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目 次

 ( 先月 1 日比 )

転入ほか……16人（うち出生　7人）

転出ほか……26人（うち死亡14人）
5月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （6月1日現在）※外国人含む

 人　口 7,935人 減 10人 
男 3,931人 減 4人
女 4,004人 減 6人

世帯数 4,494世帯 減 9世帯

世帯数 男 女 人口計
三　根 2,083 1,826 1,873 3,699
大賀郷 1,517 1,324 1,306 2,630
樫　立 296 259 278 537
中之郷 390 356 374 730
末　吉 208 166 173 339

地熱発電所における臭気測定値の結果▶▶02

平成26年度特定健診・がん検診などのお知らせ▶▶14
平成26年度風しんの抗体検査・予防接種▶▶15
教育委員会だより▶▶16

東京電力㈱八丈島地熱発電所　環境モニタリング測定結果▶▶03
夏期安全対策について▶▶04
国民年金▶▶05
国保だより　ほか▶▶06
水道だより　ほか▶▶07

後期高齢者医療制度の保険証が新しくなります／裁判員制度の実施状況▶▶10
「子育て世帯臨時特例給付金」のご案内▶▶11
母子保健／生活習慣病予防講習会のお知らせ▶▶12
子どもの定期予防接種のお知らせ／介護用品支給事業の支給対象が広がりました！▶▶13

島じまん２０１４　新記録！！来場者１０万人超え
５月２４(土 )・２５日(日 )、東京竹芝桟橋・

竹芝客船ターミナルで島じまん２０１４が

開催されました。八丈島は島寿司や特産品

の販売、黄八丈織体験、レイメイキング、

八丈太鼓や樫立踊り、フラなどを披露しま

した。

お知らせ掲示板▶▶17-23環境だより／し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ▶▶08
参加しませんか？募集しています！▶▶24-29税のお知らせ　ほか▶▶09
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地熱発電所における臭気測定値の結果

　東京都では、東京電力に対して「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。この都の指示に基づく測定結果を広報はちじょう平成 26 年 1 月号から 6 月

号により住民の皆さんに広く周知してきました。（平成 26 年 1 月号に限り折込にて周知）今回、東京電力よ

り平成 26 年 4 月の臭気指数を含む環境測定結果が報告されましたので、これまでの測定値の一覧を掲載し

ます。（4 月については、発電所は定期点検中のため発電していませんが、蒸気は出ている状況での測定です。）

　また、一般環境への影響について、東京都（環境局環境改善部大気保全課　電話 03-5388-3492）では

以下のように評価をまとめましたので、報告します。

●臭気指数について

　敷地境界①では、6 回中 1 回、敷地境界②では 6 回中 4 回、敷地境界の基準を超過しました。

　周辺住民宅では平成 25 年 12 月に 1 地点、平成 26 年 1 月に 2 地点で発電所の敷地境界に適用される

基準を超過しましたが、反復・継続して超過している事実は認められませんでした。

●有毒性のあるガスについて

　【硫化水素】

一般環境に関する基準はありませんが、労働安全衛生上の作業環境管理濃度（1ppm）の定めがあります。

敷地境界および周辺住民宅における測定値は、この濃度を大きく下回っていました。

　【硫酸塩（三酸化硫黄を含む）】

一般環境に関する基準はありませんが、都条例の有害ガスの排出口の基準値（1mg/m3）の定めがあり

ます。

敷地境界および周辺住民宅における測定値は、この基準値を大きく下回っていました。

　【二酸化硫黄】

一般環境に関する環境基準（1 時間値が 0.1ppm）が定められています。排出濃度基準や作業環境管理

濃度は定められておりません。

敷地境界②における平成 25 年 11 月の測定値は 0.11ppm、平成 26 年 2 月の測定値は 0.32ppm で、

環境基準を超過しました。これらの測定値は、東京都と内閣府が共同して設置した学識経験者などで構成さ

れる「三宅島火山ガスに関する検討会」報告書で提示された短期的影響についての二酸化硫黄濃度の目安と

比較すると、感受性が高い人の健康への影響が考えられる濃度（0.2ppm）を超えることもありましたが、

一般の人に対して注意を呼びかける必要がある濃度（2ppm）を大きく下回っていました。

また、敷地境界②は、公道に面した地点でありますが、感受性の高い人が長時間とどまることは少ないと

考えられますので、二酸化硫黄による影響は、今回の測定結果によれば少ないと考えられます。

なお、周辺住民宅では環境基準を大幅に下回っていました。

●今後の対応について

　臭気指数については、公道に面する敷地境界においてたびたび基準を超過していることおよび住民の皆さ

んのご意見を踏まえ、東京都は東京電力に対し、半年に 1 度、周辺住民宅を含め臭気指数の測定を実施する

ことおよび測定結果を公表するよう行政指導します。

地熱発電所における臭気測定値の結果
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東京電力㈱八丈島地熱発電所　環境モニタリング測定結果

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 25 年 11 月～平成 26 年 4 月）
臭　気　指　数※１

測定実施
年月日

平成 25 年
11 月 27 日

平成 25 年
12 月 17 日

平成 26 年
1 月 16 日

平成 26 年
2 月 18 日

平成 26 年
3 月 18 日

平成 26 年
4 月 8 日 条例の基準 備考

冷却塔出口 A 40 42 37 37 35 26
22 発電所内

排出口冷却塔出口 B 40 40 42 35 34 24
敷地境界① 10 未満 10 未満 14 10 未満 10 未満 10 未満

10
発電所

敷地境界
3 点

敷地境界② 25 10 未満 10 未満 24 11 18
敷地境界③ 10 未満 10 未満 10 未満 10 未満 10 未満 10 未満

周辺住民宅
（A 地点から K 地
点、計 12 地点）

全ての
測定点で
10 未満

H 地点：15
他 11 地点：

10 未満

B 地点：19
K 地点：17
他 10 地点：

10 未満

全ての測定点
で 10 未満

全ての測定点
で 10 未満

全ての測定点
で 10 未満 -

樫立地区
中之郷地区
主要地点

硫　化　水　素【ppm】※２

測定実施
年月日

平成 25 年
11 月 27 日

平成 25 年
12 月 17 日

平成 26 年
1 月 16 日※

平成 26 年
2 月 18 日※

平成 26 年
3 月 18 日※

平成 26 年
4 月 8 日※ 条例の基準 備考

冷却塔出口 A 6.5 8 - - - 0.2 未満
- 発電所内

排出口冷却塔出口 B 4.3 6.3 - - - 0.2 未満
敷地境界① 0.002 未満 0.002 未満 0.022 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満

-
発電所

敷地境界
3 点

敷地境界② 0.12 0.002 未満 0.0032 0.16 0.0054 0.026
敷地境界③ 0.002 未満 0.023 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満 0.002 未満

周辺住民宅
（A 地点から K 地
点、計 12 地点）

全ての測定点で
0.002

（検出下限値）
未満

G 地点 0.0025
H 地点：0.014

他 10 地点：
0.002 未満

B 地点：0.0086
Ｉ地点：0.0056
Ｋ地点：0.0099
Ｌ地点：0.013

他 8 地点：
0.002 未満

J 地点：0.0077
他 11 地点：
0.002 未満

全ての
測定点で

0.002 未満

全ての
測定点で

0.002 未満
-

樫立地区
中之郷地区
主要地点

硫　酸　塩（三酸化硫黄を含む）【mg/m3】※３

測定実施
年月日

平成 25 年
11 月 27 日

平成 25 年
12 月 17 日 - 平成 26 年

2 月 18 日※
平成 26 年
3 月 18 日※

平成 26 年
4 月 8 日※ 条例の基準 備考

冷却塔出口 A 0.36 未満 0.36 未満 - 0.36 未満 0.36 未満 0.36 未満
1mg/m3 発電所内

排出口冷却塔出口 B 0.36 未満 0.36 未満 - 0.36 未満 0.36 未満 0.36 未満
敷地境界① 0.005 未満 0.005 未満 - - - - 発電所

敷地境界
3 点

敷地境界② 0.009 0.005 未満 - - - -
敷地境界③ 0.005 未満 0.005 未満 - - - -

周辺住民宅
（A 地点から K 地
点、計 12 地点）

全ての測定点
で 0.005

（検出下限値）
未満

全ての測定点で
0.005 未満 - - - -

樫立地区
中之郷地区
主要地点

二　酸　化　硫　黄【ppm】※４

測定実施
年月日

平成 25 年
11 月 27 日

平成 25 年
12 月 17 日 - 平成 26 年

2 月 18 日※
平成 26 年
3 月 18 日※

平成 26 年
4 月 8 日※ 条例の基準 備考

冷却塔出口 A 3.2 4.6 - 2.1 4.7 2 未満
- 発電所内

排出口冷却塔出口 B 4.6 2 未満 - 2 未満 2.2 2 未満
敷地境界① 0.004 未満 0.004 未満 - 0.030 0.004 未満 0.004 未満

