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町の人口（2月1日現在）

目 次

 ( 先月 1 日比 )

転入ほか……63人（うち出生6人）

転出ほか……68人（うち死亡13人）
1月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （2月1日現在）※外国人含む

 人　口 8,224人 減 5人 
 男 4,075人  減 2人
 女 4,149人 減 3人
世帯数 4,643世帯 減 14世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,191  1,934  1,930  3,864
大賀郷 1,528  1,323  1,353  2,676
樫　立 311  275  278  553
中之郷 393  360  392  752
末　吉 220  183  196  379

東日本大震災に関する八丈町の取り組み　ほか▶▶02

税のお知らせ　ほか▶▶12
認知症コラム　ほか▶▶13
お知らせ掲示板▶▶14-16
参加しませんか？募集しています！▶▶17-20
はちじょうトピックス▶▶21

シリーズワンポイト⑩　～防災～　ほか▶▶03
新庁舎での業務開始【５月７日（火）スタートします！！】　ほか▶▶04
スポーツ祭東京 2013（第 68 回国民体育大会）の開催　ほか▶▶05
国民年金▶▶06
教育委員会だより　ほか▶▶07
観光おじゃれ 11 万人　ほか▶▶08

第 23 回八丈島産業祭　ほか▶▶09
環境だより　ほか▶▶10
水道だより　ほか▶▶11

八丈島を走った！楽しんだ！

第 32 回 パブリックロードレース

３km・10km・ハーフ

総参加人数５８８名！

島外参加者は３４１名！！
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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％ ▲ 1.1％ 6.0％ ▲ 3.9％

11 月 10.5％ 20.8％ 23.9％ ▲ 1.0％ 9.8％

１２月 11.0％ 7.6％ 9.7％ 44.8％ ▲ 7.0％
■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
　２月６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、子ども家庭支援センター、クリーンセンターでの放射線量
測定日：１月２５日　※小学校は１月３０日

測　定　場　所 地上 1 ｍ 地上 5 ｃｍ

三根小学校 0.026 μ Sv/ 時間 0.030 μ Sv/ 時間

大賀郷小学校 0.018 μ Sv/ 時間 0.020 μ Sv/ 時間

三原小学校 0.076 μ Sv/ 時間 0.090 μ Sv/ 時間

末吉小学校 0.020 μ Sv/ 時間 0.026 μ Sv/ 時間

むつみ保育園 0.026 μ Sv/ 時間 0.026 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 0.030 μ Sv/ 時間 0.030 μ Sv/ 時間

あおぞら保育園 0.028 μ Sv/ 時間 0.030 μ Sv/ 時間

子ども家庭支援センター 0.064 μ Sv/ 時間 0.060 μ Sv/ 時間

クリーンセンター 0.060 μ Sv/ 時間 0.076 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。
　皆さんの温かいご協力ありがとうございました。

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

１７，２８９，２９０円

（２月５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⑩　～防災～　ほか

町 長 上 京 日 記　1月
▶９日～１１日
◉ANA822便にて上京
◉東京海区漁業調整委員会
◉中央区訪問
◉ANA829便にて帰島

▶１６日～２４日
◉ANA826便にて上京
◉離島振興政策推進のための予算要望運動
◉東京都土地改良事業団体連合会との打ち合わせ
◉東京都予算編成に伴う、市町村長合同会議ほか
◉八丈島郷友会総会

◉㈶東京都結核予防会訪問
◉複十字病院訪問
◉東京海区漁業調整委員会公聴会
◉東京都離島振興計画についての説明会
◉港湾関係団体新春賀詞交歓会
◉ANA821便にて帰島

▶３０日～３１日
◉愛らんどシャトルにて三宅島へ
◉東京海区漁業調整委員会公聴会
◉愛らんどシャトルにて帰島

▶▶▶シリーズワンポイント⑩　～防災～
第10回　津波
　私たちの住む日本は四方を海に囲まれています。そのために、いつ発生するかわからない津波の恐ろしさを理解
しておく必要があります。
・津波の速さは海底の深さによって変化する。
　津波は、深いところでは速く浅くなるにしたがって遅くなります。
　水深１０メートルでも時速約３６メートルのスピードが出ていますので、津波発生時には海岸付近に近寄らない
でください。
・津波は何度も繰り返し来襲する。
　津波は反射を繰り返して２波、３波と何度も沿岸に押し寄せます。
　第１波が最大とは限らず、また小さかったとしても安心はできません。
　警報や注意報が解除されるまで油断は禁物です。
・津波は川をさかのぼる。
　東日本大震災の際、津波が５０キロもさかのぼった川が確認されています。八丈島には大きな川はありません
が、河川流域でも津波に対する警戒が必要なことを覚えてください。

■問い合わせ■　総務課庶務係　内線２１１

樫立自治会　対話集会
２月１１日（月）に行われた「樫立自治会」での対話集会の内容は次のとおりです。
質問　１：  　富次朗商店駐車場に設置されている、東京都の三原林道の案内板が太陽光線で焼けて図柄が薄くな

り見づらくなっている。観光客が利用するので見やすく修正してほしい。

回答　１：  　このことに関しては八丈支庁の見解を回答とします。当該案内板は平成17年度より登山道入口付近
に設置されていますが、途中の曲がり角が分かりづらく観光客からの問い合わせも多いと聞いていま
す。硫黄沼や唐滝などを訪れる観光客が道に迷うことのないよう、平成２５年度予算において、都の
観光施設整備補助事業を活用し、町と調整の上、順路案内を含めた新たな表示の充実に努めてまいり
ます。

  　このほかに、南海保育園の跡地利用や、町道の拡張など、町立病院、町営住宅、ごみ処理について
の質疑がありました。

住民係からのお知らせ
　３月、４月は窓口が混雑する時期になりますので時間に余裕を持って窓口にお越しください。手続き内容などで
ご不明な点がありましたら、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■
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新庁舎での業務開始【５月７日（火）スタートします！！】　ほか

新庁舎での業務開始【５月７日（火）スタートします！！】
　建設中の新庁舎と多目的ホール（集会施設）が完成
し、建物が町に引き渡されました。今後は、業務開始に
向けて電話の配線やコンピュータネットワークの構築、
現庁舎から事務机など備品の移転（引っ越し）を行いま
す。

