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町の人口（2月1日現在）  ( 先月 1 日比 )

転入ほか……12人（うち出生　3人）

転出ほか……27人（うち死亡 15人）
1月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （2月1日現在）※外国人含む

 人　口 7,819人 減 15人 
 男 3,865人  減 7人
 女 3,954人 減 8人
世帯数 4,430世帯 減 17世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,073 1,811 1,858 3,669
大賀郷 1,473 1,278 1,306 2,584
樫　立 301 267 261 528
中之郷 378 347 365 712
末　吉 205 162 164 326

交通少年団員募集／おじゃりやれ！東京へ 第３３回八丈島三根会総会開催　ほか▶▶17
大賀郷公民館　駐車場の利用制限について（期間延長）　ほか▶▶18
町営住宅入居者募集 ( 平成 27 年度第６回 )▶▶19

第 50 回八丈島フリージアまつり／第８回八丈島＆八丈富士エコジャーニーマラソン▶▶14
観光 おじゃれ 11 万人／障害者巡回相談（18 歳以上対象）を実施します▶▶15
第 38 回八丈島無料法律相談会／第 213 回東京都都市計画審議会　ほか▶▶16
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第 27 回　八丈島文化フェスティバル

1月 24 日に開催され、ジャンルを超えた文化の競演が披露されました。
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八丈町おしごと掲示板（Ｗｅｂ）はじまります！

　平成 27 年度中に策定する八丈町人口ビジョン・総合戦略では、少子高齢化、人口減少の克服に向けて、
実効性のある取り組みを地域住民の協力を得ながら検討してきました。
　この戦略の大きな目標である、産業振興や、定住促進・島外からの移住受入促進、活力ある地域社会の
形成のための一つの施策として、３月から「八丈町おしごと掲示板（Ｗｅｂ）」をはじめます。
　後継者を探している方、事業の維持、開始や拡大のために雇用したい方の情報を集約し、町内で働きた
い方へ発信します。募集事業主も求職者も、ぜひご利用ください。利用料はかかりません。

おしごと掲示板利用のながれ

　① 町内に勤務地がある求人情報を掲載したい事業主（法人、個人）は、企画財政課または出張所へ「求
人情報掲載申込書」を提出（様式は町ホームページからダウンロードできます。）

　② 企画財政課で、内容が法令に違反していないか、賃金や労働時間の労働条件が通常の条件と比べて著
しく不適当でないかなどを確認

　③ 企画財政課が、求人情報を総務省が運営する『全国移住ナビ』（http://www.iju-navi.soumu.go.jp ）
に掲載（掲載期間は最長で３カ月です。）

　④求職者は『全国移住ナビ』を見て直接、募集事業主に問い合わせ
　※ 全国移住ナビトップページ→仕事から探してみる→自治体が集めた求人情報から探す→東京都八丈町

を選択してご覧ください。

募集事業主の方へ・・・
　・ この掲示板は、町内を勤務地とする、正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、パート、その他の

求人を取り扱います。求職者から直接、募集事業主に問い合わせがあります。
　・求人情報掲載申込書は郵送、ＦＡＸ、Ｅメールでは受け付けません。
　・採用希望人数に達したり、募集を要さなくなったときは企画財政課に掲載を取り下げる申請をしてく

