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6月
町の人口（5月1日現在）
人

口
男
女
世帯数
4月中
の異動

7,856人
3,899人
3,957人
4,470世帯

( 先月 1 日比 )
増
増
増
増

99人
58人
41人
66世帯

転入ほか……133人（うち出生 5人）
転出ほか…… 34人（うち死亡13人）

各地域の人口・世帯数
三 根
大賀郷
樫 立
中之郷
末 吉

世帯数
2,069
1,496
302
391
212

2015

（5月1日現在）※外国人含む
男
1,811
1,293
269
360
166

女
1,847
1,300
266
370
174

人口計
3,658
2,593
535
730
340

６月４日
（木）
～６月10日（水）は歯と口の健康週間です
おくりたい 未来の自分に きれいな歯
○ 8020 運動を進めよう
（80 歳になっても、20 本の歯を持とう）
○一生自分の歯で食べよう
○午後のスタート ハミガキから

きれいに
磨けて
いるかな？

お口見せてね！
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図書館からのお知らせ
環境だより
八丈島納涼花火大会／ 6 月の航路ダイヤ
住民係からのお知らせ／「いざ！」という時のために応急手当を身につけましょう ほか
中之郷自治会

対話集会

ネパール地震救援金について
お知らせ掲示板
参加しませんか？募集しています！

● INFORMATION

特定健康診査のお知らせ／ふるさと納税

広報はちじょう

八丈応援団

特定健康診査のお知らせ（７月19日から 24 日を予定。詳細は広報７月号にて）
男女とも４０歳以上になると、メタボリックシンドロームおよびその予備群に該当する人が多くなりま
す。主に食べ過ぎや運動不足など生活習慣の乱れによる太りすぎが原因と考えられます。
特定健康診査は、生活習慣病に伴う医療費の増加を抑えるため予防・改善に着目した健診です。
健診を積極的に活用し、健康の維持管理に努めましょう。
メタボリックシンドローム・・・内臓脂肪の蓄積に加え、高血圧、脂質異常、高血糖のいずれか２つ以上を持っ
ている状態をいいます。
◎受診できる方
①国民健康保険に加入している特定健康診査の受診対象者（７月中旬に受診券を発送します。）
②他の医療保険（国民健康保険組合、健康保険組合、政府管掌健康保険、共済組合など）に加入し
ている 40 歳～ 74 歳の被扶養者の方。
※ただし、職場健診を受診される方、職域健診の対象者（※）の方は除きます。
※②の方は各医療保険者が発行する【特定健診受診券】が必要です。【特定健診受診券】は、加入
している医療保険者が発行しますので、お取り寄せの上、保険証と一緒に持参し、窓口にて登録
をしてください。なお、自己負担が発生する場合もありますので、詳しくは職場または加入医療
保険者にご確認の上登録してください。
□受診券登録窓口
住民課医療年金係または各出張所
□登 録 期 限
6 月 23 日（火） 受診券はお早めにお取り寄せください。
（※）職域健診の対象者とは 共済などに加入している世帯で、受診対象者に被扶養者が含まれてい
る場合をいいます。
対象者の範囲は各職場により異なりますので、詳しくは職場の担当者にご確認ください。
◆「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。被保険者の皆さん、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などについて分からないこと、疑問に思うことなどはご相談ください。
■問い合わせ■ 住民課医療年金係 電話 2－1123

ふるさと納税

八丈応援団

■問い合わせ■

総務課庶務係

電話 2－1121

八丈町にゆかりのあるみなさんの応援を力に！
島外のお知り合いのみなさんに、
「ふるさと納税

八丈応援団」をお知らせください。お寄せいただい

た寄附金は、豊かなまちづくり、地域産業の振興など八丈町の総合的な魅力アップにつながる施策に活用
していきます。
申込方法
「八丈応援団寄附申込書」に必要事項をご記入の上、申し込みください。
「八丈応援団寄附申込書」は、八丈町ホームページの「ふるさと納税」のコーナーからダウンロードするか、
総務課庶務係まで問い合わせください。
樫立にお住まいの故大澤美江さんの夫、大澤耕三さんから 100 万円の一般寄附をいただきました。温
かいお気持ち、誠にありがとうございます。
お寄せいただいた寄附金は、美江さんが愛情を注いだ八丈町の子どもたちのために、絵本や児童向け図
書などを充実させるため活用していきます。
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６月は児童手当・児童育成手当の現況届の提出月です ほか

INFORMATION ●

６月は児童手当・児童育成手当の現況届の提出月です
現在、手当を受給している方で、引き続き手当を受けるためには、毎年６月に現況を提出する必要があ
ります。現況届は、手当を受給している方が、６月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、
６月１日現在で確認するものです。対象の方へは５月末までに書類を送付しています。現況届の提出がな
い場合、６月分以降の手当を受けられなくなることがありますのでご注意ください。

○提出するもの
■両手当共通

●仕事などで児童と別居している方の場合
・別居監護の申立・調査書（書類は町役場および各出張所にあります）
・児童の属する世帯全員の住民票の写し
※ただし、八丈町に住民票がない場合は住所地から取り寄せてください。
●転入された方の場合

■児童手当

・平成 27 年１月１日に八丈町に住所を有しない方は前住所地の区市町村から平成 27
年度の所得証明書を取り寄せてください。
○現況届 ○印鑑（スタンプ印不可）

○受給者（申請者）の健康保険証（国保組合（東京土建など）の方で厚生年金加入者
は年金加入証明書）
※八丈町の国民健康保険に加入されている方は、保険証の提出は必要ありません。また、公務員の方は、
勤務先の所属庁へ現況届を提出する必要がありますので、詳しい内容は勤務先へお問い合わせくださ
い。
■児童育成手当 ○現況届 ○印鑑（スタンプ印不可）
※下記のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届出が必要です。届出がされな
い場合は、手当の返還を求める場合があります。
ア 婚姻または異性と事実上婚姻＊と同様の状態になったとき
＊事実上婚姻関係とは、異性と同居しているときや、同居していなくても異性と住民票が同住所であっ
たり、異性から定期的な訪問かつ生活費の補助を受けているなどの状態です。
イ 父または母が家に戻ったとき
＊行方不明の父または母からお子さんの安否を気遣う電話や手紙があったときも含まれます。
ウ お子さんが児童福祉施設などに措置入所したとき
エ お子さんを監護しなくなったとき
オ 受給資格者やお子さんが亡くなったとき
※上記については、受給資格者や関係者からの聞き取り、現地調査や資料提出を求める場合があります。
住所、氏名、振込口座や家族構成に変更があった場合は、必ず届出が必要です。町外へ転出されるときは、
八丈町で消滅の届出をしたうえで、転出先の区市町村で問い合わせください。
○提 出 先
○提出期間

