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転入ほか……22人（うち出生　2人）

転出ほか……19人（うち死亡11人）
7月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （8月1日現在）※外国人含む

 人　口 7,945人 増 3人 
 男 3,940人  増 4人
 女 4,005人 減 1人
世帯数 4,501世帯 増 2世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,089 1,840 1,875 3,715
大賀郷 1,517 1,318 1,305 2,623
樫　立 294 260 275 535
中之郷 391 356 375 731
末　吉 210 166 175 341

マウイ郡・八丈町姉妹都市提携５０周年記念交流

７月２１日～２５日、ハワイ州マウイ郡

から、姉妹都市提携５０周年を記念して、

「ZenshinDaiko（前進太鼓）」のメンバーが

来島し、交流を深めました。

シルバーパス更新手続について／八丈町老人優待乗車券更新手続について▶▶02

母子保健／子どもの定期予防接種のお知らせ▶▶11

お知らせ掲示板▶▶13-19
参加しませんか？募集しています！▶▶20-21

教育委員会だより▶▶03
秋の交通安全運動／自動車運転免許出張試験本受付のお知らせ▶▶04
交通安全の夕べ／八丈町議会議員選挙についてのおしらせ　ほか▶▶05
水道だより　ほか▶▶06
国民年金▶▶07

国保だより／ご存知ですか？住民税の均等割▶▶08
税のお知らせ▶▶09
子どもの定期予防接種のお知らせ／子ども家庭支援センターからのお知らせ▶▶10

はちじょうトピックス▶▶12

２３日には夏祭りのステージに出演しました。

マウイの子どもたちによる太鼓の演奏に、会場

は大盛り上がりでした。
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　● INFORMATION　 シルバーパス更新手続について／八丈町老人優待乗車券更新手続について 広報はちじょう

７０歳以上の方へ

平成２６年度 シルバーパス更新手続について
●受付期間　９月１日（月）～１０月３１日（金）
　　　　　　※新規の方は１０月１日（水）より、受け付けます。
●受付窓口　◎お住まいの地域の各出張所　　◎大賀郷地域の方は、企業課運輸係
　　　　　　※１１月以降の受付窓口は、企業課運輸係となります。
■有効期限が平成２６年９月３０日までのシルバーパスをお持ちの方は、なるべく９月中に更新手続きを

お済ませください。

①更新費用について
次の方については、１, ０００円でパスを発行します。
　　・平成２６年度　住民税が「非課税」の方
　　・平成２６年度　住民税は「課税」だが、前年の合計所得が１２５万円以下の方
　　・平成２５年度　経過措置により、１, ０００円でパスの発行を受けている方
次の方については、２０, ５１０円で発行となります。
　　・平成２６年度　住民税が「課税」で、上記の経過措置の対象でない方。

②更新にお持ちいただくもの
　　・更新申込書
　　・これまでご使用のシルバーパス
　　※９月中は、これまでご使用のシルバーパスが無いと新しいパスへの更新ができません。
　　・保険証または運転免許証など　※パスポート、住民票は使用できません。
　　　（国民健康保険被保険者証、運転免許証、介護保険被保険者証、住民基本台帳カード（写真付）、身

体障害者手帳、後期高齢者医療の被保険者証など、住所・氏名・生年月日が確認できるもの。）
　　・費用
　　・１, ０００円で発行を受けられる方のみ、平成２６年度住民税が非課税であることを確認できる書

類として、下記のいずれかの提示が必要です。
　　　　◎平成２６年度介護保険料納入（決定）通知書
　　　　◎生活保護受給証明書
　　　　◎市区町村民税非課税証明書

■問い合わせ■　企業課運輸係　電話 2－1126

６５～６９歳の方へ
平成２６年度　八丈町老人優待乗車券更新手続について
　現在、八丈町老人優待乗車券をご利用中の方は１０月１日で更新となります。
受付期間、費用については、上記シルバーパスの記事内の「①更新費用について」と同様です。
　●受付窓口　福祉健康課高齢福祉係および各出張所

○更新にお持ちいただくもの
　　・住所、氏名、生年月日が明記された本人を確認できる書類（保険証、免許証など）
　　・これまでご使用の八丈町老人優待乗車券
　　・費用　　
　　・印鑑
　　・費用１，０００円の方のみ、下記のいずれかをご用意ください。
　　　　◎平成２６年度介護保険料納入（決定）通知書
　　　　◎生活保護受給証明書
　　　　◎市区町村民税非課税証明書
老人優待乗車券は、八丈町内の路線バスのみご利用いただけます。

■問い合わせ■　福祉健康課高齢福祉係　電話 2－5570



INFORMATION●　広報はちじょう

3

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）

今月の学校行事
■始業式
　期日：　１日（月）　　　　　　　　　／　各小・中学校
■学校公開
　期日：　５日（金）～　１１日（木）　／　会場：三根小学校
　期日：　５日（金）　　　　　　　　　／　会場：三原小学校
　期日：２２日（月）～　２６日（金）　／　会場：大賀郷小学校
■運動会
　日時：１４日（日）午前９時～　　　　／　会場：富士中学校
　日時：１４日（日）午前９時～　　　　／　会場：大賀郷中学校
■体育祭
　日時：１４日（日）午前９時～　　　　／　会場：三原中学校

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

八丈町町制施行 60 周年記念事業「日本の危機言語・方言サミット・イン八丈島」開催
■　会場：八丈町多目的ホール「おじゃれ」　主催：八丈町　共催：文化庁、国立国語研究所

■１２月１２日（金）【前夜祭】　午後７時３０分～　　
　　　　１３日（土）午後１時～１４日（日）午前９時～
□記念講演…伊奈かっぺい氏（青森県在住）「方言で遊ぶ、方言を遊ぶ」１３日午後１時３０分～
　弘前を故郷にもち、津軽弁をこよなく愛し、故郷の言葉に誇りをもつ氏の楽しい講演です。　
日本の消滅危機言語は、以下の８言語です。※【　】内は、ユネスコの分類による危険度
　・アイヌ語　…日本の先住民族であるアイヌ民族の話す言葉　　　　　　　　　【極めて深刻】　
　・八丈語　　…八丈島、青ヶ島で話されている言葉（かつての八丈小島も入る）　【　 危険 　】
　・奄美語　　…鹿児島県奄美群島を中心に話されている言葉　　　　　　　　　【　 危険　 】
　・国頭語　　…鹿児島県最南部与論島、沖縄県北部などで話されている言葉　　【 　危険　 】
　・沖縄語　　…沖縄県南部を中心に話されている言葉。首里の言葉も入る　　　【　 危険 　】
　・宮古語　　…沖縄県宮古島を中心に話されている言葉　　　　　　　　　　　【　 危険　 】
　・八重山語　…沖縄県石垣島など八重山地方で話されている言葉　　　　　　　【重大な危険】
　・与那国語　…日本最西端の沖縄県与那国島で話されている言葉　　　　　　　【重大な危険】
　これらの地域の話者（各 2 名）と解説者（研究者）を八丈島にお招きして、その地域の生の言葉を聞く