○今後の主な予定
植栽工事 ３月、４月
住民見学会 日にちは、次号の４月号広報でお知らせします。
電話の配線工事

５月　６日（月）までコンピューターネットワークの構築
備品の移転（引っ越し）
業務開始 ５月　７日（火）
完成記念式典 ５月１１日（土）
■新庁舎の住所 〒100-1498東京都八丈島八丈町大賀郷２５５１番地２　
■電話番号 新庁舎の電話は各課への直通となります。
 各課の電話番号は次号４月号広報でお知らせします。
■問い合わせ■ 企画財政課企画情報係　内線３０１

　町では、浄化槽の普及促進を図るため、合併処理浄化槽を設置していない家庭を訪問し、「八丈町浄化槽設置管
理事業」の説明をしております。皆さんのご理解、ご協力お願いします。
　なお、浄化槽の設置を希望される方もしくは、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。
◎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。
　　　■３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。
　　　３月の休業日
　　　　３日（日曜日）、９日（第２）、１０日（日曜日）、１７日（日曜日）、２０日（春分の日）、
　　　２３日（第４土曜日）、２４日（日曜日）、３１日（日曜日）
　２．収集運搬業務の受付時間
　　　午前８時～午後４時　

　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とりまとめ手数料を算出します。（10円/10ℓ）

翌月のはじめに一般廃棄物処理手数料（し尿・浄化槽汚泥）納入通知書を送付します。
　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
～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
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スポーツ祭東京 2013（第 68 回国民体育大会）の開催　ほか

スポーツ祭東京2013（第68回国民体育大会）の開催
※国民体育大会とは？
　広く国民の間にスポーツの普及とスポーツ精神の高揚による国民の健康増進と体力の向上を図り、併せてスポー
ツの振興と地方文化の発展、また国民生活を明るく豊かにしようとすることを目的とし都道府県持ち回りで毎年開
催される国内最大のスポーツ大会です。正式競技３７競技、公開競技３競技、デモンストレーションとしてのス
ポーツ行事５７種目が行われます。「スポーツ祭東京２０１３」は第６８回国民体育大会と第１３回全国障害者ス
ポーツ大会を、スポーツの夢と感動を伝える一つの祭典として表した大会愛称にとなっています。
　八丈町では公開競技の高等学校野球（軟式）とデモンストレーションとしてのスポーツ行事のふれあいフットサ
ルを実施します。

◆高等学校野球（軟式）◆
日程：平成２５年９月２９日（日）～１０月２日（水）
会場：南原スポーツ公園野球場　　参加チーム：１０チーム

◆ふれあいフットサル◆
日程：平成２５年９月８日（日）
会場：南原スポーツ公園（サッカー場）　　参加チーム：１６チーム
※ ふれあいフットサルへの参加申し込みについては６月３日（月）より申

し込み開始となります。参加を希望するチームは東京都が運営するス
ポーツ祭東京２０１３ホームページより申し込み書をダウンロードし記
入の上、スポーツ祭東京２０１３八丈町実行委員会事務局（八丈町教育
委員会）へ提出してください。

☆“ゆりーと”と遊ぼう！☆
　「スポーツ祭東京２０１３」の開催に先立ち、この大会のマスコット
キャラクターである“ゆりーと”が皆さんのところへおじゃまします。記
念写真撮影や皆さんと触れ合って楽しい時間を過ごしたいと思います。無
料で行いますので、イベントなどでご利用されたい方は下記の問い合わせ
先までご連絡ください。

■問い合わせ■　　教育課生涯学習係　電話：２－7071

国保だより ■問い合わせ■　住民課国保年金係　内線 235

　皆さんが病気やけがをして保険医療機関で診察を受けた場合、窓口で支払う料金は医療費の１割～３割で、残り
を国民健康保険で負担しています。医療費はこの先増えていくことが予想されますが、私たちのちょっとした心が
けでその上昇を抑えることもできます。

【医療費を大切にするポイント】
　○生活習慣を見直し、栄養・運動・休養をバランスよくとりましょう。
　○定期的に健診を受けて、健康管理に役立てましょう。
　○重複受診などはひかえましょう
　○緊急以外の休日・時間外受診はなるべく避けましょう。

◆「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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国民年金

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/

～ねんきん定期便の節目年齢が変わります～
　ねんきん定期便は、通常、ハガキでお送りしていますが、３５歳、４５歳および５８歳を節目の年齢と位置づ
けており、節目の年齢の方には封書で送付しています。平成２５年度から、受給開始年齢により近い時期に年金
加入記録や年金見込額をお知らせすることを目的として、節目の年齢のうち５８歳を５９歳に変更することにな
りました。
※ ただし、平成25年度中に５９歳になる方には、すでに５８歳の誕生日月に封書でねんきん定期便を送付してい

るため、平成25年度の誕生日月は、ハガキでの送付になります。
～国民年金保険料の納付案内を行う事業者が変わりました～
　日本年金機構では、国民年金保険料の納付の案内について民間委託を実施しており、平成２５年２月から事業
者が下記のとおり変更となりました。
　日立トリプルウィン株式会社　０１２０-２１１-２３１または、０２２-２１１-７４０１
※ 過去2年以内に保険料納付の確認ができない期間がある場合、上記事業者から電話・文書・戸別訪問などにより

納付や免除など申請手続きの案内をする場合があります。
～退職（失業）による特例免除制度をご利用ください～
　厚生年金に加入していた方が退職（失業）した場合は、町役場で国民年金の加入手続きをし、月額１４９８０ 
円（平成2４ 年度の金額）の保険料を納めることになります。ただし、保険料を納めることが経済的に困難な方
は、申請によって保険料の納付を免除される制度を利用できます。
　特例免除制度は、退職（失業）した年度および翌年度に限り、利用することができます。通常、保険料の免除
を受けるためには、申請者本人・配偶者・世帯主の方が所得基準の範囲内である必要がありますが、特例免除で
は、審査の対象となる申請者本人の所得を除外して審査を行います。
　特例免除を申請される場合は、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの公的機関の証明書の写
しを添付して、住民課国保年金係へ提出してください。

