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町の人口（6月1日現在）  ( 先月 1 日比 )

転入ほか……23人（うち出生　6人）

転出ほか……20人（うち死亡10人）
4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 7,859人 増 3人 
男 3,901人 増 2人
女 3,958人 増 1人

世帯数 4,469世帯 減 1世帯

世帯数 男 女 人口計
三　根 2,070 1,816 1,847 3,663
大賀郷 1,496 1,295 1,299 2,594
樫　立 304 269 268 537
中之郷 390 358 370 728
末　吉 209 163 174 337

今年もたくさんの方に参加いただきました。秋の収穫が楽しみです！！
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第 12 回　田植え体験 5月 30 日（土）
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～八丈町プレミアム商品券はこちらの店舗で使用できます～

～八丈町プレミアム商品券はこちらの店舗で使用できます～
■販　売　日　７月12日（日）～ 14日（火）、８月16日（日）～ 17日（月）　午前10時～午後３時
　　　　　　　　　※売り切れ次第終了
■発　行　券　１冊 11,000 円分（額面 1,000 円× 11 枚つづり）を 10,000 円で販売
■発 行 冊 数　14,000 冊　　■購入限度額　一人 50,000 円（55,000 円分）まで
■購入対象者　 販売窓口（町役場 1 階町民ギャラリー、各公民館（大賀郷は除く））で現金にて購入

できる方
　　　　　　　 代理購入を希望する場合は、依頼者の身分証（運転免許証、健康保険証など。コピー

可）の提示が必要です。
■使 用 期 間　平成 27 年 7 月 12 日（日）～平成 27 年 11 月 30 日（月）
■使用できる店舗（加盟店）　順不同　（下表は 6 月 16 日時点の加盟店のリストです。）

三根
アメノモリ あめのもり 石井商店 ㈲岡野 奥山商店
奥山水産 護神給油所 八丈書房 ㈲船橋電気商会 東京諸島本格焼酎専門店㈲山田屋
長田商店 小沢電気 ㈲鍛冶菊 ＪＡ東京島しょ　三根店 神港商店
杉浦水産加工 高橋製材 仲屋商店 ㈱八丈給油所 八丈島薬局
八丈ストア 八丈民芸やました本店 ブーランジェリー ㈱藤巻商店 ブティック BEBE
マルダイ水産 マルタ水産加工場 民芸あき本店 森商店水産加工所 ㈱森秀
創作郷土居酒屋エイト 音屋 㐂八 スナック　カレント 焼肉三千里
お食事処とみちゃん お食事処　通 麺‘sclub 酒池肉林 ㈱赤松自動車工場 国民宿舎サンマリーナ
㈱八丈島フィッシング CLUB 民宿船見荘 ホテルリード・アズーロ レグルスダイビング ロッジオーシャン
サウンドシステム石垣 坂下酒造㈲ 芝野治療院 八丈興発㈱ 八丈電設センター㈱
宝亭 利平荘 仕出し・弁当おきな そば処　合月 あそこ寿司
八丈島郷土料理　梁山泊

大賀郷
藍ヶ江水産 浅沼周蔵商店 ㈲あしたば加工工場 ㈱今関商会 エース釣具店
菊池釣具店 ( 名 ) 菊池弘商店 キャンドゥ八丈大賀郷店 空港売店「イソコッコ」 くれよん
西條商店 佐々木履物店 スーパーあさぬま ㈲大志堂 手塚商店
八丈エアポート逸品会 ㈱八丈酒販いそざき 八丈民芸やました空港店 民芸あき空港店 モービルスタンド
㈲優美堂 一休庵 すし処銀八 居酒屋たむら 季節料理中濱
レストラン「アカコッコ」レストランコックさん オリーブダイビングクラブ カズコ美容室 八丈ビューホテル
ピーズクラブ 比三一ダイバーズクラブ ｆｏｒｔｅ（フォルテ） 南海タイムス社 八丈動物病院
大賀郷薬局 航空券のコーツー ㈲中村商店 ㈱山田昇商店 ＰＯＣＫＥＴ
ＨＡＴリネンサービス ＪＡ東京島しょ　大賀郷店 地魚干物食堂　藍ヶ江水産 カネワ水産 ペンション　大吉丸
居酒屋　大吉丸

樫立
伊勢崎富次朗商店 ㈱阪上　山下給油所 ㈲峯元電気
樫立酒造㈱ いそざきえん 千両

中之郷
㈲黄八丈めゆ工房 八丈島ガーデン 村口商店
㈱松代自動車工場 仕出し　光邦 民宿ガーデン荘
あしたば荘 ＪＡ東京島しょ　坂上店 八丈ストア　ミニミニ店

末吉
あさぬま末吉店

■問い合わせ■　八丈町商工会　電話２－ 2121

一万円で+千円お得！五万円で+五千円お得！

今

年の
目玉商

品
券

プラス

プラス
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夏期安全対策について

●ご協力をお願いします

□神湊（底土）港
　さん橋内に「臨時駐車場」を設けます。

　（注 １）各業者の車両で大変混雑しますので、一般の送迎車
は待合所正面の駐車場をご利用ください。

　（注 ２）レンタカー等車両の乗り捨ては禁止とします。待合
所正面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。また、
ゴミは必ずお持ち帰りください。

○ 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　電話2－1125

●平成 27 年　夏期の道路交通案内図（港）

対策日時：７月 18 日（土）～８月 31 日（月）
　　　　　午前８時 30 分～午前 10 時
※ 上記期間・時間以外は臨時駐車場の使用は

できません。

●神湊（底土）港

夏期安全対策について

●八重根港
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検診のお知らせ／ケアケア交流講座

○胃・肺・大腸がん検診　○Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査（検診）
○特定健康診査　○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　を同じ日程・場所で行います！