ださい。
　・この掲示板によって、採用を決定したときは、企画財政課に採用決定報告をしてください。

ご注意
　・町は職業紹介や斡旋をしません。求職者は直接、募集事業主に問い合わせく

ださい。
　・募集事業主と求職者の間で、いかなる損害が生じても、八丈町はその責めを

負いません。

■問い合わせ・申し込み■　企画財政課企画情報係　電話 2－1120

八丈町おしごと掲示板（Ｗｅｂ）はじまります！

  募集事業主 求職者

町企画財政課 『全国移住ナビ』に掲載

① ③

②

④



INFORMATION●　広報はちじょう

3

第 26 回八丈島産業祭／町長上京日記

第 26 回八丈島産業祭　　■問い合わせ■　産業観光課産業係　電話 2－1125

地場産業の振興・活性化を目的とした八丈島産業祭が開催されます。
皆さんお誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。
□日　　程　　　３月19日（土）・20日（日）　午前10時～午後３時30分
　　　　　　　　（屋外の展示即売・試食は午後３時まで）
□場　　所　　　八丈町役場　
　　　　　　　　※駐車スペースに限りがありますので、乗りあわせでご来場ください。
□展示・出店など
　○農林部会
　　・切葉、切花、鉢物、野菜の品評会と、即売・洋ランを使ったフラワーアレンジの製作体験
　　・レイメイキング・花壇苗、野菜、観葉植物の即売など
　　・八丈フルーツレモン加工品（ジャム他）、野菜などの販売
　○商工部会
　　・八丈島産商工業製品の品評会、特産品・郷土品の展示即売
　　・郷土料理（島寿司、くさや、明日葉ドーナツなど）の試食、島酒試飲など
　○水産部会
　　・魚（トビウオ、キンメダイなど）の予約販売
　　・島の魚料理の試食など
　○特別行事
　　・牛焼肉、もつ煮、牛乳、焼き芋などの試食（19日のみ）
　　・もちつき大会（20日のみ）・苗木の無料配布（１人１本、先着順。配布前に整理券を配布）

【産業祭共進会出品のお願い】
　 　本島における農林 ･ 水産・商工全てにわたる産物の出展を募ります。切葉・切花・鉢物の部門におい

て多くの方の出展にご協力をお願いします。生産者はもとより町民および観光客などにも展示し、品質
向上、生産の高揚と啓蒙をはかり、八丈島産業の発展に寄与することを目的とします。

□出品方法
　（１）切葉・切花・鉢物
　　　　申し込み受付は農協各支店で行いますので詳しくは各支店に問い合わせください。
　（２）黄八丈製品・陶器・くさや加工・木竹製品・食料品・その他
　　　　出品を希望する方は、３月４日（金）午後５時までにご連絡ください。
　　　　連絡先：八丈町商工会　電話 2－2121
　◎搬入審査　３月17日（木）・18日（金）　◎一般公開　３月19日（土）・20日（日）

町 長 上 京 日 記　1月
７日～８日
◉ANA1892便にて上京
◉東京海区漁業調整委員会
◉ANA1895便にて帰島

15日～19日
◉ANA1892便にて上京
◉東京都予算復活要望市町村長合同会議
◉八丈島郷友会
◉神田小川町ゆきだるまフェア
◉土地改良事業団全国会長会議
◉ANA1893便にて帰島

20日～21日
◉ANA1892便にて上京
◉ポート・オブ・ザ・イヤー2015表彰式
◉港湾関係団体新春賀詞交歓会
◉ANA1891便にて帰島

29日～30日
◉ANA1892便にて上京
◉東京都商工会連合会新年賀詞交歓会
◉ANA1895便にて帰島
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住民係からのお知らせ／国保だより

住民係からのお知らせ
○引っ越しに伴う住所異動の手続きをお忘れなく！　～日常生活に密接な関係がある住所～
　３月、４月は就学や就職、転勤などで引っ越しが多くなります。
　印鑑登録、国民健康保険への加入など皆さんの生活に密接に関係する制度は、住所を正しく届けていな
いと受けることができなくなることがあります。皆さんの生活の基礎となる届出ですので忘れずにきちん
と手続きをしてください。
○３月下旬から４月上旬は、窓口の混雑が予想されます
　例年３月下旬から４月上旬にかけては、「転出届」「転入届」「転居届」などの住民異動届や証明書など
の交付申請が集中するため、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなります。
時間に余裕があればこの時期を避けることをお勧めします。（転出届は引っ越し予定日の 14 日前から、
転入・転居届は引っ越し後 14 日以内に届け出てください。）
○就学のために引っ越しをされる方
　就学のため八丈町から引っ越しをされる方も、忘れずに転出届を行ってください。
　国民健康保険に加入されている方は、マル学制度を申請いただければ、転出届をしても今の保険証を継
続してお使いいただけます。マル学制度については、医療年金係に問い合わせください。