（日本民話「桃太郎」を故郷の言葉で語る）とともに各地域の継承・保存活動の情報を共有し、八丈島のこ
れからの活動に役立てようと思っています。

　２００９年、ユネスコの発表で、八丈方言（八丈語）は、消滅危機言語に指定されました。このまま
何もしなければ、先祖から伝わる島の貴重な文化である八丈方言（八丈語）が将来、消滅してしまう危
険があります。八丈町教育委員会では、ユネスコの指定を受け、八丈方言（八丈語）を知り、伝える活
動を進めてきました。町民のみなさんにこのイベントに参加していただき、八丈方言（八丈語）に関心
をもっていただきたいと思っています。
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秋の交通安全運動／自動車運転免許出張試験本受付のお知らせ

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

　秋の交通安全運動が９月２１日 ( 日 ) から３０日 ( 火 ) まで行われます。この運動は、交通ルールの遵
守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるよう呼びかけ、町民一人ひとりに交通安全意識の普及・浸透を
図るとともに、町民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の
徹底を図ることを目的としています。

自動車運転免許出張試験本受付のお知らせ
　本年も自動車運転免許出張試験を、１０月～１２月にかけて実施します。
　受験を希望される方は、下記のとおり申請をしてください。
○免許の種別　普通一種免許、普通一種免許ＡＴ限定解除、大型特殊免許
○取得の条件　仮免許試験日付けで、普通一種免許、大型特殊免許とも１８歳以上で、八丈島、青ヶ島に

住民登録されている方
○受 付 日 時　９月６日（土）、７日（日）午前９時～午後５時
　　　　　　　※この日時以外の受付はできません。
○受 付 場 所　八丈島警察署
○必要なもの　①住民票（本籍地記載のもの）１通
　　　　　　　②証明写真（縦３ｃｍ×横２．４ｃｍ、無背景で眼鏡を外し、髪で目が隠れていないもの）
　　　　　　　　普通一種免許受験者は４枚、大型特殊免許受験者は２枚
　　　　　　　③免許保有者の方は、現在取得している免許証（仮免許含む）
　　　　　　　④過去に免許取消処分を受けた方は、取消処分講習終了証明書（有効期限１年）
　　　　　　　※本受付当日、住民票をお持ちでない方は受付できません。
○留 意 事 項　仮視力検査を行いますので、必ず受験者本人が来てください。
　　　　　　　７月に行ったのは希望調査です。受験される方は今回必ず受付してください。
　　　　　　　１回目の試験は１０月下旬を想定しています。

■問い合わせ■　八丈島警察署交通係　電話 2－0110

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

夕暮れ時と夜間の歩行中・
自転車乗用中の交通事故防止

　秋口における日没時間の急激な早まりととも
に視認性が低下します。運転者は夕暮れから早
めのライト点灯、歩行者は反射材用品など携え
お互いに交通事故を防止していきましょう。

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

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

全ての座席のシートベルトとチャイルド
シートを正しく着用しましょう

■問い合わせ■　総務課庶務係　電話 2－1121
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交通安全の夕べ／八丈町議会議員選挙についてのおしらせ　ほか

八丈町議会議員選挙についてのおしらせ
　八丈町議会議員選挙が次のとおり行われる予定です。
　　■告示日（立候補届出日）　１０月１４日（火）
　　■投票日時・場所　　　　１０月１９日（日）午前７時～午後８時　各公民館
　　■期日前投票期間　　　　１０月１５日（水）～１０月１８日（土）
　　　　　　　　　　　　　　午前８時３０分～午後８時
　　■会　　　　　場　　　　町役場町民ギャラリー

○不在者投票について
　八丈町の選挙人の方が、上記期間中に八丈町にいなくても滞在先の区市町村選挙管理委員会で不在者投
票ができます。あらかじめ投票を行なう予定の区市町村選挙管理委員会へ投票受付時間帯をご確認くださ
い。はがきや便せんなどに以下の項目を記入し、八丈町選挙管理委員会（総務課内）まで郵送にて請求し
てください。（ＦＡＸや電話・Ｅメールでの請求はできません。）
①八丈町の住所②氏名・生年月日③滞在先住所④電話番号※日中に連絡の取れる番号
⑤どこの区市町村で不在者投票をするのか⑥選挙当日、投票所にいけない理由

請求が届いたら投票用紙などを滞在先に郵送します。郵送でのやりとりとなり、投票用紙の交付・投票
できる期間が非常に短いため、お早めに請求してください。

※投票用紙の郵送は告示日から行いますが、投票用紙の請求は告示日以前からでも受け付けします。その
他の詳細事項につきましては広報１０月号に掲載します。

■問い合わせ■　八丈町選挙管理委員会（総務課内）　電話 2 － 1121

交通安全の夕べ
　■９月　８日（月）　末吉公民館　       　■９月１０日（水）　中之郷公民館
　■９月１２日（金）　樫立公民館 　      　■９月１６日（火）　大賀郷公民館
　■９月１８日（木）　三根公民館
受　付　午後６時３０分（講習カードをお持ちください）　開　始　午後７時
皆さんお誘い合わせのうえお集まりください。

「自殺防止！東京キャンペーン」
　東京都では、自殺の防止などに関する都民の理解を促進するため、９月を自殺対策強化月間として、「自
殺防止！東京キャンペーン」を展開しています。

１　キャッチフレーズ
　○「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）
　○９月は東京都の自殺対策強化月間です　「自殺防止！東京キャンペーン」

２　東京都のキャンペーン事業
　●東京都自殺相談ダイヤル　　　９月８日～１２日（５日間とも２４時間）
　～こころといのちのほっとライン～　０５７０－０８７－４７８
　●自殺予防いのちの電話　　　　９月１０日午前７時～１１日午前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　　　　　　９月６日午前７時～８日午前７時
　　　　　　　　　　　　　　　　０１２０－５８－９０９０（東京自殺防止センター）
　●自死遺族のための電話相談　　９月６日～８日午前 10 時～午後１０時
　　　　　　　　　　　　　　　　０３－３２６１－４３５０（全国自死遺族総合支援センター）
　　　　　　　　　　　　　　　　９月９日～１２日午前１０時～午後１０時
　　　　　　　　　　　　　　　　０３－３７９６－５４５３（グリーフケア・サポートプラザ）
　●多重債務１１０番　　　　　　９月１日～２日午前９時～午後５時
　　　　　　　　　　　　　　　　０３－３２３５－１１５５（東京都消費生活総合センター）
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水道だより　ほか

水道料金のお支払いは便利な「口座振替」で

水道だより水道だより
●水道メーター器の周りはきれいに!!

