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町の人口（9月1日現在）

目 次

 ( 先月 1 日比 )

転入ほか……42人（うち出生　9人）

転出ほか……43人（うち死亡11人）
8月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （9月1日現在）※外国人含む

 人　口 7,944人 減 1人 
 男 3,943人  増 3人
 女 4,001人 減 4人
世帯数 4,491世帯 減 10世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,091 1,843 1,876 3,719
大賀郷 1,512 1,320 1,306 2,626
樫　立 292 260 274 534
中之郷 388 353 372 725
末　吉 208 167 173 340

２０１４年　夏の思い出
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都営交通無料乗車券のご案内と更新のお知らせ　ほか▶▶10
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八丈町の子どもたちが夏休みを利用して、

たくさんの貴重な体験をしてきました。

参加しませんか？募集しています！▶▶21-23子どもの定期予防接種のお知らせ／水ぼうそうの定期予防接種化について▶▶08

８月２０日～２３日　多摩・島しょ子ども体験塾
（東芝未来科学館）

８月１８日～２２日　八丈町島外体験学習派遣
（山梨県、川俣川渓流釣り場）
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　● INFORMATION　 八丈町議会議員選挙／町立病院臨時診療日　その他、専門外来診療 広報はちじょう

八丈町議会議員選挙　投票日１０月１９日（日）
～さあ投票未来につながるこの一票～　八丈町議会議員選挙が次のとおり行われます。

■告 示 日　１０月１４日（火）　■投票日時　１０月１９日（日）　午前７時～午後８時
■投 票 所　三根公民館・大賀郷公民館・樫立公民館・中之郷公民館・末吉公民館
■開票日時　当日午後９時から　　■開 票 所　八丈町役場研修室
　※一般の方も参観することができます。午後７時４５分までにお越しください。

立候補の届出日時
　１０月１４日（火）　午前８時３０分～午後５時　　町役場大会議室
　立候補を予定される方はあらかじめ八丈町選挙管理委員会事務局（八丈町役場内）へご連絡ください。

投票できる方
　八丈町の選挙人名簿に登録されている方。今回新たに登録される方は、平成６年１０月２０日以前に生
まれた方と平成２６年７月１３日までに住民登録の届出をし、引き続き八丈町に住所を有する方です。

期日前投票を受け付けております
　投票日に仕事や上京、レジャーなどで投票所へ行けない方は、次の期間に期日前投票をご利用ください。
■受付場所・時間　八丈町町民ギャラリー
　　　　　　　　　１０月１５日（水）～１０月１８日（土）　午前８時３０分～午後８時

投票所入場券
　投票所入場券（はがき）を郵送しますので、投票に行くときには忘れずにお持ちください。
　入場券を紛失した場合でも選挙人名簿に登録されている方は投票できますので、各投票所の受付に申し
出てください。

滞在先でも不在者投票ができます
　八丈町の選挙人の方が、八丈町にいなくても滞在先の区市町村選管理委員会で不在者投票ができます。
はがきや便せんまたは請求様式※に以下の①～⑥の項目を記入の上、投票用紙の請求を当選挙管理委員会

（八丈町役場内）宛にお送りください。投票用紙などを滞在先に郵送します。なお、郵送でのやりとりと
なりますので、お早めの請求・投票を行なってください。（電話やＦＡＸ・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※滞在先の住所は、建物名、部屋番号など詳しく書いてください。
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か　　　　　　　　
⑥　選挙当日、投票所にいけない理由　　

※請求様式は八丈町ホームページからダウンロードできます。
■問い合わせ■　八丈町選挙管理委員会（総務課内）電話 04996－2－1121

・糖尿病教室　１０月１７日（金）　・耳鼻咽喉科　１０月２０日（月）～２２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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東京都シルバーパス

東京都シルバーパス
シルバーパス制度をご存知ですか。
　満７０歳以上の都民の皆さんの積極的な
社会参加を支援するために、東京都の支援
のもとに実施している制度です。シルバー
パスは、申し込みにより発行され、八丈町
営バスや、都内路線バス、都営地下鉄（大
江戸線、新宿線など）、日暮里・舎人ライナー、
都電が利用できます。パスの発行を希望さ
れる方は、企業課運輸係に申し込みくださ
い。

　　　

東京都　シルバーパス発行のお知らせ 

　満７０歳以上の都民の方は、申し込みにより、東京都シルバーパスを購
入できます。

１，０００円　パスを購入できる方
区市町村民税が非課税または課税で合計所得金額１２５万円以下の方

住所・氏名・生年月日が確認できる書類
　（健康保険証や、運転免許証など）
平成２５年度の区市町村民税が非課税の方は、課税状況が確認でき
る書類（住民税非課税証明書、介護保険料納入通知書など）

購入する方の区市町村民税が課税の方

２０，５１０円

住所・氏名・生年月日が確認できる書類
　（健康保険証や、運転免許証など）

利用できる期間   今回申請される方は、平成２７年９月３０日までです。
受付窓口         　企業課運輸係　　■問い合わせ■　企業課運輸係　電話 2－1126

平成２６年度

必要な書類

必要な費用

必要な書類
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税のお知らせ／町長上京日記

■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

○１０月３１日（金）　町都民税　第３期・国民健康保険税　第４期

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
　病気や怪我、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。
納付相談に関するＱ＆Ａ
　Ｑ．納付相談をしたいけど、何を話せばいいのか分からない。
　Ａ．まずはご連絡いただき、納期内の納付が出来ない、または出来なかった理由を職員に伝えて

ください。来庁時は『今後、どのように納付して滞納町税を完納していくか』の誓約書を書
面で八丈町に提出していただきます。印鑑と毎月の収入や支出などが分かる資料もご用意く
ださい。

　Ｑ．納付相談をする上で、大切なことは？
　Ａ．重要なポイントは『出来るだけ短期間で滞納を完納し納期限内の納付が出来るようになる計

画』を自分自身で立てることです。滞納分の解消が長期間にわたる納付計画は原則として認
められません。

　Ｑ．毎月の収入額が不安定で計画が立てられない。
　Ａ．特に自営業の方は収入が多い時期、少ない時期があることが予想されます。収入が多く見込

める時期には多く納付するなど、毎月の一定の納付額にこだわらず、柔軟な納付計画を立て
ることをお勧めします。

　Ｑ．納付の相談をしても差押をされる？
　Ａ．町税の滞納がある方に対しては、納付相談の有無に関わらず財産の調査を行います。そして

納付の相談をしたときの納付計画が守られていない場合は、滞納処分の対象となります。

■問い合わせ・申し込み■
税務課徴収係　電話 2－1122

　口座振替は納め忘れもなくたいへん便利です。
○口座振替ができる金融機関　七島信用組合・みずほ銀行・ゆうちょ銀行
○申し込み方法　各金融機関へ預（貯）金通帳、届出印、納税通知書をお持ちのうえ、備え付けの

