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No.633

5月
2014

町の人口（4月1日現在）

目 次

 ( 先月 1 日比 )

転入ほか……  65人（うち出生1人）

転出ほか……168人（うち死亡11人）
3月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （4月1日現在）※外国人含む

 人　口 7,899人 減 103人 
 男 3,909人  減 46人
 女 3,990人 減 57人
世帯数 4,458世帯 減 33世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,072 1,821 1,875 3,696
大賀郷 1,496 1,305 1,293 2,598
樫　立 295 259 276 535
中之郷 387 358 371 729
末　吉 208 166 175 341

八丈町人事異動  ( 平成２６年４月１日付 )▶▶02

教育委員会だより　ほか▶▶12
環境だより▶▶13
お知らせ掲示板▶▶14-18
参加しませんか？募集しています！▶▶19-24
はちじょうトピックス▶▶25

地熱発電所における臭気測定値の推移▶▶03
国民年金▶▶04
国保だより／観光 おじゃれ 11 万人▶▶05
税のお知らせ　ほか▶▶06
し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ　ほか▶▶07
水道係からのお知らせ　ほか▶▶08

子どもの定期予防接種のお知らせ　ほか▶▶09
お聞かせください　あなたの悩みごと▶▶10
家族介護者教室『ケアケア交流講座』　ほか▶▶11

フリージア・インフィオラータ

多目的ホール「おじゃれ」には 10

万本以上のフリージアや島の植物

で表現された巨大な「為朝凧」が

出現し大変見ごたえがありまし

た。

4 月 5 日・6 日にフリージアを用いた

「花絵」の制作に大勢の方が参加され

ました。
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八 丈 町 人 事 異 動 （平成 26 年４月１日付）

八丈町人事異動（平成 26 年４月１日付）

　◆その他の職員の異動（旧職名略）続き
企業課水道係主任	 葛馬　仁道	（産業観光課産業係）
教育課庶務係主事	 菊池　真季	（福祉健康課厚生係）
教育課生涯学習係主事	 菊池　和樹	（産業観光課観光商工係）
教育課生涯学習係主事	 佐藤　光昭	（産業観光課産業係）
教育課スポーツ学習係主任	 関村　優子	（総務課庶務係）
むつみ保育園保育士	 菊池　将司	（若草保育園）
むつみ保育園保育士	 伊勢﨑亜紀	（むつみ第二保育園）
あおぞら保育園保育士	 淺沼　安代	（むつみ保育園）
あおぞら保育園保育士	 浅沼　　新	（むつみ保育園）
病院医療局衛生検査技師	 小田嶋諫也	（同　任用替）
むつみ第二保育園副主任調理員	傳法　祐子	（若草保育園）
若草保育園調理員	 大澤　瑠美	（むつみ第二保育園）
あおぞら保育園副主任調理員	 沖山　千恵	（むつみ第二保育園）
あおぞら保育園調理員	 上ノ山桂子	（若草保育園）

　◆その他の職員の昇格等　（旧職名略）	 	
総務課庶務係主任	 土屋　　巧	（住民課環境係）
会計課会計係主任	 沖山久里子	（同）
病院事務局業務係主任	 川上裕次郎	（同）
若草保育園主任	 奥山　聖泰	（あおぞら保育園）
あおぞら保育園主任	 高橋　由美	（同）
消防本部庶務係消防士長	 渡辺　一登	（消防本部予防係）
病院医療局主任理学療法士	 栗田　健二	（同）
病院医療局主任看護師	 山下　清子	（同）
病院医療局主任看護師	 石坂　　歩	（同）

　◆新規採用	 	
企画財政課企画情報係主事	 佐治　　渉	（９日付）
総務課庶務係主事	 小栗光太郎	（９日付）
住民課医療年金係主事	 菊池　理香	（９日付）
建設課建設係主事	 梅村　禎彦	（９日付）
建設課管財係技師	 安藤　聡史	
産業観光課産業係主事	 森　　隆志	（９日付）
教育課生涯学習係主事	 吉田　太朗	（９日付）
むつみ第二保育園保育士	 清水麻里子	
消防本部庶務係付消防士	 吉野　一平	
病院医療局理学療法士	 塩月　晴雄	
病院医療局薬剤師	 佐々木美穂子	
病院医療局看護師	 塩月　法子	

　◆再任用	 	
病院医療局主任看護師	 浅沼　啓子	
企業課運輸係副主任バスガイド	髙橋　秀子	
企業課運輸係バスガイド	 佐々木はるみ
	
　◆退職者（平成２６年３月３１日付）	 	
中之郷出張所長（統括係長）	 沖山　安男	
教育課生涯学習係長	 菊池　良治	
税務課課税係主事	 川上みずき	
あおぞら保育園保育士	 塚越　あや	
企業課運輸係主任バスガイド	 髙橋　秀子	
企業課運輸係副主任バスガイド	佐々木はるみ	
病院医療局副看護師長	 浅沼　啓子	
病院医療局主任看護師	 杉山　和子	

　◆課長級異動（　）旧所属等
産業観光課主幹	

笹本　博仁
	（企画財政課課長補佐

（観光担当）	 　　　　　　（企画情報担当））

　◆課長級昇格　（旧職名[統括係長等]略）		
企画財政課課長補佐	 菊池　正勝	（企画財政課財政係長）
（財政担当）	 	
福祉健康課課長補佐	 高野　秀男	（福祉健康課高齢福祉係長）
（課務担当）
	 	
　◆統括係長級異動	 	
企画情報係長	 塩野　　誠	（教育課庶務係長）
病院医療局統括看護師長	 菊池　昭子	（同　職名変更）

　◆統括係長級昇格	 	
病院医療局看護師長	 西濱　直江	（同）

　◆係長級異動	 	
企画財政課財政係長	 企画財政課課長補佐兼務	
中之郷出張所長	 小野　高志	（建設課管財係長）
福祉健康課高齢福祉係長	 福祉健康課課長補佐兼務	
企業課水道係長	 櫻庭　郁也	（建設課主査）
企業運輸係長	 企業課経理係長兼務	
教育課庶務係長	 菊池　直貴	（教育課主査）
教育課スポーツ学習係長	 教育課長兼務	

　◆係長級昇格（旧職名（主任等）略）	 	
建設課管財係長	 松代　　純	（税務課徴収係）
教育課生涯学習係長	 菊池　　泰	（教育課生涯学習係）
消防本部庶務係消防司令補	 西濱　　剛	（同）
消防本部予防係消防司令補	 沖山　　淳	（消防本部庶務係）
病院医療局副看護師長	 木村　浩子	（同）
病院医療局副看護師長	 沖山　洋子	（同）

　◆その他の職員の異動　（旧職名略）	 	
企画財政課財政係主事	 沖山　　晃	（教育課スポーツ学習係）
企画財政課	

岡野　豊広
	（産業観光課産業係

（東京都島しょ振興公社）主任	　　　　　（農業委員会事務局））
総務課庶務係主任	 浅沼　明美	（住民課医療年金係）
総務課庶務係主事	 長谷川沙織	（教育課スポーツ学習係）
三根出張所主事	 淺沼　里美	（総務課庶務係）
税務課課税係主事	 篠﨑　京平	（企画財政課企画情報係）
税務課課税係主事	 山本　優馬	（教育課生涯学習係）
税務課徴収係主事	 浅沼槙之介	（企業課水道係）
住民課住民係主事	 佐々木　研	（三根出張所）
住民課環境係主任	 菊池　　学	（税務課課税係）
福祉健康課厚生係主任	 柳田　拓也	（住民課住民係　９日付）
福祉健康課高齢福祉係主事	 臼井　要輔	（総務課庶務係）
建設課管財係主事	 濱　　甚吾	（税務課徴収係）

産業観光課産業係主事	 廣瀬　悠志
	（企画財政課

	 	 （東京島しょ振興公社））
産業観光課産業係主事	 大宮　晴香	（福祉健康課高齢福祉係）
産業観光課産業係	

金川智亜樹
	
（産業観光課産業係）

（農業委員会事務局）主任	 	
産業観光課観光商工係主事	 奥山　徳夫	（教育課スポーツ学習係）
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地熱発電所における臭気測定値の推移
　八丈島地熱発電所においては、東京電力により臭気測定が実施されています。平成 25 年 1 月までは年に
2 回の頻度で測定がなされており、発電所内（冷却塔出口、敷地境界）では都条例の基準値を上回る地点も
ありますが、発電所周辺の住宅など（A 〜 E 地点）では発電所の敷地境界基準（10）を下回っています。
　平成 25 年 6 月に開催した地熱発電拡大に関する住民説明会において、住民の皆さんより現状の臭気につ
いて多くのご意見を頂いたことを受け、都が東京電力に対し、住民の皆さんの意向も踏まえながら従来以上
にきめ細かく測定を行うよう指導しました。この指導を受け、東京電力は 8 月から 9 月にかけて、住民の皆
さんの意向も踏まえ地点を拡大しながら測定を実施した結果、発電所周辺の住宅などでも、その基準値を上
回る場合があることが分かりました。
　この測定結果を踏まえ、都は、改めて東京電力に対し、『平成 25 年 11 月から平成 26 年 4 月までの半年間、
継続的に測定を実施すること』を指示しました。
　この東京電力による臭気測定値については、これまで平成 26 年 1 月号から毎月、住民の皆さんに広く周
知してきました。今月号では、平成 26 年 2 月の臭気測定結果についてお知らせします。