日　　程 会　　場 受付時間
７月 19 日（日）

八丈町保健福祉センター 午前７時から正午７月 20 日（月）
７月 21 日（火）
７月 22 日（水） 旧末吉小学校

午前７時から 11 時７月 23 日（木） 中之郷公民館
７月 24 日（金） 樫　立公民館

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
※�事前申込が必要です。（７月８日（水）まで）
　窓口：福祉健康課保健係

特定健康診査
対　象：ご自宅に受診券が届いた方
・�八丈町国保被保険者で40歳～ 74歳の方
・�他の医療保険に加入している方の被扶養者で
事前に町に登録された方

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

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。予防が
必要と判断された方に ｢介護予防教室｣ への案
内をする場合があります。
対　象：八丈町に住民票のある65歳以上の方

受診の流れや細かい内容を今月号の折込
でご案内しています。受診希望の方は必
ずご覧ください。

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

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。
　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23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　「腰痛予防について」　腰痛にならないためのセルフケア
○講　師　理学療法士　伊原　恵美子
○参加費　無料　　○申　込　７月17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

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（胃がん

検診は74歳まで）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
※�大腸がん検診と肺がん検診の喀痰（かくたん）
検査を希望される方は事前に検査容器を受け
とり、検診時に提出してください。
検査容器配布期間：折込をご覧ください。
配布場所：福祉健康課保健係、各出張所
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介護保険のお知らせ　　　　■問い合わせ■　福祉健康課高齢福祉係　電話2-5570

○第1号被保険者（65歳以上）の所得段階別介護保険料について

　平成27年度から新しい所得段階別保険料が適用されます。
　各所得段階区分および年間保険料額は下表のとおりです。介護保険は老後の安心を支える大切な制度で
す。この制度をこれからも維持していくため、町民の皆さんの制度に対するご理解をお願いします。
　平成27年度の保険料は、７月初旬に送付する「納入通知書（介護保険料額決定通知書）」で、ご確認くだ
さい。
　※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。

所得段階 対象となる方 保険料率 
保険料（円）

月額 年額

第１段階 
・生活保護被保護者・世帯全員が市町村民税非課税の老齢
　福祉年金受給者・世帯全員が市町村民税非課税かつ
　本人年金収入等80万円以下

0.5 2,848 34,100

第２段階 ・世帯全員が市町村民税非課税かつ
　本人年金収入等80万円超120万円以下　 0.775 4,415 52,900

第３段階 ・世帯全員が市町村民税非課税かつ
　本人年金収入等120万円超 0.825 4,700 56,400

第４段階 ・本人が市町村民税非課税（世帯に課税者がいる）かつ
　本人年金収入等80万円以下 0.925 5,269 63,200

第５段階
（基準額）

・本人が市町村民税非課税（世帯に課税者がいる）かつ
　本人年金収入等80万円超 1 5,696 68,300

第６段階 

共
通
　
市
町
村
民
税
課
税

合計所得金額50万円未満 1.1 6,266 75,100

第７段階 合計所得金額50万円以上80万円未満 1.2 6,836 82,000

第８段階 合計所得金額80万円以上100万円未満 1.3 7,405 88,800

第９段階 合計所得金額100万円以上125万円未満 1.4 7,975 95,700

第10段階 合計所得金額125万円以上150万円未満 1.5 8,544 102,500

第11段階 合計所得金額150万円以上190万円未満 1.6 9,114 109,300

第12段階 合計所得金額190万円以上250万円未満 1.7 9,684 116,200

第13段階 合計所得金額250万円以上400万円未満 1.8 10,253 123,000

第14段階 合計所得金額400万円以上600万円未満 1.9 10,823 129,800

第15段階 合計所得金額600万円以上 2 11,392 136,700

※月額保険料は、基準額に各段階の保険料率を掛けて算出しています。（小数点以下切上げ）
※年額の算定は、月額保険料を12倍して100円未満を端数処理（切捨て）しています。
※国の低所得段階（第１段階）への軽減対策により、保険料率を当初の0.55から0.5に軽減しました。

介護保険のお知らせ
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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、各種申請書および証明請求書の受け付けを実施します。
なお、８月の特設登記所開設は行いませんので、この機会をご利用ください。
◎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：７月 14 日 ( 火 ) 午後２時 30 分～５時　　　
　　　　　７月 15 日 ( 水 ) 午前９時～正午、午後１時～４時 30 分　　　
　　　　　７月 16 日 ( 木 ) 午前９時～正午
場　　所：八丈町役場１階　相談室１・２

■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）

税のお知らせ　ほか

■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(金)
　固 定 資 産 税　第2期
　国民健康保険税　第1期

パスポート（旅券）手続きのご案内
●夏休みなどで海外渡航の予定のある方は、期間に余裕を持って申請してください。
　八丈町に住民登録している方は、パスポートに関する手続きを住民係で行ってください。申請から交付までに
３週間程度かかります。
●パスポートの記載事項の変更
　有効なパスポートをお持ちの方が、氏名・本籍（都道府県）に変更があり、パスポートの記載事項を変更した
い場合は、お持ちのパスポートを返納していただき、新たに有効期間10年または５年のパスポートの申請（切替
申請）をするか、返納したパスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート「記載事項変更旅券」を申請し
てください。
　詳しくは問い合わせください。

■問い合わせ■　住民課住民係　電話2－1123

平成26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5日(水)～８月7日(金)午前９時～午後４時

　町役場　１階　相談室３・４
　または税務課（１階1２番窓口）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。役場の業務時間内または、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、納付相談を行わない、納付相談の要請に
応じないなどの場合は、納税者との公平性を欠くことから、滞納処分を実施します。
※滞納処分例・・・・○差押（預金・給与・動産・不動産など）、○家宅捜索

※ 登記相談の受け付けは、
　終了時間の 30 分前までです。
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後期高齢者医療保険からのお知らせ
●後期高齢者医療保険料について