預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書にて申し込みください。

町 長 上 京 日 記　8月
１日～７日
◉ＡＮＡ１８９２便にて上京
◉市町村共同事業助成事業報告会
◉いたばし花火大会
◉㈱洸陽電機訪問
◉東京都予算編成に対する要望実行運動
◉ジェットフォイル１４６０便にて新島へ
◉愛らんどリーグ２０１４
　・島じまん発表会
　・組合せ抽選会
　・開会式
　・試合観戦
◉ジェットフォイル１４４０便にて東京へ
◉ＡＮＡ１８９１便にて帰島

１７日～２０日
◉ＡＮＡ１８９２便にて上京
◉Ｍａｘとき３２１にて新潟駅へ
◉高速船きららにて新潟県粟島浦村へ
◉新潟県粟島浦村視察
◉船にて新潟県佐渡市へ
◉第７回全国離島交流中学生野球大会
　・開会セレモニー　・組合せ抽選会
　・開会式　　　　　・試合観戦
◉ジェットフォイルにて新潟港へ
◉Ｍａｘとき３２４にて東京駅へ
◉ＡＮＡ１８９５便にて帰島
２８日～２９日
◉ＡＮＡ１８９２便にて上京
◉東京都島しょ振興公社理事会
◉ＡＮＡ１８９１便にて帰島
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国民年金／水道だより

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/

【年金受給者のみなさんへ『扶養親族等申告書』は期限までに提出しましょう！】
　老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象とされています。（障害年金・遺
族年金は課税されません。）課税対象となる受給者の方には、毎年１０月下旬に日本年金機構から扶養親
族等申告書が発送されますので、１２月初旬の提出期限までに必ず提出してください。
この申告により、翌年中に受けられる年金にかかる所得税の源泉徴収税額が決まります。もし提出を忘れ
ると各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますのでご注意ください。な
お、年金以外に収入がある方は確定申告が必要です。
《平成２７年分「扶養親族等申告書」が送付される方》
　　①　年齢が６５歳未満で　年金額が１０８万円以上の方
　　②　年齢が６５歳以上で　年金額が１５８万円以上の方
【社会保険料（国民年金保険料）控除証明書を送付します】
　国民年金保険料は、全額が確定申告や年末調整の社会保険料控除の対象です。
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合にも、納付した方が、社会保険料控除として申告する
ことができます。確定申告などで社会保険料控除の申告をする際には、納付した国民年金保険料額を証明
する書類の添付が必要です。このため、平成２６年９月３０日までに納付した国民年金保険料を証明した
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が１１月上旬に送付されます。確定申告、年末調整の手続
きの際には、この証明書（または領収証書）が必要になりますので大切に保管してください。

▶▶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。

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
～公平性を保つために～　措置として『給水停止』を行います！

　水道事業はみなさんにお支払いいただく料金収入により運営しています。
　料金未納がありますと、お支払いいただいている方との公平性を保つことができなくなります。お支払い
いただけない場合は、水道法および八丈町給水条例に基づき給水停止を行います。
　※必ず納入期限内に納付してください。
　今後とも、安全で安心な「水」の供給に努めてまいりますので、ご協力をお願いします。
『納付相談をご利用ください！』
お支払いが困難な方には、相談に応じて現状にあった支払い方法を提案します。
事前連絡の上、町役場開庁日に企業課水道係までお越しください。

■問い合わせ■　企業課水道係　電話2－1128
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国保だより／観光おじゃれ11万人

国保だより ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話2 － 1123

特定健診の結果について
　国保被保険者対象の特定健康診査を７月２０日～７月２５日の６日間実施しました。特定健康診査を受
診した方には、健診結果とメタボリックシンドローム結果通知を、９月に郵送しましたのでご確認くださ
い。メタボリックシンドローム結果通知にて、動機付け支援に該当された方はメタボリックシンドローム
予備群の方です。また、積極的支援が必要な方と診断された方は、メタボリックシンドローム該当者です。
町では、生活習慣の改善の方法などライフスタイルに合わせた支援を行う保健指導を予定しておりますの
で、該当者の方は是非参加してください。

「医療費のおしらせ」について
　医療費のおしらせを８月に発送しました。みなさんが医師にかかったときの医療費は、いくらかかって
いるのでしょうか。外来、入院いずれも３割（義務教育就学前までは２割、７０歳～７４歳は１割または
２割・現役並み所得者３割）を窓口で支払うだけですので、医療費がいくらだったのか、意識しにくい仕
組みになっています。そこで、国民健康保険に加入している方に医療明細（１０割）の通知を年２回世帯
主へ郵送しています。（１０割分が３千円以下の方は除く。）

送付月 送付対象診療月病院受診分 送付対象診療月柔道整復分
８月 ５月診療分 ４月請求分

１２月頃 ９月診療分 ８月請求分

　この明細で、医療費を理解していただき、請求金額に誤りがないか、また、重複診療などで受ける側も
過剰診療をしていないかなどのチェックをしてください。なお、このお知らせは会社の健康保険に加入し
ている方や後期高齢者医療制度に該当している方には送付しておりません。また、所得税・住民税などの
医療費控除には使用できませんのでご注意ください。
◆「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、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
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%

8 月 12,793 14,040 4.695 5,625 17,488 19,665 14,802 16,645 ▲11.1%

計 40,837 44,925 9,813 10,897 50,650 55,822 41,446 45,605 ▲9.2%

　10月　　２４時間チャレンジ八丈太鼓（底土船客待合所）　　　２５日(土)～２６日(日)
　　　　　八丈島ひょうたんライド２０１４（島内一円）    　　　２５日(土)～２６日(日)

行
事
予
定

※海路には、８月２１日（にっぽん丸）、8 月２５日（ぱしふぃっくびぃなす）の大型客船寄港分が含まれています。
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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／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
　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。
■１０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。

10 月 5 日（日）　11 日（第 2 土）　12 日（日）　13 日（祝）
19 日（日）　25 日（第 4 土）　26 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
八丈町浄化槽設置管理事業について
　八丈町では、生活排水処理対策として、合併処理浄化槽の普及に取り組んでいます。浄化槽設置について、
設置希望される方もしくは、「町浄化槽設置管理事業」の詳細について説明をご希望の方は、住民課浄化槽係
まで問い合わせください。
手数料、使用料等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

■問い合わせ■　住民課環境係　電話2－1123

「農業資材などの適切な廃棄をお願いします」
　畑で使用したマルチビニールなどの野焼きは、煙や臭気
が発生し、人体への悪影響を含め洗濯物や家の中が煙臭く
なるなど、生活環境にも悪影響（近所への迷惑）を与える
ため、法律および条例により禁止されています。長さが
５０ｃｍ以上のマルチビニールや農業用ネットなどを廃
棄する場合は、有明興業（株）八丈島営業所へお持ちくだ
さい。※住民の方が持ち込む場合料金はかかりません。集
積所に出す場合は、５０ｃｍ以内に切ってごみ袋に入れた
状態で出してください。
　有明興業（株）八丈島営業所　大賀郷８３１６－１　電話２－４１６５　
　受付時間　８：３０～１７：００　※１２：００～１３：００除く（日曜日休業）