▶▶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） 電話　0570―070―117
　※050または070から始まる電話でおかけになる場合は 電話　03―6700―1130
●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、電話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。
国民年金保険料の「納付可能期間延長のお知らせ」に関する問い合わせ
「国民年金保険料専用ダイヤル」　●電話番号　・0570－011－050
※050または070から始まる電話でおかけになる場合は電話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2土曜日　午前9時30分～午後4時（祝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注意してください。

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
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教育委員会だより　ほか

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話 2 － 0797

■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　０３－３３６０－８００８
 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）

体　罰

　傷ついた高校バスケットボール部主将の自殺を
きっかけに体罰の問題が関心を呼んでいます。オリ
ンピックで好成績をあげた女子柔道チームでも、深
刻な事態が明らかになりました。これまで指導者は
体罰を「愛のムチ」だといい、部員や選手も「強く
なるためには必要な厳しさ」と思い、一部にこれを
許す雰囲気がありましたが、これは勝利第一主義が
生んだ悪い習慣です。
　指導の名目で行われても、体罰は相手に痛みや怖
さ、くやしさ、恥ずかしさといった感情を呼び起こ
す暴力です。暴力は、相手の人格を否定する行為で
あり、単なる感情の爆発に過ぎません。だから、い
くら「奮起を期待して…」といっても、子どもはた
だ恐怖から逃れるために行動を変えるだけで、「動
機づけ」としても決して有効でないことは多くの識
者が指摘しています。

　虐待を受けて育った子どもが、将来虐待する親に
なる傾向が強いこともわかっています。体罰が当た
り前の環境で過ごした人が指導者になると、目の前
の相手を従わせるムチの魅力に心を奪われ、力によ
る支配を行うようになります。
　いじめ対策についても、学校に「怖い人」が必要
だとの意見を聞くようになりました。しかし、考え
てみましょう、「怖い人」の監視の下で、ほんとう
に「のびのびと、楽しい学校生活が送れるか」とい
うことを。
　体罰に傷ついた子どもの心に寄りそい、人間不信
を取り除くとともに、体罰の有効性を信じていた子
どもの思い込みには時間をかけて向き合うことが大
切だと思います。

（教育相談員 伊藤 宏）

第64回　八丈島民大学講座 ～ヨーロッパ統合と統一通貨ユーロ～
第１日：３月１日（金）　午後 7時30分～９時　　　　ヨーロッパ統合の発展
第２日：３月２日（土）　午後 7時30分～９時　　　　ユーロ危機と今後の展望
講　師：田中　素香（たなか　そこう）先生　　中央大学経済学部教授
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
後　援：八丈町教育委員会
※事前申し込みの必要はありません。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）

□今月の学校行事　　
・学校公開 １日 （金） 午前８時３０分～午後３時１０分 富士中学校
・展示会 ２日 （土） 午後１時～午後８時 富士中学校
 ３日 （日） 午前８時～午後１２時 富士中学校
・学校公開 ３日 （日） 午前８時～午後１２時３０分 富士中学校
・学習発表会 ２日 （土） 午後２時～午後８時（展示） 大賀郷中学校
 ３日 （日） 午前８時３０分～午前１０時（発表） 大賀郷中学校
   午前８時３０分～午前１１時（展示） 大賀郷中学校
　   午前９時～午後１２時２０分（発表）　 三原中学校
　　　　　　   午前９時～午後３時（展示）　 三原中学校
・学校公開 ４日 （月）～８日（金）　　
   午前８時３０分～午後３時１０分 三根小学校
   午前８時００分～午後４時００分 大賀郷小学校
・開校記念日 13日 （水）  大賀郷小学校
・卒業式 19日 （火） 　　　各中学校　　　　　　　22日（金） 各小学校
・修了式 25日 （月）  各小・中学校
・春季休業日 26日 （火）～４月５日（金） 各小・中学校
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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%

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%

１月 7,097 7,171 633 510 7,730 7,681 4,839 4,808   0.6%

計 80,848 77,441 15,500 14,713 96,348 92,154 73,228 69,604 5.2%

※ 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）の大型客船寄港分および臨時空路便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。

主な行事予定
   3月 フィッシングチャレンジカップ� ���������������� ２日(土)～10日(日)
� 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・春分の日)～４月7日(日)

第47回八丈島フリージアまつり　大賀郷・八形山フリージア畑
３月20日（水・春分の日）～４月7日（日）午前10時～午後４時30分

　フリージアの開花の時季を迎え、第4７回八丈島フリージアまつりが行われます。八丈富士を望む広大なフリー
ジア畑で、約35万本の黄色、白、ピンク、紫、赤など、色とりどりの愛らしい花に囲まれて、さわやかな春の訪
れを満喫してください。
●八形山会場イベント
　・フリージアの摘み取り（島外の方のみ）
　・特産品の販売 ・八丈太鼓演奏　など
●その他島内イベント
　・島内スタンプラリー
　　 専用台紙に島の観光スポットなどに設置しているスタンプを集めて

応募してください。
　　抽選で素敵なプレゼントが当たります。
　・フリージアのプレゼント
　　 八丈島発の飛行機や定期船のお客さんに抽選でフリージアの花をプレゼントします。
　　（利用者全員が対象となります）
　・えこ・あぐりまーと
　　島食材を用いた料理の提供。期日限定にて「ひょんはーもちつき体験」を実施します。（有料）
　　（もちつき体験の実施日は問い合わせください。）
　・大越アロエ園
　　アシタバの無料摘み取り（島外者のみ）

■問い合わせ■　産業観光課　観光商工係　内線２６７・２６８
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第 23 回八丈島産業祭　ほか