　平成27年度の保険料額の決定通知書が７月中旬に送付されます。通知書に保険料納入方法が記載してあります。
　普通徴収・・・納付書・口座振替での納入
　特別徴収・・・年金からの天引き
　　　　　　　　※年金天引きの方でも納付書で納めていただく場合があります。
　納付書が同封されている方は納期限内に納付してください。
　納期限までに納付されなかった場合、延滞金が発生します。
　町では、納期限内に納めていただいている方との公平性を保つため、納期限を過ぎても納付されていない方から
延滞金を徴収します。

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（土）です

　現在お持ちの減額認定証の有効期限は、７月 31 日（金）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となる医療費の限度額（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、住民課医療年金係に問い合わせください。

■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話 2 － 1123

後期高齢者医療保険からのお知らせ／国保だより

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。
　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 歳未満の人（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 歳未満の人（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 の人です。
○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。
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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／裁判員制度の実施状況

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/

【国民年金保険料免除などの申請について】
　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」を申請してください。
　申請窓口：住民登録している区市町村役場の国民年金担当窓口（八丈町では医療年金係）
　申 請 書：年金事務所または区市町村役場の国民年金担当窓口（八丈町では医療年金係）
　平成27年度の免除などの受付　平成27年７月１日（水）から開始
　審査対象期間：平成27年７月から平成28年６月。申請は原則として毎年度必要です。
　なお、平成26年４月より保険料の納付期限から２年を経過していない期間（申請時点から２年１カ月
前までの期間）について、遡って免除などを申請できるようになりました。ただし、複数年度にわたり免
除申請される場合は、年度毎の申請書が必要です。
※ 不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されません。該

当した際は速やかに申請されることをお勧めします。
【６カ月前納のお知らせ～口座振替での前納のお申し込みはお早めに～】
　平成27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15,590円
ですが、まとめて前払いすると、下表のとおり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 93,540円 なし

現金またはクレジット
カードによる前納

92,780円 760円

口座振替による前納 92,480円 1,060円

　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、お早めに区市町村役場または金融機関などに申し込みください。
●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・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（携帯電話など）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様注意してくだ

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（月）です。

夏期路線バス運行案内
７月21日（火）～８月31日（月）までの間、末吉～洞輪沢行き
は運休となり、東畑～神湊間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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水道だより／町立病院臨時診療日

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28年２月頃までかかる予定で、町が委託した沖山産機株式会社が行います。
　※交換対象：平成28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。
●「水道使用異動届」・「給水装置所有者変更届」の提出が必要です!!
① 八丈町に転入する時や、八丈町から転出する時、島内での転居の際には「水道使用異動届」を提出してく

ださい。
② 水道給水を一時的に止めると、その間、基本料金はかかりません。（原則として、メーターは設置したま

まです。）空き家状態になっている家や、更地にしたが、いずれ家を建てようと思っているなど、今後そ
の水道を使う予定や可能性がある場合は、閉栓（休止）の届出が必要です。平成27年10月より、休止期
間が最長３年になります。引き続き休止を希望される場合は、新たに閉栓（休止）の届出を行ってくださ
い。３年間を過ぎ、閉栓（休止）の届出がない場合、基本料金が発生します。

　平成27年10月より、1回につき閉栓（休止）手数料2,000円がかかります。
③ 水道には実際に使用される使用者、支払者名義のほかに、水道の権利を有する所有者（管理人や貸家の大

家など）を変更することも可能です。変更される場合は、「給水装置所有者変更届」の手続きが必要にな
ります。

※ 「水道使用異動届」、「給水装置所有者変更届」の手続きは、印鑑をお持ちになって企業課水道係か、各
出張所で行ってください。なお「給水装置所有者変更届」の場合は、相手方の印鑑が必要となる場合もあ
ります。詳しくは企業課水道係まで問い合わせください。

●平成27年９月で水道料金の集金が廃止になります。
　平成27年10月からは送付される納入通知書により各金融機関または町役場１階会計窓口、各出張所にて
直接もしくは、町内の金融機関での口座振替によりお支払いいただくことになりますので、ご理解とご協力
をお願いします。
●滞納による給水停止の解除
　一旦給水停止になりますと、水道料金をお支払いただかない限り、給水を再開することはできません。
なお、平成27年10月から給水停止による開栓は１回につき手数料1,000円がかかります。
　※ 再開の場合は、「平日の午前８時30分から午後５時のみの対応」となり、それ以外の時間は一切対応で

きません。
■問い合わせ■　企業課水道係　電話2－1128

町立病院臨時診療日　その他、専門外来診療
・糖尿病教室　７月３日（金）　・耳鼻咽喉科　７月 27 日（月）～ 29 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
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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
■東京いじめ相談ホットライン　　電話　０３－５３３１－８２８８　（24時間）
■東京いのちの電話　　　　　　　電話　０３－３２６４－４３４３　（24時間）

三原中学校の教育活動 
◇修学旅行　４月25日（土）～29日（水）
　出発の２日前、青空がとてもきれいな日の午後でした。校庭からきれいな歌声が響いてきました。３年
生が広島の平和記念公園で合唱する予定の「ＨＥＩＷＡの鐘」を校庭で歌っていました。澄み切った歌声
と生徒一人一人の表情を午後の明るい日差しが包み込み、その光景は映画のワンシーンを見ているようで
した。
　その後全員揃って出発した修学旅行は天候に恵まれ、子供たちは多くのことを学び、かけがえの無い思
い出と共に無事に帰って来ることが出来ました。

三原小中合同　道徳授業地区公開講座
　５月２４日（日）

　地域や保護者の皆さんに日頃の道徳授業の様子を
ご覧いただきました。当日はあいにくの空模様でし
たが多くの方々にご参観いただくことができまし
た。授業後に行われた三原小・中合同講演会では、
北京パラリンピック走り幅跳びで銀メダルを獲得し
た山本篤さんにご講演いただきました。
　目標をもつことや過去の自分に打ちかつ心をもつ
ことの大切さなど、様々な困難を乗り越えてきた経
験を基にお話しいただき、実際に義足を付けて走る姿も披露いただきました。会場の三原小学校体育館を
颯爽と走るアスリートの姿と大切なメッセージはきっと子供たちの心に残ったことと思います。