「ニワトリを活用した生ごみの減量」
　八丈町ごみ処理問題協議会ワーキンググループでは、家庭から出る生ごみをニワトリのエサに活用す
る生ごみの減量を試行しています。１２羽のニワトリで１日平均 1.8㎏の生ごみ（野菜クズなど）を処
理しています。

八丈高校授業公開のお知らせ
（定時制）平成２６年１０月７日 ( 火 ) ～９日 ( 木 )　午後５時３０分～午後９時１０分
どなたでもご覧いただけます。詳しい時間割などについては、問い合わせください。

■問い合わせ■　都立八丈高等学校　電話 2－1181
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子どもの定期予防接種のお知らせ／水ぼうそうの定期予防接種化について

●ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種
　日時： １０月　７日（火）　午後３時～午後３時３０分
●四種混合集団接種＆予約制個別接種
　日時： １０月　９日（木）　午後３時～午後３時３０分
●ＢＣＧ集団接種
　日時： １０月１５日（水）　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： １０月２３日（木）　午後３時～午後３時３０分
●水ぼうそう集団接種
　日時： １０月３０日（木）　午後３時～午後４時
●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

水ぼうそうの定期予防接種化について
　これまで、水ぼうそうワクチンの接種は、任意の予防接種であり、接種費用をご負担いただいておりま
したが、予防接種法が改正され、１０月より定期予防接種となりました。このため接種費用は原則無料と
なります（ただし、法で定められた対象月齢・年齢および接種間隔内の接種に限ります）。水ぼうそうワ
クチンの接種対象年齢、接種間隔および接種回数などは以下のとおりです。町立八丈病院小児科での集団
接種を実施します。実施日程は毎月広報でお知らせするほか、対象となる方（対象月齢の方）へはご案内
を個別に通知します。
＜水ぼうそう＞
　●対象月齢　　　　　　　：生後１２カ月から３６カ月未満（１歳・２歳）
　●標準的な接種月齢　　　：生後１２カ月から１５カ月までに初回接種
　●接種間隔および接種回数：２回接種　　　

　初回接種　　　　　　６月から１２月の間隔をあけて　　　　　追加接種
　●経過措置対象者　　　　：生後３６カ月から生後６０カ月未満（３歳・４歳）
　　（平成２６年度限り）
　●経過措置接種回数　　　：１回接種
　●接種対象外　　　　　　：①すでに水ぼうそうにかかったことがある方は接種対象外
　　　　　　　　　　　　　　②任意接種としてすでに水ぼうそうワクチンの接種を受けたことがある方
　　　　　　　　　　　　　　　はすでに接種した回数分の接種を受けたものとする

■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2－5570

※高齢者対象肺炎球菌予防接種も１０月より定期化されましたが、八丈町では１０月以前と変わら
ず、八丈町在住の６５歳以上の方で接種された方には、島内医療機関の接種費用６, ４５０円に対
し、一律３，０００円の扶助を引き続き行っています。
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母子保健　ほか

母子保健 ■問い合わせ・申し込み■　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
３～４カ月児・産婦健康診査　１０月１４日（火）　受付：午後１時１５分～１時４５分
○対象　平成２６年５月１３日～平成２６年７月１４日生まれの乳児とその産婦
３歳児健康診査　　　　　　　１０月２８日（火）　受付：午後１時１５分～１時４５分
○対象　平成２３年８月２０日～平成２３年１０月２８日生まれの幼児
４歳児歯科健康診査　　　　　１０月　８日（水）　受付：午前９時１５分～１０時
○対象　平成２２年７月１０日～平成２２年１０月８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　　　　　　　　　　　　　　　　　
１０月２８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
１０月２２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。母子健康手帳をお持ちください。
すこやか講演会（要予約）　　　会場：保健福祉センター
１０月２５日（土）　　午後２時～３時３０分
　毎年好評を頂いている、臨床心理士、小児科医師、小学校校長先生による講演会です。是非この
機会にご参加ください。

巡回児童相談を実施します
　東京都児童相談センターの児童福祉司、児童心理司、児童精神科医師が来島し、児童の健全育成に関す
るご相談に応じます。心配ごとのある方は、ぜひこの機会をご利用ください。
来所または電話による事前予約制です。
　相 談 会　１１月１２日（水）　午前９時～午後４時まで
　受　　付　八丈町子ども家庭支援センター
　受付期間　１０月１４日（火）～１０月２４日（金）まで

■予約・問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話 2－4300

子ども家庭支援センターからのお知らせ
開館日　平日　午前８時４５分～午後５時　土日、祝日はお休みです

交流ひろばの催し　毎週水曜日　午前１０時２０分～１１時
親子で楽しめる催しを企画しています。ぜひお越しください！
　１０月　1 日 （水）　親子でふれあい体操
　　　　　8 日 （水）　楽器で遊ぼう
　　　　１５日 （水）　ミニ運動会
　　　　２２日 （水）　しらゆきひめ　劇団・かぶつ座公演
　　　　２９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
　１０月　７日 （火）　絵本＆紙芝居　　　　
　１０月３０日 （金）　折り紙＆お絵かき
※育児・保健相談は随時受け付けています

就学前のお子様の身体測定　　１０月２０日（月）～２４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
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都営交通無料乗車券のご案内と更新のお知らせ　ほか

東京都　都営交通無料乗車券のご案内と更新のお知らせ
　東京都内に居住し、次の要件に該当する方に東京都　都営交通無料乗車券を発行しています。
■発行対象者
　【Ａ券（通用期間３年）の対象者】
①身体障害者…身体障害者手帳の交付を受けている方。
②知的障害者…療育手帳（愛の手帳）の交付を受けている方。
③戦傷病者　…戦傷病者手帳の交付を受けている方で特別項症～第６項症および第１款症～第５款症に該

当する方。
④原爆被爆者…被爆者健康手帳の交付を受けている方で厚生労働大臣の認定を受けた方および健康管理手

当の支給を受けている方。
※ただし、①～④の対象者のうち東京都シルバーパスをお持ちの方には発行されませんのでご注意くだ

さい。
※ IC カード式（PASMO）をご希望の方は都営地下鉄の各駅での発行になります。
※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は別の無料乗車券（期限２年）がありますので同じく福祉健康

課まで問い合わせください。
■手続きについて
無料乗車券の更新は、通用期限が切れる月の１日から可能です。新規の方は随時受け付けます。
○申請に必要なもの

①　申請書（町役場　福祉健康課（１階９番窓口）にあります）
②　各種手帳
③　現在お持ちの無料乗車券（更新の方のみ）
④　厚生労働大臣の認定証または健康管理手当証書（原爆被爆者の方のみ）