-
発電所

敷地境界
3 点

敷地境界② 0.11 0.004 未満 - 0.32 0.019 0.014
敷地境界③ 0.004 未満 0.015 - 0.013 0.0049 0.004 未満

周辺住民宅
（A 地点から K 地
点、計 12 地点）

D 地点：0.013
G 地点：0.0051
H 地点：0.0066

他 9 地点：
0.004

（検出下限値）
未満

H 地点：0.0081
他 11 地点：
0.004 未満

- - - -
環境基準

（1 時間値）
0.1ppm

樫立地区
中之郷地区
主要地点

※：東京電力株式会社による自主測定（都の指示書に基づかない測定）です。
※ 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に臭気指数は 20 となります。
※ 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、目や皮膚など刺激する有毒な

気体です。
※ 3： 硫酸塩とは、水に溶けやすく、多くの場合金属の酸化物・水酸化物が硫酸に溶解して硫酸塩となります。大気汚染防止法により特定物質に指定さ

れています。
※ 4： 二酸化硫黄とは、空気より重い無色の気体で、水に溶ける性質があり、腐敗した卵に似た刺激臭があり、目や皮膚などを刺激する人体に有害な物

質です。

[　]
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　● INFORMATION　夏期安全対策について 広報はちじょう

夏期安全対策について
　 ‐ ご協力をお願いします ‐

いよいよ夏期シーズンを迎え、島を訪れる方々が増える時期にむけ、６月１７日（火）に関係各団体の代表による、
夏期対策懇談会が開催されました。
　懇談会では、各団体が安全面やトラブル防止のための対策を実施することが決められました。
空港・港湾施設の交通対策や次のことについて、皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。

●交通規制

□神湊（底土）港
さん橋内に「臨時駐車場」を設けます。
なお、新船客待合所の供用開始は７月１２日（土）
からとなります。

（注１）新船客待合所等の工事中のため、状況により臨時駐
車場の使用を中止する場合があります。

（注２）業者の車両で大変混雑しますので、一般の送迎車は
待合所横の駐車場をご利用ください。

（注３）レンタカーなど車両の乗り捨ては禁止とします。待
合所横の駐車場をご利用ください。

□八重根港
船客待合所付近は駐車禁止です。車両はお客様の乗
降後、すみやかに移動してください。

□八丈島空港
ターミナル前の路上駐車は全面禁止です。車両を止
めたまま短時間でも運転者が車を離れると違法行為
となるので注意してください。また、駐車場の混雑
緩和のため、上京に伴う長期間の駐車は控えていた
だくようお願いします。

□海洋レジャー
○遊泳禁止表示（赤旗または看板）を、底土、横間、

ヤケンヶ浜、旧八重根、乙千代ヶ浜の各海水浴場に、
状況に応じて表示します。

○沿岸でプレジャーボートなどを使用する際には、遊
泳者に十分注意を払い、運転してください。

○釣りの際には一人での釣行を避け、救命具を着用し、
波やうねりには細心の注意を払ってください。

○周辺海域では、水中銃の使用禁止のほか、イセエビ、
トコブシ、テングサなどの水産動植物をとることな
どが制限されています。

□その他
○八丈島警察署では、空港港湾施設や海水浴場、釣り

場、キャンプ場などにおいて警戒を実施します。ま
た、交通違反の指導取り締りを強化します。

○食中毒や伝染病などが多い季節です。十分な注意を
払ってください。

■問い合わせ■
産業観光課観光商工係　2－1125

●平成 26 年　夏期の道路交通案内図

対策期間：7 月 19 日（土）～ 8 月 31 日（日）
　　　　　午前 8 時 30 分～午前 10 時
※上記以外は臨時駐車場の使用はできません

●神湊（底土）港

●八重根港

臨時駐車場 

臨時 

駐車場 

臨時駐車場入口

新船客

待合所

一般・営業車 

駐車場 

※待合所近辺は

駐車禁止 

船客待合所 

臨時駐車場
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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/

【国民年金保険料などの申請】
　国民年金保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年
金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
　経済的な理由で保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる
「保険料免除制度」や「若年者（30歳未満）納付猶予制度」がありますので、住民登録をしている区市
町村役場の国民年金担当窓口で申請の手続きをしてください。申請書は、年金事務所または区市町村役場
の国民年金担当窓口に備え付けてあります。
　平成26年度の免除などの申請受付は平成26年7月1日から開始され、平成26年7月から平成27年6月
までの期間を対象として審査します。また、申請は原則として毎年度必要です。ただし、平成26年7月中
に申請する場合は、平成24年6月から平成26年6月までの期間についても申請することができます。過
去分の免除なども申請される場合は、申請書が複数枚必要になります。詳しくは問い合わせください。
【口座振替での前納のお申し込みはお早めに】
　平成26年度の国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者の１カ月当たりの保険料は15,250円で
すが、まとめて前払いすると、前納割引が適用されるのでおトクです。
前納の例（10月分～翌3月）

納 付 方 法 納　付　額 割　引　額
毎月納付 91,500円 なし

現金またはクレジット
カードによる前納

90,760円 740円

口座振替による前納 90,460円 1,040円

　お申込書類の不備などによりご登録が遅れ、手続きが間に合わない場合がありますので、
ご利用を希望する方は、お早めに年金事務所または金融機関などに申し込みください。

▶▶各種問い合わせ▶▶各種問い合わせ
●ねんきんダイヤル：電話0570－05－1165
　050（一部）の電話、070の電話からおかけになる場合は、03－6700－1165
●受付時間　月曜日から金曜日:午前8時30分～午後5時15分、第2土曜日:午前9時30分～午後4時
※ただし月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）は午後7時まで受付
※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・12月29日～1月3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」に関する問合せ：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、12月29日～1月3日は利用できません）
※「0570」の最初の「0」を省略したり市外局番をつけたりして間違い電話にならないよう注意してください。

10 月分～翌年 3月分の
口座振替とクレジットカード
による前納の申し込み締切日
は 8月 31日（日）です。
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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

◎非自発的理由で失業された 65 歳未満の人は、国保保険税の軽減措置があります。
リストラや会社の倒産、解雇など事業主の都合（非自発的理由）で離職した 65 歳未満の人が、在職中と同程度の
負担で国保に加入できるように、平成 22 年 4 月から国保税の軽減策がとられています。

○対象者
（1）倒産や解雇などの理由により離職した 65 歳未満の方（雇用保険の特定受給資格者）
（2）雇用契約が更新されない（雇い止め）などの理由により離職した 65 歳未満の方（雇用保険の特定理由

離職者）
※特定受給資格者および特定理由離職者とは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが

１１・１２・２１・２２・２３・３１・３２・３３・３４の方です。
○保険税の算定

前年の総所得金額などに含まれる給与所得をその 30/100 とみなして算定します。
○軽減期間

離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※ 国保に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど、国保を

脱退すると終了します。

【軽減を受けるには申告が必要です】
対象となる方は、雇用保険の受給資格者証の写しを添えて、住民課医療年金係
で特例対象被保険者等申告をしてください。

◆「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。
◆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は、ご相談ください。

国保だより　ほか

平成２６年７月から９月にかけて、八丈町コミュニティセンター

施設テニスコートの照明改修工事を行います。工事の期間中、コートの利

用が出来なくなることがあります。ご理解ご協力をお願いします。

詳しくは下記まで問い合わせください。

■問い合わせ■　教育課スポーツ学習係　電話 2－0797

八丈町コミュニティセンター
テニスコート照明改修工事のお知らせ

平成26年度東京都島嶼町村一部事務組合情報公開実施状況の公表
東京都島嶼町村一部事務組合の情報公開制度（平成 18 年条例第 9 号）は、島しょ 9 町村の住民の組合行

政への参加をより一層推進するとともに、組合の公正な運営を確保することを目的に制定され、毎年 1 回、
情報公開実施状況を公表することになっています。

平成 25 年度の情報公開実施状況を下記のとおり公表します。
平成 25 年度東京都島嶼町村一部事務組合情報公開実施状況

公開請求件数　2 件
公開決定件数　2 件（一部公開決定を含む）

■問い合わせ■
東京都島嶼町村一部事務組合
　総務課庶務係　担当：鈴木
　電話 03－3432－4961
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「はちじょう暮らしの便利帳」が完成しました
平成 26 年 1 月から、（株）サイネックスと八丈町の官民協働事業により

制作を進めていた「はちじょう暮らしの便利帳」が完成しました。
住民の皆さんや新たに八丈町に転入された方にとって役立つ、防災情報や

行政サービスを中心に、日々の生活に必要な情報が一冊にまとめられていて、
島の魅力を紹介する特集ページも掲載されています。

皆さんの日々の生活にぜひご活用ください。

［発行に関して］
町が行政情報などを提供、監修し、（株）サイネックスが掲載する広告の

募集、便利帳の編集、印刷を行いました。発行に要する経費は事業者や団体
の皆さんからの広告掲載料で賄われています。

［配布方法］
今月号の広報と併せて、各世帯に配布します。

「届いていない」「乱丁・落丁」などの場合は企画財政課企画情報係までご連絡ください。
■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2－1120