今月の学校行事
■大賀郷中学校　郷土料理教室
日時： ９ 日（木）午後１時15分～　／　会場：大賀郷中学校家庭科室
■富士中学校　　セーフティ教室
日時：13日（月）午後２時20分～　／　会場：富士中学校体育館
■大賀郷中学校　セーフティ教室
日時：14日（火）午後２時15分～　／　会場：大賀郷中学校体育館
※ 　小・中学校では、開かれた学校教育を推進していくため、保護者や地域住民の参加の下、セーフティ

教室や道徳教育を実施しています。皆さんの参加をお待ちしています。
■各小・中学校　終業式　　期日：17日（金）
■各小・中学校　夏季休業　期日：７月21日（火）～８月31日（月）
　※ 　７月２１日（火）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。
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図書館からのお知らせ／子ども家庭支援センターからのお知らせ

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）

●「皆さんらしい巣を作ってください」～第 27 回文庫まつり～
　５月 23 日開催の文庫まつり来場者は 140 名でした。（大人 72 名・子
供 68 名）ご参加ありがとうございました。
　当日、講師の鈴木まもるさんは「鳥にとって巣は卵やヒナを守り育てる
場所であり、安心で安全であることが必要。安心・安全は環境や鳥の種類
によって異なるため、鳥の巣も様々な形・材質になる。この多様性は人間
では子供を取り巻く大人の「職業」と考えることができ、どんな職業も命
を守り育てることにつながる」と語りました。
　また、持ってきた鳥の巣をいくつも来場者に見せ、特徴を説明し、最後に来場者に向け「皆さん
らしい巣を作ってください」と締めくくりました。

●講演会「子供が本を読む、本を好きになるきっかけづくり」（仮）
　平成 27 年８月１日（土）午後２時から　八丈町商工会研修室（八丈町役場内１階）
　講師：坂部 豪 氏（日本図書館協会児童青少年委員長）
　「子供の読書を親がリードするにはどうしたら良いのか」を中心に、分かりやすく講演をしてい
だきます。子供の読書活動に興味がある方はぜひご参加ください。
●八丈町立図書館推進委員を募集します
　任期満了に伴い、八丈町立図書館推進委員を募集します。八丈町立図書館の円滑かつ効率的な運
営を図るため、意見を述べていただきます。
　○募 集 数 ：３名（応募多数の場合、書類審査などを行います）
　○応募方法：図書館カウンターで配布している申込書にご記入のうえ、図書館にお持ちください。
　○応募条件：20 歳以上の方　　○応募締切：８月 14 日（金）
●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
　読み聞かせ：いめみご文庫（中之郷）※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・31 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＊
　　　 『リバース』　　湊 かなえ 著　　　　　『新大陸が生んだ食物』　高野 潤 著
　　　 『シンドローム』佐藤 哲也 著　　　　　『ちっちゃなねずみくん』上野 紀子 絵

■問い合わせ■　教育課スポーツ学習係　電話2－0797

＊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！＊

図書館からのお知らせ

開館日　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。

　

就学前のお子さんの身体測定　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

子ども家庭支援センターからのお知らせ

交流ひろばの催し　毎週水曜日　午前 10 時 30 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　１日（水）　七夕・笹飾り作り　　８日（水） 　エプロンシアター 
　　 15 日（水）　夏の食事について　 22 日（水）　アートバルーン
　　 29 日（水）　夏のおもちゃ作り
そのほかの催し物  今月はありません。
※育児・保健相談は随時受け付けしています。
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今月の健康診査 　　　　　　会場：保健福祉センター　※健診の対象者には個別通知します。

　１歳６カ月児健康診査  ７月14日（火）　受付：午後１時15分～１時45分
　○対象　平成25年10月15日～平成26年１月14日生まれの幼児
　４歳児歯科健康診査    ７月８日（水）　 受付：午前９時15分～10時
　○対象　平成23年４月23日～平成23年７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

　７月14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
　７月10日（金）　 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・助産師が応

じます。母子健康手帳を持参してください。

子どもの定期予防接種のお知らせ／母子保健／「みはらしの湯」

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：７月 9日（木）　午後３時～午後３時30分
●ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種
　日　時：７月21日（火）　午後３時～午後３時30分
●麻しん風しん第１期集団接種
　日　時：７月30日（木）　午後３時～午後３時30分
●予約制個別接種　※今年度より受付時間が変更になっています。
　日　時：７月 ９日（木）　午後３時30分～午後４時
　　　　　７月21日（火）　午後３時30分～午後４時
　
　　　　※７月第４週のヒブ・小児用肺炎球菌集団接種と予約制個別接種の日程が都合により
　　　　　７月21日（火）に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 ■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　

「みはらしの湯」臨時休業のお知らせ
末吉温泉「みはらしの湯」は、浴室改修工事のため、下記の期間臨時休業します。
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：7月6日（月）～ 7月10日（金）

■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話2－5570
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子育て世帯臨時特例給付金・臨時福祉給付金／難病医療費助成制度　対象疾病追加と更新のお知らせ

子育て世帯臨時特例給付金・臨時福祉給付金
　消費税率の引き上げによる、所得の低い方々や子育て世帯への影響を緩和するために、臨時的な措置と
して２つの給付金を支給します。（消費税率の引き上げ分は、すべて子育て、医療・介護、年金を充実・
安定化するために使われます。）
子育て世帯臨時特例給付金　
　子育て世帯（中学生以下の児童がいる世帯）の負担を緩和します。
対　　象： 平成 27 年６月分の児童手当を受給される方。ただし、特例給付（児童手当の所得制限額以上