　※紛失などによる再発行も１度に限り行います。
利用できる交通機関…都電・都バス・都営地下鉄・東京都日暮里・舎人ライナー
　※町営バスは利用できません。

■申請・問い合わせ■　福祉健康課　障がい福祉係　電話 2－5570

難病医療費助成新制度のお知らせ
　平成２６年５月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、現在の難病医療費助成制度が、
平成２７年１月から新しい制度に変わります。
　これにより医療費助成の対象が、それまでの５６疾病から約３００疾病まで拡大されます（平成２７年
夏予定）また新たに生活保護の方も該当になります。
　※新制度で対象となる疾病、および新規申請については決まり次第広報でお知らせします。
　既にマル都医療券をお持ちの方については、今回の改正のため、有効期限が平成２６年１２月３１日ま
で自動的に延長されます（なお、人工透析、先天性血液凝固因子欠乏症等およびスモン患者の方は従来通
り一斉更新を行っています）
　１月以降の更新についての申請書類は東京都から既に申請者の方に郵送されていますので、ご不明な点
がございましたら問い合わせください。

■問い合わせ■　福祉健康課　障がい福祉係　電話 2－5570

後期高齢者医療制度の障害認定について
６５歳から７４歳まで一定の障害がある方は後期高齢者医療保険に加入できます

「一定の障害がある方」とは以下に該当する方です。
①　国民年金証書（障害年金１・２級）
②　身体障害者手帳１～３級と４級の一部
③　精神障害者保健福祉手帳１・２級
④　東京都愛の手帳１・２度

　■問い合わせ■　住民課医療年金係　後期高齢者医療担当　電話 2－1123

ただし、後期高齢者医療保険に加入するかしな
いかはご本人の選択です。さまざまなケースが
ありますので個別にご相談ください。

ご存知ですか？
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障害者の手当のご案内／第４回おじゃれ映画会・「天地明察」を上映

障害者手当のご案内
特別児童扶養手当

○対象者　精神または身体の障害を有する２０歳未満の児童を扶養する父母または養育者。

※対象となる児童が児童福祉施設などへ入所されている方、または障害を理由とする公的年金を受給され

ている方は対象となりません。

心身障害者福祉手当
○対象者　２０歳以上で次のいずれかに該当する方。（６５歳以上の新規申請者を除く）

①身体障害者手帳１・２級の方。

②愛の手帳１～３度の方。（知的障害中度以上）

③脳性麻痺、進行性筋萎縮症の方。

※老人ホームなどの施設に入所をされている方は対象となりません。

重度心身障害者手当
○対象者　次のいずれかに該当する方。（６５歳以上の新規申請者を除く）

①重度の知的障害があり、著しい精神症状などのため、日常生活において常時複雑な介護を必要とする

方。

②重度の知的障害と重度の身体障害を重複して有する方。

③重度の肢体不自由であり、両上肢・両下肢とも機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以

上の身体障害を有する方。

※施設へ入所されている方、病院または診療所に継続して３カ月以上入院されている方は対象となりません。

※ただし、いずれの手当も受給者の所得が所得限度額を超える場合は、支給されません。

■申請・問い合わせ■　福祉健康課　障がい福祉係　電話 2－5570

第４回おじゃれ映画会・「天地明察」を上映
　八丈町多目的ホール（集会施設）「おじゃれ」運営委員会では、昨年度より、年２回の映画上映会を行っ

ています。この取り組みは、八丈町の文化の向上と、多目的ホール「おじゃれ」の活発な有効利用のため

の一環として行っているものです。今回は平成２４年に封切られ、好評だった「天地明察」を上映します。

大勢の方の来館をお待ちしています。映画の詳細は、広報９月号の折り込みチラシをご覧ください。

　○日　　　　時：１０月１１日（土）　午後７時～　（開場午後６時３０分）上映時間１４１分　  

　○会　　　　場：八丈町多目的ホール「おじゃれ」（全席自由席）

　○料　　　　金：前売り　一般１０００円　高校生以下５００円

　　　　　　　　　当日券　一般１２００円　高校生以下６００円

　○入場券取扱所：八丈島観光協会（２－１３７７）、富次朗商店（７－００３５）

　　　　　　　　　八丈書房（２－４６４６）

　○主　　　　催：八丈町多目的ホール「おじゃれ」運営委員会　

　○共　　　　催：八丈町教育委員会　　　

■問い合わせ■　八丈町教育委員会　電話 2－7071（担当：林）
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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）

今月の学校行事
■八丈町町制施行６０周年記念　第８回小学校連合音楽会
＊日時・会場などは、今月号広報１５ページのお知らせ掲示板をご覧ください＊
■八丈町町制施行６０周年記念　第５４回八丈管内中学校陸上競技記録会
　日時：　４日（土）午前８時４５分～　会場：富士中学校
■学校公開
　期間：２７日（月）～３１日（金）　会場：三原中学校
■太鼓教室（１、３年生）
　日時：３１日（金）午後１時１５分（１年）、午後２時１５分（３年）会場：大賀郷中学校

三原中学校の特色
■小中連携教育の推進
　本校では、各教科において中学生と三原小学校の児童が交流しな
がら互いに学び合う交流授業や三原小中学校の教員が共に創り出す
協力授業の実践に取り組んでいます。
　各教科の他に今年度は、道徳授業地区公開講座や避難訓練の合同
実施や、生徒会と小学校の代表委員会が協力して朝の挨拶活動を実
施するなど、行事での連携や生徒会と小学校の代表委員会との交流
を積極的に行なっています。

■八丈方言の取組
　「郷土愛に富む生徒の育成」 ～八丈方言に関する学習活動の充実～
今年度も昨年度に引き続き八丈方言についての研究を進めていま
す。昨年度取り組んだ学習活動をより充実させるために各教科、道
徳、総合的な学習の時間の３つの分科会で八丈方言に関する学習の
充実に努めています。

■生徒の思考力・表現力の向上を目指した取組
　今年度は生徒の思考力・表現力の向上を目指した言語活動の充実
についての取組を進めています。各教科では、事実等を正確に理解
し、他者に的確に分かりやすく伝える活動や事実等を解釈するとと
もに、考えを伝え合うことで、自分の考えや集団の考えを発展させ
る活動を行なっています。また、各教科の担当者が、学習指導案を
作成し、生徒の思考力・表現力の向上を目指した研究授業を行いま
す。そして、より高い成果を引き出すために、研究授業後に研究協
議会を実施しています。

■地域貢献としての奉仕活動
　本校では自分たちが住んでいる坂上地域に貢献する活動として、
毎年、温泉施設の清掃を実施しています。夏休み前のとても暑い時
期ですが、生徒たちは日頃の感謝をこめて清掃活動をしています。

道徳授業地区公開講座

八丈民話

研究授業（国語）

みはらしの湯 清掃

■三根小学校・大賀郷小学校の運動会のご案内について■
　今年度より、地域の皆さんへのご案内は個別配布をせず、広報はちじょうに折り込むことになりました
ので、ご覧いただき、ぜひご来校ください。
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はちじょうトピックス