水道だより水道だより
■水道メーターの定期交換

各家庭などに設置され、八丈町が検針している「水道メーター」は計量法により有効期限が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。

交換作業は平成２７年２月頃までかかる予定で、町が委託した安井水道工事店が行います。
※交換対象：平成２７年３月までに有効期限を迎えるメーター　※交換費用：無料
＜交換時のお願い＞
・交換の際、１５分ほど断水となります。（事前に声をかけます。）
・不在でも交換作業を行うことがあります。(交換作業に関するメモを入れます。）
・交換後は空気や濁りが入る場合もありますので、浄水器や給湯器などを経由しない蛇口で水を少し流し

てからお使いください。
■給水停止を行います！

水道料金に未納がある方を対象に支払い方法の相談(分納支払いなど)を受け付けています。
水道料金の未納がある方は、企業課水道係に相談ください。
お支払いいただけない場合、八丈町給水条例により「給水停止」を行います。

■問い合わせ■　企業課水道係　電話2－1128

6月下旬に平成26年度の納入通知書（介護保険料額決定通知書）を送付しました。
　介護保険制度は、被保険者の方が保険料を納め、介護が必要になったときにサービスを利用できる制度です。
被保険者の方には保険料を納付する義務があり、納付された保険料は貴重な財源となります。納期限内に介
護保険料の納付をお願いします。
※介護保険制度は、公的な社会保険制度であるため、65 歳以上の方・医療保険に加入している 40 歳～ 64
歳の方全員が被保険者となります。自分の意思では脱退することはできませんので、ご理解のほどよろしく
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

水道だより　ほか
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環境だより／し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ

■問い合わせ■　住民課環境係　電話2－1123

クリーンデーへのご参加、ご協力ありがとうございました
クリーンデーで集められたごみは、下記のとおりです。

・燃えるごみ　４，８５０㎏　　・空き缶　　８０㎏

・金属ごみ　　　　５８０㎏　　・空きびん　７０㎏　・粗大ごみ　　４５０㎏

大掃除をして、さわやかな夏を迎えましょう！

　夏を迎える前に、害虫や蚊の発生源になりそうな天井・床下の清掃や家の周辺の除草・枝払いなど、
普段なかなか掃除できない所も清掃しましょう。

正しいごみの分別をお願いします！

　集積所に残されたシールの貼られたゴミ袋は、正しい分別がされていないため収集できないと判断さ
れたものです。布団や毛布、ロープやひもなど、広がるものや長いものは焼却炉が閉じず、火災の原因
になるため収集できません。集積所に出す場合は、50㎝以内に切ってください。

燃えるごみに空き缶や空きびん、ライターなどが分別されずに混入している袋も収集できません。出し
た方は、責任をもって正しい分別をし、出しなおしてください。

資源ごみの空き缶については、飲料用缶のみとなっておりますので、缶詰などの缶は金属ごみで出して
ください。なお、びんや缶を出すときは、中身を出し水洗いをしてから出してください。

一般廃棄物処理手数料（事業者向け）

　先月、平成２６年度の一般廃棄物処理手数料（清掃手数料）の納付書を、事業主のみなさんにお送り
しています。

■納期■　・Ⅰ期　平成 26 年 9 月 30 日（火）
　　　　　・Ⅱ期　平成 27 年 3 月 31 日（火）　納め忘れのないようお願いします。

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。収集運搬が必要な方は余

裕をもって申し込みください。

■ 7 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。
7 月 6 日（日）　12 日（第 2 土）　13 日（日）　20 日（日）

21 日（祝）　26 日（第 4 土）　27 日（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 2 － 0855
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
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■問い合わせ■　税務課　電話 2－1122税のお知らせ税のお知らせ

今月の納期限および
口座振替日
○７月３１日(木)
　固 定 資 産 税　第2期
　国民健康保険税　第1期

サマージャンボ宝くじ　７月４日 ( 金 ) 販売開始！
　収益金は、区市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。
●発売期間　７月４日（金）～７月２５日（金）　●発売場所　全国の宝くじ売場
●抽せん日　８月５日（火）　（公財）東京都区市町村振興協会　電話０３－５２１０－９９４５

平成２６年度後期高齢者医療保険料納入通知書を７月中旬に発送します 
保険料の納め方について
特別徴収　年金からの天引きとなります。ただし、下記の場合は納付書で納めていただくことがあります。
　　　　　①　保険料決定後に所得の変更があり保険料が増額になった場合
　　　　　②　年金の支給停止や一時差し止めなどで天引きができなかった場合
普通徴収  納付書や口座振替により納めていただきます。納付書が同封されている方は、必ず納期限まで

に納めてください。 平成２６年度保険料より、延滞金 ( ※ ) が発生します。
※延滞金　納期限の翌日から３月を経過する日まで年２．９％
　　　　　それ以後は、年９．２％の割合で加算されます。

納期内納付にご理解、ご協力をお願いします。
■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話 2－1123

平成２５年分の所得の申告はお済みですか？
　収入の無かった方でも国民健康保険などの軽減や証明書の
交付を行うため申告が必要となります。
　下記の日程で受け付けしますので、まだ申告がお済みでな
い方は、ぜひご利用ください。
　○８月４日(月)～８月６日(水)午前９時～午後４時

　町役場　１階　相談室３・４または税務課（１２番カウ
ンター）にお越しください。

町税の滞納処分を強化しています　～税負担の公平性を確保するために～
●納付にお困りの方は必ずご相談ください
　納期限までに病気や怪我、事業の休廃止などの事情により、納付にお困りの方は納付相談をご利用
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閉庁日や平日の夜間（午後５時１５分～午後７時）に納付相
談を行っています。
●未納のまま放置すると滞納処分を行います
　督促状・催告書などで自主納付をお願いしても納めない、または、納付相談を行わない、納付相談
の要請に応じない場合は、納税者との公平性を欠くことから、滞納処分を実施しています。
※滞納処分例・・・・○差押（預金・給与・動産・不動産など）、○家宅捜索

税のお知らせ　ほか
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後期高齢者医療制度の保険証が新しくなります
　新しい後期高齢者医療被保険者証（オレンジ色）は、簡易書留で 7 月下旬にお送りします。有効期限は
平成２８年７月３１日 ( 木 ) です。お手元に届きましたら、住所・氏名・生年月日・負担割合（別表参照）
などの記載内容をご確認ください。現在お使いの保険証（青竹色）は、８月１日（金）以降に、町役場ま
たは各出張所にお返しください。

（別表）

平成２６年度住民税課税所得
（平成２５年１月１日から１２月３１日までの所得から算出） 所得区分 自己負担の割合

１４５万円未満の被保険者
（同じ世帯の被保険者全員が１４５万円未満） 一般 １割

１４５万円以上の被保険者
およびその方と同じ世帯の被保険者 現役並み所得 ３割

　３割負担から１割負担に変更できる場合があります。( 基準収入額適用申請 )
　該当すると思われる方には、基準収入額適用申請書を送付しています。収入金額を証明できる書類（確
定申告書の写しなど）を添えて提出してください。
※収入額が下記の基準額を超える方は該当しません。また、収支上の損益にかかわらず、確定申告したも

のはすべて収入額に含まれます。
（例）土地・建物や上場株式などの譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合の売却

収入など

被保険者数 収入判定基準（平成２５年１月１日から１２月３１日までの収入で判定）

世帯に１人
収入額が
３８３万円
未満

ただし、３８３万円以上でも同世帯に国民健康保険または会社の
健康保険など他の医療保険制度に加入の７０～７４歳の方がいる
場合はその方と被保険者の収入合計額が５２０万円未満

世帯に複数 収入合計額が５２０万円未満

限度額適用・標準負担額減額認定証（減額認定証）の更新は８月１日 (金 ) です
　現在お持ちの減額認定証の有効期限は、７月３１日 ( 木 ) となっています。
　すでに交付されていて、世帯全員が住民税非課税の方には、新しい減額認定証を７月下旬に郵送します。
改めて申請する必要はありません。減額認定証は、入院時だけでなく、外来診療についても、医療機関な
どに提示することにより、月ごとに同一の医療機関などの窓口において支払う保険適用の医療費の限度額

（自己負担限度額）が減額されます。世帯全員が住民税非課税の申告をされている方で、まだお持ちでな
い方は、住民課医療年金係まで問い合わせください。

裁判員制度の実施状況
　平成 25年12 月までに選任された裁判員は34,896人、補充裁判員の数は11,929人でした。裁判員
裁判が行われた事件は、強盗致傷事件（1,348人 22.2％）、殺人事件（1,342人　22.1％）、傷害致死
事件（595人　9.8％）です。
裁判員制度ウェブサイト　http://www.saibanin.courts.go.jp/

■問い合わせ■　住民課医療年金係
電話 2 － 1123

後期高齢者医療制度の保険証が新しくなります／裁判員制度の実施状況
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「子育て世帯臨時特例給付金」のご案内
　平成２６年４月からの消費税率の引上げに伴い、子育て世帯の家計への負担を減らし、消費の下支えを
図るために、児童手当を受給している方に、「子育て世帯臨時特例給付金」を支給します。