東京電力㈱八丈島地熱発電所　環境モニタリング測定結果　（平成 26 年 2 月分）
　東京都環境確保条例に基づく指示により 11 月から環境測定を行っておりますが、2 月の測定結果がまとまり
ましたのでお知らせします。
測定日　平成 26 年 2 月 18 日（火） 資料提供：東京電力㈱東京支店島嶼業務センター

臭気指数　＊1 硫化水素 ＊2
（H2S） 風向 風速 気温 湿度 備　　考

単位 － ｐｐｍ ｍ／ｓ ℃ ％
冷却塔出口Ａ 37 未測定 発電所内

排出口冷却塔出口Ｂ 35 未測定
敷地境界① 10 未満 0.002 未満 － 0.5 未満（無風） 7.5 79

発電所敷地
境界３点敷地境界② 24 0.16 北西 1.7 8.2 75

敷地境界③ 10 未満 0.002 未満 北西 1.5 8.0 77
Ａ地点 10 未満 0.002 未満 － 0.5 未満（無風） 7.8 92

樫立地区
中之郷地区
主要地点

Ｂ地点 10 未満 0.002 未満 － 0.5 未満（無風） 8.0 75
Ｃ地点 10 未満 0.002 未満 － 0.5 未満（無風） 7.3 90
Ｄ地点 10 未満 0.002 未満 － 0.5 未満（無風） 7.2 87
Ｅ地点 10 未満 0.002 未満 － 0.5 未満（無風） 8.0 87
Ｆ地点 10 未満 0.002 未満 － 0.5 未満（無風） 8.5 76
Ｇ地点 10 未満 0.002 未満 － 0.5 未満（無風） 7.4 87
Ｈ地点 10 未満 0.002 未満 － 0.5 未満（無風） 8.0 92
Ｉ地点 10 未満 0.002 未満 － 0.5 未満（無風） 8.4 80
Ｊ地点 10 未満 0.0077 － 0.5 未満（無風） 7.8 75
Ｋ地点 10 未満 0.002 未満 － 0.5 未満（無風） 8.0 75
Ｌ地点 10 未満 0.002 未満 － 0.5 未満（無風） 8.0 80

*1：臭気指数とは、複数の人間が袋に採取した空気サンプルの臭いを嗅いだ後、その臭いの程度を集計して数値化したものです。
　　【サンプルを 10 倍に希釈して臭いを感じる場合に臭気指数は 10 となり、サンプルを 100 倍に希釈して臭いを感じる場合、

臭気指数は 20 となります。】臭気指数の規制基準値については、当該施設においては敷地境界（10）、排出口（22）です。
　　【臭気指数の定量下限値は 10】
*2：硫化水素とは、空気より重く、無色で水によく溶けて弱い酸性を示し、腐った卵に似た特徴的な強い刺激臭があり、目や皮膚

などを刺激する有毒な気体です。　（参考）【労働安全衛生法に基づく作業環境管理濃度は 1ppm です。】

■本件に関する問い合わせは、下記までご連絡ください。■
　・東京電力（株）　東京支店　島嶼業務センター　八丈島事務所　　　：　電話2 － 0009
　・東京電力（株）　東京支店　島嶼業務センター　島嶼発電グループ　：　電話03 － 6375 － 0541

地熱発電所における臭気測定値の推移
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国民年金

国民年金 ■住民課医療年金係　電話2 － 1123
■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/

～平成２５年度に後納申し込みをされた皆さんへ～
　後納保険料の額は、当時の国民年金保険料の額に、政令で定める額を加算した額となり、この加算額は毎年
度、改定されます。そのため、平成２５年度に後納申込みをされた際の納付書は、使用期限が平成２６年３月
３１日までになっています。
　なお、平成１６年４月以降の後納保険料を、平成２６年４月１日以降に納付される場合は、使用期限が平成
２７年３月末までの納付書が必要となりますので、「国民年金保険料専用ダイヤル」または、お近くの年金事務
所まで問い合わせください。
～年金生活者支援給付金に関する不審な文書にご注意ください～
　最近、「社会保険機構」を名乗る架空の組織から、日本年金機構のロゴマークを使用して「年金生活者支援給
付金の支給に関する法律（年金生活者支援給付金法）」という文書が個人あてに郵送されているという情報が寄
せられております。
　厚生労働省および日本年金機構から、そのような文書を郵送している事実はありませんのでご注意ください。
　※文書では「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」は、平成２６年４月１日から施行し、同年４月から
年金生活者支援給付金の支給が開始されるため、同給付金の申請を促すと同時に、申請手続きに関する質問など
があった場合に、指定の連絡先へ問い合わせをさせるような内容となっています。
　記載されている同法律の施行日は誤っており、正しくは平成２７年１０月１日を予定しております。
したがいまして、現時点において同給付金の請求をしていただくような必要はありません。
【子のある夫に遺族基礎年金が支給されます】
　これまでは、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に遺族基礎年金が支給さ
れていました。
　平成２６年４月からは、「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給されます。
　※平成２６年４月以降に死亡した方の遺族年金が対象となります。

▶▶各種問い合わせ▶▶各種問い合わせ
●ねんきんダイヤル：電話0570－05－1165
　050（一部）の電話、070の電話からおかけになる場合は、03－6700－1165
●受付時間　・月曜日から金曜日:午前8時30分〜午後5時15分、第2土曜日:午前9時30分〜午後4時
※ただし月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）は午後7時まで受け付け
※土曜（第2土曜日を除く）・日曜・祝日はご利用いただけません。

●ねんきん定期便・ねんきんネットに関する問い合わせ：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。）

●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（月曜日が祝日の場合は火曜日）は午後7時まで受け付け
・第2土曜日：午前9時30分〜午後4時（祝日、12月29日〜1月3日は利用できません）
※「0570」の最初の「0」を省略して間違い電話にならないよう注意してください。
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国保だより ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話2 － 1123

◎国保税の賦課限度額（後期高齢者支援分・介護分）が変わります
地方税法の一部改正に伴い、４月１日より後期高齢者支援金等分の賦課限度額が「１４万円」から「１６万円」に、
介護分の賦課限度額が「１２万円」から「１４万円」に引き上げられました。

◎医療費を大切に
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３割〜１割で、残りを
国民健康保険（皆さんが収める国保税など）で負担しています。医療費の上昇は、皆さんのちょっとした心がけで
抑えることができます。

【医療費適正化のポイント】
○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。
○重複受診はひかえましょう
○緊急以外の休日・時間外受診はさけましょう。
○疲労回復などを目的としたマッサージは療養費の支給対象となりません。

◆「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。
◆病気や事故などにより保険税の納付が困難な方には、申請による減免制度がありますのでご相談ください。
※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。

観光 おじゃれ11万人 ■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　電話2－1125

来島者数・観光客数推計
空　　　路 海　　　路 合　　　計 観光客（推計）

前年比
25 年度 24 年度 25 年度 24 年度 25 年度 24 年度 25 年度 24 年度

4 月 7,758 7,777 902 908 8,660 8,685 5,988 6,005 ▲0.30%

5 月 8,059 7,772 1,744 1,622 9,803 9,394 9,362 8,971 4.40%

６月 5,468 4,527 853 995 6,321 5,522 4,778 4,174 14.50%

７月 9,600 8,817 1,773 2,054 11,373 10,871 8,832 8,442 4.60%

８月 14,040 14,498 5,625 4,576 19,665 19,074 16,645 16,145 3.10%

９月 8,071 8,143 1,686 1,945 9,757 10,088 8,132 8,408 ▲3.30%

10 月 6,388 7,467 714 884 7,102 8,351 4,691 5,516 ▲15.00%

11 月 8,169 7,298 829 1,371 8.998 8,669 6,241 6,013 3.80%

１２月 7,374 7,452 640 512 8,014 7,964 4,745 4,715 0.60%

１月 7,001 7,097 575 633 7,576 7,730 4,743 4,839 ▲2.00%

2 月 5,324 6,548 343 553 5,667 7,101 3,064 3,839 ▲20.20%

3 月 7,422 8,642 880 1,135 8,302 9,777 5,703 6,716 ▲15.10%

計 94,674 96,038 16,564 17,188 111.238 113,226 82,924 83,783 ▲1,0%

※海路には、５月２４日（にっぽん丸）、8 月２０日（ぱしふぃっくびぃなす）、８月２1 日（にっぽん丸）の大型
客船寄港分が含まれています。

国保だより／観光 おじゃれ 11 万人
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税のお知らせ　ほか