八丈島 ＲＡＩＮＢＯＷ ＣＵＰ ２０１４ フットサル大会の結果
　９月６・７日両日、八丈町南原スポーツ公園で八丈島 RAINBOW CUP ２０１４ フットサル大会が開
催されました。一般、レディース、オーバー４５（４５歳以上）のカテゴリーに２４チーム／３３７名（島
外から１７９名、島内選手・スタッフ含め１５８名）が参加し、熱戦が繰り広げられました。大会１日目
には島内小学１年生サッカーキッズによるエキシビジョンマッチが元浦和レッズ選手の水内猛さん、ザッ
ケローニ元日本代表監督通訳の矢野大輔さんの実況解説で行われ、会場全体が笑顔に包まれました。今大
会は、元Ｊリーガーの選手も出場し、レベルの高い試合が多く展開されていました。自然豊かな八丈島で
のフットサル大会は大好評で幕を閉じ、参加された方からは「来年もぜひ八丈島に行きたい！！」との声
が多く聞かれました。

一般の部
優　勝 TFA 得点王（８点） 斉藤紀由（TFA）
準優勝 HJP 安田良太（FC プロフェソル）
　３位 FC プロフェソル ＭＶＰ 畑瀬正人（TFA）
　４位 八丈町役場フットサル部
　５位 FC  Octagon
　６位 浦和仲本 FC
　７位 脱硫
　８位 FC 鬼球
　９位 YFA
１０位 ボレアス
１１位 AZUL　Aogashima
１２位 青山高校’99

オーバー４５の部　　　　　　　　　　　　　　　　レディースの部
優　勝 坂下オーバー 45 優　勝 Borracho
準優勝 BOMBEIRO アダルト 準優勝 enjoy
３位 慶應トータス ３位 八丈レディース
４位 坂上オーバー 45 ４位 Lush
５位 スターライト ５位 ボレアスレディース
６位 秋川高校 OB 得点王（５点） 川崎望（Borracho）
７位 浦和仲本パパス ＭＶＰ 田村恵美子（Borracho）

得点王（９点） 菊池勇二（坂下オーバー 45）
ＭＶＰ 安藤勉（坂下オーバー 45）
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はちじょうトピックス／お知らせ掲示板

第２６回八丈町島外体験学習派遣事業
　今年も８月１８日（月）から２２日（金）の日
程で行われた八丈町島外体験学習派遣事業。例年
同様、山梨県立八ヶ岳少年自然の家において、島
内の小学６年生３１名と中学１年生１０名が３泊
４日のキャンプ生活をしました。
　天気にも恵まれ、活動も順調に行うことができ
ました。子供たちは自分たちで考えて行動し、仲
間とともに協力しながら火おこし、渓流釣り、牧
場体験、そばうち、山梨県の中学生との交流会、
アイススケート、ぶどう狩りなどを行いました。
　それぞれが山梨での生活を楽しみ、充実した体
験学習となりました。 山梨県中学生との交流会

八丈町防災マップを作成しました
　今月号の広報に、土砂災害危険箇所などを追記した「八丈町防災マップ」を折り込んでいます。
土砂災害は、台風などの大雨や集中豪雨、地震が原因となることが多く、毎年各地で被害が発生し
ています。
　この防災マップに掲載している土砂災害に関する情報は、地形図確認などを基礎データとした、
東京都建設局の「土砂災害危険箇所マップ」から引用していますが、マップに図示した箇所以外でも、
土砂災害が発生する可能性はあります。また、マップに図示した危険箇所も、雨の降り方や地盤条
件によって、災害の発生リスクは大きく変化します。
　土砂災害から身を守るためには、日ごろから土砂災害に対する正しい知識を持つことが重要にな
りますが、土砂災害の発生箇所を正確に予測することは、極めて難しく、一人ひとりが気象情報や、
刻々と変化する周囲の状況、前兆現象に注意し、災害に備えることが大切です。
　このマップには、土砂災害による被害を最小限におさえるため、現状で把握可能な危険箇所の情
報を盛り込んでいますので、近隣にどのような災害の危険があるのかをご確認ください。

■問い合わせ■　総務課庶務係　電話 2－1121

平成２６年度八丈町防災訓練
１０月５日（日）旧中之郷小学校で開催
　今年の防災訓練は、中之郷地域で開催します。
　東京都から公表された八丈島の土砂災害危険箇所では、急傾斜地７９箇所、土石流危険箇所、
２２箇所地すべり危険箇所３箇所があり、これらの危険箇所は、島の中央部から南東部を中心に隣
接する山地斜面や河川沿いの斜面に分布しています。土砂災害の危険性は、雨の降り方や地盤条件
によって異なりますが、八丈町でも大島町同様の土砂災害が起こりうると考え、今回の訓練内容は、
土砂災害を想定し実施します。また、消防本部・消防団・八丈島建設業協会による土砂災害時の捜索・
救出訓練などを実施する予定です。
　当日は、訓練の一環として、防災行政無線で土砂災害に関する避難準備情報などの放送や、消防車、
救急車など、交通車両がサイレンを鳴らしますので、火災などと間違わないよう注意してください。

■問い合わせ■　総務課庶務係　電話 2－1121
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お知らせ掲示板つづき

八丈町町制施行６０周年記念

第８回小学校連合音楽会の開催について
　八丈町立各小学校の児童による合唱と合奏を行います。本番に向けて休み時間も一生懸命、練習
に取り組んでいます。保護者の皆さんだけでなく、地域の皆さんもぜひご来場ください。
　日　時：平成２６年１０月３日（金）　開　場　午後１時３０分　／　開　演　午後１時５５分
　会　場：八丈町多目的ホール「おじゃれ」

■問い合わせ■　教育課庶務係　電話 2－7071

東京文化財ウィーク「八丈島歴史民俗資料館ガイドツアー」
　八丈町教育委員会では、東京都文化財ウィーク２０１４年の事業として「八丈島歴史民俗資料館
ガイドツアー」を行います。八丈町の文化財を、より多くの皆さんに知っていただくため、ぜひご
参加ください。

八丈島歴史民俗資料館ガイドツアー
館内に展示している考古・歴史民俗資料や宇喜多秀家などの流人に関する解説をします。

【日　　　時】　１０月１日（水）～１１月３０日（日）の
　　　　　　　土、日、祝日　午前１０時３０分から 1 時間程度
　　　　　　　※事前申込は不要です。直接資料館までお越しください。
　　　　　　　※参加費無料（ただし、島外在住の方は入館料がかかります。）