第23回八丈島産業祭
　地場産業の振興・活性化を目的とした八丈島産業祭が下記のとおり開催されます。
　皆さんお誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。
□日　程　3月23日（土）・24日（日）　午前10時～午後3時30分（屋外の展示即売・試食は午後3時まで）
□場　所　・八丈町コミュニティセンター（メイン会場）
　　　　　　※駐車スペースに限りがありますので、なるべく乗りあわせでご来場ください。
　　　　　　23日（土）は臨時診療があるため、病院駐車場は利用できません。
　　　　　・本場黄八丈会館（サブ会場）　　※繊維製品（黄八丈）の展示のみ
　○農林部会
　　・切葉、切花、鉢物、野菜の品評会と即売　・洋ランを使ったフラワーアレンジの製作体験
　　・農協抽選会と農協製品即売　　　　　　　・花壇苗、野菜、観葉植物の即売
　　・麦雑炊、サツマイモの菊池レモン煮の試食など
　○商工部会
　　・八丈島産商工業製品の品評会　　・特産品、郷土品の展示即売
　　・郷土料理（島寿司、くさや、あしたばドーナツなど）の試食、島酒試飲など
　○水産部会
　　・魚（カツオ、トビウオなど）の予約販売　　・島の魚料理の試食など
　○特別行事
　　・牛焼肉、もつ煮、牛乳、やきいも、ヤギ肉料理などの試食（23日のみ）
　　・レイ作り体験（24日のみ、午前11時～午後2時、先着順）　　・もちつき大会（24日のみ）
　　・苗木の無料配布（お一人一本まで）

【産業祭共進会出品のお願い】
　本島における農林･水産・商工全てにわたる産物の出展を募ります。生産者はもとより町民の皆さんや観光客な
どにも展示し、品質向上、生産の高揚と啓蒙をはかり、八丈島産業の発展に寄与することを目的とします。
□出品方法　
　（１）切葉・切花・鉢物
　　　　申し込み受け付けは農協各店で行いますので詳しくは各店に問い合わせください。
　　　　申し込み受付締切　3月19日（火）
　（２）黄八丈製品・陶器・くさや加工・木竹製品・食料品・その他
　　　　出品を希望する方は、3月15日（金）午後5時までに商工会（2-2121）へご連絡ください。
　◎審査　3月22日（金）　◎一般公開　3月23日（土）・24日（日）

■問い合わせ■　　産業観光課　産業係　　内線263

町立病院臨時診療日　その他、専門外来診療
・耳鼻咽喉科　3月11日（月）～13日（水）　・糖尿病教室　3月　7日（木）
　その他、専門外来診療は下記のとおりですが、予約制となっております。
　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

無料法律相談会実施
　法テラス東京では、常勤弁護士を派遣した無料法律相談会を行います。
　法律事務所では弁護士による面談方式で、１人４０分程度、事前予約による先着順ですので、法テラス東京に
電話予約が必要です（予定人数に達し次第締め切りとなります）。
●日　時　　３月１５日（金）　午前９時～午後４時　　　３月１６日（土）　午前９時～正　午
●場　所　　大賀郷公民館　２階　※予約が必要となります。
●主　催　　日本司法支援センター東京地方事務所（法テラス東京）
※法テラス（日本司法支援センター）は国が設立した公的な法人です。
■問い合わせ・申し込み■　　法テラス東京　電話　050 － 3383 － 5307
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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

●アズマヒキガエルについて
　三根地域の一部でアズマヒキガエルが大量発生しています。
　ほかのカエルと比べて動きが俊敏ではありませんが、刺激を与え
ると目の後ろの耳腺という器官から毒を出しますので、素手で触れ
ないよう十分に注意してください。
　２月中旬から５月頃までが繁殖期となり、池や水たまりなどに産
卵します。卵は、ひも状の透明な寒天質で内部に黒い卵が確認でき
ます。庭先に池がある方は、大量に発生する可能性がありますので
ご注意ください。

●空き缶（スチール缶）・工業作業車（プレス車）を売却します
　平成２５年度に、町が収集する空き缶（スチール缶）と工業作業車（プレス車）を入札により売却します。
入札を希望する方は、３月 8 日 ( 金 ) までに、建設課管財係（内線２５７）へ申し込みください。

●一般廃棄物処理手数料（前期・後期）は納めましたか？
　３月２９日 ( 金 ) は、お店や事業所などの事業者に納めていただく、一般廃棄物処理手数料（清掃手数料）
の後期の納期限です。納め忘れのないようお願いします。
　また、新たにお店や事業を始められる方の一般廃棄物処理手数料にかかる申請を、随時受け付けます。

●引っ越しなどで不用品を処分する際は、特に次のことに注意してください
○布団や毛布など大きなもの（一辺の長さが 50㎝以上あるもの）
　クリーンセンターの焼却炉の扉に挟まり事故や故障の要因になりますので、集積所では収集しません。有
明興業 ( 株 ) へ持ち込むか、粗大ごみ収集（有料）を利用ください。
○ガス台、ガスコンロ
　電池やガスボンベを必ず抜いて、クリーンセンターまたは有明興業㈱へ持ち込むか、または粗大ごみ収集

（有料）を依頼してください。
　※市販のごみ袋（９０ℓ以下）に入る小型サイズのものは、金属ごみの収集日に出してください。
○家電製品
　家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機および衣類乾燥機）は、家電リサイクル法により適正な
処理（有料）をしなければなりません。
　家電販売店または有明興業㈱に処理を依頼してください。
　その他、ごみの出し方、処理方法がわからない場合は、環境係まで問い合わせください。

■問い合わせ■　　粗大ごみ収集業者（八丈島衛生総合企画）　２－０８５５
　　　　　　　　　有明興業　２－４１６５　  八丈町環境係　２－１１２１

大島一般廃棄物管理型最終処分場見学会

■日　　時　平成２５年３月２７日（水）　午後２時から（１時間程度）
■場　　所　東京都大島町差木地地内
■募集人数　２０名（現地集合が可能な個人または団体）
■申込方法　３月２２日（金）午後５時までに電話申し込み（先着順）

■問い合わせ・申込先■　　東京都島嶼町村一部事務組合　河野・鈴木　　電話０３－３４３２－４９６１
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水道だより　ほか