　水道メーター器の周りには物を置いたりしないでください。また、雑草などで検針の際に水道メーター
器が見えづらくなる場合がありますので、水道メーター器周りはきれいにしておくようご協力をお願いし
ます。

●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。届出が必要な場合があります。

●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。

●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。

●水道料金のお支払いは口座振替が便利です!!
　毎月お支払いいただく水道使用料は、便利な口座振替をご利用ください。手続きは、金融機関（七島信
用組合・みずほ銀行・ゆうちょ銀行）または、町企業課水道係、各出張所にある「預金口座振替依頼書・
自動払込利用申込書」に記入し、金融機関にて直接申し込みください。

■問い合わせ■　企業課水道係　電話2－1128

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。
■ 9 月のし尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日は次のとおりです。

9 月 7 日（日）　13 日（第 2 土）　14 日（日）　　　15 日（祝）
21 日（日）　23 日（祝）　　　27 日（第 4 土）　28 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または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

１０月１日 ( 水 ) ～７日 ( 火 ) は公証週間です
◆遺言や大切な契約を公正証書が守ります。
　東京公証人会では、特設電話を設置して電話相談を実施し、期間中は土曜、日曜も対応します！相談は
無料です。
●特設電話　０３－３５０２－８２３９
●受付時間　午前９時３０分～正午　　　午後１時～４時３０分
※特設電話は公証週間専用ダイヤルです。期間外の相談については、下記問い合わせをご利用ください。

■問い合わせ■　東京公証人会　電話 03－3502－8050
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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/

【公的年金制度の役割について】

　誰でも年をとれば、個人差はあっても若い頃のように働けなくなり、収入を得る能力が低下するリスク

などを背負っています。また、少子高齢化の進行や核家族化などに伴い、子どもからの仕送りなどの私的

扶養のみに頼って老後生活を送ることが困難になっています。

　こうした中、公的年金はどれだけ長生きしても、また子どもの同居や経済状況など私的な家族の状況に

かかわらず、安心・自立して老後を暮らせるための生活の柱として定着し、国民生活に不可欠な役割を果

たしています。

　公的年金は、現在の現役世代の納める保険料によって現在の高齢者の年金給付を賄うという「世代と世

代の支え合い（世代間扶養）」によって成り立っています。

　公的年金は世代間扶養の仕組みのため、次のように私的年金にはないメリットがあります。

　・賃金や物価に応じて給付額をスライド

　・受給権者が亡くなるまで年金を支給

　・万一の場合の障害・遺族年金も支給

　・給付費などに対する国庫負担が行われる

　・支払った保険料は税制上、所得から全額控除される

【平成２６年度の国民年金保険料は、月額１５，２５０円です】

　保険料の納め忘れがあると、将来受け取る年金が少なくなるだけでなく、年金が受けられなくなる場合

もありますので、保険料は必ず納期内に納めましょう。

　国民年金保険料に関することは、お近くの年金事務所まで問い合わせください。

▶▶各種問い合わせ▶▶各種問い合わせ
●一般的な年金相談に関する問い合わせ
　0570-05-1165（ナビダイヤル）
　PHS、IP電話、海外からおかけになる場合03-6700-1165（一般電話）
　受付時間　月曜日から金曜日:8：30～17：15
　第2土曜日:9：30～16：00
※ただし月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）は19：00まで受付
※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。
●ねんきん定期便・ねんきんネット・ねんきん特別便に関する問い合わせ
　0570－058－555（ナビダイヤル）
　PHS、IP電話、海外からおかけになる場合03-6700-1144（一般電話）
受付時間　月曜日から金曜日：9：00～20：00
　　　　　　　　第2土曜日：9：00～17：00
※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。

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。

※「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。
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国保だより／ご存知ですか？住民税の均等割

国保だより ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話2 － 1123

次のようなときは、保険証が使えませんのでご注意ください。
　◎病気やケガと認められない場合
　◎仕事上のケガや病気で労災保険の対象となる場合
　◎けんか、泥酔などによる病気やケガをした場合
　◎酒酔い運転、無免許運転などでケガをしたとき。
　◎その他
　交通事故などの第三者による行為でケガをしたときの医療費は、加害者の負担となります。ただし、国
保の窓口に届け出ることにより医療費を一時立て替えることができますので、住民課医療年金係に届け出
てください。なお自損事故で治療を受ける方も届出が必要となります。
　【届出の手順】
　①　警察に届け出て、「事故証明書」をもらってください。
　②　「事故証明書」「印鑑」「保険証」を持って住民課医療年金係へお越しいただき、「第三者行為による

被害届」を記入し、提出してください。
　※示談の前には必ず住民課医療年金係へ連絡してください。
　　示談を結んでしまうと、国保が使えない場合があります。
　　◆「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
　　◆国保税は国保制度の重要な財源です。納め忘れのないようご注意ください。
　　◆国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
　　◆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。

ご存知ですか？町・都民税（住民税）の均等割
　町・都民税（住民税）の均等割は所得控除額の多さに関わらず、一定の合計所得金額があると課税され
ます。ただし、扶養控除・寡婦控除・本人の障害者控除を取る事により、非課税になることがあります。
住民税の均等割の課税は、臨時福祉給付金の算定にも関わっています。この機会に下記の基準額を参考に
ご自身の所得内容をご確認ください。