支 給 要 件
■支給対象者
　次のどちらの要件も満たす方
　①平成２６年１月分の児童手当・特例給付※を受給
　②平成２６年の所得が児童手当の所得制限限度額未満
　※特例給付とは、児童１人当たり月額一律５，０００円が支給されることをいいます。
　　平成２４年の所得が児童手当の所得制限限度額以上であっても、平成２５年の所得が所得制限限度額

を下回っていれば、子育て世帯臨時特例給付金の支給を受けることができます。
［児童手当　所得制限限度額］ 　（注）

○　所得税法に規定する老人控除対象配偶
者または老人扶養親族がいる方の限度
額（所得額ベース）は、左記の額に当
該老人控除対象配偶者または老人扶養
親族１人につき６万円を加算した額。

○　扶養親族等の数が６人以上の場合の限
度額（所得額ベース）は、５人を超え
た１人につき３８万円（扶養親族等が
老人控除対象配偶者または老人扶養親
族であるときは４４万円）を加算した
額。

扶養親族等の数 所得制限限度額 （収入額の目安）
０人 ６２２万円 　８３３．３万円
１人 ６６０万円 　８７５．６万円
２人 ６９８万円 　９１７．８万円
３人 ７３６万円 　９６０．０万円
４人 ７７４万円 １００２．１万円
５人 ８１２万円 １９４２．１万円

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

■対象児童
　支給対象者の平成２６年１月分の児童手当・特例給付の対象となる児童
　ただし、次の児童は対象外です。
　  ・「臨時福祉給付金」の対象※となる児童

※町都民税（住民税）均等割が課税されていない方［町都民税（住民税）均等割が課税されている方
の扶養親族を除く］

     ・生活保護制度の被保護者にあたる児童
　＜注意点＞
    ・上記の児童手当・特例給付の対象児童であれば、子育て世帯臨時特例給付金の申請・支給時に中学校

を卒業している場合であっても、対象児童に含みます。
■支 給 額
　対象児童１人につき１０，０００円

申 請 方 法
申請方法は次のとおりです。
■申 請 先 ： 八丈町役場福祉健康課厚生係および各出張所
　　　　　　平成 26 年１月１日時点で住民票が八丈町にある方が対象です。

※例えば平成 26 年１月２日より後に八丈町へ転入してきた方は、 平成 26 年１月１日時点
で住民票のあった市区町村が申請先となりますので、ご注意ください。

■申請期間 ：平成 26 年８月１日（金）～ １０月３１日（金）
■提出書類 ：申請書
　　　　　　※公務員の方は所属庁から交付される「児童手当（特例給付）受給状況証明書」および申請書

該当の可能性のある方へは申請書を乳幼児および義務教育就学児医療証の現況届時に一緒に
郵送します（７月末） 。

■問い合わせ■
　福祉健康課厚生係　電話 2－5570（内線 162, 163）
　厚生労働省「子育て世帯臨時特例給付金」ダイヤル　電話 0570－037－192

「子育て世帯臨時特例給付金」のご案内
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母子保健／生活習慣病予防講習会のお知らせ

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　

生活習慣病予防講習会のお知らせ
糖尿病などの生活習慣病は年々増加の一途をたどっています。
健康づくりの第一歩として「食」について学んでみませんか？
日　時：平成２６年７月６日 ( 日 )　　場　所：八丈町保健福祉センター
　　　　※事前申し込みは不要です♪試食も用意しています。
内　容　○生活習慣病ってなあに？食事から考えてみよう
　　　　　講師：神奈川工科大学教授　管理栄養士　饗場　直美先生
　　　　○調理デモンストレーション～一人でもできる簡単レシピを用いて～
　　　　　講師：東京都島しょ保健所八丈出張所　栄養士　織本　智香

■問い合わせ■　東京都島しょ保健所八丈出張所　栄養担当　織本　電話 2 － 1291

今月の健康診査　　　　　　　　会場：保健福祉センター
１歳６カ月児健康診査　　○対象　平成２４年１０月１６日～平成２５年１月１５日生まれの幼児
　７月１５日（火）　受付：午後１時１５分～１時４５分
４歳児歯科健康診査　　　○対象　平成２２年５月１日～平成２２年７月９日生まれの幼児
　７月９日（水）　　受付：午前９時１５分～１０時
す く す く 相 談（要電話予約）　会場：保健福祉センター
　７月３日（木）　　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。

こども心理相談（要電話予約）　会場：保健福祉センター
７月１５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。

親子クッキング（要電話予約）　会場：保健福祉センター　　　　　　　　
７月２９日（火）　午前１０時～午後１時　○対象　小学生とその保護者
　○定　員　約１６名(定員になり次第締め切り)　○受付締切日　７月２２日(火)
　○持ち物　三角巾、エプロン、手拭きタオル

夏休みに食育を楽しむ機会を作ってみませんか？親子で一緒にできるクッキング教室を開催し
ます。多くの方の参加をお待ちしています。

両 親 学 級（要電話予約）　会場：保健福祉センター　日時：下記４回コースで行います。
新しい命を迎える準備をしましょう。お母さんの体調が良い時にいらしてください。
お父さんも歓迎します。
１回目　８月　１日（金）　午後１時３０分～３時３０分　妊娠中の生活の工夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お母さんと赤ちゃんの栄養
２回目　８月　７日（木）　午後１時３０分～３時３０分　歯の健康(歯科健診・口腔内の健康の話)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マタニティ体操、沐浴
３回目　８月１４日（木）　午後１時３０分～３時３０分　お産を迎える準備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(お産の進み方、呼吸法) 
　４回目　８月２１日（木）　午後１時３０分～３時３０分　赤ちゃんの健診・病気、産後の話



INFORMATION●　広報はちじょう

13

子どもの定期予防接種のお知らせ／介護用品支給事業の支給対象が広がりました！

●ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種

　日時：　７月　８日（火）　午後３時～午後３時３０分

●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：　７月１０日（木）　午後３時～午後３時３０分

●ポリオ集団接種＆予約制個別接種

　日時：　７月２４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歳以降のお子さん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。

※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、事前予約が必要です。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

子どもの定期予防接種のお知らせ

介護用品支給事業の支給対象が広がりました！
　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または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年度所得（平成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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平成26年度特定健診・がん検診などのお知らせ

平成２６年度特定健診・がん検診などのお知らせ
日　　程 会　　場 受付時間

７月２０日（日）
八丈町保健福祉センター 午前７時から正午７月２１日（月）

７月２２日（火）
７月２３日（水） 旧末吉小学校

午前７時から１１時７月２４日（木） 中之郷公民館
７月２５日（金） 樫　立公民館

特定健康診査　
対　　象　ご自宅に受診券が届いた方と被扶養

者で事前に登録された方
・八丈町の国保被保険者で４０歳～７４歳の方
・ほかの医療保険に加入している方のご家族（被
扶養者）で事前に町に登録をされた方
受診方法　
受診券を当日受付にお持ちください。
重　　要　
　パートの方など、労働安全衛生法に基づく勤
務先の事業主が行う健診（事業主健診）を受け
ている方は、その事業主健診が優先されます。
健診の結果は住民課医療年金係へ提出してくだ
さい。

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）
健康診査
対　　象　ご自宅に受診券が届いた方
・７５歳以上の方、または障害認定を受けてい

る後期高齢者医療制度の被保険者の方
受診方法　
　受診券と質問票を当日受付にお持ちください。

生活機能評価（基本チェックリスト）
　介護予防の必要性を判断するものです。
対　　象
・八丈町に住民票のある６５歳以上の方
受診方法
　直接会場にお越しください。

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査（検診）
対　　象　
・今年度４０歳になる方 ( 対象者に受診勧奨の

通知文を郵送します )
・八丈町に住所があり、４１歳以上の方で今ま

でにＢ型Ｃ型肝炎ウイルス検査を受けたこと
のない方

受診方法
　７月８日（木）までに福祉健康課保健係に申し
込み、受け取った受診券を当日受付にお持ちく
ださい。

胃 ･肺・大腸がん検診
対　　象　
・八丈町に住民票がある４０歳以上の方で、今

年度職場のがん検診や、人間ドックなどの検
査を受ける機会がない方

受診方法
　大腸がんと肺がんの検診 ( 喀痰検査 ) は、事
前に容器を受け取り、検診時に一緒に提出して
ください。胃がん検診は直接会場にお越しくだ
さい。

歯科健診（東京都歯科疾患実態調査）　
対　　象　八丈町に住民票がある２０歳以上の方。健診希望の方は当日受付でお申し出ください。
注　　意　７月２０日（日）～７月２２日（火）保健福祉センターのみでの実施となります。

■各健診（検診）の問い合わせ■
特定健康診査、長寿医療制度健康診査　　　　　　…住民課医療年金係　　　電話 2－1123
Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎ウイルス検査 ( 検診 ) および
がん検診・歯科健診　　　　　　　　　　　　　　…福祉健康課保健係　　　電話 2－5570
生活機能評価　　　　　　　　　　　　　　　　　…福祉健康課高齢福祉係　電話 2－5570