【問い合わせ】　教育課生涯学習係　電話２－７０７１　ＦＡＸ２－４４３７
　　　　　　　E メール kyoiku@town.hachijo.tokyo.jp

八丈島地熱館　定期点検期間中の駐車場の閉鎖について
　東京電力株式会社が実施する八丈島地熱発電所の定期点検に伴い、発電所敷地内において大型車両
が作業します。つきましては、定期点検の円滑な実施および八丈島地熱館の来館者の安全確保のため、
以下の期間、地熱館の駐車場を閉鎖します。期間中にご来館の際には、「えこ・あぐりまーと」の駐車
場をご利用ください。なお、駐車場は閉鎖しますが、地熱館は開館します。ご理解とご協力をお願い
します。
　○閉鎖期間　　１０月１日（水）～５日（日）、２３日（木）～３０日（木）
　　　　　　　　※天候などの理由により期間を延長することがあります。
　○発電所の点検に関する問い合わせ　東京電力株式会社　八丈島事務所　電話 2－0009
　■その他問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2－1120
　　　　　　　　　　　　八丈島地熱館　　　　　電話 9－5426
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お知らせ掲示板つづき

東京都最低賃金改正のお知らせ
　東京都最低賃金（地域別最低賃金）は、平成２６年１０月１日から時間額８８８円に改正されま
した。都内で労働者を使用するすべての事業場および同事業場で働くすべての労働者（都内の事業
場に派遣中の労働者を含む）に適用されます。一部の業種については特定（産業別）最低賃金が適
用されます。
■問い合わせ■　東京労働局賃金課　電話 03－3512－1614（直通）
　ワンストップ無料相談窓口　最低賃金総合相談支援センター　電話 03－5678－6488

○東京都が設置する無料法律相談
　東京都では、島しょに居住される方を対象として、弁護士の無料法律相談（電話相談）を実施し
ています。
　ご相談者のプライバシーは固く守られていますので、安心してご相談ください。
　《相 談 日》　 月・水・金曜日　（祝日・年末年始の閉庁日を除く。）
　《相談時間》　 午後１時～午後４時

※相談時間中は、直接、電話でご相談いただけますが、相談中の場合があるため、事前にご予約
いただくと確実です。

　《予約受付》　平日（年末年始の閉庁日を除く。）午前９時～午後５時 
■相談・予約・問い合わせ■
　　東京都生活文化局広報広聴部都民の声課　電話 03－5388－2245

○第二東京弁護士会が設置する無料法律相談窓口
　第二東京弁護士会では東京都島しょ部在住の方を対象とした、電話による無料法律相談を行って
います。相談の実施期間は平成２６年１０月から平成２７年３月まで毎月１回で、実施日や時間は
下記のとおりです。完全予約制ですので事前に下記までお電話ください。
　《相 談 日》　平成２６年１０月２４日 ( 金 )　１１月２１日（金）　１２月１９日（金）
　　　　　　　平成２７年　１月２３日 ( 金 )　　２月２０日（金）　　３月２７日（金）
　《相談時間》　各日午前１０時～正午　１件あたりおおむね２０分
　《予約受付》　平日午前９時１５分～午後５時１５分　
　※相談日の前日午後３時までにお電話ください。
■問い合わせ・申し込み■
　　第二東京弁護士会法律相談センター　電話 03－3592－1855

電話で弁護士に相談できる「島しょ法律相談」のご案内

平成２６年度　下半期　島しょ法律相談日　カレンダー
平成 26 年 平成 27 年

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
月 水 金 月 水 金 月 水 金 月 水 金 月 水 金 月 水 金
　 1 3 　 5 7 1 3 5 　 　 　 2 4 6 2 4 6
6 8 10 10 12 14 8 10 12 5 7 9 9 13 9 11 13
　 15 17 17 19 21 15 17 19 　 14 16 16 18 20 16 18 20
20 22 24 26 28 22 24 26 19 21 23 23 25 27 23 25 27
27 29 31 26 28 30 30

※　斜線の日程（祝日・年末年始）は、相談はお休みです。
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行政相談週間　１０月２０日（月）～２６日（日）
　国、東京都、町の仕事などについて「要望や苦情をどこで相談したらよいかわからない」、「処理
が間違っている」など、このようなときは行政と住民のパイプ役として行政相談委員が相談に応じ
ます。相談は、口頭、電話、手紙、いずれの方法でも結構ですので、気軽にご相談ください。
　■八丈町行政相談委員　　近藤勝重　　大賀郷７７０１ 　電話２－２７２０
　■行政苦情１１０番　　　電話０５７０－０９０１１０
　■東京総合行政相談所　　電話０３－３９８７－０２２９
　■総務省のホームページ　http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html

『法の日』不動産の境界問題や登記に関する無料相談
　「法の日」にちなみ、土地・建物の調査・測量、境界問題、不動産の表示登記および一般不動産登
記の無料相談を受け付けます。この機会をぜひご利用ください。
●日　　時　　１０月３日（金）午前１０時～午後３時
●場　　所　　高橋司法書士事務所（三根１２－４　スカイタウン３－７）電話２－１０８６
●相談担当　　東京土地家屋調査士会　七島支部　　　●後　　援　　東京法務局

行政相談窓口を開設します
日　　時　　１０月１４日（火）午前１０時～正午
場　　所　　町役場１階　第１相談室　　　相 談 員　　近藤勝重

■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2－1120

第２０７回東京都都市計画審議会　傍聴者募集
日　　時：平成２６年１１月１８日（火）午後１時３０分～　　会　　場：東京都庁内会議室
定　　員：１５人　　※定員を超えた場合は平成２６年１０月３１日（金）に都庁会議室にて公開

抽選。傍聴者として決定した方には、決定通知をお送りします。
申し込み：住所・氏名・電話番号を記載した往復ハガキ（一人一通のみ有効）にてご応募ください。
　　　　　平成２６年１０月２４日（金）( 消印有効 )。
※ 個人のプライバシーに関わる案件などがあるときは、会議が一部非公開となることがあります。
■問い合わせ・申し込み■
　○〒163－8001　東京都新宿区西新宿２－８－１　東京都都市整備局都市計画課
　　電話 03－5388－3225
　○付議予定案件は都庁都市整備局ホームページをご確認ください
　　http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/keikaku/shingikai/yotei.htm

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。

日　　時：１０月６日 ( 月 ) 午後１時～４時　　　
　　　　　１０月７日 ( 火 ) 午前９時～正午、午後１時～４時　　　
　　　　　１０月８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）
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【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
< 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

10/1 ～ 10/31 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。

○ 10月の航路ダイヤ

「あいさつ運動」にご協力お願いします！
　社会福祉協議会では、地域住民同士の繋がりの活性化を目指して、「あいさつ運動」を実施して
います。秋は、１０月１日～３１日を「あいさつ運動月間」として活動します。この運動を通し
て、地域住民の皆さんが積極的にあいさつをするきっかけになればと考えています。
　八丈島では全国平均よりも高齢化が進んでいて、今後も高齢者世帯や認知症高齢者の増加が予測
されています。こうした状況の中、地域住民同士の「見守り」や「声かけ」がさらに重要になって
きます。その状況に対応する為、社会福祉協議会では「地域住民同士の繋がり」の再強化を目指し
ており、その具体的な方法として「あいさつ運動月間」を実施します。期間中、住民の皆さんの積
極的なあいさつの実践をよろしくお願いします。
「地域声かけ事業に関する懇談会」のお知らせ
　あいさつ運動の実施に合わせ、「地域声かけ事業に関する懇談会」を開催します。多くの町民の
方にご来場頂き、情報交換をしたいと思います。皆さんの参加をお待ちしています。
日　時　平成２６年１０月７日（火）　午後３時～午後５時
場　所　八丈町保健福祉センター　ホール
内　容　地域での声かけ・あいさつを活性化する為の情報交換