○マイナンバーカード（個人番号カード）を申し込まれた方へ
　お渡しできる準備ができた分から、交付通知書（ハガキ）をお送りしています。
　マイナンバーカード（個人番号カード）を申し込まれた方は、交付通知書が届くのをお待ちください。
交付通知書が届きましたら、次の書類を住民係へお持ちください。
　・交付通知書　　・個人番号通知カード　　・本人確認書類　※１
　※住民基本台帳カードをお持ちの方は、住民基本台帳カードも必要になります。
　マイナンバーカード（個人番号カード）の交付は原則として、本人への手渡しになります。
　代理人交付は、ご本人に病気、身体の障害その他やむを得ない理由がある場合に限られます。
　また、その理由を証明する書類などが別途必要になります。詳しくはご相談ください。
※１　本人確認書類　
①官公署発行の写真入り身分証明書いずれか 1 点
②官公署発行の書類やそのほか身分証明書いずれか 2 点

■問い合わせ■　住民課住民係　電話 2－1123

国保だより ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話2 － 1123

　皆さんが病気やけがをして保険医療機関で診察を受けた場合、窓口で支払う料金は医療費の３割～１割
で、残りを国民健康保険（皆さんが収める国保税など）で負担しています。医療費の上昇は、皆さんのちょっ
とした心がけで抑えることができます。

【医療費適正化のポイント】
　○生活習慣を見直し、栄養・運動・休養をバランスよく摂りましょう。
　○定期的に健診を受けて、健康管理に役立てましょう。
　○重複受診は控えましょう。
　○緊急以外の休日・時間外受診はさけましょう。
◆「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。
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国民年金／１日 350 ｇの野菜を摂るようにこころがけましょう。

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/

【国民年金保険料の未納期間がある方へ】
　国民年金は、所得が少ないときや失業などにより保険料を納めることが経済的に困難な場合、保険料の
免除または猶予を申請することができます。
　平成26年４月から、申請時点の２年１カ月前の月分まで申請ができるようになりました。
　また、災害・失業などを理由とした免除（特例免除）についても、平成26年４月からは、災害・失業
などがあった年の翌々年６月までの期間について、申請ができるようになりました。（平成26年３月以前
にあった災害・失業も対象となりますが、過去分の審査対象期間は、２年１カ月前までです。）
　※下記（1）～（3）の内容にご注意ください。　
　　（1） ２年１カ月前の月分まで免除（猶予）申請をすることができますが、申請が遅れると、万一の際

に障害年金などを受け取れない場合や、失業などの特例免除が受けられない場合がありますの
で、すみやかに申請してください。

　　（2）申請期間に対応する前年所得に基づき審査を行いますので、免除が承認されない場合があります。
　　（3）全額免除と一部免除は配偶者および世帯主、若年者納付猶予は配偶者についても所得審査を行い

ます。
【ご存知ですか？国民年金の任意加入制度】
　老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めなければ、満額の年金を受け取る
ことができません。
　国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から
65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、満額の年金に近づけることができます。
　なお、老齢基礎年金を受給するためには、保険料の納付済期間や保険料の免除期間などが原則として
25 年以上必要となりますが、この要件を満たしていない場合は、70歳になるまで任意加入することがで
きます。（ただし、昭和40 年４月１日以前に生まれた方に限られます。）また、海外に在住する日本国籍
の方も国民年金に任意加入することができます。
各種問い合わせ（全て第２土曜日を除く祝日と12月29日から１月３日は利用いただけません。）
●一般的な年金相談に関する問い合わせ（ねんきんダイヤル）
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：午前８時30分～午後７時　　火～金曜日：午前８時30分～午後５時15分
　　　　　第２土曜日：午前９時30分～午後４時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後７時まで受付。
●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 3－6700－1144（一般電話）
受付時間　月～金曜日：午前９時～午後７時　　第２土曜日：午前９時～午後５時
●国民年金保険料後納制度（保険料の納付の延長）に関する問い合わせ
0570－011－050（ナビダイヤル）　PHS、IP 電話、海外からは 03－6731－2015（一般電話）
受付時間　月　曜　日：午前８時30分～午後７時　　火～金曜日：午前８時30分～午後５時15分
　　　　　第２土曜日：午前９時30分～午後４時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後７時まで受付。