町役場福祉健康課厚生係または各出張所
６月１日（月）～６月３０日（火）
■問い合わせ■

福祉健康課厚生係

電話 2－5570

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 26 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 26 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 ４件
公開決定件数 ４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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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/

【外国籍の方も国民年金の加入が必要です】
国民年金は、日本に住所を有する 20 歳以上 60 歳未満の方が加入する制度です。外国籍の方も国民年
金に加入しなければなりません。
国民年金に加入をして、受給要件を満たせば、
「老齢基礎年金」はもちろん、万が一、病気やケガによっ
て障害が残った場合には、
「障害基礎年金」、不幸にも亡くなられた場合には、その妻や子に「遺族基礎年金」
が支給されます。
また、短期間で帰国し受給要件を満たさなかった場合でも、保険料の支払い期間が６カ月以上あれば、
帰国後２年以内に請求することにより、「脱退一時金」が受け取れます。
加入手続きは、外国人登録をしている区市町村の国民年金担当窓口にて行ってください。
ただし、以下の方は加入手続きの必要はありません。
○厚生年金保険などに加入の方
○厚生年金保険・共済組合に加入している方の被扶養配偶者

【ねんきんネットをぜひご利用ください】
「ねんきんネット」とは、いつでもご自身の年金加入記録などをインターネットで確認できます。
○ 24 時間いつでも、最新の年金記録を確認・検索できます。
ご自身のこれまでの年金加入記録の確認や、持ち主不明記録を検索することができます。
○将来の年金額が、ご自身で試算できます。
「年金を受け取りながら働き続けた場合の年金は？」「このまま働き続けた場合、何歳から、どの程度の年
金を受け取れるの？」など、ご自身の人生設計に応じた条件に基づいて年金額の試算ができます。
○「ねんきん定期便」や「年金の支払いに関する通知書」がパソコンで確認できます。
毎年誕生月に郵送している「ねんきん定期便」や各種受給者通知（「年金振込通知書」、
「年金決定通知書・
支給額変更通知書」など）の内容を確認できます。必要に応じ、パソコンに保存・印刷も可能です。
詳細は日本年金機構ホームページをご覧いただくか、「ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」
に問い合わせください。

▶▶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、海外からは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、海外からは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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税のお知らせ／八丈高校授業公開（全日制）のお知らせ

税のお知らせ

■問い合わせ■

税務課

INFORMATION ●

電話 2－1122

納税通知書が届いていない方はご連絡ください。
平成27年度の固定資産税の納税通知書、課税明細書、軽自動車税の納税通知書を発送しましたの
で、固定資産、軽自動車をお持ちでまだ届いていない方はご連絡ください。
町都民税の納税通知書は６月、国民健康保険税は７月に発送予定です。
ご不明な点などありましたら税務課まで問い合わせください。
税金の納付には口座振替が便利です。
○口座振替のできる金融機関
・七島信用組合の本店・支店
・みずほ銀行の本店・支店
・全国のゆうちょ銀行
○口座振替の手続き 金融機関への申し込み
・上記の預貯金口座のある金融機関に預貯金通帳、届出印、納税通知書、預貯金口座依頼書
自動払込利用申込書を提出してください。
おおむね２カ月後以降の納期分より振替になります。

町税の滞納処分を強化しています

■問い合わせ■

税務課徴収係

電話 2－1122

～税負担の公平性を確保するために～

税金を納期限までに納付しないと延滞金が加算されるなど、滞納処分をうけることになります。

■滞納処分の流れ

①納期限
納期限までに納付がない場合は、本税の延滞金計算が開始されます。
②督促・催告
納期内納付が確認できない方に督促状を発送し、それでも納付しない方に催告などを行います。
③財産調査
国税徴収法、地方税法の規定に基づき、金融機関、勤務先、取引先などに調査を行います。
④差押
預貯金・保険・給与などの債権、動産、不動産などを差し押さえます。また自動車、軽自動車
などにはタイヤロックを実施します。
⑤家宅捜索
高額滞納者、悪質滞納者などの場合は、差押財産発見のために家宅捜索を行います。税徴収の
ための家宅捜索（居宅、事務所など）は、裁判所の令状を必要としない強制調査で、滞納者の
意思によらず実施します。
⑥公売・換価
差し押さえた財産を公売（売却）により、換価（現金化）します。
⑦滞納金に充当
換価した現金を滞納金に充当します。
●必ず納税相談をしてください。
役場の業務時間内に来庁できない方のために、事前電話申し込みにより平日の夜間（午後5時
15分～午後7時）に納付相談を行っていますのでご利用ください。

八丈高校授業公開（全日制）のお知らせ
日 時：６月 14 日（日） 午前８時 30 分～午後０時 20 分（予定）
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／母子保健 ほか

子どもの定期予防接種のお知らせ

●四種混合集団接種
日時： ６月11日（木） 午後３時～午後３時30分
●ＢＣＧ集団接種
日時： ６月17日（水） 午後３時～午後３時30分
●ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種
日時： ６月25日（木） 午後３時～午後３時30分
●水痘集団接種
日時： ６月30日（火） 午後３時～午後３時30分
●予約制個別接種
日時： ６月11日（木） 午後３時30分～午後４時
６月25日（木） 午後３時30分～午後４時
※今年度より受付時間が変更になっています。
●会場：町立八丈病院小児科
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、毎月第２、第４木曜日に設けており、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