の場合に、児童１人当たり月額 5,000 円を支給しているもの）を受給される方は、対象とな
りません。

支 給 額：対象児童１人につき 3,000 円　　基 準 日：平成 27 年５月 31 日
申請期間：平成 27 年８月～ 10 月
提出書類：申請書※７月末までに対象者へ郵送します。
　　　　　（公務員の方は、勤務先から申請書等をお受け取りください。）
臨時福祉給付金
　所得の低い方（住民税が課税されていない方）の負担を緩和します。
対　　象： 平成 27 年度分の住民税が課税されていない方。ただし、課税されている方に生活の面倒を見

てもらっている場合（住民税において、どなたかの扶養となっている場合）、生活保護の受給
者である場合などは、対象となりません。

支 給 額：１人につき 6,000 円　　基 準 日：平成 27 年１月１日　
申請期間：平成 27 年 10 月～ 12 月
提出書類：申請書※９月末までに対象者へ郵送します。
　平成 27 年度は、２つの給付金のどちらの要件にも該当する方については、両方を受け取ることができ
ます。その場合、両方の給付金について、それぞれ申請が必要となります。また、原則として、申請期間
外の申請は受け付けられませんのでご注意ください。
給付金の受取方法
　申請書に記載した指定口座に入金されます。
※ 金融機関口座を持っていないなど、振込みによる支給が困難な場合には窓口で受け取ることができます。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
　ご自宅や職場などに市区町村や厚生労働省などをかたった電話がかかってきたり、不審な郵便が届いた
ら、お住まいの市区町村や警察署にご連絡ください。

■問い合わせ■　八丈町福祉健康課厚生係　電話 2－5570

難病医療費助成制度　対象疾病追加と更新のお知らせ
■新たな難病医療費助成制度の対象疾病の拡大について
　平成 27 年７月１日から 196 疾病が追加され、全体で 306 疾病が対象となりました。
※新たに拡大された対象疾病については、今月号の折込をご覧ください。
■更新の時期がこれまでと変わっている場合がありますのでご注意ください。
　それぞれの「特定医療費（指定難病）受給者証」（医療券）の更新について、期限の３カ月前頃に、東
京都から更新のお知らせと書類が郵送されます。それ以前に受診して「臨床調査個人票」（診断書）を書
いてもらう場合は、福祉健康課（町役場１階９番窓口）にありますので問い合わせください。
※ 更新時に必要な課税（非課税）証明などの書類は別途、同意書（申請者の印鑑が必要）の提出により省

略できる場合があります。詳しくは問い合わせください。
■申請・問い合わせ■　福祉健康課　障がい福祉係　電話2－5570
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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／サマージャンボ宝くじ

■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
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、
普段は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ごみ袋は、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。責任をもって正しい分別をし、出しなおしてください。
・ 布団や毛布、ロープやひもなど、広がるものや長いものは 50㎝以内に切ってください。焼却炉が閉

じず、火災の原因になるため収集できません。
・ 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。
・ 資源ごみの空き缶については、飲料用缶のみが対象です。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、中身を空にして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）
　平成 27 年度の一般廃棄物処理手数料（清掃手数料）の納付書を、先月事業主のみなさんにお送りし
ています。
■納期■　・Ⅰ期　平成 27 年９月 30 日（水）
　　　　　・Ⅱ期　平成 28 年３月 31 日（木）　　納め忘れのないようお願いします。
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 4,230㎏　　・空き缶　70㎏　
　　・金属ごみ　　620㎏　　・空きびん 90㎏　　・粗大ごみ　70㎏

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、祝日です。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。
また、8 月になると依頼が増えますので、申し込みはお早めにお願いします。
■ 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 5 日（日）　　　11 日（第 2 土）　12 日（日）　19 日（日）
20 日（月・祝）　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
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

サマージャンボ宝くじ　７月 8 日（水）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８日（水）～７月 31 日（金）　●発売場所　全国の宝くじ売場
●抽せん日　８月 11 日（火）　（公財）東京都区市町村振興協会　電話０３－５２１０－９９４５
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環境だより／八丈島管理型最終処分場ニュース　第７号

―八丈島管理型最終処分場ニュース　第 7 号―　
　前号では、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などについて
お伝えしました。今回は、八丈島処分場の周辺地下水におけるダイオキシン類濃度との関係
などについてお伝えします。
周辺地下水のダイオキシン類濃度
　図１は、埋め立て開始（平成 24 年 11 月）以降の周辺地下水におけるダイオキシン類濃
度の推移を表しています。
　実線は、八丈島処分場における地下水観測井戸で観測した周辺地下水のダイオキシン類濃

度を示しています。図中、
地下水水質平均値、地下水
水質最小値と示したのは、
環境省が平成 24 年度に公
表した、全国に設置した環
境基準の観測点で測定した
地下水中のダイオキシン類
濃度の全国平均値と最も小
さかった地点の値です。ダ
イオキシン類は自然環境中
にも存在しており、八丈島
処分場の周辺地下水のダイ
オキシン類濃度において

も、日本における一般的な地下水水質とほとんど変わりありません。
　なお、参考までに点線は、八丈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）と、それを浸出水処理施設で排水基準を満たすように浄化処理した後、外部
に放流した水（放流水）のダイオキシン類濃度を示しています。
　これらを比較してみると、浸出水や放流水の方が周辺の地下水よりもむしろダイオキシン
類濃度が低い傾向にあることがお分かりいただけると思います。

　【訂正】先月の第６号におけ
る「図：浮遊物質量の測定結果」
の中で、「放流水の排水基準」
と「測定できる限界値」の表
記が適切に配置されておりま
せんでした。また、測定でき
る限界値（１mg ／ℓ）を表す
補助線の記載が漏れておりま
した。お詫び申し上げるとと
もに、右に正しい図を掲載し
ます。

浮遊物質量( ＳＳ) （浸出水）

浮遊物質量( ＳＳ) （放流水）

放流水の排水基準 

測定できる限界値 

図：浮遊物質量の測定結果

ダイオキシン類濃度（上流側地下水）
ダイオキシン類濃度（下流側地下水）
ダイオキシン類（浸出水）
ダイオキシン類（放流水）

地下水水質平均値 

地下水水質最小値 

図１：周辺地下水のダイオキシン類濃度の推移
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お知らせ掲示板