平成25年度ちょこっと共済　～みんなで一緒に。ちょこっとサイズのたしかな安心～
交通災害共済「ちょこっと共済」に加入しませんか？

　「ちょこっと共済」は東京都の全市町村の住民が会費を出し合い、交通事故にあった時に見舞金を受け取ること
ができる制度です。
〈選べる２コース制〉
　Aコース：年額１，０００円の会費で最高３００万円の見舞金
　Bコース：年額５００円の会費で最高１５０万円の見舞金
　　詳しくは、広報はちじょう２月号に折り込みの加入申込書付パンフレットをご覧ください。
■問い合わせ■　住民課厚生係　内線２３１

水道だより水道だより ■問い合わせ■　企業課水道係　内線 315・316

●平成２５年度　高齢者世帯水道料金免除
　免除基準
　　下記の項目をすべて満たしている方の、一定量の水道料金が免除されます。
　　詳しくは企業課水道係に問い合わせください。
　１．７０歳以上の高齢者のみの世帯で、世帯構成員が一人もしくは二人であること
　２．平成２４年度における世帯全員の年間収入の合計金額が、次の基準以下であること
　　　・一人世帯　　　　８００，０００円
　　　・二人世帯　　１，２００，０００円
　３．扶養されてないこと（被扶養者でないこと）
　４．申請した水道が本人の生活用水であること（水道使用者の名義が本人であること）
　■免除期間　平成２５年４月～平成２６年３月分
　■免除される水道料金の範囲　生活用水に関わる水道料金のうち、１カ月に２０㎥以下分
　■受付期間　３月１５日（金）～４月５日（金）　（土日祝日を除く）
　※申請書は企業課水道係および各出張所に用意してあります。

●引っ越しの際には水道の異動届けを！
　引っ越しの多い季節です。水道の手続きはお済みですか？
　引っ越しされる際には、事前に水道異動届の手続きが必要になります。
　印鑑をご持参のうえ、企業課水道係または各出張所で手続きしてください。
　手続きをされない場合、水道料金が引っ越し後も発生しますのでご注意ください。

●水道の新規引き込み、撤去などは申請が必要です！！
　１．家を建てるなどで、新規に水道を引き込む工事
　２．解体などで水道を撤去する工事
　３．住居建築等で宅内配管を新設、追加、改造する工事
　　上記の水道工事（給水装置工事）を行う場合は、
　指定給水装置工事事業者（以下、町指定水道工事店）を経由した申請が必要です。
　　申請には書類のやりとりなどで時間がかかりますので、早めに町指定水道工事店に相談ください。
　 　申請においては、材質・構造が法令・条例に沿っているかなどの審査もしており、災害時でも漏水しにくい材質

であるかなども含め、近年は審査強化しています。
　 　そのほか、これらの工事や修理などの水道工事（給水装置工事）は、町指定水道工事店が施工することが法令・

条例で定められています。
　指定されていない個人や業者では、工事施工、申し込み手続きはできません。
　資格のない者の行った工事は、給水が受けられない事もあります。
　また、悪質なものは罰則もあります。
　適切な水道工事（給水装置工事）が行われるよう、ご理解をお願いします。
　町指定水道工事店の連絡先などについては、水道係にお問い合わせください。
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税のお知らせ　ほか

■問い合わせ■　税務課税係　内線 221税のお知らせ税のお知らせ
平成25年度　町都民税申告「受付日程」
　右の日程で、地域ごとに申告の受け付けを
行っています。お越しの際は、収支の資料、
印鑑、生命保険・地震保険の控除証明書、国
民年金・国保税・医療費などの領収書、給与
や公的年金の源泉徴収票、昨年の申告書の控
えなどを必ずお持ちください。

収入のない方も申告を
　町都民税の申告内容は、国民健康保険税などの算定基礎として使われています。申告していないと正しく算
出されないだけでなく、一定の所得金額以下の場合に受けられる減額などの制度も適用されなくなります。平
成24年中に収入がなかった方や所得が少なかった方も、必ず期限内申告をお願いします。

税金の納め忘れはありませんか　～滞納の大半は納め忘れ、納め遅れです～
　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
便利な生活がおくれるように社会を支えています。税金の滞納が増えると、行政運営に悪影響をおよぼすだけ
でなく、納期内納付をしている多くの方との公平性を欠くことになります。実際の滞納は、「納め忘れ」や
「納め遅れ」によるものが全体の半分を占める状況にあります。今一度納付書をご確認いただき、納期限が過
ぎている場合は、早急に納付してください。悪質な滞納者に対しては、滞納処分を実施します。また、分割納
付など納税についての相談も随時受け付けていますので、ご連絡ください。

①八丈町税務課
　　東京都八丈島八丈町大賀郷２３４５番地１
　　℡ 04996-2-1121 内線221
③関東運輸局東京運輸支局
　　東京都品川区東大井１－１２－１７
　　℡ 050‐5540‐2030

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
　　℡ 03-3472-1561

受付時間　　　午前9時から午後4時
○末吉公民館　　　２月２７日(水)
○中之郷公民館　　２月２８日(木)
○樫立公民館　　　３月　１日(金)
○大賀郷公民館　　３月４日(月)・５日(火)
○三根公民館　　　３月７日(木)・８日(金)
○保健福祉センター３月11日(月)～13日（水）
●3月6日(水)、14日(木)、15日(金)は会場の都合により
町役場で収受のみ行います。
記入指導が必要な方は、13日(水)までにご来場くださ
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、下記のとおり車種によっ
て手続きの窓口が違います。また、毎年４月１日現在で軽自動車を所有している方に課税されるため、４月２日以
降に廃車などの手続きをされても、その年度の税金は課税されます。廃車などの予定がある方はご注意ください。

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分 手続窓口

原動機付自転車

排気量 50cc 以下

①　八丈町税務課

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

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

　　東京運輸支局二輪の小型自動車（排気量 251cc 以上）



INFORMATION●　広報はちじょう

13

認知症コラム　ほか

認　知　症　コ　ラ　ム
～みんなで防ぐ！高齢者や認知症の方への虐待～

　自分の人生を自分で決め、周囲からその意思を尊重され、尊厳を持って過ごすことは、介護の必要の有無に関
わらず誰もが望むことです。高齢者の中には、辛くても不満があっても声を出せない人がいます。大きな問題が
発生する前に、下記のような高齢者に気付いたら町健康課または町地域包括支援センター（℡２－０５８０）に
ご連絡、ご相談ください。