母子保健
今月の健康診査

■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
会場：保健福祉センター

３～４カ月乳児・産婦健康診査 ６月16日（火） 午後１時15分～午後１時45分受付
○対象 平成27年１月22日～平成27年３月16日生まれの乳児とその産婦
１歳児歯科健康診査 ６月10日（水） 午前９時15分～午前10時受付
○対象 平成26年3月５日～平成26年6月10日生まれの幼児
３歳児健康診査 ６月23日（火） 午後1時15分～午後1時45分受付
○対象 平成24年５月20日～平成24年6月23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

６月23日（火）

○対象

午前９時～午後４時

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

６月22日（月） 午前9時30分～午前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・助産師が応じ
ます。母子健康手帳を持参してください。

町立病院臨時診療日

その他、専門外来診療

・糖尿病教室 ６月５日（金） ・耳鼻咽喉科 ６月１５日（月）～１７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
・腎臓内科

・整形外科
・消化器内科

・内分泌内科
・神経内科

・皮膚科
・眼科

・糖尿病内科
・循環器内科
■問い合わせ■
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・泌尿器科
町立八丈病院

電話 2－1188
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平成２７年度風しんの抗体検査・予防接種について ほか

INFORMATION ●

平成２７年度風しんの抗体検査 ・ 予防接種について
八丈町では、
「風しん」の抗体検査・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、
是非、抗体検査・予防接種をご検討ください。

◆風しんってなんですか？
●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なんですか？
●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ときに、胎児
がかかる可能性がある疾患です。
●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が、必ずしも先天性風しん症候群を意味す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
医療機関
抗体検査

検査の結果
低抗体者と判定

医療機関
予防接種

○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
○費用扶助を受けられる期間

町立八丈病院・岩渕クリニック

平成 28 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（※どちらも印鑑が必要です。）
①医療機関にて申請書を記入提出のうえ、抗体検査を受けてください。
②抗体検査で低抗体者と認められた方は医療機関にて、申請書を記入提出のうえ、予防接種を受けてく
ださい。
■問い合わせ■

福祉健康課保健係

電話 2－5570

子ども家庭支援センターからのお知らせ
開館日
休館日

平日 午前８時４５分～午後５時 第２土曜日午前 9 時～正午
第２土曜日以外の土、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３０分～午前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！
６月 ３日（水） 歯についての話
１０日（水） 救急法（１回目）
１７日（水） 救急法（２回目）
２４日（水） 製作・七夕飾り
そのほかの催し 午前 10 時 30 分～午前 11 時
６月 ２日（火） おりがみ遊び
※育児・保健相談は随時受け付けしています

就学前のお子様の身体測定

催し物がある日以外で可能なときに測定します
■問い合わせ■ 子ども家庭支援センター

電話 2－4300
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水道だより／し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ

水道だより

■問い合わせ■

企業課水道係

電話 2－1128

●水道週間●
６月１日（月）
から６月７日
（日）
までの間、第 57 回水道週間が実施されます。

第 57 回スローガン 『カラカラで

蛇口に飛び込む

僕の口』

「水道水は安全」
、その信頼に応えるため、町では定期的な水質検査や老朽化した配水管の更新作業
などを行っています。これからも水道水を安定供給し、皆さんが安心して利用できるよう努めます。
水は私たちの生活に欠かすことのできない大切な資源です。無駄のないよう、使用しましょう。

【水道水を上手に使いましょう】
◎蛇口はしっかり閉めましょう。

◎蛇口の開閉はこまめにしましょう。

◎お風呂の残り湯の再利用など工夫して使いましょう。
◎漏水などの確認のためメーターはこまめにチェックしましょう。

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、祝日なります。収集運搬が
必要な方は余裕をもって休業日前に申し込みください。
○６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。
6 月７日（日）

１３日（第２土）

１４日（日）

２１日（日）

２７日（第４土）

２８日（日）

収集運搬業務の受付時間
収集運搬業者

午前８時～午後４時

㈱八丈島衛生総合企画

電話 2-0855

○浄化槽清掃作業経費の住民負担軽減措置について
町の設置および町へ寄付した浄化槽ではない浄化槽の清掃作業に要する経費の一部を、町が１年度
につき１回負担します。
◎対象条件
①環境大臣が指定する構造に適合する浄化槽であること
②事業所以外の住宅（主に住宅として使用されているもの）および小規模店舗が併設されている住
宅に設置されているもの
③浄化槽法に基づき保守点検（法第 10 条）
、清掃（法第 10 条）
、法定検査（法第７、11 条）を
実施しているもの
※申請者に町税、保育料、水道料、病院医療費などの滞納がある場合、軽減措置の対象になりません。
○手数料、使用料などの納め忘れはありませんか？
し尿・浄化槽汚泥の汲み取り手数料や、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■
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住民課浄化槽係

電話 2－1123

広報はちじょう

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

INFORMATION ●

電話 2－7071

今月の学校行事
■大賀郷中学校 防火・防災訓練 期日： ２日（火）午後２時１５分～ ／ 会場：正門横駐車場
■三原中学校 開校記念日
期日： ４日（木）
■富士中学校 職場体験
期日：１０日（水）～１２日（金）
■大賀郷小学校 道徳授業地区公開講座
日時：１４日（日）午前９時２５分～ ／ 会場：大賀郷小学校
■富士中学校 学校公開週間
期日：１５日（月）～２０日（土）
■三根小学校 学校公開週間
期日：２５日（木）～７月１日（水）
※ 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います。

三原小学校の１学期（４月）の行事から
◇かわいい１年生が入学しました！
４月

６日（月）入学式

３名の１年生が入学しました。

４月 17 日（金）交通安全教室
八丈島警察署の方に、道路の歩き方や交通信号の見方、横断
歩道の渡り方などを教えていただきました
４月 22 日（水）１年生を迎える会
歓迎の言葉、プレゼント、出し物で１年生を温かくお迎えし
ました。１年生は素敵な歌を披露しました。