第43回八丈島夏まつり ■申し込み・問い合わせ■　八丈町商工会　電話2－2121

７月23日（木）～ 25日（土）　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福祉の増進に寄与し、ま
た、島民のふれあいの場として今年も盛大に開催します！
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
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：７月１日（水）～７月６日（月）　午前8時30分～午後5時まで
　　　　　　（但し、４日（土）、５日（日）は除く）
　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
※ 出店場所については、募集期間内に申込受付をした先着順に、出店者説明会の際に選んでいただき

決定します。なお、飲食店関係の店舗については、１区画２品までとします。
　大売出し加盟店
　　○資　格　商工会員

第16回八丈島納涼花火大会
８月10日（月） 前夜祭　　　　　　　　場所　両日とも底土海岸にて開催
８月11日（火） 花火大会開催日
　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16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、よろし
くお願いします。
　　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
　　（ハチジヨウジマ ノウリヨウハナビタイカイ カイチョウ　オキヤマシゲヒコ）
○記念花火も引き続き募集中（申し込み料　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　ＦＡＸ：2－1682
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局　　電話：2－1125　ＦＡＸ：2－4437
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八丈島歴史民俗資料館　企画展示　

第２回 八丈島と戦争
＜第２回展示内容・・・八丈島と戦争＞
　今年は戦後 70 年の年ですが、戦争体験者の多くが亡くなり、戦争に関する意識も薄れてきてい
る現実があります。その反面、八丈島には多くの戦跡（回天※１、震洋※２、レーダー基地、満蒙開拓
団碑など）が残っており、このような小さな島でありながら、これだけ多様で特殊な物が残ってい
るところは、全国的にみても稀有ではないかと思われます。来館者アンケートでは、戦争関係を含
む近現代についての展示を望まれる声が多く、今回の企画展示は、「八丈島と戦争」というテーマで
行います。
※１. 太平洋戦争で日本海軍が開発した人間魚雷型の特攻兵器。
※２. 太平洋戦争で日本海軍が開発したモーターボート型の特攻兵器。

＜企画展示へのご協力のお願い―お宅に戦争関連遺物などありませんか？―＞
　第２回の企画展示は太平洋戦争を中心に、年表と写真の掲示を行う予定です。ついては、写真な
どとともに、実物展示ができればと考えていますので、自宅にある物で、寄贈またはお貸しいただ
ける物があればご連絡ください。太平洋戦争以外でも大歓迎です。ご連絡いただければ、自宅まで
伺います。全てを展示できるとは限りませんが、できるだけ多様な内容で展示ができればと考えて
いますので、ご協力のほどよろしくお願いします。
＜企画展示　第１回「八丈島の神社・お寺の昔今」実施中＞

　５月 18 日から、第１回の企画展示「八丈島の神社・お寺の昔今」
を実施しており、７月中旬まで展示を行う予定です。写真 16 点
と解説、年表、地図などが展示されています。興味のある方は、
是非見学においでください。
＜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
○ 10 月中旬～・・・・・・宇喜多秀家
■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2-7071　（担当：林）

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
27 年度 26 年度 27 年度 26 年度 27 年度 26 年度 27 年度 26 年度

4 月 5,865 6,900 1,158  753 7,023 7,653 4,856 5,292 ▲ 8.2%

5 月 7,024 7,865 1,972 1,479 8,996 9,344 8,592 8,924 ▲ 3.7%

計 12,889 14,765 3,130 2,232 16,019 16,997 13,448 14,216 ▲ 5.4%

行
事
予
定

　７月　　海水浴場安全祈願（底土海水浴場）　　　　　　　１日（水）※予定
　　　　　豪華客船「ぱしふぃっくびぃなす寄港」　　　　　 4日（土）
　　　　　八丈島夏まつり　（役場新庁舎前通り）　　　　 　23日（木）・24日（金）、25日（土）
　８月　　豪華客船「にっぽん丸」寄港　　　　　　　　　  1日（土）
　　　　　八丈島浜遊び（場所：場所：底土カヌー揚場）　　 2日（日）
　　　　　八丈島納涼花火大会（底土海岸）　　　　　　　  10日（月）、11日（火）
　　　　　盆踊り（各地域）　　　　　　　　　　　　　　  13日（木）～ 15日（土）
　　　　　豪華客船「ぱしふぃっくびぃなす」寄港　　　　25日（火）
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マイナンバー（社会保障・税番号）制度が
始まります

　マイナンバー（社会保障・税番号）は、住民票を有する全ての方に１人１つ
の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複
数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活
用されるものです。
　マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社
会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく３つあげられ
ます。

① 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要し
ている時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手
続きが正確でスムーズになります。

② 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の
確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。

③ 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすること
を防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

■番号はいつ、どのように通知されますか？
　今年 10 月以降、住民票を有する国民の皆さん一人一人に、12 桁のマイナンバーが通知されます。中長期在
留者や特別永住者などの外国人も対象です。原則として、市町村から、住民票の住所あてにマイナンバーが記載
された「通知カード」が送付されます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一
生変更されませんので、大切にしてください。

■マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか？
　来年（平成 28 年）１月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
下記に主な例を示します。
①年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
②健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
③毎年６月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
④所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
⑤税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示
といった場面で利用することになります。
　マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用する
ことはできません。

　情報提供ネットワークシステムを通じた各機関間の情報連携は、国は平成 29 年１月以降、地方公共団体は平
成 29 年７月以降、順次始まります。情報連携により、申請時の課税証明書などの添付省略など、国民の負担軽減・
利便性向上が実現します。
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■マイナンバーについてさらに詳しい情報は内閣官房ホームページまで。
コールセンターも開設しています。
　マイナンバー制度のよくある質問（ＦＡＱ）や最新情報は、内閣官房のマイナンバー（社会保障・
税番号）制度のホームページに掲載しています。特定個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労
働省などの特設サイトへもリンクしています。「マイナンバー」で検索してください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
　マイナンバーのコールセンターを開設しています。マイナンバーについてご不明な点がある方や、
さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽に問い合わせください。
　　電話番号　0570-20-0178　（外国語は0570-20-0291）
　　開設時間　平日　９時30分から午後５時30分まで
　　※外国語は英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています。