住民税の均等割がかからない方
　　　　　　①本人が障害者・寡婦（夫）・未成年の場合・・・合計所得１２５万円以下
　　　　　　②上記以外の場合
　　　　　　　280,000 円 × （１[ 本人 ] ＋配偶者＋被扶養者数）＋ 168,000 円　以下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配偶者、被扶養者がいる場合のみ加算

　■問い合わせ■　住民税や申告に関すること　　税務課課税係　　　電話 2－1122
　　　　　　　　 臨時福祉給付金に関すること　福祉健康課厚生係　電話 2－5570

平成２６年１０月１日以後に開始する事業年度分から
法人町民税の法人税割の税率が引き下げられます。

　　平成２６年　９月３０日までに開始した事業年度の法人税割　１２．３％
　　平成２６年１０月　１日以後に開始する事業年度の法人税割　　９．７％
※今回の税制改正に伴い、平成２６年１０月１日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、

法人税割は前年度の法人税割額の４．７／１２（通常は６／１２）となります。
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税のお知らせ

■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

○９月１日（月）　　　　　　　　　　　　　　　　○９月３０日（火）
　町・都民税　　　第２期　　　　　　　　　　　  　国民健康保険税　第３期
　国民健康保険税　第２期

■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異なります。また毎年４月１日現在、軽自動車を所有している方
に課税されます。４月２日以降に廃車手続きをされると、その年度の税金は課税されます。

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分 手続窓口
原動機付自転車 排気量 50cc 以下

①八丈町役場
　税務課課税係

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）
①八丈町税務課課税係　　東京都八丈島八丈町大賀郷２５５１番地２　電話 04996－2－1122 
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　　電話 03－3472－1561
③関東運輸局東京運輸支局　東京都品川区東大井１－１２－１７　　　電話 050－5540－2030

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相談ください
　病気やケガ、事業の休廃止などの事情により、納期限までに納付できずにお困りの方は、必ず納
付相談を行ってください。役場の業務時間内に来庁できない場合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）に納付相談を行っています。
滞納処分を強化しています　
　町では、納期限を過ぎても納付いただけない方に対し、文書などで納付のお願いをしていますが、
それでも納付していただけない場合は、納期限内に納めている方との公平性を保つため、法律に基
づいた財産調査および財産の差押などの滞納処分を行っています。

■問い合わせ・申し込み■
税務課徴収係　電話 2－1122
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環境だより

■問い合わせ■　住民課環境係　電話2－1123

ヤンバルトサカヤスデ対策
　９月から１月頃まで、本格的なヤスデの移動時期を迎えます。町では今年度も、家屋侵入防止用薬剤（コ
イレット）の無料引換券を配布しています。自然環境を考慮し、薬剤を散布するだけではなく家屋周辺
の落ち葉などを取り除き、水はけ・日当たりを良くすることでヤスデの生息しにくい環境を作るととも
に、家屋の基礎部分に表面のツルツルした素材のテープを貼るなど、ヤスデの侵入を防ぐ環境づくりを
試みてください。

粗大ごみの個別回収（有料）
　集積所に出せない粗大ごみは、有明興業（株）八丈島営業所に持ち込んでください。布団などの寝具
類は粗大ごみです。集積所には出さないでください。持ち込みができない場合は、家電４品目（テレ
ビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機）以外の粗大ごみの個別回収を有料（１個１，０００円　１個追加ごと
に５００円）で行います。
　申し込み　八丈島衛生総合企画　電話２－０８５５（月～金）

一般廃棄物処理手数料（事業者対象）
　今月は、一般廃棄物処理手数料前期（Ⅰ期）の納期限です。納め忘れのないようお願いします。なお、
前期・後期の一括支払いも可能です。

―八丈島管理型最終処分場ニュース―　
　八丈島一般廃棄物管理型最終処分場も運用開始後１年半が経過しました。この間、埋め立てたごみ
量は約 900 トンに達しました。そこで、今後、皆さんに処分場への理解を深めてもらうため、折に
触れ、処分場の仕事や現状についてお知らせします。八丈町では、年に約３千トンの燃やせるごみが
家庭から出され、クリーンセンターで燃やされたあと管理型処分場で埋め立てられます。その灰（焼
却灰）の量は約３6 ０トン。これほど大量の焼却灰を島内で安全に処理できる場所は新しくできた管
理型最終処分場以外にありません。

処分場の環境対策①２重の防水シート
　焼却灰の埋立地全体に２重の遮水シートを張り巡らして、焼却灰から浸み出した水がそのまま外に
浸み出さないようにしたうえで、集めて微生物や活性炭の力を借りてきれいにして処分場の外に流す
ようにしています。これまで行った放流水の検査結果は、全て国の基準を満たしています。

処分場の環境対策②周囲の環境への影響確認
　焼却灰を埋めていく過程で、周辺の環境に影響を与えていないかどうかを確認することも大切なポ
イントになります。管理型処分場では、処分場の上流と下流にそれぞれ観測用の井戸を設け、異常が
ないか定期的に水質検査を行い、処理水についても日常的に水質検査をし、汚水を処理する施設が正
常に機能しているかどうかもチェックしています。また、シートの下に溜まる地下水を排出するため
の管を使って、万が一、シートが破損してもすみやかに検知できるよう観測体制を整えています。現在、
地下水を排出するための管には周囲から地下水が流れ込んでいないことやシートからの漏水もないこ
とから、管からは結露水以外の水は出てきていませんが、結露水を含め、管から水が出た場合にはシー
トからの漏水かどうか検査をしています。なお、昨年 10 月に処分場の運営協議会の場で、シートの
破損個所を電気的に調べる調査を実施し、現時点でシートに異常がないことを出席した全委員に確認
していただきました。

■問い合わせ■　東京都島嶼町村一部事務組合　電話 03－3432－4961
ホームページ www.tosho-ichikumi.jp/free5.html
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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　

●ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種
　日時：　９月　２日（火）　午後３時～午後３時３０分
●日本脳炎集団接種
　日時：　９月　４日（木）　午後３時～午後４時
●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：　９月１１日（木）　午後３時～午後３時３０分
●日本脳炎集団接種
　日時：　９月１８日（木）　午後３時～午後４時
●ポリオ集団接種＆予約制個別接種
　日時：　９月２５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。なお、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