１日 350 ｇの野菜を摂るようにこころがけましょう。
　350 ｇの分量目安は、おおよそ両手山盛りの野菜量です。一人暮らしの
方などなかなか難しいことなのかもしれませんが、お弁当やお惣菜の購入
時、追加で１品サラダや野菜の煮物などを一緒に購入するか、または作り
置きの野菜料理を食べるなどして、毎食の野菜摂取をこころがけましょう。
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税のお知らせ／平成 27 年度　東京都最低賃金の適用について

■問い合わせ■　税務課　電話 2－1122税のお知らせ税のお知らせ

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
　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方は、電話申し込みにより業務時間外
（午後５時15分～７時）に納付相談を行っています。
●延滞金
　八丈町では、税金を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
も納付いただけない方からは、延滞金を徴収しています。
　納期限を過ぎても納付されていない場合、その期間などにより、高額な延滞金になる場合があり
ますので、期限内納付をお願いします。

■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日現在で軽自動車を所有している
方に課税されるため、４月２日以降に廃車などの手続きをされても、その年度の税金は課税されま
す。廃車などの予定がある方はご注意ください。

区分 手続窓口
原動機付自転車 八丈町税務課　電話 2－1122

東京都八丈島八丈町大賀郷 2551－2小型特殊自動車

軽自動車
四輪、三輪

軽自動車検査協会東京主管事務所
電話 050－3816－3100 （コールセンター）
東京都港区港南 3－3－7　　

二輪 関東運輸局東京運輸支局　電話 050-5540-2030
東京都品川区東大井１－12－17二輪の小型自動車

マイナンバー （個人番号） が必要な場合があります！
　平成28年２月16日より受け付けている平成27年分の確定申告書については、社会保障・税番号
制度導入に伴う個人番号の記載は不要ですが、青色申告承認申請書などの申請・届出書は、平成28
年１月より個人番号の記載が必要です。
　提出の際は、個人番号確認書類（通知カードなど）と身元確認書類（運転免許証など）をお持ち
ください。
　詳しくは、国税庁「税務手続の案内」のページに掲載していますので、以下の URL からご確認く
ださい。（http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/yousiki.htm）

平成27年度　東京都最低賃金の適用について
　本年度は東京都特定（産業別）最低賃金の改定が行われませんでした。
　したがって、東京都最低賃金の時間額 907 円が全ての業種に適用されます。
■問い合わせ■　東京労働基準部賃金課　電話 03－3512－1614（直通）
　　　　　　　　最低賃金総合相談支援センター　電話 0120－311－615
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平成28年度　町・都民税の申告の受け付けについて　ほか

　平成28年度（平成27年分）町・都民税申告を下記の日程で受け付けますので、申告書の提出をお願い
します。お越しの際は収支の資料、生命保険・地震保険の控除証明書、国民年金・国保税・医療費などの
領収書、給与や公的年金の源泉徴収票、昨年の申告書の控え、印鑑などを必ずお持ちください。
申告の必要な人
１　平成28年１月１日に八丈町に住んでいた人
２　 平成27年１月１日から12月31日の間に給与所得があり、給与支払報告書が事業所から八丈町税務