受診の流れや詳しい内容は折込をご覧ください
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平成26年度風しんの抗体検査・予防接種

平成26年度風しんの抗体検査・予防接種

　昨年、全国的に大流行した「風しん」という感染症について、抗体検査・予防接種費用を全額扶

助しています。未来のお子さんを守るためにも、ぜひ予防接種をご検討ください。

◆風しんって何ですか？

○風しんウイルスによる感染症で、せきやくしゃみなどで飛まつ感染します。

○症状は、発熱・発疹・リンパ節の腫れなどが特徴です。

○現在、特効薬はなく、症状を抑えるための治療が中心です。

○風しんに対する免疫を持たない女性が、妊娠中 ( 特に妊娠初期 ) に風しんに感染した場合に

胎児が「先天性風しん症候群」という病気になることがあります。

◆先天性風しん症候群って何ですか？

○主な症状は、白内障・先天性心疾患・難聴などです。

○妊娠中の風しん感染により、必ずしも先天性風しん症候群にかかるわけではありませんが、

十分に注意が必要です。

●抗体検査・予防接種の流れ

　妊娠希望女性

●費用扶助の対象者

　検査・接種日時点で１９歳以上の町民で「妊娠を予定または希望している女性」

●抗体検査・予防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

●費用扶助を受けられる期間

　平成２７年３月３１日までの検査・接種

●費用扶助を受けるための手続き

・抗体検査：医療機関に直接お越しいただき、申請書を記入提出のうえ、抗体検査を受けてく

ださい。

・予防接種：抗体検査で低抗体者と認められた方は医療機関に直接お越しいただき、申請書を

記入提出のうえ、予防接種を受けてください。※印鑑が必要です。

■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2－5570

医療機関

抗体検査

医療機関

予防接種

検査結果：低抗体者
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教育委員会だより

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話2－7071

■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
■東京いのちの電話 電話　０３－３２６４－４３４３　（２４時間）

大賀郷中学校の１学期の行事から 
◇修学旅行　４月２３日（水）～２７日（日）
　３年生は広島・奈良・京都を巡る修学旅行に行って来ました。
呉の大和ミュージアムの方や被爆された語り部さんの貴重なお話を伺い、
平和への思いを新たにしました。また、奈良・京都のいにしえの文化に触れ、
改めて日本の文化に関心を深めました。

◇職場体験　４月２４日（木）～２６日（土）
　２年生は昨年３学期から準備を進めてきた職場体験を実施しました。
自分たちの足で事業所に受け入れのお願いをしてきたので、当日は緊張感
よりも期待に胸を膨らませていました。普段ではうかがい知ることの出来な
い働くことの苦労や喜びに触れる体験となりました。

◆大賀郷中学校の取り組み
　学力向上に向けて、年間８回の学習教室を予定しています。学習教室は、土曜日に生徒自身が課題を準
備し、自ら学習に取り組みます。わからないところは先生に質問に行き、じっくりと弱点を克服する機会
としています。自由参加ではありますが、今年度も５月１７日(土)に実施し多くの生徒が参加しました。
また、漢字コンテスト、スペリングコンテスト、計算力強化テストなどを実施し、それらに向けて十分な
準備をしています。
　これらの取組のほかに、３年生対象の全国学力調査や２年
生対象の都学力調査および島内共通テストの分析に基づき、
学習計画を立て推進していきます。

今月の学校行事
■学習教室
　日時：　５日（土）　午前９時～　　　　　　　　　　　／　会場：大賀郷中学校
■セーフティ教室
　日時：１４日（月）　午後２時２０分～午後４時　　      ／　会場：富士中学校
　日時：１５日（火）　午後１時３０分～午後２時２０分　／　会場：大賀郷中学校
　※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もと、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。
■終業式
　日時：１８日（金）　／　各小・中学校
■夏季休業
　期間：２１日（月）～８月３１日（日）　／　各小・中学校
　※７月２１日（月）から夏休みが始まります。夏休みの間は、学校ではできない経験や、体験ができる

いい機会でもあります。子どもたちが健康で安全に、楽しく充実した夏休みが送れるよう、ご家庭や
地域の方々のご協力をお願いします。

大中日記にて
情報発信しています。
http://yaplog.jp/ohchu8jocho/
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お知らせ掲示板

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　７月１７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　『床ずれの基礎知識　予防とケア』

講　師　八丈町地域包括支援センター　看護師　花塚　典子

参加費　無料

申　込　７月１１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。

■問い合せ・申し込み■　八丈町地域包括支援センター　電話 2－0580

　ー３５年前に八丈島で撮影ー映画「フユニシ」を上映
○日　　時：７月１１日（金）午後７時～（開場は６時３０分）　（上映時間１００分）

○会　　場：八丈町多目的ホール「おじゃれ」　

○入場料金：無料

○主　　催：八丈町教育委員会

　昭和５４年に八丈島で撮影された映画が、おじゃれホールで上映されます。「フユニシ」という八丈

方言の標題からも分かるように、離島の生活を描いた映画です。

　※フユニシ ･･･ 島の方言で冬の強い西風のこと。昔はフユニシの影響で船の欠航が多発していた。

　監　　督：長内　和雄　　大沢たかお、木村佳乃などの俳優をキャスティングして、海外紀行番組や

　　　　　　　　　　　　　ドキュメンタリー映画を手がける　

　撮　　影：笠松　則道　　「許されざる者」などで日本アカデミー賞最優秀撮影賞受賞　

　音　　楽：小森　明宏　　「黒猫のタンゴ」などのヒット作

　効果助手：船越　英一郎　２時間ドラマの帝王

　キャスト：石田　圭祐（現在文学座で活躍）、滝沢　和久（劇団「四季」を卒業、現在歌手）

　　　　　　田崎　元子（元ＮＨＫ専属タレント）など

　中之郷青年団が協力して制作されましたので、八丈島の人も出演しています。
　多くの方々のご来場をお待ちしています。

■問い合わせ■　八丈町教育委員会　電話 2－7071
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お知らせ掲示板つづき

町制施行６０周年記念事業
第４５回團伊玖磨記念　八丈島サマーコンサート
　日　　　　時　　８月10日（日）　午後２時開演　（午後１時30分開場）
　場　　　　所　　八丈町多目的ホール「おじゃれ」

　入場整理券(無料)は７月２２日（火）より町役場教育課と各出張所で配布します。
　（予定数に達した場合は終了）
出 演 者　 「Duo × Duet.」

　メゾ・ソプラノ　　柴田　真由美
　テ ノ ー ル　　髙木　太郎
　ヴァイオリン　　北角　郁子
　ピ ア ノ　　服部　慶子
　コーディネーター　　牟田　久壽（公益社団法人日本吹奏楽指導者協会会長）

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2 － 7071

光るキノコ観察会のお知らせ
場所：植物公園内観察地

■期間　７月19日（土）～８月31日（日）　
　　　　＊下記日程は除く
　　　　７月　　22、23、24、25、29、30日
　　　　８月　　５、６、10、11、12、13、14、
　　　　　　　　15、19、20、26、27日
■時間　午後７時30分～午後８時30分
■集合場所　植物公園内メインエントランス
　　　　　　（大賀郷園地側　時計台前駐車場）
■注意事項
1　期間中は個々に入場はできません。
2　三脚を使用しての撮影は禁止です。
3　レクリエーション保険に加入するにあたり氏名をご記入いただきます。ご協力ください。
４　蚊などがいますので、虫除け対策は各自でお願いします。
★ガイドやボランティアスタッフも随時募集しています。
■問い合わせ■

八丈ビジターセンター　　　　　　　　　　　　　　　
営業時間　午前８時30分～午後５時30分　　電話 2－4811
NPO 法人　八丈島観光レクリエーション研究会　 
営業時間　午前８時～午後９時　　　　　　　電話 7ー7027
八丈島観光協会　　　　　　　　　　　　　　　　
営業時間　午前９時～午後５時　　　　　　　電話 2－1377
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お知らせ掲示板つづき

自動車運転免許出張試験希望調査
　八丈島警察署では、自動車運転免許出張試験の希望調査を行います。受験を希望する方は、警察署・
駐在所に備え付けの「希望調査票」に必要事項を記入の上、提出してください。
　■提出期間　７月７日（月）～ 13（日）　　■提出場所　八丈島警察署交通係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各駐在所でも受け付けます）
　■実施試験　大型特殊、普通一種（検討中）
　※受験者数により実地されない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

■問い合わせ■　八丈島警察署交通係　電話 2－0110（内線 4112～3）

第3３回八丈島無料法律相談会
　相続問題、借金問題、離婚問題、
賃貸借、売買、その他法律問題か
どうかわからなくても大丈夫です。
お気軽にご相談ください。ご相談
は、予約された方を優先させてい
ただきます。相談をご希望の方は
事前に右記予約先まで電話または
ホームページからご予約ください。