◇運動大好き！

体力向上！

国際交流！

本校は平成２７年度オリンピック・パラリンピック教育推進校です。体育の授業では、担任と講師の二
人の指導により、力いっぱい運動する喜びを味わっています。また、外国の方に島のよさを伝える活動や
パラリンピアンやトップアスリートとの交流などを通して、体力向上、国際理解教育などの推進に取り組
んでまいります。

■八丈町教育相談室

電話

２－０５９１

■東京都教育相談センター

電話

０３－３３６０－８００８

平日
■東京いのちの電話

電話

毎週火・金曜日

午前９時～午後９時

午前８時３０分～午後５時

土・日・祝日

午前９時～午後５時

０３－３２６４－４３４３（２４時間）
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図書館からのお知らせ／環境だより

図書館からのお知らせ

●今年の梅雨は“快適”に。
今年の八丈島は４月に注意報が出るなど、湿度の高い日が続いています。
そんな中での梅雨到来。ますます湿度が高くなります。
注意したいのはカビ。こまめに換気・掃除するのが一番！と分かっていても、
なかなかできないとお困りの皆さん。図書館には掃除のコツがわかる本もあります。ちょっと困った時、
梅雨の長雨で外出できない日のお供に、図書館の本はいかがですか。
●今月のおはなし会 １３日（土）午前１０時～午前１１時 こどものほんのへや
読み聞かせ：しいのくろ文庫（樫立）※都合により変更する場合があります。
今回はどんなおはなし会かな？ おはなし好きな子、おじゃりやれ♪
●休 館 日 毎週月曜日・３０日 ( 火・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＊
『山月庵茶会記』葉室 麟 著
『ニュース、見てますか？』杉江 義浩 著
『ぱっくんぱっくん』長 新太 作・絵
『おむかえまだかな』おかだ ちあき 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

■問い合わせ■

電話 2－0797

住民課環境係

電話 2－1123

ごみの正しい出し方について

○燃えるごみに、金属類・乾電池・電球・空きびん・空き缶などの混入が見られます。
また、
びんやガラス製容器にプラスチックや金属製のキャップやふたが付いたまま出されています。
取り外せるキャップやふたは、取り除いてください。
○生ごみを狙って、ねこやカラスが集積所のごみを散らかしています。
生ごみは新聞紙などで包んで、袋の外から見えないようにして出してください。
生ごみの水切りは効果的なごみの減量方法です。各家庭での水切りの徹底をお願いします。
○ごみは、当日の午前 8 時 30 分までに最寄りの集積所へ出してください。正しい分別がされてな
い無記名のごみ袋については、分別状況の確認や指導を目的に、町職員が中身のチェックを行う場
合があります。
※ごみを出す際、正しく分別することが求められています。ご協力お願いします。

海岸清掃について

児童生徒活動および各団体などがボランティアで海岸清掃を実施する際は、事前に環境係へご連絡く

ださい。ごみ袋の提供および、ごみの臨時回収などに町が協力します。

ヤンバルトサカヤスデに対する密度抑圧対策を実施予定です

昨年度に引き続き、6 月中旬から 10 月上旬にかけて、大賀郷・永郷地区（都道の地点標 76 付近）
において、ヤンバルトサカヤスデの密度抑圧対策を予定しています。実施の際は、草刈りなどの作業や
薬剤散布を行いますので、ご理解・ご協力をお願いします。

みんなで八丈島をきれいに！ 八丈町クリーンデー ６月７日（日）
八丈島の自然と環境を守り、クリーンで住みやすい八丈島にしましょう！
クリーンデーは、地区ごとの空き缶拾いや清掃活動を全島一斉に行い、
ごみの散乱防止や環境に対する意識を高めることを目的としています。
※清掃活動の開始時刻は各地区で異なりますので、各地区の自治振興委員の方の
指示に従ってください。
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環境だより

―八丈島管理型最終処分場ニュース

INFORMATION ●

第６号―

前号では、ダイオキシン類とは何か、どのように規制されているかをお伝えしました。
今回は、八丈島処分場の浸出水と放流水のダイオキシン類濃度の検査結果についてお伝えします。

ダイオキシン類濃度の検査結果
八丈島処分場では、ダイオキシン類の測定を年に２回実施しています。表は、埋め立て開始（平
成 24 年 11 月）以降の浸出水と放流水のダイオキシン類濃度の検査結果です。
表中の値は、毒性等量換算した数値であり、単位は pg-TEQ/ℓ（ピコグラム毒性等量毎リットル）
です。ダイオキシンにはいくつかの種類があり、それぞれ毒性が異なるため、最も毒性の強い種類
のダイオキシンの濃度に換算した値を毒性等量換算値と言います。
八丈島処分場で埋め立てされた焼却灰に雨水が通過して浸み出した水（浸出水）は、排水基準を
満たすように浸出水処理施設で浄化処理した後、外部に放流しています。
採取日

浸出水

放流水

平成25年1月17日

0.0680

0.0051

平成25年7月 1日

0.0046

0.0033

平成26年1月15日

0.0053

0.0009

平成27年1月16日

0.0011

0.0004

排出基準
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表：ダイオキシン類濃度の検査結果 ［単位：ｐｇ - ＴＥＱ／ℓ］

ダイオキシン類はほとんど水に溶け
ず、大部分が水中に浮遊している微
小粒子に付着するため、浸出水処理
施設内の砂ろ過設備や活性炭吸着設
備を用いて、水中の浮遊物質を取り
除くことで、ダイオキシン類が同時
に除去されます。

表からは、そもそも埋立地内の浸出水に含まれているダイオキシン類はごく微量であること、また、
浄化処理によりダイオキシン類が確実に除去されている様子が読み取れます。また、浸出水、放流
水ともに排水基準を大幅に下回っています。

浮遊物質量によるダイオキシン類の監視
一方、ダイオキシン類の測定は検査結果が得られるまでに数カ月かかることから、簡便な監視方
法として、ダイオキシン類の大部分が浮遊物質に付着するという性質を利用し、水中の浮遊物質量
を毎月測ることによって、ダイオキシン類を間接的に監視しています。
浮遊物質量(ＳＳ)（浸出水）
浮遊物質量(ＳＳ)（放流水）