課に提出されていない人
３　平成27年１月１日から12月31日の間に給与所得以外の所得があった人
　※給与所得以外の所得の例　　○事業所得（自営業、漁業、農業、保険外交、内職など）
　　　　　　　　　　　　　　　○不動産所得（地代、家賃など）
　　　　　　　　　　　　　　　○雑所得（定期年金、互助年金、講師謝礼など）
　　　　　　　　　　　　　　　○一時所得（生命保険や損害保険の満期（解約）返戻金など）
　※ 年末調整をした給与所得者で、給与所得以外の所得が 20 万円以下の方は所得税の確定申告は不要で

すが、住民税の申告は必要です。
４　失業、退職などで収入が全くなく、誰の扶養にもなっていない人
　　「収入がなかった」という申告をしてください。
５　収入が非課税所得（遺族年金、障害者年金など）のみで、誰の扶養にもなっていない人
　　「課税所得がなかった」という申告をしてください。

期　　　間 会　　　　　場 時　　　間
３月　６日（日） 三 根 公 民 館

午前９時
～

午後４時

３月　７日（月） 末 吉 公 民 館
３月　8日（火） 中 之 郷 公 民 館
３月　９日（水） 樫 立 公 民 館
３月10日（木）

八 丈 町 役 場 １ F
「八丈町民ギャラリー」３月11日（金）

３月14日（月）

平成 28 年度 町 ・ 都民税の申告の受け付けについて

芝税務署 ・ 東京税理士会による出張申告相談
　税理士や税務署の職員が、下記の日程で皆さんの相談に無料で応じます。
　税務署から申告書が郵送されてきた方、土地や建物を売却した方、株による収入がある方、台風などに
よる損害がある方は、この機会をご利用ください。
　また、贈与税などの申告については八丈町では対応していませんので、ご質問のある方は必ずこの期間
にご来場ください。

期　　　間 会　　　　場 時　　　間
３月　２日（水） 八丈町役場１F

「八丈町民ギャラリー」
午前 10 時～午後４時

３月　３日（木） 午前 ９時～午後３時
※両日とも正午から午後１時の間を除きます。
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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　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～ 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！
　　　３月２日（水）ペッタンコ遊び
　　　　　９日（水）牛乳パックを使って
　　　　 16日（水）製作（写真たて作り）
　　　　 23日（水）メダル作り
　　　　 30日（水）壁面装飾
　※育児・保健相談は随時受け付けています

　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

 

 

第2土曜日（12日）
も0歳～未就学児を
対象に交流ひろばを
開放しています♪  

●日本脳炎集団接種　　　　　　　　　　　日時：　３月 ３ 日（木）　午後３時～４時
●四種混合集団接種　　　　　　　　　　　日時：　３月10日（木）　午後３時～３時30分
●水痘集団接種　　　　　　　　　　　　　日時：　３月16日（水）　午後３時～３時30分
●ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種　日時：　３月24日（木）　午後３時～３時30分
●予約制個別接種　　　　　　　　　　　　日時：　３月10日（木）　午後３時30分～４時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３月24日（木）　午後３時30分～４時
●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 ■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
１歳児歯科健康診査　３月２日（水）　受付：午前９時15分～10時
　○対象　平成26年12月10日～平成27年３月２日生まれの幼児
３歳児健康診査　　　３月８日（火）　受付：午後１時15分～１時45分
　○対象　対象　平成25年１月20日～平成25年３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
３月８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
３月15日（火）　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。
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自殺防止！東京キャンペーン

東京都のキャンペーン事業

（1）特別相談の実施
●東京都自殺相談ダイヤル～こころといのちのほっとライン～
　　３月 27 日（日）～ 31 日（木）（24 時間）　0570－087478
●自殺予防いのちの電話
　　３月 10 日（木）午前 8 時～ 11 日（金）午前 8 時（24 時間）
　　電話：0120－738－556（フリーダイヤル）
● 54 時間特別相談（東京自殺防止センター）
　　３月 5 日（土）午前 0 時～７日（月）午前 6 時　電話：0120－589－090（フリーダイヤル）
●自死遺族のための電話相談（全国自死遺族総合支援センター）
　　３月５日（土）～７日（月）午前 11 時～午後７時　電話：03－3261－4350
●自死遺族のための電話相談（グリーフケア・サポートプラザ）
　　3 月８日（火）～ 11 日（金）午前 10 時～午後 10 時　電話：03－3796－5453
●多重債務１１０番（東京都消費生活総合センター）
　　3 月 7 日（月）～ 8 日（火）午前９時～午後５時　電話：03－3235－1155