■問い合わせ■　八丈町社会福祉協議会　電話 2－2609

赤い羽根共同募金運動
　赤い羽根共同募金運動が、１０月１日から始まります。「たすけあい精神」を基調として始まっ
た共同募金は、今年で６８回を迎えます。皆さんの深いご理解とご支援により、昨年の八丈町の募
金総額は約９４万５千円でした。ご協力ありがとうございました。　　

この募金は全国で次のようなことに役立てられました。
①　歳末たすけあい運動による福祉事業展開活動
②　身体障害や知的障害のある方のために授産事業用車両、施設生活備品整備
③　地域福祉の増進のために地域福祉活動団体、社会福祉協議会による活動
④　保育所や児童養護施設などの子どもたちのために備品整備
⑤　各種福祉施設、団体のために様々な福祉活動の実践・啓発活動
⑥　高齢者のために通院用車両、特殊浴槽の整備
⑦　非行や犯罪防止など健全な社会のために備品整備
　また、寄付金については、個人所得税の寄付金控除など、税制優遇措置を受けることが出来ま
す。今年も皆さんのご協力をお願いします。

■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2－5570
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●ブックスタート、始動！
　８月１２日（火）３、４カ月検診内でブックスタートを行い
ました。伊豆諸島内では神津島に続き２番目です。（２０１４
年８月末現在、ＮＰＯブックスタート調べ）。初めての事なので、
スタッフは緊張しながらもブックスタートの説明や絵本の読み
聞かせを行いました。検診の最後に行ったため疲れて寝てしま
う子もいましたが、絵本やボランティアをじっと見たり、にっこり笑ったりする赤ちゃんもいまし
た。保護者の方にも好評でした。次回のブックスタートは１０月１４日（火）です。
●蔵書点検のため休館します。　１０月１４日（火）～２５日（土）
　図書館の特別整理（蔵書点検）のため休館します。「蔵書点検」とは図書館にある本・雑誌・Ｄ
ＶＤなどの所蔵データと現物をつけ合わせる、棚卸し作業のことです。皆さんが利用する本・雑誌・
ＤＶＤなどを確実にお届けするため、年に一度、この作業を行う必要があります。ご迷惑をおかけ
しますが、ご理解・ご協力をお願いします。
　休館中も返却はできます。図書館入口の返却ポストをご利用ください。
●今月のおはなし会 　１１日（土）午前１０時～１１時　こどものほんのへや
　八丈高校のお兄さん、お姉さんが読み聞かせをしてくれます。どんなおはなし会になるかな？
　みんなでおじゃれよい♪
●休 館 日　毎週月曜日・１４日（火）～２５日（土）特別整理休館
●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＊
　『ある日、私は友達をクビになった』エミリー・バゼロン　著
　『荒神』宮部みゆき　著
　『動物のおじいさん、動物のおばあさん』高岡昌江　文『どうぶつしんちょうそくてい』高畠純　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

住民係からのお知らせ
印鑑登録について
　本人または代理人（※１）が窓口にお越しください（郵送での申請はできません）

①　本人による申請で、官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類（運転免許証、パスポート、
障害者手帳など）、または都内で印鑑登録している方を保証人とする（※２）場合は、窓口で
登録が完了します。

②　代理人による申請など、①以外で申請する場合は、照会書に回答していただく方法での登録
になります。（照会書の郵送期間があり、登録完了まで日数がかかります。）

※１　代理人が申請するには、本人が記入捺印した代理人選任届が必要になります。
※２　保証人になるには、３カ月以内に発行された印鑑登録証明書および登録印（八丈町在住の

方は印鑑登録証および登録印）が必要になります。
印鑑登録証明書について
　印鑑登録証明書を請求する場合、必ず印鑑登録証（カード）が必要になります。印鑑登録証がな
い場合は請求できません。また印鑑登録証明書は郵送での請求ができませんのでご注意ください。
　詳しくは住民課住民係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
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第５３回　町民体育大会　１０月１２日 （日）
主催：各地域実行委員会　　共催：東京都・八丈町教育委員会
　各地域で町民体育大会が次のとおり開催されます。
　今年２０１４年は１９６４年東京オリンピック・パラリンピック開催から５０周年のメモリアル
イヤーです！スポーツを通じて、さわやかな汗をながし、親睦を深めましょう！！

三根地域
●開会式　午前９時：富士中学校校庭
●プログラム
　◎ロードレース：富士中学校
　◎ペタンク　　：三小北側町有地
　　　　　　　　　（旧三小臨時グラウンド）
　◎ソフトボール：富士中学校
　　　　　　　　　富士グラウンド
　◎卓球　　　　：三根小学校
　◎バレーボール：富士中学校

中之郷地域
●開会式　午前９時：中之郷運動場
●プログラム
　午前　①ドッヂボール　　　　
　　　　②三色対抗浮き球ベースボール
　　　　③ビーチボールバレー
　　　　④玉入れ
　午後　①宝ひろい
　　　　②三色対抗リレー
　　　　③ゲートインワンチャンスも１回
　　　　④グランドゴルフ
　　　　⑤フットサル（サッカー）大賀郷地域

●開会式　午前８時30分　大賀郷小学校校庭
●プログラム
　①宝ひろい　　　　　⑥しり相撲
　②玉入れ　　　　　　⑦１５００ｍ競争
　③ボール蹴り競争　　⑧わっぱまわし
　④綱引き　　　　　　⑨ゲートボール競争
　⑤ボウリング競争　　⑩リレー

末吉地域
●開会式　午前９時３０分：末吉運動場
●プログラム
　午前　①ゲートボールリレー　　　　
　　　　②宝ひろい　　　　　　　　　
　　　　③メディシング＆ビンたおし　　　
　　　　④玉入れ
　　　　⑤リレー
　　　　⑥綱引き
　　　　⑦ビンゴ
　　　　⑧スプーンレースで玉入れホイッ
　午後　◎ゲートボール
　　　　　（雨天時：バドミントン・卓球）

樫立地域
●開会式　午前９時：樫立運動場
●プログラム
　午前　
　　①ゲートボール　⑤キャタピラ競争
　　②宝ひろい　　　⑥中学・高校生リレー
　　③小学生リレー　⑦ボウリング競争
　　④大玉ころがし　⑧綱引き
　午後　
　　◎バレーボール　
　　◎グランドゴルフ・輪投げ