○印 ご近所に、こんな高齢者はいませんか？
○が付いた項目が多いほど、支援の必要性が高い状態です。
暴力を受けている、怒鳴られる、年金を取られるなどと訴えている
あざや傷があるのに理由を聞いてもはっきりしない
家族が介護でとても疲れていたり、高齢者の悪口を言っている
介護や病気について相談する人がいないようだ
一人暮らしや高齢夫婦世帯で、最近、姿を見かけなくなった
高齢者を訪ねると家族に嫌がられたり、会わせてもらえない
昼間でも雨戸が閉まっている
家の周囲にごみが放置されたり、異臭がする
郵便受けが新聞や手紙でいっぱいになっている
家から怒鳴り声や泣き声が聞こえたり、大きな物音がする
暑い日や寒い日、雨の日なのに高齢者が長時間外にいる
高齢者が道路に座り込んだり、徘徊していることがある
介護が必要なのに、サービスを利用している様子がない
最近、セールスや営業の車が来ることが多くなった
家族がいるのに、いつもコンビニなどで一人分のお弁当を買っている

東京都老人総合研究所作成

　高齢者虐待は誰の身近にも起こりうる問題です。あなたの発見により、虐待の深刻化を防ぐことができます。
ご連絡をいただいた方のお名前が相手方に伝わることはありません。虐待であるという証拠は必要なく、虐待の
「おそれ」があると思った段階でお知らせください。
　あいさつ、声かけなどの見守りが、高齢者とその家族を孤立させず、虐待の防止につながります！高齢者や認
知症のある方の正しい知識と情報を持ち、あたたかい島をつくりましょう！
　今月号で『認知症コラム』は終了します。

■問い合わせ■　健康課高齢福祉係　電話　２－５５７０

◆認定の有効期間と更新申請◆
　介護保険では一度認定を受けても、その後心身の状態が変化することが考えられるため、有効期間を設けており、
その後も介護などが必要であり、サービスを利用される場合には更新申請が必要となります。認定の有効期間は、新
規認定の場合は3～１２カ月、更新認定の場合は3～２４カ月です。
　町では有効期間満了の６０日前頃に、更新申請のお知らせと更新申請書を送付しますので、必要事項を記入の上、
健康課高齢福祉係まで提出してください。
　有効期間満了前に申請されれば有効期間は継続しますが、要介護度が変わることなども考えられるため、有効期間
満了前に新たな認定を受けることが必要です。申請から認定までにはおよそ１カ月かかるので、有効期間満了の１カ
月前までには更新申請を済ませるようお願いします。更新した場合の有効期間は要支援度・要介護度や心身の状態に
より異なりますが最長で２４カ月となります。

◆区分変更申請◆
　認定の有効期間中に心身の状態が変化したときは、要介護度（要支援度）の区分変更申請をすることができます。
なお、認定の審査で要介護状態区分が変わらないこともあります。

■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⑨
　要介護認定の更新申請と区分変更申請
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お知らせ掲示板

３
月
の
航
路
ダ
イ
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【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 18:15 A320

普通運賃 往復割引
( 片　道 )

羽田 = 八丈島 19,870 12,770

※ ANA 公式 HP を見本に作っています。急な時刻変更などありますので、ご注意ください。

●「文庫まつり開催」～今年の講師はなんと2名！
　■日　時　　3月9日（土）午前10時～正午
　■場　所　　大賀郷公民館
「第25回文庫まつり」を開催します。
　今年の講師は昨年に引き続き、大人気絵本作家・長谷川義史さん。
　ミュージシャンでマジシャンの大友剛さんとご一緒に来島されます。
　当日はご自身の絵本の読み聞かせやその場で絵を描いていく「ライブ紙芝居」のほか、マジックなども行
います。子どもはもちろん！大人の皆さんも、ぜひご参加ください。
　「はせぼん&たけぼん」の笑いと涙のステージを、お楽しみに！
●産業祭でのお願い！今年も開館します！　が…
　3月23日、24日に産業祭がコミュニティセンターで行われます。今年も図書館は開館します。皆さんどう
ぞ産業祭にお運びのついでに、図書館にもお立ち寄りください。
　ですが、利用者の皆さんの協力が必要です。次の2点を厳守するようお願いします。
・図書館内で食べたり飲んだりしない（飲食物は図書館の本の大敵。シミや汚れ、においの原因となり、本
や雑誌などが読めなくなることもあります）
　ご自身だけでなく、周りの方にもどうぞ広くお知らせください。
　皆さんのご理解ご協力をよろしくお願いします。
　＊駐車場に限りがあります。当日は乗り合いでご来館ください＊
●今月のおはなし会 
　今月のおはなし会は、文庫まつりと合同で行いますのでお休みです。
　9日は大賀郷公民館におじゃれよい♪
●休館日　　毎週月曜日・20日（水・春分の日）・29日（金・館内整理日）
●開館時間　午前 9時30分～午後 5時
　　　　　（閉館時の返却は、図書館入口にある返却ポストをご利用ください）
●新着図書　＊最新情報は八丈町公式サイトをご覧ください。ほぼ毎週更新しています＊
『溝鼠　最終章』新堂冬樹著　　『山本美香という生き方』山本美香著
『ハッピー・バースデー・ババ』柏葉幸子作　
『このフクロウったら！このブタったら！』アーノルド・ローベル作

■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
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定期予防接種のお知らせ
●ＤＰＴ三種混合集団接種（Ⅰ期）� ■日時：３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：３月１２日（火）　午後３時４０分～４時１０分
●ポリオ集団接種　　　　　　　　　� ■日時：３月２５日（月）　午後３時～３時３０分
●麻しん風しん混合集団接種（Ⅰ期）� ■日時：３月２６日（火）　午後３時～３時３０分
●予約制予防接種　　　　　　　　　� ■日時：３月１３・２７日（水）　午後２時３０分～３時００分
※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

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！
３月　	６日	(水)　リズム体操　　　　　１３日	(水)　ストラップを作る
　　２７日	(水)　壁面装飾	
３月１２日	(火)　おりがみで春の花づくり　午前10時30分～11時
３月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)　※２０日は除く
■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