（２）総合相談会
●若年層向けこころといのちの総合相談会
　　3 月７日（月）～１１日（金）午後１時～７時 ( 最終受付：午後 6 時 )
　　場所：新宿エルタワー 1 階　サンスカイルームＣ室
　　【問い合わせ】NPO 法人自殺対策支援センターライフリンク 
　　電話：03－3261－4934（平日　午前 10 時～午後 8 時）
●いのちを守る何でも相談会
　　3 月 7 日、14 日、28 日（月）　各日：午後 6 時～ 9 時（最終受付：午後 8 時）
　　場所：新宿西口永和ビル・メディアボックス
　　【問い合わせ】東京司法書士会事務局事業・研修課　
　　電話：03－3353－9191（平日　午前 9 時～正午、午後 1 時～５時）

（３）講演会について
●大学生向けこころといのちの講演会　「悩むってあたりまえ～目指せ！ありのままマイスター」
　　３月 24 日（木）午後２時～５時 30 分　申込締切：３月１４日（月）午後５時まで
　　場所：東洋大学白山キャンパス　２号館 16 階スカイホール
　　内容：第一部　講演
　　　　①「自殺うつ予防～若者が若者を支える仕組みづくり～」
　　　　　NPO 法人 Light Ring. 代表理事　石井綾華　氏
　　　　②「こころを元気にする　こころのスキルアップ・トレーニング」
　　　　　一般社団法人認知行動療法研修開発センター理事長　大野裕　氏
　　　　第二部　大学生によるワークショップ「悩みとその対応方法について」
　　対象：都内在住・在学の大学生、大学・民間団体・自治体職員、一般都民
　　定員：約 200 名（うちワークショップ参加大学生 60 名程度）
　　共催：文京区　　企画・運営協力：東洋大学社会学部社会福祉学科　加山弾准教授ゼミ
　　申込方法：東京都福祉保健局ＨＰをご覧ください。
　　（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/tokyokaigi/rinji1/kouenkai.html）

「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）
３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」

ありのままマイスター 検索
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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

水道料金のお支払いは納期限までに

水道だより水道だより
　

◆高齢者世帯水道料金の軽減のご案内
　次の要件に該当する方は、申請により水道料金が軽減されます。
■　減免要件　以下の要件をすべて満たす方
　　1. 70歳以上の高齢者のみの世帯で、八丈町に住民登録があり、町内に居住していること
　　　　（世帯構成員が１人もしくは２人の高齢者世帯）
　　2. 平成27年度（平成26年中）における世帯全員の年間収入の合計金額が、次の基準以下であること
　　　　・１人世帯　　800,000 円　　・２人世帯　1,260,000 円
　　3. 扶養されてないこと
　　4. 申請した水道が本人の生活用水であり、水道使用者の名義が本人であること
■　免除期間　平成28年 4 月～平成29年 3 月分
■　減免料金　水道料金のうち、1 カ月に 20㎥以下分（生活用水に関わる水栓 1 箇所のみ）
■　受付期間　3 月10日（木）～ 3 月31日（木）　※土日祝日を除く
　　・申請書は企業課水道係および各出張所に用意してあります。
　　・申請に必要なもの　水道使用料のお知らせ（または領収書）、印鑑
　　※ 町内転居された場合は、再度申請が必要です。また、ほかの市町村から転入されてきた方は、所得