■問い合わせ■　税務課課税係　電話 2－1122税のお知らせ税のお知らせ

■税金を納期限までに納付されなかった場合は、延滞金を徴収します。
　町では、納期限内に納付している方との公平性を保つため、納期限を過ぎても納付されない方から延滞
金を徴収します。
延滞金は、納期限の翌日からひと月を経過する日までの期間は、年2.9％それ以後は年9.2％の割合で加
算されます。
納期限を過ぎても納付されない場合、その期間などにより、高額な延滞金になる場合がありますので、納
期内納付をお願いします。
◆早めに納税相談を
失業などのやむを得ない事情や、本人や家族の病気などにより納期ごとの納付が困難な場合は、早めにご
相談ください。
役場の業務時間内（平日午前8時30分〜午後5時15分）または、役場の業務時間内に来庁できない方
は、電話申し込みにより業務時間外（午後5時15分〜午後7時）にも納付相談を行っています。
納税相談もなく納付のない方に対しては、法律に基づいた財産調査および財産の差し押さえなどの滞納処
分を行っています。　　　　　　　　　　　　　　　　■問い合わせ■　税務課徴収係　電話2－1122

納期限および口座振替日
6月2日(月)

固定資産税 1期分
軽自動車税

平成25年分所得の申告に
ついて
　税務課では、随時所得の申
告を受け付けています。平成
２５年分の所得の申告が済ん
でいない方は、至急、所得の
申告をお願いします。
　八丈町国民健康保険、後期
高齢者医療制度の被保険者の
方で申告をしていない場合、
保険料などが高くなる場合が
あります。また税務署に確定
申告書を提出した方や給与の
年末調整が済んでいる方、家
族などの被扶養者になってい
る方は申告不要です。

■平成26年度町税納税カレンダー
　平成26年度の町税の納期限(口座振替日)は次のとおりです。

月 税　　　　目 納　期　限

6月
固定資産税第１期

平成26年6月2日
軽自動車税
町都民税第１期 平成26年6月30日

7月
固定資産税第２期

平成26年7月31日
国民健康保険税第１期

8月 ―

9月
町都民税第２期

平成26年9月1日
国民健康保険税第２期
国民健康保険税第３期 平成26年9月30日

10月
町都民税第３期

平成26年10月31日
国民健康保険税第４期

11月 ―

12月
国民健康保険税第５期 平成26年12月1日
固定資産税第３期

平成26年12月25日
国民健康保険税第６期

1月 ―

2月
町都民税第４期

平成27年2月2日
国民健康保険税第７期

3月
固定資産税第４期

平成27年3月2日
国民健康保険税第８期

■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話2－5570赤十字社員増強運動
　赤十字会員増強運動月間が5月1日から31日まで、全国一斉に実施されます。自治振興委員の方が赤十字活動につ
いての理解と会員になっていただくためのお願いに皆さんのご家庭をお訪ねしますので、ご協力をお願いします。
　なお、この運動にご協力いただいた会費は所得税法に基づく寄付金に該当し、税制上の優遇措置を受けることが
可能です。
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し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ

　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。５月は連休もあり休業日が多いので、収集運搬が必要な方は余裕をもって申し込みください。
■５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。
　　５月３日（憲法記念日）、４日（みどりの日）、　　５日（こどもの日）
　　　　６日（振替休日）、１０日（第２土曜日）、１１日（日曜日）
　　　１８日（日曜日）、　　２４日（第４土曜日）、２５日（日曜日）
　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　㈱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）の減免のお知らせ
　下記の要件に該当し、減免の申請をされ、承認された方は手数料がかかりません。申請書は町住民課浄化槽
係、各出張所にあります。
◎免除要件
　①天災の罹災者　②生活保護世帯　③７０歳以上の高齢者のみの世帯で生活困窮者

　浄化槽清掃作業経費の住民負担軽減措置

　浄化槽の清掃作業に要する経費の一部を１年度につき１回負担します。

◎対象条件（町の設置および町へ寄付した浄化槽ではない浄化槽が対象です。）

①環境大臣が指定する構造に適合する浄化槽であること

②事業所以外の住宅（主に住宅として使用されているもの）および小規模店舗が併設されている住宅に設置されて

いるもの

③浄化槽法に基づき保守点検（法第１０条）、清掃（法第１０条）、法定検査（法第７、１１条）を実施しているも

の

※申請者に町税、保育料、水道料、病院医療費などの滞納がある場合、軽減措置の対象になりません。

手数料、使用料などの納め忘れはありませんか？

　し尿・浄化槽汚泥の汲取り手数料や、町設置の合併処理浄化槽の使用料などは納期限内に納めてください。納入通

知書を紛失されても町会計課および各出張所でお支払いできます。

■問い合わせ■　住民課浄化槽係　電話2－1123

５月３日から６日の戸籍届出
　５月３日から６日の間に戸籍の届出（出生・婚姻・死亡届など）をされる方は、事前に必ず町役場に電話の上、
指定された場所に届け書をお持ちください。閉庁日の届出については、受け付けのみ（死亡届は除く）行います。

証明書を請求できる方（主なもの）
１．戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）･･･ 請求される戸籍に記載されている方、直系尊属（父母や祖父母）、

直系卑属（子や孫）

２．身分証明書 ･･･ 本人

３．住民票の写し ･･･ 本人、同一世帯の方（同じ住民票に記載される方）

その他、ご不明な点があれば、下記まで問い合わせください。

■問い合わせ■　住民課住民係　電話2－1123

住民係からのお知らせ

し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ
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水道係からのお知らせ

水道係からのお知らせ
●水道料の納め忘れはありませんか？
　毎月水道料は納期限内に納めてください。なお納入通知書を紛失された場合でも、企業課水道係、または各出張所で
再発行します。
●口座振替をご利用ください!
お支払いのたびに町役場や金融機関に足を運ぶ必要はなく、納め忘れもありません。
〔取り扱い先〕七島信用組合・みずほ銀行・ゆうちょ銀行
●名前が正しく表示されていますか？
　水道使用料のお知らせ（水道検針票）や納入通知書の名前の表示が異なる場合は、お手数ですが企業課水道係までご
連絡ください。届け出が必要な場合があります。
●引っ越しの前には水道手続きを！
　転入・転出など、引っ越しの際には事前に企業課水道係、または各出張所で水道異動届の手続きが必要です。手続き
の際には印鑑が必要になりますのでお持ちください。
●水道料金未納の方へ
　水道料金未納の方を対象に、支払い方法（分納支払いなど）の相談を受け付けています。支払いが済んでいない方
は、企業課水道係にご相談ください。滞納がある場合、町給水条例により給水を停止することがあります。

■問い合わせ■　企業課水道係　電話2－1128

　65歳以上の住民に対し、肺炎球菌ワクチン予防接種費用の一部扶助を行っています。
　高齢者では重篤化する成人肺炎を予防できますので、今まで接種を受けたことがない方は接種をご検討くだ
さい。
◆肺炎球菌による肺炎と肺炎球菌ワクチンの効果

●肺炎球菌は、肺炎・中耳炎・副鼻腔炎・気管支炎・髄膜炎などを起こす細菌の一つで特に、高齢者の肺炎の約
半数は、肺炎球菌が原因とされています。

●肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けることで、肺炎球菌による肺炎の８割に効果が期待できます。したがっ
て、肺炎の全てを予防するワクチンではありませんが、接種を受けることで重症化防止などの効果が期待でき
ます。

　●一度接種を受けると、通常５年程度は免疫が持続するとされています。

　●費用扶助の対象者　　接種日時点で６５歳以上の町民
　●接種を受けられる医療機関
　　町立八丈病院・岩渕クリニック
　　※島外の医療機関での接種は、費用扶助の対象となりません。
　●島内での接種費用　６，４５０円(内税４７７円)
　　※接種一回あたり、３，０００円の扶助が受けられます。
　●費用扶助を受けるための手続き
　　直接医療機関に出向いていただき、申請書に記入捺印のうえ提出ください。
　　※印鑑が必要です
　●注意事項

過去５年以内に接種を受けたことがある方は、再接種により注射部位の痛み・赤み・しこりなどの副反応が強
くでることがあります。
健康な人では少なくとも、接種後５年程度は免疫が持続するため、インフルエンザのように毎年接種を受ける
必要はありません。
再接種をされる場合は、医療機関によくご相談ください。

■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話2－5570

６５歳以上の方への肺炎球菌ワクチン予防接種費用一部扶助
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子どもの定期予防接種のお知らせ