■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話2－1120

ノヤギ撲滅！！ヤギの適正飼養をお願いします
　「八丈町飼養ヤギの野生化防止に関する条例」により、ヤギの飼養は以下のように定められています。
●ノヤギと区別するため、全てのヤギにタグ付首輪を装着してください。
　①子ヤギが生まれた　②ヤギをゆずり受けた、ゆずり渡した　③ヤギを飼い始めた
上記に該当する方は、必ず産業観光課産業係に届け出てください。登録票とタグ付き首輪を、無料で
配布します。また、死亡したヤギについても同様に届け出てください。
●ヤギは囲われた場所で飼養してください。
　囲いのない場所には、絶対にヤギを繋がないでください。そばを通る通行人や車両に危険なだけで
なく、脱走して新たなノヤギになる恐れがあります。過去に脱走して捕獲されたヤギがいます。

　町ではノヤギ撲滅および新たなノヤギの発生防止を目指して、捕獲や生態調査、拡散防止網設置に
取り組んでいます。引き続き、農作物などの被害を受けた方、ノヤギを目撃された方は早急にご連絡
ください。ご協力をお願いします。

■問い合わせ■　産業観光課産業係　電話2－1125

自動車運転免許出張試験希望調査のお知らせ
　受験を希望される方は、以下のとおり提出してください。
○申込期間　７月６日（月）～７月12日（日）　○実施予定試験　大型特殊、普通一種
○申込方法　 希望調査票（警察署と駐在所に備え付けています）を八丈島警察署交通係または各駐在

所に提出。

受験者数によっては実施されない場合がありますので、予めご了承ください。

■問い合わせ■　八丈島警察署交通係　電話2-0110



　● INFORMATION　 広報はちじょう

20

お知らせ掲示板つづき

町 長 上 京 日 記　4.5月
４月16日～19日
◉ANA1892便にて上京
◉日本語学校誘致打合せ
◉全国離島振興協議会正副会長会議
◉かがやき521号にて金沢駅（石川県）へ
◉八丈島物産展IN金沢
◉かがやき510号にて東京駅へ
◉ANA1891便にて帰島
４月30日～５月３日
◉ANA1892便にて上京
◉はくたか561号にて飯山駅（長野県）へ
◉道の駅「FARMUS木島平」オープニング
　セレモニー
◉はくたか556号にて東京駅へ
◉ANA1891便にて帰島
５月12日～22日
◉ANA1892便にて上京
◉東京海区漁業調整委員会
◉町村長個別ヒアリング
◉「災害時の情報交換に関する協定」３町村
　合同締結式
◉東京都島嶼町村長会議
◉伊豆諸島・小笠原諸島地域力創造対策協議会
◉ 東京都島嶼町村会・議長会・東京都行政幹部

との合同行政懇談会
◉東京都町村議会議長会意見交換会
◉八高卒業生激励会

５月12日～22日続き
◉平成27年度要望活動
　東京都各局
　東京都議会
　東京都教育庁
　東京電力㈱本社
　国土交通省関東地方整備局
　㈱NTTドコモCS多摩支店
◉ANA1895便にて帰島
５月25日～27日
◉ANA1892便にて上京
◉関東町村会トップセミナー
◉東京都島しょ振興公社理事会
◉ANA1891便にて帰島
28日～６月４日
◉ANA1892便にて上京
◉全国簡易水道大会
◉全国簡易水道協議会通常総会
◉八丈島空港ターミナルビル㈱取締役会
◉ 伊豆七島建設業協同組合50周年記念式典・
　祝賀式
◉八丈島三根会
◉JAL285便にて出雲空港へ
◉JAC3433便にて隠岐空港へ
◉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
◉全国離島振興協議会離島視察（島根県隠岐）
◉フェリーおきにて七類港へ
◉ANA390便にて羽田空港へ
◉ANA1891便にて帰島

【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
※ 7/9 ～ 9/23 まで八丈島発船便は大島を経由
< 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 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

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

7/1 ～ 7/2 普通運賃 往復割引（片道）

羽田＝八丈島 22,390 円 15,190 円

7/3 ～ 7/31 普通運賃 往復割引（片道）

羽田＝八丈島 23,590 円 15,290 円

※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
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17

～職員募集～
◆看護師　若干名　◆助産師　２名　◆薬剤師　若干名
○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）口述試験（面接）

町立八丈病院からの募集案内！

～薬剤師（パート）募集～
○対 象 者　資格保有者　　○選考方法　面接など
○内　　容　薬剤師　　　　○提出書類　履歴書など　○勤務時間　応相談

～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
○内　　容　看護助手　　　○提出書類　履歴書　　　○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

～調理員（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　　　○勤務時間　応相談

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 18 日（土）～８月 31 日（月）　＊ただし、下記日程は除きます。
　　　　　　７月　　21、22、23、24、25、28、29 日
　　　　　　８月　　４、５、10、11、12、13、14、15、18、19、25、26 日
■時　　間　午後７時 30 分～午後８時 30 分迄
■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　電話 2 － 4811　営業時間　午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分
・NPO 法人　八丈島観光レクリエーション研究会　
　　　　　　　　　　　　電話 7 － 7027　営業時間　午前 8 時～午後 9 時
・八丈島観光協会　　　　電話 2 － 1377　営業時間　午前 9 時～午後 5 時
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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

町立保育園臨時職員の募集
対 象 者　子ども好きで、体力のある心身ともに健康な方。（資格、経験は問いません。）　
　　　　　 保育士資格はあるが保育現場を離れた方や、現場経験のない方はもちろん、保育士資格をお持ち