東京法務局　特設登記所開設
　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

旅券（パスポート）申請のご案内
○申請・受領できる方

原則八丈町に住民登録している方。交付までに３週間程度かかりますので夏休みなどでご予定のあ
る方は、余裕をもって申請してください。窓口は住民課住民係です。
○結婚などで旅券の氏名を変更される場合は、下記のどちらかの申請で変更できます。
　①「記載事項変更旅券 ( ※ )」を申請

　※現在お持ちのパスポートと有効期間満了日が同じで記載内容が変更されたもの
②新たに旅券を申請（有効期間が10年または５年）
　平成26年３月20日以降、上記の制度に変更となりました。詳しくは問い合わせください。

■問い合わせ■　住民課住民係 2－1123

日　　時：７月１４日（月）午後１時～４時　　　
　　　　　７月１５日（火）午前９時～正午、午後１時～４時　　　
　　　　　７月１６日（水）午前９時～正午
場　　所：八丈町役場１階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　電話 03－5213－1330（不動産）
　　　　　　　　　　　　　　法人登記部門　電話 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。

●日時　７月２０日 ( 日 ) 午後０時３０分～３時３０分
●会場　七島信用組合八丈島支店　●相談時間　４０分 ( 予定 )
■相談責任者（予約先） 
　弁護士　廣畑　牧人（東京弁護士会）
　今野・前田・廣畑法律事務所 
　電話 ０３ ‐ ３５８５ ‐ ４８９６
　※土・日を除く午前９時３０分～午後５時まで受け付け
■ホームページ　http://zenkikai.net/

主催：東京弁護士会法友全期会（東京弁護士会所属弁護士グループ）
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お知らせ掲示板つづき

都市計画の原案に関する公聴会中止のお知らせ
５月１６日（金）から５月３０日（金）の間、八丈都市計画区域の整備、開発および保全の方針（原案）
について、公述申出書の提出がなかったため、７月１４日（月）に八丈町商工会研修室で予定してい
た公聴会を中止します。

■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2－1120

【東海汽船】　電話 2－1211「橘丸」
　三宅島・御蔵島経由　東京竹芝－八丈島
※復路は三宅島・御蔵島・大島を経由します。
< 東京竹芝発 22:30> < 八丈島発　9:40>

【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

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

7/1～7/3 普通運賃 往復割引（片道）

羽田＝八丈島 20,590 13,640

7/4～7/31 普通運賃 往復割引（片道）

羽田＝八丈島 23,590 14,990

※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。

○ 7月の航路ダイヤ
６月２８日(土)～９月２８日(日)まで、「橘丸」は復路(東京竹芝行き)のみ三宅島・御蔵島・大島経由となります。
また７月１２日 (土 ) から新船客待合所が供用開始になります。

町 長 上 京 日 記　5月
７日～９日
◉ＡＮＡ１８９２便にて上京
◉東京海区漁業調整委員会
◉東京都町村会役員会
◉東京都町村長会議
◉総務省消防庁の防災・危機管理セミナー
◉関東町村会トップセミナー
◉ＡＮＡ１８９１便にて帰島
１２日～１５日
◉ＡＮＡ１８９２便にて上京
◉東京都町村議会議員意見交換会
◉町村長個別連絡会
◉ＡＮＡ１８９５便にて帰島
１７日～１９日
◉ＡＮＡ１８９２便にて上京
◉東京日野自動車㈱にてスポーツ活動誘致打合せ
◉八高卒業生激励会
◉ＡＮＡ１８９１便にて帰島

２０日～２２日
◉ＡＮＡ１８９２便にて上京
◉平成２６年度要望活動
・東京都各局
・東京都議会
・国土交通省関東地方整備局
◉ＡＮＡ１８９３便にて帰島
２３日～１日
◉ＡＮＡ１８９２便にて上京
◉「島じまん２０１４」
◉東京都島しょ振興公社理事会
◉東京都漁港漁場協会理事会
◉東京都市町村職員退職手当組合構成団体長会議
◉東京市町村自治調査会評議員会
◉ＪＡＬ１９５５便にて奄美大島へ
◉全国離島振興協議会正副会長会議
◉全国離島振興協議会理事会
◉全国離島振興協議会通常総会
◉ＪＡＬ１９５６便にて羽田へ
◉八丈島三根会
◉ＡＮＡ１８９１便にて帰島
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お知らせ掲示板つづき

八丈島風力発電所設備撤去工事に伴う
大型車両通行および八丈島地熱館の臨時休館のお知らせ

　東京電力株式会社が実施する八丈島風力発電所の設備撤去工事に伴い、重機を運搬する大型作業車
両が夜間から早朝にかけて通行しますのでお知らせします。
　また、安全で円滑な工事実施のため、同敷地内にある八丈島地熱館を臨時休館します。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
●大型作業車両の通行
　日　程　　７月１６日（水）午後１０時　～　１７日（木）午前６時
　　　　　　　　１７日（木）午後１０時　～　１８日（金）午前６時
　　　　　　　　２６日（土）午後１０時　～　２７日（日）午前６時
　　　　　　　　２７日（日）午後１０時　～　２８日（月）午前６時
　　　　　　　　２８日（月）午後１０時　～　２９日（火）午前６時
　ルート　　底土港～（神湊方面）～出廻り交差点～倉の坂交差点～護神交差点～
　　　　　　三根小前交差点～三根五差路交差点～（旧役場前）～河口交差点～
　　　　　　横間道路～中之郷交差点～（えこ・あぐりまーと前）～発電所
　備　考　　大型作業車両の前後に誘導車両を配備して走行し、交通安全には十分配慮します。
　　　　　　また、交通規制や通行止めは行わない予定です。
●八丈島地熱館の休館期間　　７月１５日（火）～２９日（火）
　※天候などの影響および工事の進捗状況により、車両の通行・地熱館の休館期間ともに、日時の変

更や期間の延長となる可能性があります。
　■問い合わせ■
　　八丈島地熱館について　企画財政課企画情報係　　　　電話 2－1120
　　風力発電所の工事について
　　　東京電力㈱島嶼業務センター島嶼発電グループ　　　電話 03－6375－0546

八丈町町制施行６０周年記念南大東島訪問団募集
　町制施行６０周年を記念して、姉妹島である南大東村との住民交流を深めるため、訪問団を募集し、
旅費の一部を補助します。今回の募集では、南大東島にゆかりのある方、今後、南大東島との交流に
貢献できる方を１０名募集します。なお、応募多数の場合、選考となりますのでご了承ください。なお、
８月には、全ての方を対象にした抽選枠の募集を行います。
　日　程　１０月１６日（木）～２０日（月）予定　（日程は、南大東村と調整中です。）　
　　　　　１０月１８日（土）は、南大東村のイベント、ボロジノフェアが行われます。
　旅　費　約１９０，０００円（うち６０，０００円を町から補助します。）
　なお、参加者がツアー会社の既定人数以下の場合は、今回の南大東島訪問は中止となりますので、
ご了承ください。詳しくは、今月の広報折込チラシをご覧ください。

■問い合わせ■　総務課庶務係　電話 2－1121
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戦没者遺児による慰霊友好親善事業
　日本遺族会は、｢戦没者遺児による慰霊友好親善事業｣ の参加者を募集しています。
　同事業は、厚生労働省から補助を受け実施しており、先の大戦で父などを亡くした戦没者の遺児を
対象として、父などの戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友好親善を
はかることを目的としています。費用は、参加費として９０，０００円です。平成２０年度以前の参加
者は、２回目の応募をすることができます。日程などの詳細は、下記問い合わせ先までお尋ねください。

　　　　　　　　　　　■問い合わせ■　日本遺族会事務局　電話 03－3261－5521

お知らせ掲示板つづき

８月10日（日）　　　前夜祭
８月11日（月）　　　花火大会当日
底土海岸にて開催（予定）

●「読み聞かせボランティア養成講座」を行いました。
　当日は参加者２０名が「絵本とはなにか？」という
基本から、赤ちゃんへの読み聞かせを行うにあたって
の注意事項まで幅広く学び、実演も行いました。
　ブックスタート・ボランティアに登録された方もお
り、８月のブックスタート開始に向け地域の皆さんの
意識が高まってきていると感じました。
●引き続き「ブックスタート・ボランティア」募集中
　親子の心のふれあいに絵本を使う＝ブックスタートです。赤ちゃんだけでなく保護者に楽しいひ
と時を持ってもらい、地域が子育てを応援していると伝える場でもあります。ぜひご協力ください！
町役場、各出張所、図書館に申込書を置いています。
●今月のおはなし会 　７月１２日（土）午前１０時～１１時　こどものほんのへや
　今月から八丈高校のお兄さん、お姉さんが読み聞かせに参加してくれます。
　お兄さん、お姉さんがおはなし会に参加してくれるのは今年で５年目。今回はどんなおはなし会
になるかな？　おはなし好きな子、おじゃれよい♪
●休 館 日　毎週月曜日・３１日 ( 木・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＊