●三種混合集団接種＆四種混合集団接種＆予約制個別接種
　日　時：５月　８日（木）　午後３時〜午後３時３０分
●ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種
　日　時：５月１３日（火）　午後３時〜午後３時３０分
●麻しん風しん混合（Ⅱ期）集団接種
　日　時：５月１９日（月）　午後３時〜午後４時
●ポリオ集団接種＆予約制個別接種
　日　時：５月２２日（木）　午後３時〜午後３時３０分
　会　場：町立八丈病院小児科
　※平成２６年度より１歳までの定期予防接種の案内通知方法が変更になりました。
　平成２６年度生まれのお子さんには予防接種担当者が個別にスケジュールを作成し、お渡しします。
　平成２５年度以前に生まれたお子さん、および１歳以降の定期予防接種は、今までと同様に事前に個
別通知します。尚、平成２５年度以前に生まれたお子さんでも希望される方には予防接種担当者がスケ
ジュールのご相談に応じますので、問い合わせ先までご連絡ください。

※予約制個別接種は、お子さんの体調不良などで集団接種の機会を逃した方や時間の都合がつかない方
などのために設けております。事前予約が必要ですので、ご希望の方は、実施日の１週間前までに問
い合わせ先までご連絡ください。

■予約・問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話2－5570

日本国内では、毎日多くの輸血用血液が必要とされています。病気やケガで血液を必要とする患者さんの
ために、皆さんの積極的な献血参加をお願いします。ご参加の皆さんに特製記念品がプレゼントされま
す。（八丈町では１年おきに献血を実施しています。）
■日　　時：５月２8日（水）、２9日（木）午前9時〜11時15分および午後12時30分〜３時
■会　　場：八丈町役場　多目的ホール「おじゃれ」
■対象年齢：１６〜６９歳（６５歳以上の方はご相談ください）
■持 ち 物：運転免許証や保険証などご本人を確認できるものが必要です。
■献血方法：４００ml（基準に満たない方は200ml）
■所要時間：３０分〜４０分程度（個人差があります）
〈献血参加にあたっての留意点〉
◇次の方は受け付けにてご相談ください。
　・お薬を服用されている方 ・３日以内に歯科治療を受けた方 ・欧州に長期滞在歴のある方
◇次の方はご遠慮ください。
　・海外から帰国後４週間以内の方 ・輸血を受けたことのある方 
　・肝炎感染の可能性のある方
　・妊娠中または授乳中の方 ・体重が基準に満たない方（男性４５㎏、女性４０kg）
　・エイズウィルス（ＨＩＶ）感染の可能性のある方および検査が目的の方
※留意点の詳細、献血の手順などについては、別紙折り込みチラシをご覧ください。

■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話2－5570

献　血　の　お　知　ら　せ
～　一人ひとりの愛が、大切な生命を守ります　～

子どもの定期予防接種のお知らせ
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お聞かせください　あなたの悩みごと

お聞かせください　あなたの悩みごと
～地域の福祉を支えるボランティア～5月12日は民生委員・児童委員の日です
　民生委員・児童委員は地域の相談役として厚生労働大臣から委嘱されているボランティアです。
　島内で活動する民生・児童委員は下記の３０名で、このうち２８名は担当地域を持ち、２名は「主任児
童委員」として児童福祉に関する問題を専門に担当しています。
また、３名の協力員は民生・児童委員を補佐するために、東京都から委嘱されており、各地域で活動して
います。
　民生・児童委員の仕事は、困っている方の問題解決のお手伝いをすることが中心となっています。
秘密は守られますのでお気軽にご相談ください。

■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　　　電話2－5570
八丈支庁総務課福祉係　電話2－1112

民生委員・児童委員および協力員

三根

担当地区 氏名 電話番号
矢崎・川の平・川向 沖 山　 次 子 2 － 0547
宮の平・与惣次・尾端 金 川　 津 屋 子 2 － 0735
中道①・②・③ 平 井 園 子 2 ー 2357
桜平・桜平②・稲葉 田 代　 典 夫 2 － 4022
荒島・明治橋・新田 持 丸　 友 恵 2 － 0187
護神・孫兵衛 赤 松　　　 都 2 － 1873
新道・丘里 冬 木　 克 良 2 － 3962
富士見①・片瀬 佐 藤　 純 子 2 － 0687
富士見② 葛 馬　 忠 道 2 － 2701
赤金・洋望・中平・一心 芝 野 雅 一 2 ー 3168
出廻・底土・東畑 三 島　 憲 治 2 － 3494
神湊東・神湊西・三根永郷 小 栗 富 美 代 2 － 2705

大賀郷

東里①・②・③ 赤 間 明 美 2 ー 1558
金土川①・②・③ 櫻 井　 洋 子 2 － 3107
金土川④・屋和川 菊 池　 清 子 2 － 3727
楊梅ヶ原①・②・③・楊梅ヶ原下・向里 奥 山　 絹 代 2 ー 2855
大里①・②・③・寺山 菊 池　　　 寛 2 － 2568
八戸 近 藤　 勝 重 2 － 2720
千鳥①・②・③・④ 菊 池　 清 泰 2 － 3733
西見①・② 沖 山 惠 子 2 ー 0059
西見③・甚太・大賀郷永郷 河 野　 洋 一 2 － 2066

樫立
川城羅・尾崎・妻里・向里・伊郷名 田　 村　　 功 7 － 0241
東六里・江能里・康政里・中平・峯ヶ郷 笹 本　 久 美 代 7 － 0251

中之郷
上浦・尾越・藍ヶ江 沖 山 百 合 子 7 ー 0708
粥倉・藍ヶ里 菊 池　 和 子 7 － 0968
中里・向里・三原 川 上　 清 福 7 － 0209

末吉
宮裏・宮ヶ路・台ヶ原 沖 山　 綾 夫 8 － 0045
尾越・神子尾・洞輪沢・道ヶ沢 松 代　 勝 子 8 － 1528

主任児童委員
坂下地域 ※
坂上地域 佐 藤 　 謙 2 － 0835

協力員
三根地域 淺 沼　　 彧 2 ー 1633
大賀郷地域 折 田　 正 江 2 － 2011
坂上地域 山 下　 節 子 7 ー 0421

※主任児童委員坂下地域は、しばらくの間、佐藤謙さんが兼任します。
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家族介護者教室『ケアケア交流講座』　ほか

家族介護者教室『ケアケア交流講座』
　ケアケア交流講座は、参加者と老人ホームやデイサービスで働く職員とが交流を図りながら、介護方法
や介護予防、介護者の健康づくり、高齢者の福祉などについての知識・技術を分かりやすく伝える講座で
す。
　今月は次のとおり開催します。どなたでも参加できますので、お誘い合わせのうえ、ご参加ください。
■日　　時　　５月２２日（木）午後１時〜午後３時
■場　　所　　第二八丈老人ホーム　２階会議室
■内　　容　　『高齢者の住まいと環境整備』
■講　　師　　養和会　理学療法士　伊勢崎嘉則
■参 加 費　　無　料
■申し込み　　５月１６日（金）までに電話で八丈町地域包括支援センターへ申し込みください。

■申し込み・問い合わせ■　八丈町地域包括支援センター　電話2－0580

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。

就学前のお子さんの身体測定　5月19日(月)～23日（金）※水曜日は催し時間以外になります。
■問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話2－4300

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！
　　5月7日（水）みんなで遊ぼう　　14 日 （水）リトミック他

　　21日 （水）みんなで部屋飾り　28 日 （水）体づくりのメニュー
そのほかの催し
　　5月13日（火）絵本＆紙芝居    　　午前10時30分～11時
　　5月30日（金）折り紙＆お絵かき　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

巡回児童相談会を実施します
　東京都児童相談センターの児童福祉司、児童心理司が来島し、お子さんの健全育成に関するご相談に応
じます。知的発達やことばの遅れ、精神や身体の発達についてのご相談や、家出や暴力などの非行、不登
校など児童の育成に関する心配ごとのある方は、この機会をぜひご利用ください。
■相談は個別予約制です。
・相 談 会…6月18日(水)  午前9時〜午後4時
・場 　 所…保健福祉センター　1階　待合室・健診室
・予約受付期間…6月2日(月)〜6月6日( 金)
■申し込み・問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話2－4300
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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2－7071

■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
■東京いじめ相談ホットライン 電話　０３－５３３１－８２８８　（２４時間）
■東京いのちの電話 電話　０３－３２６４－４３４３　（２４時間）

　緑の風をいっぱいに吸い込んで泳ぐ鯉のぼりには、子どものすこやかな成長への願いが込められています。昔
は、その香りや形が邪気を払うとして、ショウブやヨモギを軒にさしたりしましたが、今に残る風習はかしわもち
くらいでしょうか。
　新しい友達や先生と出会い、新しい教科書を手にして始まった新学期も１カ月がたちました。そろそろ「気にな
る子」が目に付くようになります。友達の輪に入れない、自己主張が強くトラブルが絶えない、気が散りやすく集
中できない、授業中にボーッとしていることが多い、宿題をよく忘れる、遅刻がふえてくるなど…。先生の指導に
も「うん、うん」、「わかった」、「忘れた」、「別に」など決まった答えしか返ってこない。こうした現象は、
子どもが助けを求めるSOSのサインであり、生活に改善がみられないと、いっそう深刻な事態に進むこともありま
す。
　例えば登校を嫌がるなど、大人にとって心配な出来事の背後では、大人でもつらい状況をじっと耐えているのか
も知れません。子どもを守るためには、周囲の大人がいち早く子どもの変化に気付き、福祉や医療などの社会資源
も活用しながら、子どもの立場から現状を見直すことが大切なのではないでしょうか。
　スクールカウンセラーや教育相談室は、「困っている」状況を受け止めて問題の解決につなげる窓口です。子ど
もに関する心配事があったら、まず、学校や相談室に話してみませんか。 