母子保健／子どもの定期予防接種のお知らせ

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　　　　９月３０日（火）　受付：午後１時１５分～１時４５分
○対象　平成２５年１月１６日～平成２５年３月３０日生まれの幼児
１歳児歯科健康診査  　　       ９月１０日（水）　受付：午前９時１５分～１０時
○対象　平成２５年６月１２日～平成２５年９月１０日生まれの幼児
こども心理相談（要電話予約）　会場：保健福祉センター　　　　　　　　　　　　　　　　　
９月３０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
９月２４日（水）　 午前９時３０分～１１時３０分
日頃の子育ての中からでてくる疑問や心配事などに保健師・管理栄養士・
歯科衛生士が応じます。母子健康手帳を持参してください。
こどもおやつ教室（要電話予約）会場：保健福祉センター
９月２６日（金）  午後１０時～１１時３０分
○対象：未就学児とその保護者（定員：親子１０組程度）　○持ち物：母子健康手帳、エプロン
○締切：９月１９日（金）
発育盛りの子どもにとって、おやつは食事の一部、大切な栄養源と考えて与えることが大切です。
家庭でのおやつの大切さ、作り方について学び、試食、歯のお話をする教室です。
皆さんの参加をお待ちしています。
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はちじょうトピックス

平成２６年ミス八丈島

　　　　佐
さ か い

賀井　裕
ゆ か

加　さん

　　　　『一年間、よろしくお願いします』

　７月２５日（金）、八丈島夏まつりステージで平成２６年ミス
八丈島の発表会が行われ、佐賀井裕加さんが紹介されました。
　母親が八丈島出身の佐賀井さんは、昨年１２月に島へ移住し、
現在町立八丈病院に勤めています。
　初仕事として、１０日（日）に行われた八丈島サマーコンサー
トで花束贈呈を行いました。

第６回八丈島ジュニアベースボールクラシック　

　７月２９日（火）、３０日（水）に南原野球場と富士グラウンドにて第６回八丈島ジュニア
ベースボールクラシックが開催され、葉山巨人軍が４年連続の優勝を果たしました。八丈島
からは２チームが出場し、それぞれ５位、６位となりました。大会期間中は天候にも恵まれ、
選手達は照りつける太陽の下で、精一杯プレーをしました。試合後は三根小学校体育館にて
交流会を行い、他のチームの選手達との交流を楽しみました。

◆大会結果◆
優　勝　葉山巨人軍（神奈川県葉山市）

準優勝　大野ファイターズ（茨城県鹿島市）

３　位　葉山ジャイアンツ（神奈川県葉山市）

４　位　小笠原ファイターズ（東京都小笠原村）

５　位　八丈黒潮ジュニア（東京都八丈島）

６　位　三根ジャガース（東京都八丈島）
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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、各種申請書や証明請求書の受付を実施します。
◎届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。

日　　時：9 月　8 日（月）午後１時～４時　　　
　　　　　9 月　9 日（火）午前９時～正午、午後１時～４時　　　
　　　　　9 月１0 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。

住民係からのお知らせ
○各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ている方）
　※上記以外の方が請求される場合は、問い合わせください。
○島外からの証明書の請求について
　郵送による証明書の請求は現住所宛の送付のみの取り扱いになります。宿泊施設など一時滞在し
ている場所や職場などへは送付できません。また、本籍地の記載のない住民票については、住民基
本台帳ネットワークにより住所地以外の市区町村の窓口で交付を受けられます。交付には写真付き
公的証明書（免許証・パスポート・写真付き住基カードなど）が必要です。（住基ネット非対応の一
部市区町村では発行できない場合もあります。）

■問い合わせ■　住民課住民係　電話 2 － 1123

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　９月22日（月）～26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！

９月　３日（水）　運動会の準備
　　１０日（水）　昔遊び
　　１７日（水）　人形劇
　　２４日（水）　みんなで部屋飾り

そのほかの催し
９月　２日（火）　絵本＆紙芝居　　　　午前１０時３０分～１１時
９月２６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ています
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八丈島空港「空の日」イベント開催
平成２６年９月２７日（土）９:００～１６:００

「空の日」イベントは、より多くの皆さんに対して航空へのご理解と関心を高めて頂くために全国各地
の空港などで毎年開催されている行事です。
今年もたくさんの催し物を用意して皆さんのお越しをお待ちしています。
○航空機・化学消防車・警察車両の地上展示（駐機場一部開放） 　　　　　　１０：００～１５：００
○化学消防車の放水（ＡＮＡ１８９３便の到着機に歓迎放水アーチ） 　　　　１３：００～１３：１０
○滑走路バスツアー（午前、午後と運行）  　　     １１：００～１２：３０／１４：３０～１６：００

（受付時間：１０：３０～１１：００／１４：００～１４：３０）             
○ジョブキッズＧＯＧＯ（ＡＮＡ職場体験）(各小学校にて申し込み用紙配布。事前抽選制にて合計３２名) 
　　　　　　　　　　　　　　航空機誘導体験　１０：００～１１：００／１５：００～１６：００
　　　　　　　　　　旅客カウンター業務体験　１０：３０～１１：３０／１４：３０～１５：３０
○屋外特設売店（ミニ物産展・おもちゃなど販売）　　　　　　　　　　　　　９：００～１６：００
○空の日特製ランチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０：００～
○八丈太鼓演舞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０：００～１５：００
○その他：ＡＮＡのお皿類大処分市（１０：００～なくなり次第終了＊持ち帰り用の袋はございません。）
　　　　・写真展、エア遊具、その他催し物あり

【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

9/1 ～ 9/30 普通運賃 往復割引（片道）

羽田＝八丈島 22,390 14,890
※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。

○ 9月の航路ダイヤ
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。

■問い合わせ■　東京都八丈島空港管理事務所　 電話 2－0163
　　　　　　　　空の日ネット　http://www.soranohi.net/

天候その他の事情により、

イベント内容変更または

中止する場合があります。
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町 長 上 京 日 記　7月
６月３０日～７月５日
◉ＡＮＡ１８９２便にて上京
◉東京都離島航路地域協議会
◉東京都土地改良事業団体連合会理事会
◉全国離島振興協議会正副会長会議
◉離島振興の促進に関する要望運動
◉ＡＮＡ１８９１便にて帰島
７日～１０日
◉ＡＮＡ１８９２便にて上京
◉東京都砂防協会通常総会
◉北方領土の返還を求める都民会議通常総会
◉東京都港湾整備振興大会
◉国への港湾要望活動
◉港湾要望活動終了後の意見交換会
◉ＡＮＡ１８９１便にて帰島

