非課税）証明書または
所得証明書・就労証明書を下記へ提出。
　一度の申し込みで、最長平成２６年３月分までの申し込みが可能です。
■受付期間
　平成２５年３月１日（金）～平成２５年３月１５日（金）
　定員に空きがある場合は、随時広報はちじょうで募集します。　■募集定員　６名
■利用料

月の利用時間 利用料金 月の利用時間 利用料金
４０時間から６０時間 １２，０００円 １０１時間から１２０時間 ２４，０００円
６１時間から８０時間 １６，０００円 １２１時間から１４０時間 ２８，０００円
８１時間から１００時間 ２０，０００円 １４１時間から１５９時間 ３２，０００円

　※減免制度があります
　詳細は、「定期利用保育のご案内」（厚生係）をご覧ください。
■問い合わせ■　住民課厚生係　内線２３１



INFORMATION●　広報はちじょう

23

参加しませんか？募集しています！　

◎◎◎◎◎バスガイド　臨時職員登録受付◎◎◎◎◎

　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 バスガイド
■必要書類　　履歴書（町指定の様式）
■職務内容　　 観光バスに乗務し、名所・観光スポットなどをガイドする。
■対 象 者　　 健康状態が良好で、バスガイドの仕事に興味のある40歳位までの方。
■資　　格 普通自動車運転免許
　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、企業課運輸係
の窓口にてお渡しします。
■申し込み・問い合わせ■　企業課運輸係　内線321

■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、看護に興味のある方
■選考方法 面接など　　■提出書類　履歴書
※履歴書は八丈町ホームページからダウンロードするか、町立八丈病院事務局で受け取ってください。
※勤務条件など詳細については、お問い合わせください。
八丈町ホームページアドレス　http://www.town.hachijo.tokyo.jp/
■問い合わせ・申し込み■　町立八丈病院事務局　電話　２－１１８８

町立八丈病院　臨時看護助手　募集

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。

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ください。
■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◎◎◎◎◎

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　三根小学校グラウンド  61.5Km＆八丈富士
■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２４年２月１５日（金）までに参加申込書および参加費用を下記事務局までお申

し込みください。
 〒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■　ＴＥＬ04996－2－1377  ＦＡＸ04996－2－2573
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参加しませんか？募集しています！　

モラロジー青年セミナーｉｎ八丈島

　現在、三根小学校・大賀郷小学校において実施している放課後子どもプラン事業について、平成２５年
４月より三原小学校においても実施します。それに伴い、町では各小学校の放課後子どもプラン事業の指
導員を募集します。

対象者
　子どもが好きで、町内に住所を有する方
応募の方法
　応募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。）に写真を張り付けのうえ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に持参してください。
業務内容
　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、住民課厚生係また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

三原小学校放課後子どもプランの実施

　モラロジー（道徳科学）および倫理道徳の研究と、モラロジーを基盤とする社会教育（心の生涯学習）
を推進する研究教育団体である公益財団法人モラロジー研究所が、次のとおりセミナーを開催します。
　よりよい人生を築くための道徳実行の指針についてモラロジー研究所の社会教育講師が講演します。

日　時 平成25年２月２３日（土）午後6時～午後8時10分
スケジュール 開会式　午後6時～午後6時10分　（１講）午後6時10分～午後7時　
 休憩  午後7時～午後7時10分
 （２講）午後7時10分～午後8時　　閉会式　午後8時～午後8時10分
 ２部懇親会（約３0名、会場:船見荘）
 午後8時30分～午後10時30分（参加費5000円）
講　師 伊藤正義さん（公益財団法人モラロジー研究所　社会教育講師）
参加費 無料（２部懇親会の参加者は5000円）　　会　場　大賀郷公民館
定　員 ５０名（申し込み先着順）　　ただし、定員５０名とは別途、本島より参加者あり

■問い合わせ・申し込み■　
　モラロジー青年セミナーin八丈島　実行委員会　千代田区モラロジー事務所
　セミナー事務局担当　宮原敦史
　電　話03－３２５３－８９５６　ＦＡＸ ０３－３２５３－９２６７
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参加しませんか？募集しています！　ほか

郷土料理教室
　事前予約　　■問い合わせ・申し込み■　　健康課保健係　電話　２－５５７０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（定員　約１６名）　＊定員なりしだい閉め切ります。
　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回開催予定しています。第4回目は八丈島の薬草を中心とした料理です。
■日　時　　平成２５年２月２８日（木）　　■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
★必ず包丁をお持ち下さい　　　　　　　　　■申し込み　平成２５年２月２１日（木）　まで

平成２５年成人祝賀式

新春　八丈町消防団　出初式

　1月5日（土）に三根小学校体育館で、平成25年成人祝賀式が行われました。今年の
成人式には男子38人、女子34人が参加しました。成人を迎えた方々のご活躍が期待さ
れます。誓いの言葉、意見発表についてはＰ4～Ｐ7をご覧ください。

　1月4日（金）に末吉小学校校庭にて、八丈町消防団出初式が開催されました。パ
レードや一斉放水によるくす玉割り、毎年恒例の餅まきなどが行われ、多くの方が見物
にこられました。



2月2013
2月2013

日 月 火 水 木 金 土
1 2
高齢者健康教室

10：00 ～ 12：00

3 4 5 6 7 8 9
し尿等汲取休業日
島内各小学校学芸会

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

2 歳児歯科健康診査
9：15 ～ 10：00 受付

もぐもぐ離乳食
10：00 ～ 11：30

図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00
し尿等汲取休業日

10 11 12 13 14 15 16
し尿等汲取休業日 図書館休館日

し尿等汲取休業日
すくすく相談

9：30 ～ 11：30

17 18 19 20 21 22 23
し尿等汲取休業日 図書館休館日

コミュニティセンター休館日
３～４カ月児乳児・
産婦健康診査

13：15 ～ 13：45 受付

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

し尿等汲取休業日

24 25 26 27 28
し尿等汲取休業日 図書館休館日

コミュニティセンター休館日
１歳６カ月児健康診査

13：15 ～ 13：45 受付

方言学習発表会
三原小学校
13：30 ～ 16：30

図書館休館日
郷土料理教室

10：00 ～ 13：00

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

温 泉 休 業 日

2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

※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 2 月 12 日（火）～ 15 日（金） 9：00 ～
糖尿病教室 2 月 6 日（水） 8：30 ～

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 1 2 1 2

燃・害 金属 金属

3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

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

10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16

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

17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23

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

24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28

金属 燃・害 資源 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

※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。

休　　業　　日
ふれあいの湯 4 日　  18 日　  25 日　  　　　　　　　毎週月曜日

みはらしの湯 5 日　  12 日　  19 日　  26 日　　　　毎週火曜日

ザ・ＢООＮ 6 日　  13 日　  20 日　  27 日　　　　毎週水曜日

やすらぎの湯 7 日　  14 日　  21 日　  28 日　　　　毎週木曜日