図は、埋め立て開始（平成
24 年 11 月）以降の浸出水と
放流水の浮遊物質量の測定結
果で、単位は mg/ℓ（ミリグ
ラム毎リットル）です。太い

放流水の排水基準

横線は、放流水中の浮遊物質
量の排水基準値を表していま

測定できる限界値

す。
埋め立て開始直後に、工事
に使用したセメントなどの影
響のため、浸出水において浮
遊物質量のピークが生じます
が、その後減少し、現在は測

図：浮遊物質量の測定結果

定 で き る 限 界 値（ １mg/ ℓ）
未満のレベルに落ち着いてい

ます。また、放流水はほぼすべて測定できる限界値を下回っています。
この測定結果は、上の表と比較して類似の傾向にあり、浮遊物質量をダイオキシン類濃度の目安
として利用できることがわかると思います。
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八丈島納涼花火大会／ 6 月の航路ダイヤ

八丈島納涼花火大会
日時：８月 11 日（火） 花火大会開催日
○はじめに

場所：底土海岸にて開催（予定）

今年も、子どもからご高齢の方までの多くの町民の皆さんや、観光客の方々に夏を楽しく過ごしてもら
いたいという願いを込め、八丈島納涼花火大会を開催します。今回も八丈島の夜空に大きな花火を打ち上
げる予定です。八丈島民による、手づくりのイベントを行うために、広く皆さんからの寄付を募っています。
また、大会運営のスタッフも募集していますので、よろしくお願いします。

○大会運営費の寄付にご協力お願いします
大会運営については、ご賛同いただいている商店や事業所などをはじめ、多くの町民および、島外の方々
からの寄付金によって行います。寄付していただける方は、ご連絡いただければ伺います。振込をご希望
の方は次の口座までお願いします。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。１発でも多くの花火を打ち上げるためにご理解、ご支援のほどよろしくお願いします。前回大会の決
算報告も承りますのでお気軽に問い合わせください。
◆振込先◆
七島信用組合

八丈島支店

普通２０５８８３１

八丈島納涼花火大会

（ハチジョウジマノウリヨウハナビタイカイカイチヨウ

○記念花火を募集します（申込料

会長

沖山重彦

オキヤマシゲヒコ）

個人：3 万円～、企業：5 万円～）

米寿、還暦、結婚記念、創業記念などを花火でお祝いしませんか。ご希望の方は、住所・氏名・電話番号・
記念の内容をご連絡ください。応募者多数の場合は、実行委員会にて調整する場合がありますのであらか
じめご了承ください。

○大会運営スタッフ、サービスコーナー（夜店）出店者を募集します
駐車場ライン引き、交通整理、会場設営および撤収などを行うスタッフを募集しています。
また、廉価で子どもに喜ばれる商品を提供でき、大会準備、撤収作業へ参加できる夜店出店者も募集し
ています（出店料は２日間で 5,000 円です）。出店希望者多数の場合は、実行委員会にて調整する場合が
ありますのであらかじめご了承ください。
■問い合わせ■
八丈島納涼花火大会実行委員会

会

長

沖山重彦

事務局

電話 2－4060

ＦＡＸ 2－1682

電話 2－1125

ＦＡＸ 2－4437

○ 6 月の航路ダイヤ
【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>
6月27日～30日は、大島も経由（八丈島発）

【ANA】
電話
便名
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【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

0570－029－222
羽田発

八丈島着

機体情報

最大乗員数

機種

便名

A320
八丈島発

166 人

B738

167 人

羽田着

機種

1891

7:30

8:25

A320

1892

9:05

10:00

A320

1893

12:15

13:10

B738

1894

14:20

15:15

B738

1895

15:50

16:40

A320

1896

17:20

18:20

A320

6/1 ～ 6/30

普通運賃

往復割引（片道）

羽田＝八丈島

22,390

15,190

※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。

広報はちじょう
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住民係からのお知らせ／「いざ！」という時のために応急手当を身につけましょう ほか

住民係からのお知らせ

■問い合わせ■

住民課住民係

電話 2－1123

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（※２）とする場合は、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
請求には印鑑登録証（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。
詳しくは問い合わせください。

「いざ！」という時のために応急手当を身につけましょう
○成人に対する応急手当講習
■日

時：

６月 21 日（日）午前９時から正午まで

定員 30 名

■講習内容：普通救命講習Ⅰ（成人に対する心肺蘇生法・ＡＥＤ・止血法など）

○小児に対する応急手当講習
■日

時：

７月５日（日）午前９時から正午まで

定員 20 名

■講習内容：普通救命講習Ⅲ（小児・乳児・新生児に対する心肺蘇生法・ＡＥＤ・止血法など）
■場

所：両日とも保健福祉センター

１Ｆホール

■留意事項：実技中心の講習のため、動きやすい服装でお越しください。受講料は無料で、受講者には修
了証が交付されます。
■申し込み・問い合わせ■

電話またはメールにて。メールの場合は、件名を「普通救命講習参加申し込み」

とし、受講日、受講種別（救命講習Ⅰ、またはⅢ）氏名、年齢、性別、住所、連絡先を記入ください。また、
過去に受講された方（再講習の方）は、お持ちの修了証の発行番号をお知らせください。紛失された場合は、
その旨お知らせください。
八丈町消防本部警防係

電話 2－0119

E-mail：keibou_hfd@town.hachijo.tokyo.jp

観光 おじゃれ11万人
行事
予定

7月

■問い合わせ■

海水浴場安全祈願（底土海水浴場）

産業観光課観光商工係

電話 2－1125

１日（水）※予定

八丈島夏まつり （役場新庁舎前通り）

23 日（木）・24 日（金）・25 日（土）

来島者数・観光客数推計
空
27 年度
4月

5,865

路
26 年度
6,900

海
27 年度
1,158

路

合

26 年度
753

27 年度
7,023

計
26 年度
7,653

観光客（推計）
27 年度
5,495

26 年度
5,988

前年比
▲8.2%
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中之郷自治会

対話集会

広報はちじょう

対話集会

４月 29 日（水）に行われた、中之郷自治会における対話集会の内容は次のとおりです。
質問

１：  旧太洋館入口の道路（旧中小体育館横を通りあおぞら保育園へ向かう町道）について、
都道と交差する部分から約 20 ｍの区間だけ道幅が若干狭く見通しも悪いため、通園
時間帯に車と歩行者で混雑して危険。この部分を広げるなど安全対策をしてほしい。