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歳児健康診査  3月5日（火）　受付：午後1時15分～１時45分
 ◦対象　平成22年1月6日～平成22年3月5日生まれの幼児
 1歳児歯科健康診査  3月19日（火）　受付：午前9時15分～10時
 ◦対象　平成23年12月26日～平成24年3月19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
 3月5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
 3月18日（月）　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。



　● INFORMATION　 広報はちじょう

16

お知らせ掲示板

　都立八丈高校では、地域の皆様に文化・体育施設の開放を行っています。学校の教育活動に支障のない範
囲での開放となりますが、どうぞご利用ください。
　初めて八高の施設を使用したいとお考えの団体は、団体登録の手続きをお願いします。団体登録証が交付
されると施設利用の申し込みができます。
　※個人で利用できる施設は、図書室のみです。

開放施設 開放日時（原則） 利用料金（光熱水費） 利用資格

視聴覚ホール
土、日、祝日
８時 30 分～
21 時 30 分

1,300 円／１回
※３時間以内を１回とする。

（以下同様） 登録団体（個人不可）※学習・文化・スポーツ活
動を目的とした 5 人以上の団体などの条件ありグラウンド、テニスコート、

体育館、武道場

土、日、祝日
17 時 30 分～
21 時 30 分

グラウンド　 2,500 円
テニスコート 1,000 円
体育館・武道場 700 円

図書室
毎週日曜日
13 時 30 分～
15 時 30 分

無料（貸出しは新書本、文庫
本のみ。一人 4 冊、2 週間
まで）

個人登録をした方

■問い合わせ■　　都立八丈高校　電話 2 － 1181

八丈高校　施設開放のご案内

【特別相談の実施】
　●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～
　   ３月11日～15日（５日間とも24時間）
　通常は午後２時～翌朝の6時（受け付けは5時30分まで）
   0570－087478　※年中無休
　●自殺予防いのちの電話  ３月10日8時～翌朝8時（24時間）
   0120－738－556（毎月10日、フリーダイヤル）
　●54時間特別相談  ３月９日0時～1１日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 ３月９日～１２日10時～22時
   03－3796－5453（グリーフケア・サポートプラザ）
   ３月１３日～15日10時～22時
   03－5988－7778（全国自死遺族総合支援センター）
　●多重債務110番  ３月４日・５日９時～1７時
   03－3235－2400（東京都消費生活総合センター）

【相談会の実施】
　●「東京都こころといのちの総合相談会」（新宿・立川・上野にて開催）
  ３月11・18・25日　両日とも13時～17時（受付は16時まで）　　　
  　　11日　新宿スバルビル会議室（JR「新宿駅」西口直結）
  　　18日　アレアホール（JR「立川駅」南口直結／「アレアレア2」６Ｆ）
  　　25日　スター会議室　上野ANNEX
   （東京メトロ日比谷線・銀座線「上野駅」３番出口徒歩1分）

○「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）

○ ３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」
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参加しませんか？募集しています！

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。どなたでも参加できますのでお誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください！
　日時　３月16日（土）午前１０時～午前１１時３０分（会場　午前９時４５分）
　場所　樫立公民館

認知症ステップアップ講座　　　　　開催

　25年１月末現在、認知症サポーターを受講した方は八丈町に853人います。
より詳しい知識を得たい、具体的な支援の方法を知りたいという声をいただき、
サポーターの輪を広げるために、１月から奇数月に（２カ月に一度）『認知症ス
テップアップ講座』を開催しています。特別な参加要件はありませんので、サ
ポーター講座受講済みの方をはじめ、認知症があっても安心して生活できる島を
つくりたいと思っている方や将来福祉や介護の仕事を目指す学生さんなどもぜひ
ご参加ください！
※サポーター講座を受講していない方でも参加は可能です。
　第２回講座　日時　３月16日（土）午後１時30分～午後３時（会場　午後１時15分）
　　　　　　　場所　保健福祉センター　１階ホール
　　　　　　　内容『家族介護経験者に聞く、家族の思い』
※ ステップアップ講座の第３回目以降の開催予定表は保健福祉センターにあります。また、開催月の広報はちじょ

うに掲載しますのでご覧ください。
認知症サポーター講座・ステップアップ講座共通　申込方法
　電話にて申し込みください。氏名、年齢、電話番号を伺います。参加費はいずれも無料です。

■問い合わせ■　健康課高齢福祉係　電話２－５５７０

　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
　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
　各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

八丈町放課後子どもプラン指導員の募集
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参加しませんか？募集しています！

町 営 住 宅 入 居 者 募 集

※災害被災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 中道団地 1戸(B-203) 2LDK 
57.3㎡ H17 19,800 ～ 

38,800
鉄筋コンクリート造 

２階建 ２人以上世帯向け

大賀郷 寺山団地 1戸(3-103) 1DK 
50.5㎡ H9 15,800 ～ 

31,000
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 2 戸 (203、
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

中之郷 尾越第 2 住宅 1 戸 (1 号棟 ) 3LDK  
75.5㎡ H20 24,800 ～ 

48,700 木造 1 戸建 若年層向け ( ※２) 
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

３階建
高齢者等 ( ※ 1)

２人以上世帯向け

■受付期間
　3月8日(金)～3月15日(金）
　午前8時30分～正午、午後1時～5時 
　※9日（土）、10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いない方。
　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、3月18日（月）に公開抽選を行い決定
します。
　■抽選会場：町役場建設課2階
　■抽選時間：午後1：15～
※ 当選された方は、抽選会後、入居に際しての説明がござい

ます。
　多少、お時間をいただくことになりますのであらかじめご
了承ください。
■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

※土・日・祝日の勤務があります。
※主な仕事内容としては、受付業務・ボウリング機器メンテナンス（機械修理）などです。
●必要書類 履歴書（町指定の様式）
 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、または教育課生涯学習係で受け取ってください。
●応募資格　　八丈町に住所を有する事（見込みの者も含む）
●申込期限　　平成２５年３月１２日（火）
■提出・問い合わせ■　　八丈町コミュニティセンター　教育課生涯学習係　電話　２－０７９７