２４日～２６日
◉ＡＮＡ１８９２便にて上京
◉東京都簡易水道協会総会
◉東京都町村会・東京都町村議会議長会
　合同会議
◉地方分権改革シンポジウム
◉東京都町村長と東京都町村議会議長との
　予算編成要望活動結団式
◉東京都自治体病院開設者協議会定時総会
◉道路整備促進期成同盟会東京都協議会総会
◉東京都町村長会議
◉ＡＮＡ１８９１便にて帰島

ヘルプマークの配布開始のお知らせ
　【ヘルプマーク】は、援助や配慮を必要としている方のマークです。都営地下鉄、都営バスの優先
席、八丈町営バスの優先席や八丈町内公共施設でもポスターやステッカーの標示を行なっています。
援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方（妊娠初期や内部障害、高齢者、難病
の方など）で希望する方に、９月１日から町役場・各出張所で配布を開始します。皆さんのご理解
とご協力をお願いします。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■　福祉健康課障がい福祉係　電話 2－5570

町立八丈病院運営協議会議事要旨
平成２６年７月１６日（水）午後６時　町立八丈病院会議室
報告事項　①平成２５年度収支について　　　　②平成２５年度患者数調査などについて
　　　　　③医師および職員の異動について　　④その他
委員の意見など
　意見①：白内障手術後の入院はできないか
　回答①：町立八丈病院では、日帰りの手術を実施しているため、できません。
　意見②：白内障手術後の翌日８時までに病院に来るように言われるが、末吉からはバスで来ても

間に合わない。
　回答②：術後の来院時間については、眼科にご相談ください。
　意見③：バスの時刻表について、文字が小さく見づらい
　回答③：院内に大きく表示します。
　意見④：町道から院内への入り方が分からない。
　回答④：町道を設置するときに、警察の指導により玄関より入って、元の入口から出ることと

なっている。現在、以前のように交互通行できるように要請中です。
協議会参加者
　三根地域　　沖山重彦　　　金川津屋子　　樫立地域　　伊勢崎正惠　　伊勢崎とし子
　大賀郷地域　小栗卯雄　　　折田正江　　　中之郷地域　佐々木アツコ　佐々木弥重子　
　末吉地域　　村山眞理子　　松代勝子
　医師　　　　岩渕一也　　　　　　　　　　歯科医師　　菊池一江
　　　他　　　町職員３名

■問い合わせ■　町立八丈病院　電話 2－1188
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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。認知症を予防して元気に暮らすためには？日常生活でで
きる予防についての講習を聞き、参加者同士で気軽に話し合いましょう！
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　　９月２５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　　『認知症の理解と予防について』
講　師　　八丈町地域包括支援センター
参加費　　無料
申　込　　９月１９日（金）までに電話で申し込みください。

■問い合わせ・申し込み■　八丈町地域包括支援センター　電話 2－0580

臨時福祉給付金の申請はお済みですか
　平成２６年４月の消費税引き上げに伴う負担に配慮する臨時的な措置として支給されます。
対 象 者　　平成２６年１月１日時点八丈町に住民登録がある方で、平成２６年度住民税の均等割

が課税されない方（生活保護受給者除く）。支給対象者となる可能性のある方には、八
丈町税務課から７月に申請書を送付しました。給付金の支給対象者と思われるが、ま
だ申請書が届いていないという方は、下記へ問い合わせください。

給 付 額　　１人１万円  ※支給要件に該当する方は、５千円を加算
　　　　　　（※支給要件は、広報はちじょう８月号をご覧ください）   
受付期間　　平成２６年１０月１４日（火）まで
申 請 先　　八丈町役場　福祉健康課および各出張所
提出書類　　申請書と一緒に送付した「臨時福祉給付金の申請受付について」を確認ください。

■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2－5570

オータムジャンボ宝くじ
１等：３億３０００万円×１３本　前後賞：各３０００万円
２等：１０００万円×１３０本　
３等：１００万円×１３００本　　　４等：５万円×２６, ０００本
発売期間　　９月１９日（金）～１０月１０日（金）まで
抽 選 日　１０月１７日（金）　

■問い合わせ■（公財）東京都区市町村振興協会　電話 03－5210－9945

～～～～～大賀郷・末吉地域 敬老会 開催！！～～～～～
大賀郷・末吉地域にお住まいの高齢者の方々への感謝と長寿をお祝いする敬老会を開催します。
大賀郷地域　　　　　　　　　　　　　
●日時　９月１５日（月・敬老の日）
　　　　午前１１時～午後１時３０分
●場所　大賀郷公民館

末吉地域
●日時　９月１５日（月・敬老の日）
　　　　午前１０時３０分～午後１時
●場所　末吉公民館

※対象者は７０歳以上の方です。（昭和２０年４月１日以前に生まれた方）
■問い合わせ■　福祉健康課高齢福祉係　電話 2－5570

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。
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地熱発電についての「出前講座」を開催します！
　八丈島地熱発電利用拡大検討協議会では、八丈町・東京都の協力を得ながら、地熱への理解を深
める勉強会などを昨年度より実施してきました。
　今年度は、地熱発電や再生可能エネルギーに興味のある方々を対象に「出前講座」を実施します。
出前講座では、「地熱発電ってどういう仕組み？」「地域にとっていいことはあるの？」「再生可能エ
ネルギーは全国でどのぐらい進んでいるの？」など、みなさんの様々な興味や質問に、講師がわか
りやすくお答えします。１０人以上の参加が見込めれば、どのような団体でも講師派遣の申し込み
ができます。詳しくは担当まで問い合わせください。
対　　象　　興味のある方ならどなたでも参加・お申し込みができます。子ども会やＰＴＡの集まり、

婦人会、老人クラブ、会社組織、任意のグループなど、どのような集まりでも構いません。
学校の授業などでの実施も可能です。

条　　件　　１０人以上の参加が見込めること
経　　費　　無　料
期　　間　　平成２６年９月～平成２７年２月までの期間内
開催時間　　１回につき１～２時間程度
日時・場所　　相談のうえ決定します
派遣講師　　講座の内容をあらかじめ相談のうえ、派遣する講師を決定します。
協　　力　　八丈町企画財政課
■問い合わせ■　八丈島地熱発電利用拡大検討協議会
　　　　　　　　担当：NPO 法人フォレストリンク（松田、船田）
　　　　　　　　電話：０８０－２５８５－２８１５　メール：8jyo.energy@gmail.com