回答

１：  現地を調査した結果、都道からあおぞら保育園に向かって、左側の部分が拡幅可能
であると思われますので、地権者のご理解・ご協力のもと、事業化できるよう進めます。

質問

２：  坂上地区の過疎化対策として建設された一戸建て町営住宅には、当初は多くの家族
連れが入居し、地域の活性化になると期待していました。しかし、入居者の所得額の
制限が厳しく、引っ越しを余儀なくさせられます。これでは坂上に住んでくれた若い
世代が定着できないし、住宅も空き家になったままで家も傷みます。坂上に定住して
くれる若者を増やすために、例えば特例で所得制限を緩和するとか、町が家賃補助を
するなど対策を考えられませんか。

回答

２：  建設費や家賃補助を受けており、現在の町営住宅事業において、基準の収入を上回
る入居者への優遇措置は行なっておりません。今年度、策定される「八丈町総合戦略
方針」において、定住支援策の一環として組み込み、事業化できるよう取り組みたい
と思います。

質問

３：  老朽化している町営上浦団地の建て替え計画はどうなっていますか。もしまだ真砂
保育園跡地の利用の予定が無いのなら、ここに建ててはどうでしょうか。

回答

３：  町営住宅に関しましては、平成 25 年３月に、
「八丈町公営住宅等長寿命化計画」を
策定しております。この計画により、上浦団地は、平成 34 年度をめどに建て替える
という計画になっており、今年度から入居者の状況を勘案しながら、建物の規模を決
めて、それに合わせた建設地の検討が必要になりますので、建設候補地の一つとして
検討します。

質問

４：  地熱の説明会などが行われているようですが、そこで公表した内容や質疑応答の経
過などを中之郷地域の人にも知らせるべきだと思います。ちゃんと文書で説明してほ
しいです。

回答

４：  この２年間、検討委員会の開催時期に合わせ、中之郷地域を中心に住民説明会を開き、
意見や要望をいただいてきたところです。これまでの経過などを要約し、皆さんに配
布していきたいと考えています。なお、
これまでの内容については、
東京都のホームペー
ジでも確認できますが、冊子にして中之郷出張所で閲覧できるようにします。
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中之郷自治会

対話集会／ネパール地震救援金について

INFORMATION ●

５：  現在、三原山の中腹で進められている町道樫立中之郷線の工事において、今後、土
石流危険箇所に指定されている沢の上流部で伐採や埋め立てが行われると思いますが、
雨水の処理がどのようになされるのか心配です。小骨ヶ洞や他の沢伝いに流入してく
るのではないかと不安なので、対策を具体的に説明してほしい。

回答

５：  八丈町防災マップにおいて、土石流危険箇所に図示されている区域の、最上流部か
らさらに約 500 ｍ上流部を通ります。沢を渡る部分は、自然流下を確保します。ま
た排水は、安全に配慮し処理しています。土石流危険箇所に図示されている区域への、
放流は行いませんので、危険はないと認識しています。

質問

６：  昨年配布された八丈町防災マップで、藍ヶ江地区の一部が土石流危険箇所と急傾斜
地崩壊危険箇所に重なって指定されていた。その意味合いや、今後行政による対策や
支援があるのかなど、詳しく教えてほしい。また、昨年川岸が崩れた三原川の民宿中
之郷荘付近から上流部について、護岸工事などの計画があるのか知りたい。

回答

６：  東京都としても土砂災害警戒区域の指定に向けた作業を前倒しする予定であり、東
京都が平成 28 ～ 29 年度基礎調査、
平成 30 年度区域指定手続き、
平成 31 年度ハザー
ドマップ作成という計画を立てています。三原川につきましては、ご質問のような崩
落があったことから、調査を行い、必要な措置を検討していくということです。

質問

７：  中之郷婦人会は、児童公園について以前より真砂保育園跡地にと要望してまいりま
した。一昨年教育課から父兄の要望で早急に児童公園を作りたいとの事で自治会との
会合がありました。昨年の方針に沿い、既に場所などは決定しているのか。もし決定
していないのであれば、場所の選定などに参加させてほしい。

回答

７：  児童公園を現在の中之郷運動場内に、グラウンドを広く使える形を残しながら、周
囲を利用して遊び場などをつくる方向で考えており、その方針に変更はありません。
日除けやベンチを含め遊具の種類、設置場所については、ご相談したいと考えています。

ネパール地震救援金について
平成 27 年４月 25 日に発生した、ネパール地震の救援金を受け付けています。死者はネパール
で 7,600 人を超え、周辺国（インド、中国、バングラデシュ）でも被害が出ています。町では、
日本赤十字社を通し、救援金を受け付けます。
期

間：７月 31 日（金）まで

場

所：福祉健康課厚生係（7 番カウンター）または各出張所

受付時間：開庁時間内にお越しください。
■問い合わせ■

福祉健康課厚生係

電話 2－5570
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お知らせ掲示板

原付免許試験のお知らせ

■問い合わせ■

八丈島警察署交通係

電話 2－0110

日

時：６月 20 日（土） 会 場：八丈島警察署
第１回 受付・適性検査 午前９時～午前９時30分 学科試験 午前10時30分～午前11時
第２回 受付・適性検査 午後０時30分～午後１時 学科試験 午後２時～午後２時30分
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 2.4 ｃｍ。無背景で眼鏡を外し、前髪で目が隠れていないもの。）
③視力に自信のない方（両目で 0.5 以上ない方）は眼鏡やコンタクトレンズ
④過去に運転免許の取消処分を受けた方は取消処分者講習修了証（有効期限１年）
⑤学科試験受験料 1,500 円
注意
・当日に住民票を持参できない方は受付ができません。
・試験時間は 30 分で、50 点満点中、45 点以上で合格。
・第１回目の試験で不合格の場合、希望者は第２回目も受験可。（再試験も 1,500 円が必要）