（教育相談員　伊藤　宏）

高齢者世帯向け調査にご協力をお願いします
　この調査は、在宅における65歳以上の方の生活の実態などを把握し、在宅支援に向けた施策を検討するために
利用されます。今月から、民生委員がご家庭へ訪問し調査を行います。本調査において知り得た事柄については、
厳重に取り扱います。ご理解とご協力をお願いします。

■問い合わせ■　福祉健康課高齢福祉係　電話2－5570

□今月の学校行事　　
■セーフティ教室
　期日：　７日（水）午前　９時１０分～　／　 会場：三根小学校
　　　　１６日（金）午前１０時３０分～ 　／　会場：三原小学校
　　　　　　　　　　午後　２時２０分～ 　／　会場：三原中学校
　　　　２３日（金）午後　１時３０分～ 　／　会場：大賀郷小学校
■道徳授業地区公開講座
　日時：１８日（日）午前　８時４０分～　／　 会場：三根小学校
　　　　２５日（日）午前　８時３０分～ 　／　会場：富士中学校
　　　　　　　　　　午前１０時３０分～　／　会場：三原小学校・三原中学校（合同開催）

※小・中学校では、開かれた学校教育を推進していくため、保護者や地域住民の参加の下、セーフティ教室や
道徳教育を実施しています。皆さんの参加をお待ちしております。

■開校記念日
　期日：２７日（火）　／　三原小学校
　　　　３０日（金）　／　富士中学校

子どもを守るために ～助けを求める SOS ～
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環境だより

■問い合わせ■　住民課環境係　電話2 － 1123

●使用済自動車は、適正処理でリサイクル
　使用済自動車の放置は不法投棄または不適正保管となり、罰則が適用されることがあります。放置自動車は
八丈島の景観を損ね、観光面でのイメージも悪くします。速やかに処理業者へ引き渡してください。ご協力を
お願いします。

●海岸清掃
　学校・各団体等がボランティアで海岸清掃を実施する際は、事前に環境係へご連絡ください。ゴミ袋の提供、
ごみの回収など町が協力します。

● 6 月 1 日（日）はクリーンデー
　八丈島の自然と環境を守り、クリーンで住みやすい八丈町にしましょう！
　クリーンデーは、地区ごとの空き缶拾いや清掃活動を全島一斉に行い、ごみの散乱防止や環境に対する意識
を高めることを目的としています。
　※清掃活動の開始時刻は各地区で異なりますので、各地区の自治振興委員の方の指示にしたがってください。

●食材を使い切り生ごみを減らしましょう
　ごみ処理問題協議会ワーキンググループでは生ごみ減量化の普及啓発活動の一環として、無駄を減らした料
理方法を紹介していきます。
　第１回目は「トビ魚」です。

春トビ　約500ｇ 唐揚用に中骨部分4cm程度に
切ります。

唐揚用切身　※二度揚げすると
骨ごと食べられます。

フライ用の切身は、背骨に包丁を入れると切身に残る骨が
小さくなります。

刺身は皮ごと切ります。

刺身とフライ用の切身 白子・唐揚・刺身・頭
頭からは出汁をとります。

食べられない背びれ・内臓
（約50ｇ）はコンポストへ

※ウロコも洗って唐揚げにすると食べられます。
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お知らせ掲示板

■対象計画案
　都市計画区域の整備、開発および保全の方針
■対象区域

東京都の各都市計画区域（特別区、市、瑞穂町、日の出町、大島町、八丈町、三宅村、神津島村、新島村
および小笠原村）　

■計画案の縦覧・申出書の配布場所
　東京都都市整備局都市計画課、八丈支庁土木課および企画財政課企画情報係
■縦覧期間
　5 月 16 日（金）から 5 月 30 日（金）まで
■公述の申出

区域内に在住か計画案に利害関係のある方は、公述ができます（１人 10 分以内）。公述申出書を 5 月
16 日〜 5 月 30 日（必着）までに東京都都市整備局都市計画課または八丈支庁土木課に提出してください。
※申出多数の場合は意見要旨などを考慮し選定

■公聴会の傍聴
　当日会場に直接お越しください。（公述の申出がない場合は、公聴会は中止となります。）
■公聴会開催会場

月 日 時間 開催会場

６　

月

23 午後１時 立川市女性総合センター
24 午後１時 東京都庁都民ホール
25 午後１時 調布市文化会館たづくり
26 午後１時 小平市福祉会館
27 午後７時 東京都庁都民ホール
30 午後７時 大島町開発総合センター

７　

月

 1 午後７時 三宅村役場臨時庁舎
 2 午後７時 神津生きがい健康センター
 3 午後７時 新島村住民センター
 9 午後７時 小笠原支庁母島出張所
10 午後７時 小笠原村役場
14 午後７時 八丈町商工会研修室

※都市計画区域の整備、開発および保全の方針については、縦覧期間中、東京都都市整備局ホームページで
も意見募集を実施しています。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp

■問い合わせ■
東京都都市整備局都市計画課　　電話03－5388－3225
八丈支庁土木課　　　　　　　　電話2－1114
企画財政課企画情報係　　　　　電話2－1120

都市計画の原案への公述申出と公聴会

東日本大震災義援金
平成２３年３月１１日の東日本大震災から約３年間、義援金の受け付けを行い住民の皆さんにはた
くさんのご協力をいただき、日本赤十字社に送金しました。ありがとうございました。
◆受付期間　　平成２３年３月１４日から平成２６年３月２８日
◆義援金総額　１７，４５９，１８４円
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話2－5570
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お知らせ掲示板つづき

平成２６年度日本脳炎の接種対象年齢変更
　予防接種法施行令が改正されたため、４月より日本脳炎定期予防接種の接種対象年齢が変更となりました。
これを受け、日本脳炎定期予防接種について、平成２６年度は以下のとおりすすめていくこととします。
※日本脳炎は、１期（２回接種）・１期追加（１回接種）・２期（１回接種）の全部で４回接種を受けます。
接種間隔は受け始めた時期や回数によって、お子さんごとに異なっています。
お子さんの残り接種回数や接種間隔などについて確認されたい方は、問い合わせ先までご連絡ください。
① 次の年齢のお子さんは、接種を特におすすめする年齢ですので、集団接種のご案内を個別通知します。
時期は平成２６年９月、平成２７年２月・３月を予定しています。
・３歳（平成２３年４月２日〜平成２４年４月１日生まれ）
・４歳（平成２２年４月２日〜平成２３年４月１日生まれ）
・８歳（平成１８年４月２日〜平成１９年４月１日生まれ）
・９歳（平成１７年４月２日〜平成１８年４月１日生まれ）
② 次の年齢のお子さんも、今年度接種を特におすすめする年齢です。集団接種を予定しておりますが、日
時が決まり次第、ご案内を個別通知します。
　・18 歳（平成８年４月２日〜平成９年４月１日生まれ）
③ 平成７年４月２日〜平成１９年４月１日生まれのお子さんは２０歳になるまで（２０歳未満まで）無
料で接種を受けられます。①と②の年齢でないお子さんにはご案内を個別通知しませんが、毎月第２・第４
木曜に実施する予約制個別接種にて接種を受けることができます。接種をご希望の方は、問い合わせ先まで
ご連絡ください。
＜予約制個別接種＞
※事前に予約が必要です。予約締切は、実施日１週間前の午後５時１５分までです。
■日　時
毎月第２・第４木曜日（広報に毎月実施日を掲載）／午後３時〜午後３時３０分
■会　場　町立八丈病院小児科
■予約・問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話2－5570

くらしの法律税金相談会開催
　弁護士・司法書士・税理士などの法律関係者のボランティア「NPO法人司法過疎サポートネットワー
ク」の主催により、「くらしの法律税金相談」が開催されます。法律の専門家が無料で相談に応じます。ぜ
ひこの機会をご利用ください。
●無料相談（法律・登記・税金など）
・「相続問題で親戚とトラブルになっている」　・「子供に財産を譲ろうと思っている」
・「土地や建物の登記のことで相談したいことがある」
・「相続税のことや確定申告のことで気になることがある」
このような相談に弁護士・司法書士・税理士などが応じます。
●相談日時・場所
　5月18日（日）午前9時〜午後4時　　町役場1階相談室1番
※相談に必要な資料などをご持参ください。
●実施機関
　NPO法人司法過疎サポートネットワーク（担当：小海）
　電　話　03-5919-3530
※事前予約も受け付けていますが、予約なしでも相談できますので、お気軽にお越しください。また、ご自
宅などでも相談できます。
■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話2－1120
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母子保健 ■申し込み・問い合わせ■　福祉健康課保健係　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 　　 5月20日（火）　受付：午後1時15分〜1時45分
○対象　平成23年3月12日〜平成23年5月20日生まれの幼児