『虚ろな十字架』東野圭吾著　　　　　　　　『幼魚ハンドブック』小林安雄著
『コロッケくんのぼうけん』二宮由紀子作　　『いっしょにいってもいい？』ニコラ・ベイリー絵

＊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

図書館からのお知らせ

・糖尿病教室　７月１８日（金）　・耳鼻咽喉科　７月２８日（月）～３０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

町立病院臨時診療日　その他、専門外来診療
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お知らせ掲示板つづき

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
26 年度 25 年度 26 年度 25 年度 26 年度 25 年度 26 年度 25 年度

4 月 6,900 7,758 753 902 7,653 8,660 5,292 5,988 ▲11.6%

5 月 7,865 8,059 1,479 1,744 9,344 9,803 8,924 9,362 ▲ 4.7%

計 14,765 15,817 2,232 2,646 16,997 18,463 14,216 15,350 ▲ 7.4%

行
事
予
定

　７月　　海水浴場安全祈願（底土海水浴場）　　　　　　１日（火）※予定
　　　　　八丈島夏まつり　（役場新庁舎前通り）　　　　　23日（水）・24日（木）・25日（金）

　８月　　八丈島浜遊び（場所：未定）　　　　　　　　　　　　　　　　３日（日）
　　　　　八丈島納涼花火大会（底土海岸）　　　　　　　　　　　　　　１０日（日）、１１日（月）
　　　　　八丈島サマーコンサート（八丈町多目的ホール「おじゃれ」）　１０日（日）
　　　　　盆踊り（各地域）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３日（水）～１５日（金）
　　　　　豪華客船「にっぽん丸」寄港（神湊軍艦予定）　　　　　　　２１日（木）
　　　　　豪華客船「ぱしふぃっくびぃなす」寄港（神湊軍艦予定）　　２５日（月）

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　７月14日（月）～18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！

７月　２日（水）　七夕笹飾り
　　　９日（水）　エプロンシアター
　　１６日（水）　夏のおもちゃづくり
　　２３日（水）　親子であそぼう
　　３０日（水）　みんなで部屋飾り

そのほかの催し　　　　　　　　午前１０時３０分～１１時
７月　１日（火）　絵本＆紙芝居
７月２５日（金）　折り紙＆お絵かき

国立館山海上技術学校　体験入学のご案内
　中学校既卒者を対象として、船員教育を行う学校です。（卒業することで高卒同等資格が付与）
以下の内容で体験入学を実施しますので、詳細を知りたい方は問い合わせ先までご連絡ください。
日　程：7月12日（土）、7月28日（月）、10月11日（土）午前10時～午後3時
内　容：学校および入試説明会、体験航海、ロープワーク体験、操船シミュレーター体験、校内見学
■問い合わせ■　〒 294－0031　千葉県館山市大賀無番地
　　　　　　　　国立館山海上技術学校　教務課　電話 0470－22－1912
　　　　　　　　e-Mail　tateyama-kyomuka@mtea.ac.jp ホームページ 　http://tatekai.kir.jp/
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17

八丈町職員採用試験案内
平成２６年８月以降採用

１　募集職種および応募資格　運転手　１名　
　昭和３９年４月２日以降に出生の中学校既卒で、大型自動車第二種免許を取得しており、大型バ
ス運転手として従事経験のある方。なお、地方公務員法第１６条の欠格条項に該当する方は、受験
できません。

２　採用予定年月　平成２６年８月以降
３　勤務場所　　　特に定めない
４　試験の方法
　１次試験　書類選考（提出書類により審査。結果は郵送）
　２次試験　（１次試験通過者のみ）
　　⑴　筆記試験（教養・論文）（活字印刷文による出題）
　　⑵　口述試験（個人面接）
　　　日時：平成２６年７月３１日（木）午前９時（昼休憩有り）　八丈町役場会議室
５　応募の方法　　提出書類を郵送もしくは直接お持ちください。
　　⑴　申込締切　平成２６年７月１７日（木）午後５時まで（郵送の場合、同日必着）
　　⑵　提出先　　東京都八丈島八丈町大賀郷２５５１番地２
　　　　　　　　　八丈町総務課庶務係　電話０４９９６－２－１１２１
　　⑶　提出書類
　　　ア　履歴書（町指定のもの・自筆）　　　　　　　　　　　　　　　　　１通
　　　イ　写真（上半身脱帽正面向３㎝×３㎝・履歴書に貼ること）　　　　　１葉
　　　ウ　最終学校卒業証明書または見込書（卒業証書の写し可）　　　　　　１通
　　　　　※大学、短期大学（高等専門学校）、高等学校の卒業がわかるもの
　　　エ　健康診断書（町指定のもの）　　　　　　　　　　　　　　　　　　１通
　　　オ　エントリーシート（町指定のもの・自筆）　　　　　　　　　　　　１通
　　　カ　書類選考の結果書の送付先を明記し、８２円切手を貼った
　　　　　返信用封筒（定型２３．５×１２ｃｍ）　　　　　　　　　　　　　１通
　　　※上記の履歴書、健康診断書およびエントリーシートの町指定様式は、

八丈町公式ホームページ（　http://www.town.hachijo.tokyo.jp/　）の「八丈町につい
て」中の「職員募集」を開き、同ページ下にある「指定様式」をご利用ください。

６　待　遇 （平成２６年４月１日基準）
　　⑴　給与
　　　ア　初任給

職　　　　　　　種 初　任　給
運　転　手 １３７，２００円

※　初任給は、採用前の職歴などに応じて一定の基準により加算されます。
イ　諸手当
ａ　扶養手当

区　　　　　　　　　　分 金　　　額
① 職員に配偶者

がいる場合
配偶者 １３，０００円

② 配偶者以外の扶養親族 　６，５００円
③ 職員に配偶者

がない場合
扶養親族（１人目） １１，０００円

④ 扶養親族（２人目以降） ②に同じ
　　　　　　　なお、扶養親族のうち１６歳から２２歳までの子がいる場合は、
　　　　　　　上記の金額に５，０００円を加えた額が支給されます。
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ｂ　期末手当および勤勉手当
　期末手当および勤勉手当は、基準日に在職する職員に対し支給されます。
　　｛（給料＋扶養手当＋役職段階別加算額）×期別支給割合（含成績率）×在職期間別割合｝で計算します。

支給期 基準日 在職期間 期末手当 勤勉手当 合　　計

６月期 ６月１日 １２月２日～６月１日 1.225 月 0.675 月 1.9 月

12 月期 12 月１日 ６月２日～１２月１日 1.375 月 0.675 月 2.05 月

 （上記勤勉手当は、職員平均です。支給割合は、勤務成績により差が生じます。）
ｃ　住居手当

区　　　　　　　分 金　　　　　　　　額

借
　
家
　
等

家賃月額 12,000 円以下 ０円

家賃月額 12,000 円を超え
23,000 円以下 （家賃月額）－１２，０００円

家賃月額 23,000 円超え
家賃月額－２３，０００円　＋１１，０００円

２
（但し、最高支給額２７，０００円）

ｄ　他手当　　通勤手当、超過勤務手当（勤務実績に応じ）などがあります。
　　⑵　勤務時間等（原則）
　　　　毎週土曜日・日曜日、祝日並びに１月２日、３日および１２月２９日～３１日は休み。また、勤務形態によっ

ては、シフト制となります。
　　　　平日の勤務時間　午前８時３０分～午後５時１５分（うち休憩時間　正午～午後１時）が原則。
　　⑶　福利厚生
　　　ア　健康保険……東京都市町村職員共済組合
　　　イ　退職手当……東京都市町村職員退職手当組合条例により支給。在職年数により支給率が変わります。
　　　　　　　　　　　（最高５９．２０月×給料月額）
　　　ウ　年次有給休暇……８月採用の場合８日、翌年１月から２０日
　　　　　　　　　　　　　（翌年度への繰越は２０日まで）
　　　エ　その他の福利厚生……職員住宅有り。（平成２６年６月現在空室無し）
　　　　　　　　　　　　　　　（職員住宅に入居した場合、住宅手当は支給されません。）
７　その他
　　⑴　申込締切後、１次試験書類選考の結果書を郵送します。２次試験当日には、１次試験通過の結果書をお

持ちください。試験会場には、試験１０分前までにお越し願います。
　　⑵　試験結果については、合否にかかわらず、受験者に郵便で通知します。
　　⑶　合格通知時に順位により採用枠を超えた方は、採用候補者名簿に登載され、平成２６年８月以降の欠員

状況により、順次採用されます。なお、名簿の有効期限は、平成２６年度末までです。

■問い合わせ■　総務課庶務係　電話 2－1121

夏期路線バス運行案内
　７月２１日（月）～８月３１日（日）までの間、末吉～洞輪沢行き
は運休となり、東畑～神湊は底土まわりとなります。お間違えないよ
う、ご注意ください。
■問い合わせ■　企業課運輸係　電話 2－1126
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町 営 住 宅 入 居 者 募 集（平成26年度第２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。

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 丘里団地 Ｂ－１０３ 3LDK  
73.1㎡ H23 24,600 ～ 