■問い合わせ■
教育課スポーツ学習係　電話 2－0797
各出張所（大賀郷地域は八丈町総務課庶務係）

「平成２６年度　八丈町健康づくり講演会」
テーマ　「日頃のはたらき疲れた身体とこころを解放する気づきのストレッチ法を学ぶ」
　身体に負担ない動かし方など実践を交えた講演会を開催します。２０歳以上の方ならどなたでも
参加可能で、事前予約は必要ありませんので当日直接会場にご来場ください。
○日　時　平成２６年１０月２０日（月）　午後１時～午後２時３０分
○場　所　八丈町保健福祉センター　
○講　師　順天堂大学　名誉教授　武井正子氏
○持ち物　ストレッチマットまたは大きめのバスタオル、スポーツタオル・フェイスタオル
　　　　　※動きやすい服装でお越しください。

■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2－5570
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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　　八丈町労務賃金単価による（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

17

参加しませんか？募集しています！

第２６回八丈島文化フェスティバル（八丈島文化協会主催）
    舞台部門出演団体・展示部門出展者募集
■開 催 日　　平成２７年１月１８日（日）
■会　　場　　八丈町多目的ホール「おじゃれ」＆町民ギャラリー
■募集期間　　平成２６年１０月１日（水）～１０月１０日（金）
■申込方法　　必要事項を記入し、下記申込先まで、ＦＡＸまたはご持参下さい。
■募集要項
　【舞台部門】　　募集団体数　２０団体（先着順）
　申 込 時　　①団体名　②代表者名　③連絡責任者の氏名・住所・連絡先　
　必要事項　　④演目名（ダンス、合唱など）　⑤出演者概数
　費　　用　　参加分担金として　八丈島文化協会会員団体　６０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　一般団体　　８０００円　　学校　３０００円
　【展示部門】　　募集作品数　２０作品程度　※個人または団体
　申 込 時　　①出展者の氏名・住所・連絡先（団体の場合には、団体名、代表者名、連絡責任者名）
　必要事項　　②展示希望作品数と内容
　費　　用　　展示コーナー設置に関わる実費
■申し込み・問い合わせ■　
八丈島文化フェスティバル実行委員会（八丈島文化協会事務局内）　電話・ＦＡＸ 2－2833
　※直接申込の場合は、富士見地区公会堂文化協会指定管理事務所（三根 4869－1）までお持ちください。

（開所時間　月～金　午前９時３０分～正午）



　● INFORMATION　 広報はちじょう

22

八丈町職員採用試験案内
【事務職・保育職・バスガイド・社会福祉士・保健師・土木技師】

＜事務職・保育職について＞
１　募集人数および応募資格
　事務職　若干名
　　昭和５５年４月２日以降に出生し大学、短期大学（高等専門学校）、高等学校の既卒者。
　保育職　１名
　　昭和５５年４月２日以降に出生し保育士の資格を有する方。
　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２７年４月以降
３　勤務場所　　事務職・保育職　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（一般教養など・論文）（活字印刷文による出題）
　　　　　　　⑵　口述試験（個人面接）
　試験実施日：平成２６年１２月１６日（火）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１２月２日（火）午後５時まで（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２－１１２１
　⑶　提出書類

事務職・保育職　共通
　　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（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

保育職のみ
　　キ　資格を証明できる書類の写し（または資格取得見込証明書）　　　　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　八丈町の職員の給与に関する条例などによる（八丈町ホームページをご覧ください）
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
をお持ちの上、町総務課へお立ち寄りください。

⑵　試験会場には、試験１０分前までにお越しください。
　　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　待遇については、平成２６年４月１日現在を基準としています。給与改定などが行われ、採用時は

上記と異なることがあります。

参加しませんか？募集しています！
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※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
～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　　○選考方法　面接など
○勤務時間　１日４～５時間を週２～３日程度　　　
○内　　容　看護助手　　○提出書類　履歴書

＜バスガイドについて＞
１　募集人数および応募資格　バスガイド　１名
　　　昭和５４年４月２日以降に出生の中学校既卒の方。
　　　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１２月以降
３　勤務場所　　企業課
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（一般教養等・論文）（活字印刷文による出題）
　　　　　　　⑵　口述試験（個人面接）
　　　　　　　平成２６年１０月２９日（水）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１０月２１日（火）午後５時まで（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（卒業証書の写し可）　　　　　　　　　　　　１通
　　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　八丈町の職員の給与に関する条例などによる（八丈町ホームページをご覧ください）
７　その他　＜事務職・保育職＞のその他と同じです。そちらをご覧ください
＜社会福祉士・保健師・土木技師について＞　
１　社会福祉士・保健師・土木技師も募集しています。
　詳しくは、八丈町公式ホームページで確認するか事前に総務課庶務係まで問い合わせください。

■問い合わせ■　総務課庶務係　電話 2－1121

参加しませんか？募集しています！
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日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

5 6 7 8 9 10 11
し尿収集運搬休業日
八丈町防災訓練

（中之郷）

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

4 歳児歯科健診
9：15 ～ 10：00

出産祝金

し尿収集運搬休業日
図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00

12 13 14 15 16 17 18
し尿収集運搬休業日 し尿収集運搬休業日

図書館休館日
３～４カ月児・産婦
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

19 20 21 22 23 24 25
し尿収集運搬休業日
八丈町議会

議員選挙
投票受付 7：00 ～ 20：00

健康づくり講演会
13：00 ～ 14：30

コミュニティセンター休館日

すくすく相談
9：30 ～ 11：30

し尿収集運搬休業日
２４時間チャレンジ
八丈太鼓
八丈島ひょうたん
ライド２０１４
すこやか講演会

14：00 ～ 15：30

26 27 28 29 30 31
し尿収集運搬休業日
２４時間チャレンジ
八丈太鼓
八丈島ひょうたん
ライド２０１４

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

３歳児健康診査
13：15 ～ 13：45 受付

こども心理相談
9：00 ～ 16：00

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

温 泉 休 業 日

10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 10 月 20 日（月）～ 22 日（水） 9：00 ～
糖尿病教室 10 月 17 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 1 2 3 4 1 2 3 4
資源
古着 燃・害 燃・害 金属 資源

古着 燃・害 金属

5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11

金属 燃・害 資源 びん 燃・害 燃・害 資源
古着 燃・害 金属 燃・害 資源 燃・害 金属

12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18

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

19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25

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

26 27 28 26 27 28 26 27 28

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

※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 　6 日　20 日　27 日 毎週月曜日

みはらしの湯 　7 日　14 日　28 日 毎週火曜日

ザ・ＢООＮ 　1 日　　8 日　15 日　22 日　29 日 毎週水曜日

やすらぎの湯 　2 日　　9 日　16 日　23 日　30 日　 毎週木曜日

※ 10 月 21 日（火）みはらしの湯は大型客船就航のため、臨時営業します。

町役場開庁日 平日 8：30 ～ 17：15

※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停止します。

14 日 ( 火 ) ～ 25 日 ( 土 ) 図書館 特別整理休館

14 日 ( 火 ) ～ 25 日 ( 土 ) 図書館 特別整理休館