でない子育て経験者の方なども大歓迎です。
勤務内容　保育士業務・保育士補助業務（保育園勤務する保育士のお手伝いをしていただきます。）
勤務場所　各保育園
勤務時間　 保育園により異なります。詳細は町立保育園ホームページまたは福祉健康課厚生係に問い合わせ

ください。
時　　給　臨時保育士（保育士資格あり）1,010円　臨時保育士（保育士資格なし）920円
応募方法　 八丈町の指定する履歴書（福祉健康課厚生係で受け取るか、八丈町ホームページからもダウンロー

ドできます。）に必要事項を記入し、福祉健康課厚生係（町役場１階7番窓口）までお持ちください。
採　　用　応募順に登録される名簿から適任者を選出し、面接を実施した後に決定します。
注意事項　 八丈町立保育園で臨時保育士として働くための希望登録制度です。臨時保育士が必要になった時

に、登録された方の中から選定します。
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話2－5570

ご存知ですか？　検察審査会

検察審査員に選ばれましたら、ご協力お願いします

　検察審査会は、選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が、検察官が事件を
裁判にかけなかったこと（不起訴処分）の善し悪しを審査する制度です。
■問い合わせ■　東京第一検察審査会事務局　　電話03-3581－2877
　　　　　　　　裁判所ホームページ　http://www.courts.go.jp/kensin/
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参加しませんか？募集しています！

町 営 住 宅 入 居 者 募 集（平成 27 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バリアフリー住宅です。 
（※ 2） 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。 
（※ 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。

町営住宅の入居者を次のとおり募集します。
島外の方も申し込める住宅があります。詳しくは下記連絡先まで問い合わせください。

■受付期間
　7月13日(月)～7月21日(火）
　午前8時30分～午後5時15分
　※18日（土）、19日（日）、20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26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
■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23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あり
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

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 群ヶ平
第２団地

１－２０１ 3DK 
57.1㎡ S60 15,100 ～ 

29,700 鉄筋コンクリート造 
２階建 ２人以上世帯向け

３－２０２ 3DK 
55.6㎡ S62 15,100 ～ 

29,800

三根 神湊第３団地

Ａ－１０１ 1LDK 
47.7㎡ H11 15,400 ～ 

30,400
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

Ａ－２０３ 2LDK 
72.7㎡ H11 23,600 ～ 

46,300
鉄筋コンクリート造 

３階建 ２人以上世帯向け

Ｂ－２０２ 2LDK 
70.2㎡ H12 22,700 ～ 

44,600
鉄筋コンクリート造 

３階建 ２人以上世帯向け

三根 中道団地 Ｂ－２０６ 3LDK 
71.1㎡ H17 23,700 ～ 

46,600
鉄筋コンクリート造 

２階建 ３人以上世帯向け

三根 富士見団地 ２－２０４ 2LDK 
57.2㎡ H10 18,300 ～ 

36,000
鉄筋コンクリート造 

２階建 ２人以上世帯向け

大賀郷 八重根団地
１０３ 1K 

36.1㎡ H14 11,600 ～
22,900

鉄筋コンクリート造 
２階建 単身世帯向け

２０５

大賀郷 八蔵団地

２－１０２ 3DK 
58.5㎡ H3 17,300 ～ 

33,400
鉄筋コンクリート造 

２階建 ３人以上世帯向け

４－２０１
3DK 

58.8㎡ H2 17,200 ～
33,700

鉄筋コンクリート造 
２階建 ３人以上世帯向け４－２０３

４－２０４

中之郷 中之郷団地 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 
（３人以上優先） 

単身者期限付入居可（※２）

中之郷 粥倉第２住宅
１ 3LDK 

76.3㎡ H18 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（※２）２

末吉団地 １－３０１ 3LDK 
79.5㎡ H10 25,700 ～ 

50,600
鉄筋コンクリート造     

３階建
3 人以上世帯向け 
( ３人以上優先 )末吉



7月2015
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
高齢者健康教室

10:00-12:00

ぱしふぃっく
びぃなす寄港

5 6 7 8 9 10 11
し尿収集運搬休業日 コミュ休館日

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受付

高齢者健康教室

10:00-12:00

すくすく相談

9:00-11:30

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
プレミアム商品券販売日

プレミアム商品券販売日
コミュ休館日
図書館休館日

子ども心理相談
9:00-16:00

１歳６カ月時健康診査
13:15-13:45受付

プレミアム商品券販売日

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 図書館休館日 し尿収集運搬休業日 第43回

八丈島夏まつり
第43回
八丈島夏まつり

し尿収集運搬休業日
第43回八丈島夏まつり

26 27 28 29 30 31
し尿収集運搬休業日 コミュ休館日

図書館休館日
図書館休館日

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

（受付時間／ 8：00 ～ 11：00）

診　療　日 診療時間
耳鼻咽喉科 7 月 27 日（月）～ 29 日（水） 9：00 ～
糖尿病教室 7 月３日（金） 8：30 ～

7月2015

7月のゴミ分別回収 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

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

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

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

※毎月第３土曜日は施設点検の為、クリーンセンターのごみ受付業務を休止します。

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

温 泉 休 業 日 ※定休日が祝日の場合は営業いたします。

休　　業　　日
ふれあいの湯 13 日 毎週月曜日
みはらしの湯 　6 日～10 日※　14 日 毎週火曜日
ザ・ＢООＮ 　 1 日　15 日 毎週水曜日
やすらぎの湯 　2 日　16 日　 毎週木曜日

7 月 20 日（月）～８月 31 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６日（月）～ 10 日（金）までみはらしの湯は浴室改修工事のため臨時休業します。
　休業期間中、他の町営温泉は休まず営業します。

７月 19 日（日）～２4 日（金）胃・肺・大腸がん検診／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・Ｃ型肝炎ウイルス検診　※詳しくは今月号の折込をご覧ください。