第 36 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。
お気軽に相談ください。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。

●日時７月４日（土）午後 0 時 30 分～午後 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 相澤 和義（東京弁護士会） あぽろ法律事務所
電話 03-3526-8722
※土・日・祝日を除く午前 10 時～午後５時まで受け付け
■ホームページ http://zenkikai.net/
（法友全期会で検索）

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）

行政相談

■問い合わせ■

企画財政課企画情報係

電話 2－1120

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、行政と住民のパイプ役として行政相談員が相談に応じます。
日 時 ６月９日（火）午前10時～正午
場 所 町役場１階 相談室１
相談員

近藤

勝重

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（国外の諸地域）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 100,000 円です。
平成 21 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
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全国一斉「子ども１１０番」強化週間
学校における「いじめ」や家庭内における児童虐待など、子どもをめぐる様々な人権問題の解決
を図るため、全国一斉「子どもの人権 110 番」強化週間を実施します。
■電話相談者
■日時 ６月22日（月）～ 28日（日）
人権擁護委員（東京都人権擁護委員
平 日 午前８時30分～午後７時
土・日 午前10時～午後５時
連合会子ども人権委員）
法務局職員 （東京法務局人権擁護部）
■問い合わせ■「子ども１１０番」 電話 0120－007－110（全国共通番号）

特設人権相談所開設のお知らせ
６月１日（月）の全国一斉「人権擁護委員の日」に伴い、特設人権相談所を開設します。日頃の
人権に関する相談事に八丈町の人権擁護委員が応対します。この機会にぜひご利用ください。
日 時：６月１日（月）午前１０時から午後４時まで 場 所：八丈町役場 相談室１、２
■問い合わせ■ 総務課庶務係 電話 2－1121

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付を実施します。
◎特設登記所へ相談などでお越しの際は、お手持ちの資料をご用意ください。
◎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：6 月 16 日（火）午後 2 時30分～午後 5 時
6 月 17 日（水）午前９時～正午、午後１時～午後４時30分
6 月 18 日（木）午前９時～正午
※登記相談の受け付けは、
終了時間の30分前までです。
所：八丈町役場１階 相談室１・２

場
■問い合わせ■

東京法務局不動産登記部門
法人登記部門

電話 03－5213－1330（不動産）
電話 03－5213－1337（商業・法人）

●第210回東京都都市計画審議会
日
時：平成 27 年９月２日（水） 午後１時 30 分から
場
所：東京都庁会議室
傍聴定員：１５人まで。（事前抽選）
申込期限：平成27年８月12日（水）
(消印有効)。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）
で次の宛先へ申し込みください。
〒 163-8001 東京都都市整備局都市計画課宛
そ の 他：付議予定案件は都庁都市整備局ホームページをご覧ください。
※ 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。
■付議予定案件などの問い合わせ■
東京都都市整備局 HP：http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/keikaku/shingikai/yotei.htm
東京都都市整備局都市計画課 電話 03－5388－3225

「ふれあいの湯」 臨時休業のお知らせ

樫立温泉「ふれあいの湯」は、浴室ドア改修工事のため、臨時休業します。
なお、この間、他の町営温泉は休まず営業します。大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力
をお願いします。
○期 間 ６月15日（月） ～ ６月18日（木）
■問い合わせ■ 福祉健康課保健係 電話 2－5570
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お知らせ掲示板つづき

八丈島歴史民俗資料館

企画展示

第 1 回 八丈島の神社・仏閣の昔と今
「八丈島歴史民俗資料館」が開館し、今年で 40 周年を迎えました。これを記念し、企画展示を行
います。資料館では、現在八丈島に関する民俗資料や考古資料などを展示していますが、今後は企
画展示などを行い、観光客の方はもちろん、島民の方にも、より親しんでもらえる資料館にしてい
きたいと考えています。

＜第 1 回の展示の内容・・・八丈島の神社・お寺の昔今＞

八丈島の主な神社・お寺としては、宗福寺、長楽寺、優婆夷宝明神社（優婆夷神社、宝明神社）
などがあります。優婆夷神社、宝明神社は、平安時代初期の延喜式神明帳に記載されている神社で、
非常に古いものです。寺は中世からの記録となりますが、明治維新後の廃仏毀釈までは神仏習合で
した。これらの社寺は、所在地その他大きな変遷があるのですが、その歴史やいわれなどについては、
まとまった形で提示されたことはありませんでした。それを、今回まとめて展示したいと考えてい
ます。ぜひご覧ください。

＜今後の展示予定＞

○７月中旬まで・・・・・・・八丈島の神社・お寺の昔今
○７月中旬～ 10 月中旬・・・八丈島の戦争（今年は戦後 70 年にあたります）
○ 10 月中旬以降・・・・・・宇喜多秀家（新たな内容のものも考えています）
■問い合わせ■ 教育課生涯学習係 電話 2－7071

おじゃりやれ！

第３回八丈語（八丈方言）文法講座開催のお知らせ

■日 時
６月13日（土） 午後２時～午後５時
■場 所
大賀郷中学校 ミーティングルーム（１階） …駐車場から入れます。
■講 師
金田 章宏 氏 （千葉大教授）
■締 切
６月10日（水）
＊前回参加されなかった方でも、参加できます。興味ある方は、おじゃりやれ！
３月に実施した第２回の講座は 25 名の参加があり、ショメ節からみる八丈方
言の文法について講義がありました。第３回の今回は、八丈方言の音韻（母音）についての講座です。
島の各地区によって、音韻の変化があり、それには規則性があります。その規則性とは？また、な
ぜそうなっているのかなどを、金田先生がお話しします。
今回も25名以内の小人数の講座で計画しています。八丈語（八丈方言）の特徴である文法を学ぶ
絶好の機会ですので、ぜひ、申し込みください。
＜

プ ロ グ ラ ム ＞
１．日本の文語文法と八丈語（八丈方言）文法の違い
２．八丈方言の母音連続の変化の規則性
３．ショメ節でみる名詞の語形
■問い合わせ・申し込み■