2歳児歯科健康診査  5月14日（水）　受付：午前9時15分〜10時
○対象　平成24年2月13日〜平成24年5月14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
5月20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
5月7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。

こどもごはん教室（要電話予約）会場：保健福祉センター
5月23日（金）　午前10時〜11時30分
離乳食終了時から未就学児と保護者を対象に食べることの楽しさや大切さを理解するための教室です。幼児食のポイ

ントも話したりしますのでたくさんの、ご参加おまちしています。

○対　　象　未就学児とその保護者（定員：親子１６組程度）　○持ち物　エプロン・母子手帳

○受付締切　５月１６日（金）

介護用品支給事業の支給対象が広がりました！

お知らせ掲示板つづき

　平成２６年４月から支給対象が拡充し、要介護３の認定を受けた方も申請
することができるようになりました。
支給対象　となる方
介護用品の支給対象となるのは、次のすべてに該当した方です。　
・ 要介護者が要介護３、４又は５の認定を受けている。
・ 要介護者の属する世帯が市町村民税非課税世帯であり、在宅で介護されている場合。
・ 申請者（介護者）が同世帯または近隣に居住しているなど、事実上同居に近い形態であること。
支給内容
　１人あたり月額６,２５０円を上限に介護用品（紙おむつ、尿とりパット、
使い捨て手袋、清拭剤（身体用）ドライシャンプー（介護に適し、数回の
使用でその効力を失うもの）の現物支給をします。
申　　請
　支給を希望される場合は、『介護用品支給申請書』を申請先へ提出してください。
※平成２６年６月までは２５年度所得（平成２４年分）、７月からは平成２６年度所得（２５年
分）で審査します。
支給開始
　申請月からの支給となります。
■申請先・問い合わせ■　福祉健康課高齢福祉係　電話2－5570
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●ブックスタートが始まります！

　8 月から、いよいよ八丈町でも「ブックスタート」を開始します。
　保健福祉センターで行われる 3 〜 4 カ月乳児検診時に行いますので、どうぞお楽しみに。
●ブックスタート・ボランティア募集！
　赤ちゃんと保護者が一緒に絵本を楽しめるよう、読み聞かせのアドバイスやおすすめの絵本を 紹介する

「ブックスタート・ボランティア」を募集します。
　今年度は 8 月 12 日 ( 火 )、10 月 14 日 ( 火 )、12 月 16 日 ( 火 )、2 月 17 日 ( 火 ) に行われる（3
〜 4 カ月検診時）保健福祉センター　午後 1 時〜午後 4 時
　事前申し込みが必要です。申し込み用紙は町役場、各出張所、図書館にあります。記入後、図書館まで
お持ちください。
　「読み聞かせはやってみたいけど、初めてだから心配…」という方も大丈夫！ 6 月 1 日 ( 日 ) に読み聞
かせ講座を開きます。
●読み聞かせボランティア養成講座
　ブックスタート・ボランティア希望者はもちろん、赤ちゃんへの読み聞かせに興味がある方はぜひご参
加ください。どなたでも参加できます！
　6 月 1 日 ( 日 )　午後 2 時 30 分〜午後 4 時　大賀郷公民館 1 階 集会室
　講師：東京都立多摩図書館 児童青少年資料係長　浅沼さゆ子氏

ブックスタートとは…
　「赤ちゃんと絵本を楽しむ体験」をプレゼントする活動です。
　赤ちゃんと保護者が、絵本を介して、心ふれあう時間を持つきっかけを届けます。

●絵本作家・長野ヒデ子さん来島決定！〜文庫まつり開催〜
　「せとうちたいこさんシリーズ」や「ふとんやまトンネル」でおなじみの絵本作家・長野ヒデ子さんが来
島します。今回は大人・子供どちらも楽しめる内容です。ぜひ親子でお越しください！
　6 月 7 日（土）午前 9 時 30 分〜午後１時　大賀郷公民館 1 階 集会室
●今月のおはなし会 　10 日（土）午前 10 時〜 11 時　こどものほんのへや
　今回はどんなおはなし会かな？　おはなし好きな子、おじゃれよい♪
●休館日　毎週月曜日・3 日 ( 土・憲法記念日 )・4 日 ( 日・みどりの日 )・5 日 ( 月・こどもの日 )・6 日
( 火・振替休日 )・30 日 ( 金・館内整理日）
●開館時間　午前 9 時 30 分〜午後 5 時
●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＊

『豆の上で眠る』湊かなえ著　　　　　　　　　　　　　『ウィニー・ザ・プー』阿川佐和子訳
『こどもたちへ〜まどさんからの手紙〜』まど みちお文 『ならんでるならんでる』鈴木まもる絵

＊返却期限を過ぎていませんか？　お手元の本、雑誌、DVDなどの返却日をご確認ください！＊
■問い合わせ■　教育課スポーツ学習係　電話2－0797

平成２５年度情報公開および個人情報保護制度の実施状況
●情報公開制度
町では八丈町情報公開条例に基づいて、情報公開制
度を実施しています。この制度は、町民の皆さんに
町の仕事の内容を理解していただくために、町が持っ
ているさまざまな情報を、請求に応じて公開するも
のです。平成２５年度は３４件の請求がありました。
実施状況は次のとおりです。

・開示 １１件　・一部開示　１１件
・非開示 １件 ・その他 ( 文書不存在など ) １１件

●個人情報保護制度
平成１６年４月から施行された八丈町個人情報保護
条例では、個人情報の適正な取り扱いを定め、本人
の開示請求権を保障しています。
平成２５年度は２件の請求があり、実施状況につい
ては次のとおりです。
・開　　示　１件　　・一部開示　　１件
両制度に基づく相談や請求は、各担当課で行ってい
ます。お気軽にご相談ください。
■問い合わせ■　総務課文書係　電話2－1121

図 書 館 か ら の お 知 ら せ

お知らせ掲示板つづき
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お知らせ掲示板つづき

5
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://tohoair-tal.jp/
…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

便名 羽田発 八丈島着 機種 便名 八丈島発 羽田着 機種

1891 　7:30 　8:25 B738 1892 　9:05 10:00 B738

1893 12:15 13:10 A320 1894 14:20 15:15 A320

1895 15:55 16:45 A320 1896 17:20 18:20 A320

●耳鼻咽喉科　5月12日（月）〜14日（水）　・糖尿病教室　5月16日（金）
　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

図 書 館 か ら の お 知 ら せ町立八丈病院臨時診療日　その他、専門外来診療

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、必要書類を確認することをお勧めしま
す。

東京法務局　特設登記所開設

日　　時：5月12日(月) 午後1時〜4時　　　

　　　　　5月13日(火) 午前9時〜正午、午後1時〜4時　　　

　　　　　5月14日(水) 午前9時〜正午

場　　所：八丈町役場１階町民ギャラリー特設会場

■問い合わせ■　東京法務局不動産登記部門　03－5213－1330(不動産)

　　　　　　　　　　　　　法 人 登 記 部 門　03－5213－1337(商業・法人)

　※登記相談の受け付けは、
　　終了時間の 30 分前までです。

【ANA】電話　0570－029－222 機体情報　最大乗員数 B738　167 人　　A320　166 人

5/1～5/31 普通運賃 往復割引（片道）

羽田＝八丈島 20,590 13,640

※運航事業者の都合により、急な時刻変更など
ありますので、ご注意ください。
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参加しませんか？募集しています！
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　八丈島歴史民俗資料館の夜間警備に従事する方を募集します。
●職　種　　　館内の巡回など　
●勤務先　　　八丈島歴史民俗資料館
●定　員　　　４名程度　　　　
●勤務期間　　平成２６年６月１日から平成２７年３月３１日まで
（勤務期間延長あり）
●勤務時間　・午後４時４５分から午前８時４５分まで（夜間）
　　　　　　・週に１回から２回
●資　格　　・八丈町に住民登録していて、健康な方
　　　　　　・固定の曜日で勤務が可能な方
●必要な書類　町指定の履歴書
（教育課生涯学習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２６年５月１日（木）から５月１６日（金）まで（土、日、祝日を除く）
●選考方法　　面接により決定
■申し込み・問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話2－7071

八丈島歴史民俗資料館夜間警備員の募集

ミス八丈島選考会では、平成２６年のミス
八丈島を募集しています。

　ミス八丈島
　・活動期間：８月１日から１年間
　・仕事内容：八丈島の各種行事（イベントなど）
　　　　　　　への参加、八丈島の PR 活動
　※ミス八丈島として参加した時は謝礼あり　
　応募条件
　・期間中、八丈島に在住できる独身女性
　・年齢 18 歳（高校生不可）から 27 歳位まで
　・元気よく笑顔で八丈島を PR してくれる、
　八丈島が大好きな方
　応募方法
　　履歴書またはプロフィールに写真を２枚添えて
　　郵送
　　（写真は顔と全身がわかるもので集合写真不可
　　　参考のため、身長を明記してください。）