第６７回　八丈島民大学講座　～首都大学東京共催事業～
八丈島の題材を用いながら、首都大学東京の教授陣が
各テーマに基づいて講演します。気軽にご来場ください！！
★第１日　･･･　９月６日（土）　午後７時３０分～９時

【テーマ】　文様の幾何　～プラトンからケプラーを経て現代に導かれる視点～
【講　師】　小林　正典　（首都大学東京　都市教養学部准教授　数理情報科学専攻）
　黄八丈に代表される美しい織物の文様デザインの可能性のカギを握る「対称性」について、古代
ギリシャから現代に伝わる考え方を解説します。
★第２日　･･･　９月７日（日）　午後１時３０分～３時

【テーマ】　アメフラシの脳科学　～脳・神経は何のためにあるのか？～
【講　師】　黒川　信　（首都大学東京　都市教養学部准教授　生命科学専攻）
　八丈島の磯で身近に見られるアメフラシを使って、記憶・学習のメカニズムにも触れながら、動
物が脳・神経系をもつ意義と役割について解説します。
■会　場　七島信用組合八丈島支店　２階ホール　　■参加費　無料
●主催：八丈島民大学講座実行委員会　　●共催：首都大学東京　　●後援：八丈町教育委員会、八丈島文化協会

■問い合わせ■　八丈島民大学講座実行委員会事務局　電話 7－0461

・糖尿病教室　９月２６日（金）　・耳鼻咽喉科　９月８日（月）～１０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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犬の登録・狂犬病予防注射のお願い
狂犬病予防法により、犬を飼育する際には、

市町村への登録と年１回の予防注射が義務付けられています。
①狂犬病予防注射をまだ済ませていない犬を飼っている方
②新たに犬を飼いはじめた方
③島外から転入してきた犬を飼っている方
　以上の方々は、八丈動物病院にて注射および登録を行ってください。
※ただし、注射は生後９１日以上の犬に限ります。また犬が高齢や病気であるなど、注射に不安の

ある方は、八丈動物病院までご相談ください。また、飼っていた犬が死亡した場合、犬を譲渡し
た（された）場合には問い合わせ先までご連絡ください。

第１０回ユニバーサルキャンプin八丈島（平成２６年９月１３日（土）から１５日（月）まで）
　八丈町とNPO法人ユニバーサルイベント協会の共催で「第１０回ユニバーサルキャンプin八丈
島」を行います。このキャンプは、ダイバーシティ（多様性の享受）の考えに立ち、年齢や性別、
障がいの有無に関わらず、誰もがそれぞれできることとできないことがあることに気づき、対等な
関係で支え合っていくことの大切さを実感できる３日間です。

ダイバーシティ・コミュニケーションに参加しませんか？
　「ユニバーサルキャンプ」の参加者たちが、さまざま不便さ、自分の個性や可能性、コミュニ
ケーションの違いなどについて語ります。「一人ひとりがみんな違う。」参加者たちの話を聴きな
がら、多様性を受け入れ、新たな発見をしてみませんか？
日時：９月14日（日）午前８時30分～正午　場所：三根小学校校庭（雨天時：三根小学校体育館）

ユニバーサル盆踊り（通称ユニボン）においでください！
　今年も八丈町の皆さんのご協力を得て「ユニバーサル盆踊り」を行います。婦人会や加茂川会に
よる伝統芸能や、フラダンスチームによるショーなど、見て、歌って、踊れるイベントが盛りだく
さん！　婦人会、朝市会の方々による出店もあり、美味しいものもたくさん並びます。また、ユニ
バーサルキャンプならではの特性を生かした出し物を行う予定です。皆さんお誘い合わせのうえ、
是非遊びに来てください。
日時：９月14日（日）午後５時30分から８時30分まで　場所：三根小学校体育館

■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　電話 2－1125

狂犬病とは、狂犬病ウイルスを持つ動物に、かまれたりひっかかれるなどしてできた傷口から、だ
液に含まれるウイルスが侵入して感染する病気です。
犬と人だけでなく、全てのほ乳類が感染し、発症してしまうとほとんどの場合死に至る大変恐ろし
い病気です。現代医学においても発症してからの有効な治療法はありません。
ＷＨＯ（世界保健機関）は、全世界で毎年３５，０００～５０，０００人の方が、狂犬病によって
亡くなっていると推計しています。わが国においては、人での発生は１９５４年以降、犬などの動
物での発生は１９５７年以降ありません。しかし、国際交通手段の発達した現代において、海外か
ら狂犬病が侵入する可能性は否定できません。毎年１回の予防注射は、飼い犬の感染予防・感染拡
大予防に非常に効果的であり、飼い主の義務として求められています。狂犬病予防へのご理解とご
協力をお願いします。

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

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

■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2－5570

＜狂犬病の発生を防ぐために、愛犬には予防注射を！＞
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９月２０日から２６日は動物愛護週間です
　動物愛護週間は、ひろく国民の間に、命あるものである動物の愛護と適正な飼育についての関心
と理解を深めるために、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づいて設けられたものです。こ
の機会に、私達が飼っている動物、身近にいる動物たちについて、もう一度考えてみましょう。

◆不幸な野良猫を増やさないために
　猫の糞尿や鳴き声などによる相談が増えてきています！野良猫への無責任な餌やりはやめましょ
う。庭などで猫に餌をあげる場合は、少しずつ慣らして不妊手術をしましょう。手術をしなけれ
ば、結果として不幸な野良猫を増やすことになります。数が増えて、手に負えなくなってからの相
談では手遅れです。１匹のうちに手術をしましょう。また、餌を出しっぱなしにせずその都度回収
すれば、他のネコは寄り付きません。

不妊手術などに関するご相談は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
　　■情報提供・相談・問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2－5570

●秋の夜長に読書はいかが？
　夏もひと段落し、日も短くなってきました。いよいよ

「読書の秋」到来。ですが…そもそもなぜ「読書の秋」と
言われるようになったのでしょうか？
　諸説あるようですが、中国の唐時代の詩人 韓愈（かんゆ）の
漢詩に「燈火稍（ようや）く親しむべく」という一節があり、ここから秋が読書にふさわしい季節
として、「秋燈」や「燈火親しむ（秋も深まり、夜が長い季節には、灯を点して、読書や団らんに
長い時間を過ごすようになるの意）」といった表現が使われるようになりました。これが「読書の秋」
の由来のひとつと言われています。秋の夜長のお供に、図書館の本やＤＶＤはいかがでしょう？
●今月のおはなし会 　１３日（土）午前１０時～１１時　こどものほんのへや
　八丈高校のお兄さん、お姉さんが読み聞かせに参加してくれます。どんなおはなし会になるかな？
親子でおじゃれよい♪
●休 館 日　毎週月曜日・２３日（火・秋分の日）・２９日（金・館内整理日）
●開館時間　午前 ９時３０分～午後５時
●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＊