証明書が必要になる場合がありますので、問い合わせください。
◆水道の届出を忘れずに
　3 月下旬から 4 月上旬の時期は、水道の開栓・閉栓の手続で窓口が大変混み合います。引っ越しの日が
決まりましたら、早めの手続をお願いします。

【水道の手続き】引っ越しの際には、事前に水道使用の開始・中止の手続が必要になります。
印鑑を持参のうえ、企業課水道係または各出張所にお越しください。
手続きせずに引っ越された場合、引っ越し後もお客さま使用分として水道料金の請求が発生しますので、
必ず届出をお願いします。（さかのぼっての中止はできません。）
※届出や問い合わせの際には、「水道使用料のお知らせ」に記載のお客様の使用番号をお知らせください。

各種届出

水道を使用開始するとき

3日前 水道係
各出張所

引っ越しするとき
水道を一時的に使わないとき
使用者の名義が変わるとき
給水装置の所有者の名義が変わるとき 速やかに
給水装置の新設・改造・移設に関すること

随時 水道係
給水装置の撤去に関すること

■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休業日前に申し込みください。
　３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 日（日） 12 日（第２土） 13 日（日） 20 日（日・祝） 21 日（月・振替）
26 日（第４土） 27 日（日）

　　収集運搬業務の受付時間　午前８時～午後４時
　　収集運搬業者　㈱八丈島衛生総合企画　電話 2-0855
○手数料、使用料などの納め忘れはありませんか？
　し尿・浄化槽汚泥の汲み取り手数料や、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、町会計課および各出張所でお支払いできます。
■問い合わせ■　住民課浄化槽係　電話 2－1123
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環境だより／八丈高校施設開放のご案内

■問い合わせ■　住民課環境係　電話2－1123

●アズマヒキガエルにご注意ください
　アズマヒキガエルが発生しています。他のカエルと比べて動きが俊
敏ではありませんが、刺激を与えると目の後ろの耳腺という器官から
毒を出しますので、素手で触れる時は十分に注意してください。
　アズマヒキガエルの繁殖期は、１月中旬から３月頃までで、池や水
たまりなどに産卵します。卵は、ひも状の透明な寒天質で内部に黒い
卵が確認できます。庭先に池がある方は、大量に発生する可能性があ
りますのでご注意ください。
●町が収集した空き缶（スチール缶）、ペットボトルを売却します
　平成28年度に、八丈町が収集する空き缶（スチール缶）・ペットボトルを売却します。
　買取を希望する場合は、３月11日（金）までに、建設課管財係（電話 2－1124）へ申し込みくだ
さい（発行３カ月以内の登記事項証明書・町税に関する納税証明書が必要です）。
　売却先は、申込者による競争見積により決定します。
●一般廃棄物処理手数料（前期・後期）は納め忘れのないようお願いします
　お店や事業所などの事業者が納付する、一般廃棄物処理手数料（清掃手数料）の納期限は３月31日

（木）です。また、新たにお店や事業を始められる方の一般廃棄物処理手数料に係る申請を、随時受け
付けますので申請してください。
●引っ越しなどで不用品を処分する際は、次のものについてご注意ください
　○布団や毛布など大きなもの（一辺の長さが 50㎝以上あるもの）
　　 クリーンセンターの焼却炉の扉に挟まり事故や故障の要因になるため、集積所では収集しません。

有明興業 ( 株 ) へ持ち込むか、粗大ごみ収集（有料）を利用ください。
　　※ 50cm 以下に細かく切ったものはごみ袋に入れて集積所に出してください。
　○家具類
　　有明興業㈱へ持ち込むか、または粗大ごみ収集（有料）を依頼してください。
　　※市販のごみ袋（90ℓ以下）に入る小型サイズのものは、集積所に出してください。
　○家電製品
　　 家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機および衣類乾燥機）は、家電リサイクル法により

適正な処理（有料）をしなければなりません。
　　家電販売店または有明興業㈱に処理を依頼してください。
　　その他、ごみの出し方、処理方法がわからない場合は、問い合わせください。
　◆有明興業　電話 2－4165　　粗大ごみ収集業者（八丈島衛生総合企画）　電話 2－0855
　　住民課環境係　電話 2－1123