※自薦、他薦問いません。沢山の応募をお待ちし
ています。

　応募締切　
５月末日（必着）
※応募書類は返却できません。ご了承ください。

選考方法　
　書類による選考（必要があれば面接審査）
結果通知　
　決定者のみに連絡
決定後　
　ミス八丈島選考会での承認後、夏まつりで
　ミス八丈島発表会を行い、ミス八丈島期間中は
　八丈島の顔として PR などに務めていただきます。
■応募・問い合わせ■　　　
〒 100-1498
　東京都八丈島八丈町大賀郷 2551 － 2
　産業観光課観光商工係　電話 2 － 1125

大募集！　ミス八丈島
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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（平成26年度第１回）

≪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住宅です（車椅子には対応していません）。
(※2) 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。
(※3) 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。
(※4) 条件次第では単身の方も申し込める住宅です（期限付き）。ご希望の方は建設課管財係までご相談ください。
(※5) 5 月中は入居できません。入居開始は 6 月以降からとなります。

町営住宅の入居者を次のとおり募集します。
地域 団地名 棟・部屋番号 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 神湊第１団地 Ａ－１０１ 1K 
36.1㎡ H14 11,800 〜 

23,200
鉄筋コンクリート造 

２階建 単身世帯向け

三根 中道団地 Ｂ－１０４ 1LDK 
51.3㎡ H17 17,200 〜 

33,800
鉄筋コンクリート造 

２階建
高齢者等専用(※1)  

単身世帯向け

三根 桜平団地 Ｃ－３０２ 3LDK  
76.1㎡ H13 25,100 〜 

49,300
鉄筋コンクリート造 

３階建 ３人以上世帯向け

三根 丘里団地
Ａ－２０１ 2LDK  

60.4㎡ H23 20,400 〜 
40,000

鉄筋コンクリート造 
２階建 ２人以上世帯向け(※5)

Ｂ－１０３ 3LDK  
73.1㎡ H23 24,600 〜 

48,300
鉄筋コンクリート造 

２階建
高齢者等専用(※1)  

３人以上世帯向け(※5)

大賀郷 寺山団地 １－３０２ 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 八蔵団地
１－３０２ 3DK  

68.3㎡ H5 21,000 〜 
41,200

鉄筋コンクリート造 
３階建 ３人以上世帯向け

４－２０３ 3DK  
58.8㎡ H2 17,300 〜 

34,100
鉄筋コンクリート造 

２階建 ３人以上世帯向け

樫立 康政里第2住宅 ６ 3LDK 
75.0㎡ H19 23,400〜 

46,000 木造一戸建
子育て家族(※３) 
３人以上世帯向け 

単身者期限付入居可(※4)

樫立 東六里住宅 １ 3LDK 
74.5㎡ H15 22,700 〜 

44,500 木造一戸建 子育て家族(※3) 
３人以上世帯向け

中之郷 中之郷団地 １－２０３ 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 
(３人以上優先) 

単身者期限付入居可(※4)

中之郷 粥倉住宅
１ 3LDK 

74.5㎡ H14 22,400 〜 
44,100 木造一戸建

子育て家族優先(※3) 
３人以上世帯向け 

単身者期限付入居可(※4)

２ 3LDK 
74.5㎡ H14 22,400 〜 

44,100 木造一戸建 子育て家族(※3) 
３人以上世帯向け

中之郷 藍ヶ里住宅 ４ 3LDK 
75.3㎡ H15 22,900 〜 

45,000 木造一戸建
子育て家族優先(※3) 

３人以上世帯向け 
単身者期限付入居可(※4)

中之郷 尾越住宅
１ 3LDK 

75.3㎡ H15 22,900 〜 
45,000 木造一戸建

子育て家族優先(※3) 
３人以上世帯向け 

単身者期限付入居可(※4)

２ 3LDK 
74.5㎡ H15 22,700 〜 

44,500 木造一戸建 子育て家族(※3) 
３人以上世帯向け

中之郷 中里住宅 ２ 3LDK 
77.1㎡ H16 23,700 〜 

46,500 木造一戸建 子育て家族(※3) 
３人以上世帯向け

末吉 瀬戸団地 Ｂ－１０２ 3LDK 
69.1㎡ H12 22,500 〜 

44,100
鉄筋コンクリート造      

平屋建
3人以上世帯向け 
(３人以上優先) 

単身者期限付入居可(※4)

末吉 末吉団地 １－１０３ 1LDK 
 48.2㎡ H10 15,600 〜

30,600
鉄筋コンクリート造      

３階建
単身世帯向け(※2) 
（高齢者等優先）

末吉 名古住宅
１ 3LDK 

 77.1㎡ H16 23,700 〜
46,500 木造一戸建

子育て家族優先(※3) 
３人以上世帯向け 

単身者期限付入居可(※4)２

■受付期間
　5月12日(月)〜5月19日(月）
　午前8時30分〜午後5時15分
　※17日（土）、18日（日）は除く。
■応募できる方
　①現在八丈町にお住まい、又は転入見込の成年者。
　　※ただし、八丈町にお住まいの方優先
　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（続柄、世帯主等は省略しないでく
　　ださい）
　②入居者全員の最新の八丈町の所得証明書（平成24年分）、
　　 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お知らせします。
　応募者が複数の場合は公開抽選を行い決定します。

■抽選会：5月22日（木）午後1時15分～
　　　　　町役場1階第3相談室

※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か月分の住宅保証金の納付　　
②連帯保証人2名（島内在住者又は親族に限る）
（保証能力を有する町税や公共料金などを滞納していない方）

■問い合わせ・申し込み■　建設課管財係　電話2－1124
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参加しませんか？募集しています！

※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、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

■職務内容／一般行政事務
■受験資格／昭和54年4月2日〜平成3年4月1日までに生まれた方
■採用人員／１名
　試　験　日／一次（筆記）　平成26年5月31日(土)
　　　　　　二次（面接）　平成26年6月14日(土)
　試験会場／一次（筆記）　東京都立産業貿易センター（東京都港区海岸１－７－８）
　試験会場／二次（面接）　島嶼会館（東京都港区海岸１－４－１５）
■採用年月日／平成26年7月1日
■募集案内配付／5月8日〜5月20日(土･日を除く)
■配付場所／同組合総務課（島嶼会館２Ｆ　港区海岸１－４－１５）および各島嶼町村総務課窓口
■申込期限／5月20日（消印有効）
■問い合わせ■　　東京都島嶼町村一部事務組合　　担当：松日楽（まつひら）
　　　　　　　　　電話０３－３４３２－４９６１

◎◎◎◎◎東京都島嶼町村一部事務組合・職員募集◎◎◎◎◎

八丈島おやこ劇場「あびの実」　第19回子どもまつり＆第77回公演開催！
【第19回子どもまつり】　
◆野あそび隊企画第１弾　「一日冒険遊び場」
●日　時　5月6日(火)午前9時30分〜午後2時頃場所　垂戸海岸広場
●内　容　足ぶみうどんを作ろう（先着70名）、木工、泥遊び、段ボール遊びなど
※持ち物、参加費など、詳細は事務局までお問い合わせ下さい。
【第７７回公演 「風の子バザール」】
●出　演　劇団風の子・東京 
●日　時 ５月25日(日）午後１時30分開演（１時開場）
●場　所 三根小学校・体育館 
　バザールとは市場のこと。風の子バザールには世界中から特産品が集まります。
　イタリア、ジャマイカ、ミャンマー、イラン、ロシア・・・世界各国・民族の生活と風土の薫り高い
お話し、歌、踊りの数々をじっくり味わってください。
 　※鑑賞には会員券が必要です。  ご希望の方は事務局まで問い合わせください。
■問い合わせ■               
八丈島おやこ劇場「あびの実」事務局
電話　２－４０８４(留守番電話対応)または０９０－５８１７－３２６６（担当山下）
Mail 　hachijyo_abinomi@yahoo.co.jp

〜職員募集〜
◆看護師　　　　　　　　　　・・・若干名
◆薬剤師　　　　　　　　　　・・・１名
◆社会福祉士　　　　　　　　・・・１名
・対 象 者　資格保有者（資格取得見込者）
・選考方法　職員採用試験

町立八丈病院からの募集案内！
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郷土料理教室

申込方法
①所定の申込用紙（本紙折込、コピー可）に必要

事項を記入し、現金を添えて、八丈マリンサー
ビスに直接申し込んでください。

②申込用紙・現金と引き換えに、乗船券（出発日
に必要）を受け取ってください。

申込期限　6月5日（木）
申込場所　八丈マリンサービス底土事務所
　　　　　（船客待合所内）

申込受付期間　
月曜日〜金曜日　午前10時30分〜午後3時30分
土・日・祝日　　午前10時30分〜11時30分
　
■問い合わせ■
　八丈マリンサービス　電話2－1211
　総務課庶務係　　　　電話2－1121