『銀翼のイカロス』池井戸　潤著　　　　　『ぼくと数字のふしぎな世界』ダニエル・タメット著
『遊園地を科学しよう！』八木一正監修　『かえってきたへんしんトンネル』あきやま ただし作 ･ 絵

図 書 館 か ら の お 知 ら せ

＊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

生き物と接する以上、責任が生じてくるということをよく考えましょう。
八丈町で活動する動物愛護活動団体「捨て猫をなくす会」では、
会員に対して飼主のいない猫への不妊手術費用補助を行っています。

愛情と責任を持って最期まで飼いましょう 繁殖を望まない場合は不妊・去勢手術を

犬の散歩はルールを守って行いましょう 飼い主が分かるよう名札などをつけましょう
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町 営 住 宅 入 居 者 募 集（平成26年度第３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。
（※3）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。
島外の方の申し込みも可能です。ご希望の方は、建設課管財係までご相談ください。

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

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（※2） 
３人以上世帯向け

中之郷 中之郷団地
１－１０３ 1LDK 

47.5㎡ H10 15,000～ 
29,500

鉄筋コンクリート造       
３階建

高齢者等専用(※1)
単身世帯向け

１－３０３ 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 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(※2) 
３人以上世帯向け 

単身者期限付入居可(※3)２

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（※2） 

３人以上世帯向け 
単身者期限付入居可（※3）

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（※2） 
３人以上世帯向け 

単身者期限付入居可（※3）

２ 3LDK 
74.5㎡ H15 22,700 ～ 

44,500 木造一戸建
子育て家族優先（※2） 

３人以上世帯向け 
単身者期限付入居可（※3）

中之郷 尾越第２住宅 １ 3LDK 
75.5㎡ H20 24,100 ～ 

47,300 木造一戸建 子育て家族（※２） 
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
子育て家族優先（※2） 

３人以上世帯向け 
単身者期限付入居可（※3）

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（※3）

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（※1） 
（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（※2） 
３人以上世帯向け 

単身者期限付入居可（※3）２

■受付期間
　９月８日(月)～９月１７日(水）
　午前８時３０分～午後５時１５分   
　※１３日（土）、１４日（日）、１５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25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：9月19日（金）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

参加しませんか？募集しています！　
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観光 おじゃれ11万人 ■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　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%

6 月 5,060 5,468 1,000   853 6,060 6,321 4,581 4,778 ▲4.1%

7 月 8,219 9,600 1,886 1,773 10,105 11,373 7,847 8,832 ▲11.2%

計 28,044 30,885 5,118 5,272 33,162 36,157 26,644 28,960 ▲8%

　９月　　ユニバーサルキャンプ（底土野営場）　　　　　　　　１３日(土)～１５日(月)
　　　　　タコスカップ（サーフィン大会）                  　　　　２０日(土)～２１日(日)

行
事
予
定

※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
◆助産師　　　　　　　　　・・・１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
○１次試験　書類選考　　　○２次試験（１次試験通過者のみ）筆記試験・口述試験（面接）

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

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全て
記入し、福祉健康課厚生係または教育課生涯学習係までお持ちください。

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　　応募順に名簿に登録され、名簿の中から適任者を選出し、
　　　　　　　　　面接を実施した後に決定します。
登録制度および　　放課後子どもプラン事業の指導員として働くための希望登録制度です。
注 意 事 項　　指導員が必要になった時に、登録された方の中から選定します。

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話2－7071

参加しませんか？募集しています！



9月2014
9月2014

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6
郷土料理教室

10：00 ～ 13：00
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

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

島民大学講座
19：30 ～ 21：00
七島信用組合2F

7 8 9 10 11 12 13
し尿収集運搬休業日
島民大学講座
13：30 ～ 15：00
七島信用組合2F

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

出産祝金 10：00 1 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
第10回
ユニバーサルキャンプ
in 八丈島
図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00

14 15 16 17 18 19 20
し尿収集運搬休業日
第10回
ユニバーサルキャンプ
in 八丈島

し尿収集運搬休業日
第10回
ユニバーサルキャンプ
in 八丈島
大賀郷・末吉地域敬老会

11：00 ～ 13：30
10：30 ～ 13：00

図書館休館日

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

サーフィン大会

21 22 23 24 25 26 27
し尿収集運搬休業日
サーフィン大会

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

し尿収集運搬休業日
図書館休館日

すくすく相談
9：30 ～ 11：30

子どもおやつ教室
10：00 ～ 11：30

し尿収集運搬休業日

28 29 30
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
1 歳 6 カ月児健康診査

13：15 ～ 13：45 受付

こども心理相談
9：00 ～ 16：00

図書館休館日

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

温 泉 休 業 日

9月のゴミ分別回収

（受付時間／ 8：00 ～ 11：00）

燃…燃やせるごみ　びん…空きびん　資源…資源ごみ　害…有害ごみ　金属…金属ごみ　古着…古着

※祝日の場合は営業いたします。

診　療　日 診療時間
耳鼻咽喉科 9 月　8 日（月）～ 10 日（水） 9：00 ～
糖尿病教室 9 月 26 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 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

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

7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

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

14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

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

21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

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

28 29 30 28 29 30 28 29 30

金属 燃・害 燃・害 資源 燃・害

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

※初めて町立八丈病院にかかる方は、午前 8 時 30 分からの受け付けとなります。

休　　業　　日
ふれあいの湯 　1 日　　8 日　22 日　29 日 毎週月曜日

みはらしの湯 　2 日　　9 日　16 日　30 日 毎週火曜日

ザ・ＢООＮ 　3 日　10 日　17 日　24 日 毎週水曜日

やすらぎの湯 　4 日　11 日　18 日　25 日　 毎週木曜日

町役場開庁日 平日 8：30 ～ 17：15

9月20日（第3土）は、施設点検のため、クリーンセンターのごみ受付業務を休止します。