教育課生涯学習係（茂手木・林） 電話 2－7071

教科書の展示会

平成２８年度に、小・中・高等学校で使用する教科書などを展示しています。
教科書展示会は、教員、教育関係者はもとより、保護者などに広く教科書を公開することを目的

として実施するものです。
期間 ６月７日（日）～７月５日（日）※原則月曜日休館・６月 30 日（火）館内整理のため休館
時間
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午前９時 30 分～午後５時

会場

八丈島教科書センター（八丈町立図書館内）
■問い合わせ■ 教育課庶務係 電話 2－7071

広報はちじょう

参加しませんか？募集しています！

INFORMATION ●

八丈町放課後子どもプラン指導員の募集！
八丈町では、平成21年度より、「八丈町放課後子どもプラン」を行っています。子どもの安全管理を
行うことを目的とし、地域の方々に協力いただいています。子どもが好きな方ならどなたでも大歓迎で
す！あなたも一緒に働きませんか？
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（がじゅまる広場、とびっこクラブ（学童））に参加する小学生児童への
安全管理、指導など
勤務場所 各小学校
勤務時間（シフト制） 放課後（おおよそ午後２時）～午後６時30分（日祝を除く）
時
給 890円（保育士、幼稚園教諭、教員免許などの保持者は優遇。履歴書に記載のこと。）
応募方法 八丈町指定の履歴書を福祉健康課厚生係か、教育課生涯学習係まで提出してください。
履歴書は上記提出先か、八丈町公式ホームページからダウンロードで受け取れます。
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、注意事項、詳しい事業内容などは問い合わせいただくか、八丈町公式ホームページ
をご覧ください。
■問い合わせ■

教育課生涯学習係

電話 2－7071

とびっこクラブ指導員募集！！
夏休みの間、とびっこクラブに参加する小学生児童への指導や見守りをする指導員を募集します。
対 象 者

中学校既卒の、体力に自信があり、子どもが好きな方

期

７月21日（火）～８月31日（月）まで（日祝を除く）

間

勤務時間（シフト制）

※１日勤務可能な方はご相談ください。

①８時～正午まで
応募締切

②正午～午後６時 30 分まで

６月12日（金）

※その他勤務場所、時給、応募方法などは放課後子どもプラン指導員の募集内容と同様です。
■問い合わせ■

福祉健康課厚生係

電話 2－5570

町立八丈病院からの募集案内！
～職員募集～
◆看護師 若干名
◆助産師 ２名
◆薬剤師 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）
～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
○内
容 給食調理
○提出書類 履歴書

○選考方法 面接など
○勤務時間 応相談

※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
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2015
2015
日

月

66月月
火

1

水

2

木

3

コミュニティセンター休館日 高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00
図書館休館日

金

4

土
6

5

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

7
8
9
八丈町クリーンデ― コミュニティセンター休館日
し尿収集運搬休業日 図書館休館日

10
11
12
１歳児歯科健診 高齢者健康教室

13
図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00

10：00 ～ 12：00

9：15 ～ 10：00 受付

第 3 回 金田章宏氏
「八丈方言文法講座」
14：00 ～ 17：00

大賀郷中学校
し尿収集運搬休業日
14
15
16
17
し尿収集運搬休業日 高齢者健康教室 3 ～ 4 カ月乳児・
産婦健康診査
10：00 ～ 12：00

19

20

25

26

27
し尿収集運搬休業日

13：15 ～ 14：00 受付

コミュニティセンター休館日
図書館休館日
21
22
し尿収集運搬休業日 すくすく相談

18

23
24
３歳児健康診査

9：30 ～ 11：30

13：15 ～ 14：00 受付

コミュニティセンター休館日 子ども心理相談
図書館休館日
9：00 ～ 16：00
29
30
28
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
図書館休館日

町役場開庁日
町 立 病 院
臨時診療日

診療時間
9：00 ～
8：30 ～

※初めて町立八丈病院にかかる方は、8：30 からの受付になります。

6月のゴミ分別回収
三
日

月

1

2

金属 燃・害
7

8

9

3

16

4

資源
古着
10

金属 燃・害 資源
14 15

木

17

23

24

金属 燃・害 資源
28 29

30

金属 燃・害

土
6

日

12

19

13

7

20

14 15

みはらしの湯

2日

9日

ザ・ＢООＮ

3日

10 日

24 日

やすらぎの湯

4日

11 日

25 日

26

燃・害

賀

8

郷
火

23 日

30 日

毎週火曜日
毎週水曜日



毎週木曜日

2

樫立・中之郷・末吉
3

資源
古着
9

16

21 22

23

燃・害 資源
28 29

4

10

11

17

18

木

5

金

土
6

日

12

24

19

燃・害
金属
びん

25

26

燃・害 金属

30

燃・害 資源

※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。

1

月

2

13

7

8

20

14 15

10

16

17

23

燃・害
28 29

燃・害

4

木

5

金

土
6

11

12

13

資源 燃・害 金属

燃・害
21 22

水

3

9

燃・害

27

火

資源
燃・害 金属
古着

燃・害

燃・害 金属

燃・害 資源
27

水

燃・害 金属

燃・害 資源

燃・害
25

1

月

燃・害

びん 燃・害
18

金属 燃・害 資源
21 22

5

金

燃・害
11

日

1 日 8 日 15 日～ 18 日 22 日 29 日 毎週月曜日

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

大
水

業

ふれあいの湯

６月15日（月）～18日（木）までふれあいの湯は浴室ドア改修工事のため臨時休業します。
休業期間中、ほかの町営温泉は休まず営業します。

根
火

※定休日が祝日の場合は営業いたします。

休

（受付時間／ 8：00 ～ 11：00）

診 療 日
6 月 15 日（月）～ 17 日（水）
6 月 5 日（金）

耳鼻咽喉科
糖尿病教室

温泉休業日

平日 8：30 ～ 17：15

18

19

燃・害
資源
金属
びん

24

25

26

資源 燃・害 金属
30

20

27