勤務先 職種 勤務時間 勤務日 募集
人員 勤務開始日 時給

八丈町
コミュニティ

センター

普通
作業員

日勤：　８時３０分～１５時１５分
および

夜勤：１４時３０分～２１時３０分
月１５日程度 １名 平成２５年

4 月 1 日 １，２８０円

八丈町コミュニティセンターボウリング場　臨時職員募集
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参加しませんか？募集しています！

◎　調理業務
　■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
◎　臨時看護助手
　■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　　スタッフ募集

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◎◎◎◎◎

町立三原小学校の警備に従事していただける方を募集します。
●職種 校舎内の巡回、施設利用者への対応など
●勤務先 町立三原小学校　　
●定員　　　　 １名
●勤務期間 平成25年４月１日から平成26年３月31日まで（勤務期間延長あり）
●勤務時間　　 午後４時から午前８時３０分まで（夜間）
●資格　　　　 八丈町に住民登録していて、おおむね70歳未満の健康な方
●必要な書類　  町指定の履歴書（教育課庶務係に用意しています。八丈町のホームページ からもダウンロード 

できます。）
●募集期間　　 平成25年３月１日（金）から３月１５日（金）まで（土、日を除く）
●選考方法　　 面接により決定
●その他　　　  警備は受託者本人、または受託者があらかじめ届け出をして、承認を得た代理人に行っていただ

きます。
■申し込み・問い合わせ■　教育課庶務係　電話２－０７９７

自衛官募集
●一般幹部候補生（一般・飛行・音楽要員）
　○受験資格　
　　大田出張所まで問い合わせください
　○受付期間　4月26日(金)まで
　○１次試験　[一般・音楽][飛行]　5月11日(土)
　　※飛行を受験する方は希望により5月12日（日）
　　　も受験可　　　　　　　
●予備自衛官補（一般・技能）
　○受験資格　
　＜一般＞18歳以上34歳未満
　＜技能＞18歳以上で国家免許資格等を有する方
　　　　（資格により53歳未満～55歳未満）
　○受付期間　4月3日(水)まで
　○試　　験　4月12日(金)～15日(月)の間の指定する1日

●歯科・薬剤幹部候補生
　○受験資格　
　　大田出張所まで問い合わせください
　○受付期間　4月26日(金)まで
　○次試験　　5月11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/



　● INFORMATION　 広報はちじょう

20

参加しませんか？募集しています！　

交通少年団員募集
　春の交通安全パレードや夏祭りパレードをみなさん覚えていますか？交通少年団はそうした活動を通じ
て交通事故をなくすための呼びかけを行っています。
　今期、新しく交通少年団に入団するお友達を募集します。
　●今年小学校３年生以上になる子（男女問わず）。２年生以下は要相談。
　●すすんで交通ルールを守り、他の子ども達の模範となれる子。
　●パレードなどの楽器、演奏に興味があり、練習を頑張れる子。
■申込期間  ３月１日（金）から４月２６日（金）までの間
  （申し込み書は警察署または駐在所にあります）
■入団式  ５月中に実施予定
■問い合わせ■　八丈島警察署　交通係　交通少年団担当　電話2－0110（内線4113）

～平成25年度東京都島しょ地域中小企業等振興補助事業(第1回)の募集～
■募集期間
　平成25年4月1日（月）～5月31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
　③①、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

　　※ ただし、東京都島しょ地域に主たる事業所
を持ち、事業を営んでいること（法人の場
合は島しょ地域に登記、個人の場合は島
しょ地域に開業届出をしていること）

　②創業を具体的に予定している方
　　※ ただし、事業完了までに島しょ地域に登記

または開業届出が必要。

■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

■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25年5月7日(火)～5月10日(金)となっ
ており、事前に提出申し込み(3月4日(月)～4月
19日(金))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・各種様式などは島しょ振興公社

ホームページまたは、企画財政課で配布しま
す。

■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
　　ホームページ：http://www.islands-net.metro.tokyo.jp
　　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　
　助成金に関すること：助成課　　電話　03－3251－7895
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第８回　凧あげ大会

第３２回パブリックロードレース

八丈島文化フェスティバル

　１月２０日（日）三原中学校運動場に
て第８回凧あげ大会を実施しました。
１２月に実施した為朝凧作り教室で作っ
た凧や、自家製の凧など様々な凧を持っ
て、５０名の方が参加しました。
　当日は強風という悪条件ではありまし
たが、多くの凧が空いっぱいにあがりま
した。

　レースが終わった後には懇親会を設
け、とてもたくさんのランナーが参加
し、ロードレースを通じて人の輪も大き
く広がりました。

※三根小学校体育館にて

　1月27日に都立八丈高等学校、視聴覚ホールにて第24回八丈島文化フェスティバル
が開催されました。当日は、大変多くの来場者が訪れ、ダンスや太鼓、合奏、合唱など
多くの演目が行われた中、出演者の皆さんはもちろん、来場してくださった皆さんも楽
しんでいました。



3月2013
3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 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

文庫まつり
10：00 ～ 12：00

し尿等汲取休業日

10 11 12 13 14 15 16
し尿等汲取休業日
八丈方言文法講座
大賀郷中学校ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ
13：30 ～ 16：30

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

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

17 18 19 20 21 22 23
し尿等汲取休業日 すくすく相談

9：30 ～ 11：30
図書館休館日
コミュニティセンター休館日

1 歳児歯科健診
9：15 ～ 10：00 受付

図書館休館日
し尿等汲取休業日
春分の日

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

し尿等汲取休業日

24 25 26 27 28 29 30
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
図書館休館日

31
し尿等汲取休業日

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

温 泉 休 業 日

3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 3 月 11 日（月）～ 15 日（金） 9：00 ～
糖尿病教室 3 月 7 日（木） 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 29 30 24 25 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害 金属 燃・害 資源 燃・害 金属
31 31 31

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。

※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　11 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　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

※産業祭準備・開催のため　ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ体育館　休館
　３/ ２１（木）～３/ ２５（月）

※産業祭準備・開催のため
　ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ体育館　休館
　３/ ２１（木）～３/ ２５（月）