八丈町の友好都市、小笠原村を訪ねてみませんか！

受け付けは、八丈マリンサービスで行います。

詳しくは、今月号広報の折り込みをご覧ください。

八丈町町制施行60周年記念事業
第３３回小笠原親善訪問　参加者募集　6月１９日 (木 ) ～ 6月２４日 (火 )

　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？
今年度は開催を 4 回予定しています。第１回目は八丈島の魚をさばいて料理をつくろう！
■日　　時　　平成２６年５月３０（金）　　　■時　　間　午前 10 時〜正午
■場　　所　　保健福祉センター　　　　　　■持 ち 物　エプロン・三角巾・筆記用具・包丁・まな板
■申込締切　　平成２６年５月２３（金）まで

■問い合わせ・申し込み■　福祉健康課保健係
（定員　約１６名）　電話　２－５５７０

事前予約 申し込み開始　５月７日から ＊定員となりしだい締め切ります。

町 長 上 京 日 記　2月
６日～７日
◉ANA822便にて上京
◉東京海区漁業調整委員会
１８日～２６日
◉ANA822便にて上京
◉東京都土地改良事業団体連合会打合せ
◉東京都島嶼町村長会議
◉東京都島嶼町村一部事務組合定例会
◉東京都島嶼町村会・同議長会合同会議
◉東京都島嶼町村長会議
◉全国離島振興協議会正副会長会議
◉自民党離島振興特別委員会
◉全国離島振興協議会理事会
◉予防医療推進協議会
◉東京都町村会役員会
◉東京都町村長会議

◉ANA829便にて帰島

◉東京都町村会自治功労者表彰式
◉東京都町村会自治研修会
◉東京都土地改良事業団体連合会理事会
◉東京都土地改良事業団体連合会総会
◉ANA875便にて秋田県へ
◉秋田県湯沢市内視察
・農産加工所・地熱利用センター
・上の岱地熱発電所
◉秋田県鹿角市内視察
・大沼地熱発電所
◉ANA876便にて東京へ
◉ANA829便にて帰島

参加しませんか？募集しています！

～町長上京日記２月～
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町 長 上 京 日 記　3月
１０日～１１日
●ANA822便にて上京
●「東京都平和の日」記念式典
●「東京都平和の日」記念講演
１８日～２１日
●ANA822便にて上京
●フリージアまつり表敬訪問
・国土交通大臣
・全日空
・警視庁第六機動隊
・東京消防庁

●ANA821便にて帰島

・全国離島振興協議会
・参議院議員会館
・衆議院第一議員会館
・衆議院第二議員会館
・港区役所
・東京都庁
●ANA821便にて帰島

対 象 者
　体力に自信があり、子どもが好きで、町内に住所を有する方
業務内容
　放課後子どもプラン（がじゅまる教室、とびっこクラブ（学童））
　に参加する小学生児童への指導や見守り
勤務場所
　各小学校
勤務時間
　放課後（おおよそ１４時）〜１８時半（土日祝を除く平日）
時　　給
　８８０円（保育士、幼稚園教諭、教員免許など保持者は優遇しますので履歴書に記入してください。）
応募方法
　八丈町の指定する履歴書（福祉健康課厚生係・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。）に写真を貼り付けのうえ必要事項をすべて記入し、福祉健康課厚生係また
は教育課生涯学習係に持参してください。
勤務条件など
　八丈町臨時職員の任用に関する規程などによります。
採用の方法
　面接後に決定します。
■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話2ー7071

八丈町放課後子どもプラン指導員の募集

　

　夏休みの間、とびっこクラブに参加する小学生児童への指導や見守りをする指導員を募集します。
■対 象 者　高校生以上
■期　　間　７月２１日〜８月３１日までの土日祝日を除く平日
■勤務時間（シフト制）８時〜１２時まで　１２時〜１８時半まで
　※１日勤務可能な方はご相談ください。
■応募締切
　６月１３日（金）
※勤務場所、時給、応募方法等は上記「放課後子どもプラン指導員の募集」と同様ですのでご参照ください。
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2ー5570

とびっこクラブ（学童保育）夏休み指導員の募集

参加しませんか？募集しています！

～町長上京日記３月～
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参加しませんか？募集しています！　

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

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
午前８時30分〜
午後３時15分　

および
夜　勤

午後２時30分〜
午後９時30分　

月１５日程度 １名
平成２６年
６月１日 １，２８０円

※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）
●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、または教育課スポーツ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２６年５月１５日（木）
■提出および問い合わせ■　八丈町コミュニティセンター　教育課スポーツ学習係　電話２－0797

 
 

 

 

 

場所 

八丈町保健福祉

センター 

１階ホール 

平成２６年 

八丈町認知症ステップアップ講座 

講演会のお知らせ 

日  時 

５月１７日（土） 

午後７時～８時３０分 

「“認知症を中心としたケア”から“その人を中心としたケア”へ」 

講師：村松宜則氏 社会福祉法人養和会第二八丈老人ホーム介護主任・認知症介護実践リーダー研修修了者 

  ・認知症の知識が豊富になればなるほど問題点を見つけがちになってしまいます。知識を活かしながら、“その人ら

しく生きること”を考えましょう。認知症になることで将来を不安にするのではなく、認知症になっても自分ら 

しく生きる将来を一緒に考えましょう。 

対 象 認知症サポーター講座受講済みの方をはじめ、どなたでも聴講していただけ

ます。特別な資格は問いません。 

申し込み 八丈町福祉健康課高齢福祉係へあらかじめ電話で申し込みください。 

申し込み・問い合わせ 福祉健康課高齢福祉係　電話２-５５７０  
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はちじょうトピックス

フリージア・インフィオラータ

第１０回八丈町コミュニティセンター杯フットサル大会

　３月２１日〜４月６日までフリージアまつり
が開催されました。４月５・６日は各地で巨大
なインフィオラータが出現し、祭りのラストを
盛り上げました。期間中はフリージアの摘み取
りや、レイつくりの体験も行われ、多くの方が
会場に訪れました。

３月１６日（日）にコミュニティセンターにて
開催されました。
　参加された選手の皆さんは必死にボールを追
いかけチームメイトと共に勝利を目指し、戦い
抜きました！大会結果は右記のとおりです。

優  勝　　　　坂上オーバー４５
　　　　　　　（４５歳以上）
準優勝     　   坂下オーバー４５
　　　　　　　（４５歳以上）
３　位　　　　八丈レディース
　　　　　　　（一般レディース）
４　位　　　　Ｂｏｒｒａｃｈｏ
　　　　　　　（一般レディース）
５　位　　　　大賀郷ＦＣ
　　　　　　　（小学生）
６　位　　　　ガールズ
　　　　　　　（中高生ﾚﾃﾞｨｰｽ）
◇最優秀選手　浅沼宝選手
　　　　　　　（大賀郷ＦＣ）
◇優　秀選手　福田三季選手
　　　　　　　（ガールズ）



5月2014
5月2014

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

し尿等汲取休業日
図書館休館日
憲法記念日

4 5 6 7 8 9 10
し尿等汲取休業日
図書館休館日
みどりの日

し尿等汲取休業日
図書館休館日
こどもの日

し尿等汲取休業日
図書館休館日
振替休日

すくすく相談
9：30 ～ 11：30

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

し尿等汲取休業日

11 12 13 14 15 16 17
し尿等汲取休業日 コミュニティセンター休館日

図書館休館日
高齢者健康教室

10：00 ～ 12：00

2 歳児歯科健診
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

認知症ステップ
アップ講座

19：00 ～ 20：30

18 19 20 21 22 23 24
し尿等汲取休業日 高齢者健康教室

10：00 ～ 12：00
コミュニティセンター休館日
図書館休館日

子ども心理相談
9：00 ～ 16：00

3 歳児健康診査
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

25 26 27 28 29 30 31
し尿等汲取休業日 コミュニティセンター休館日

図書館休館日
郷土料理教室

10：00 ～ 12：00

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

温 泉 休 業 日

5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 5 月 12 日（月）〜 14 日（水） 9：00 〜
糖尿病教室 5 月 16 日（金） 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 3 1 2 3 1 2 3

燃・害 燃・害 金属 燃・害 金属

4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

金属 燃・害 資源
古着 びん 燃・害 燃・害 資源

古着 燃・害 金属 燃・害 資源
古着 燃・害 金属

11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17

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

18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24

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

25 26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31

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

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

※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 12 日　19 日　26 日 毎週月曜日

みはらしの湯 13 日　20 日　27 日 毎週火曜日

ザ・ＢООＮ 　7 日　14 日　21 日　28 日 毎週水曜日

やすらぎの湯 　1 日　　8 日　15 日　22 日　29 日 毎週木曜日