48,300
鉄筋コンクリート造 

２階建
高齢者など専用(※1)  

３人以上世帯向け

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

樫立 東六里住宅 ２ 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

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) 
（高齢者など優先）

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
　7月14日(月)～7月22日(火）
　午前8時30分～午後5時15分
　※19日（土）、20日（日）、21日（月）は除く。
■応募できる方
　①現在八丈町にお住まい、また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158,000円以下（未就学児を含む世帯

や高齢者世帯などは214,000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、世帯主などは省略しないで

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：7月24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（島内在住者または親族に限る）
（保証能力を有する方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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とびっこクラブ（学童保育）夏休み指導員の募集
夏休み中、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　　○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
　　　　　　　　　　　○高校生以上
期　　　　　　　間　　７月２１日（月）～８月３１日（日）までの土日祝日を除く平日
勤務時間（シフト制）　午前８時～正午まで
　　　　　　　　　　　正午～午後６時３０分まで
　　　　　　　　　　　※１日勤務可能な方はご相談ください。
※勤務場所、時給、応募方法などは上記「放課後子どもプラン指導員の募集」と同様です。

■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話2－5570

八丈町放課後子どもプラン指導員の募集
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
　　　　　　　　○１８歳以上（１５歳以上の高校生についてはご相談ください。）
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（学童保育））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（おおよそ午後２時）～午後６時３０分（土日祝日を除く平日）
時　　　　給　　８８０円（保育士、幼稚園教諭、教員免許等保持者は優遇（要履歴書記載））
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。）に写真を貼付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まで持参してください。

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2－7071

※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。

■問い合わせ・申し込み■　町立八丈病院事務局　電話2－1188

～職員募集～
◆看護師　　　　　　　　　・・・若干名
◆薬剤師　　　　　　　　　・・・若干名
◆社会福祉士　　　　　　　・・・１名
対 象 者　資格保有者
選考方法　職員採用試験

町立八丈病院からの募集案内！

◆調理業務（パート）募集
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　給食調理
提出書類　履歴書

◆臨時看護助手 ( パート ) 募集
対 象 者　健康状態が良好で看護に興味の
　　　　　ある方
勤務時間　１日４～５時間を週２～３日程度
選考方法　面接など
提出書類　履歴書
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参加しませんか？募集しています！　

８月10日（日）　　前夜祭　　　　　場所：底土海岸
８月11日（月）　　花火大会当日　　
　ご賛同いただいている商店や事業所などをはじめ、多くの町民や島外の方々からの寄付金によって今回、
第１５回を迎えることができました。本大会も皆さんのご協力をお願いします。
○寄付をしていただける方
　ご連絡いただければ伺います。振り込みをご希望の方は下記口座にお願いします。また、ご協力いただ
いている商店や観光協会などに協賛箱を設置しますのでご協力をお願いします。
　七島信用組合　八丈島支店　普通２０５８８３１　八丈島納涼花火大会会長　沖山重彦
　（ハチジョウジマノウリヨウハナビタイカイカイチヨウ　オキヤマシゲヒコ）
○記念花火も引き続き募集中（申込料　個人：30，000 円～、企業：50，000 円～）

■問い合わせ■
八丈島納涼花火大会実行委員会　会長　沖山重彦　電話2－4060　FAX２－1682
　　　　　　　　　　　　　　　事務局　　　　　電話2－1125　FAX２－4437

第４２回八丈島夏まつり　

７月２３日（水）～２５日（金）　役場庁舎前会場にて
　今年も夏まつりの季節がやってきました！商工業の日頃の感謝の気持ちと島民のふれあい、福祉の増進
に寄与すると共に、町制施行６０周年を記念して開催します！
主なステージイベント（予定）

キャラクターショー
バンド演奏
プロ歌手によるライブ
ダンスショー
ミス八丈島発表会
前進太鼓（Zenshin Daiko）…ハワイ・マウイ郡姉妹都市提携50周年記念

参加者を募集します･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････
夜店出店者、期間中の大売出し加盟店を募集します。
■募集期間：６月30日（月）～７月４日（金）午前8時30分～午後5時まで

夜店出店者　
○資　格　営業に必要な許可を持っている商工会員および協賛団体
○条　件　①夜店出店の趣旨に準じ、低価格で子どもにも喜ばれる商品の提供が可能なこと。
　　　　　②公序良俗に反する商品の販売および酒類の提供はできません。　
○出店料　飲食店舗　　　１区画　　　　１５，０００円
　　　　　（但し、２区画目からは１区画１０，０００円）
　　　　　一般店舗　　　１区画　　　　１０，０００円
　　　　　※出店および場所については、出店者説明会にて決定します。
　　　　　なお、飲食店関係の店舗については、１区画２品までとさせていただきます。
大売出し加盟店　
○資　格　商工会員　　　

■申し込み・問い合わせ■　八丈町商工会事務局　電話2－2121

第15回八丈島納涼花火大会
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参加しませんか？募集しています！

出演しませんか！！　八丈島ＪＡＺＺフェスティバル２０１４
○対　　象：小・中・高校生
○条　　件：楽器をお持ちで、吹奏楽経験のある方（経験年数は不問）
○参 加 費：１，０００円
○公 演 日：８月２２日（金）、２３日（土）
○公演会場：八丈町多目的ホール「おじゃれ」
○練 習 日：７月１２日（土）、７月２６日（土）、８月１９日（火）、２０日（水）、２１日（木）
○練習場所：島内の学校
○応募方法：インターネット：http://www.hachijo-jazz.com/memberme.html
　　　　　　八丈町教育委員会生涯学習係　ＦＡＸ２－４４３７

■問い合わせ■八丈町多目的ホール「おじゃれ」運営委員会
　　　　　　　０９０－９３２０－７０２２（ＪＡＺＺフェス担当連絡先）
　　　　　　　e-Mail info@hachijo-jazz.com

交通安全・ごみ減量化・火災予防ポスター　火災予防標語

　交通安全、ごみの減量化、火災予防をテーマにしたポスターと、火災予防の標語を募集します。

　応募された作品の中から、優秀・佳作作品を使用して広報ポスターを作成します。

火災予防ポスター・火災予防標語
○応募資格　小学校３年生～６年生
○応募規定（ポスター）
　①Ｂ４サイズの画用紙

②ポスター内の文字は「火の用心」だけを使
用してください。

○応募規定（標語）
　Ｂ５サイズの用紙に大きく書いてください。

交通安全・ごみ減量化ポスター　

○応募資格
　小学校５・６年生、中学生　
○応募規定　
　①Ｂ４サイズの画用紙　
　②作品には、テーマにあった
　　標語をつけてください

　作品の裏面に作者の氏名（ふりがな）、学校名、学年、組を明記して、学校へ提出してください。
なお、小学生は交通安全・ごみ減量化・火災予防ポスターの中から１作品と、火災予防標語 1 作品の応募
ができ、中学生は交通安全・ごみ減量化ポスターの中から１作品の応募ができます。いずれも各応募資格
などに注意してください。
　※提出期限については、学校に確認をしてください。

■問い合わせ■　総務課庶務係　電話 2－1121

大募集
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日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5
高齢者健康教室

10：00 ～ 12：00

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

すくすく相談
9：30 ～ 11：30

6 7 8 9 10 11 12
し尿収集運搬休業日 コミュニティセンター休館日

図書館休館日
4 歳児歯科健診

9：15 ～ 10：00 受付

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

し尿収集運搬休業日
図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00

13 14 15 16 17 18 19
し尿収集運搬休業日 コミュニティセンター休館日

図書館休館日
こども心理相談

9：00 ～ 16：00
1 歳 6 カ月児健康診査

13：15 ～ 13：45 受付

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

20 21 22 23 24 25 26
し尿収集運搬休業日 し尿収集運搬休業日

図書館休館日
八丈夏まつり 八丈夏まつり 八丈夏まつり し尿収集運搬休業日

27 28 29 30 31
し尿収集運搬休業日 コミュニティセンター休館日

図書館休館日
親子クッキング

10：00 ～ 13：00

図書館休館日

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

温 泉 休 業 日

7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 7 月 28 日（月）～ 30 日（水） 9：00 ～
糖尿病教室 7 月 18 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 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

燃・害 資源
古着 燃・害 資源

古着 燃・害 金属 資源
古着 燃・害 金属

6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12

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

13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

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

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

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

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

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

※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 　7 日　14 日 毎週月曜日
みはらしの湯 　1 日　　8 日　15 日 毎週火曜日
ザ・ＢООＮ 　2 日　　9 日　16 日 毎週水曜日
やすらぎの湯 　3 日　10 日　17 日　 毎週木曜日

7 月 20 日（日）～ 8 月 25 日（月）まで夏季営業期間とし、各町営温泉は休まず営業します。

７月２０日（月）～２５日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳しくは今月号の折込をご覧ください。
特定健診／長寿医療制度（後期高齢者医療制度）健康診査／生活機能評価／Ｂ型Ｃ型肝炎ウイルス検査／胃・肺・大腸がん検診／歯科検診