◆八丈高校　施設開放のご案内◆
　都立八丈高校では、地域の皆さんに文化・体育施設の開放を行っています。初めて八丈高校の施設を使
用団体は、団体登録の手続きをお願いします。団体登録証が交付されると施設利用の申し込みができます。
※個人で利用できる施設は、図書室のみです。

開放施設 開放日時（原則） 利用料金（光熱水費） 利用資格

視聴覚ホール
土、日、祝日
午前８時30分～
午後９時30分

1,300 円／１回
　※３時間以内を１回とする。
　　（以下同様）

登録団体（個人不可）
※ 学習・文化・スポーツ

活動を目的とした 5
人以上の団体などの条
件あり

グラウンド、テニスコート、
体育館、武道場

土、日、祝日
午後５時30分～
　　９時30分

グラウンド　　2,500 円
テニスコート　1,000 円
体育館・武道場　700 円

図書室
毎週日曜日
午後１時30分～
　　３時30分

無料（貸出しは新書本、文
庫本のみ。一人４冊、２週
間まで）

個人登録をした方

■問い合わせ■　都立八丈高校　電話 2－1181
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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（教育相談一般）　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）

　かつて卒業式でよく歌われた「ほたるの光、まどの雪」の歌詞は、古代中国で、灯り用の油が買えなかっ
た貧しい学生が、ほたるや雪の明かりで本を読んだという故事によります。「蛍雪の功」ということばも、
きびしい境遇のなか、努力して勉強の成果を手にすることを意味しますが、LED 電球が蛍光灯にとってか
わり、パソコンやスマホ・タブレット端末が幅をきかせる時代になっては、やがて忘れられてゆくのかも
しれません。
　しかし、本を読むことの大切さは少しも変わりません。赤ちゃんのときから本に親しめる環境をと、八
丈町でも赤ちゃんのいる家庭に絵本を贈る「ブックスタート」が行われています。「読み聞かせ」の長い
歴史もあります。毎朝の 10 分間読書に取り組んでいる学校もあります。それでも、読書好きの子どもた
ちがなかなか育っていない現状が、去年 10 月に行われた「八丈町児童・生徒の生活習慣調査」から見
えてきました。「家庭での読書は、週に何日くらいしますか」との質問に、「０～２日」と答えた小学生が
71％、中学生で 75％もいました。中学生の携帯電話やスマホ、タブレット端末の所有率は 69％、１時
間以上使う生徒が 63％という数字と比較してみましょう。
　音やかたちを意味のある「ことば」として認識し、それを操作して考え、心を伝え合うことで人間の暮
らしは成り立っています。ことばをきたえ、思考とコミュニケーションの力を育てるには、本を読むこと、

「ものがたり」の世界でいろいろな人生にふれたり、時間と空間をこえた心の旅をたくさん経験させるこ
とが大切です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（教育相談室　　伊藤　宏）

今月の学校行事
■富士中学校　作品展示会　一般公開【見学】
　日時：５日（土）午後５時～８時　　　　　 ／　会場：体育館
　　　　６日（日）午前８時30分～午後４時　／　会場：体育館
■学習発表会　期日：６日（日）
　大賀郷中学校　展示　時間　午前８時～11時45分
　　　　　　　　　　　／　会場　体育館
　　　　　　　　舞台発表　時間　午前８時20分～10時40分
　　　　　　　　　　　／　会場　体育館
　三原中学校　　展示　時間　午前８時45分～午後３時
　　　　　　　　　　　／　会場　体育館
　　　　　　　　舞台発表　時間　午前９時～午後０時30分
　　　　　　　　　　　／　会場　体育館
■大賀郷小学校　開校記念日　期日：１３日（日）
■卒業式　　各中学校　期日：18日（金）
　　　　　　各小学校　期日：24日（木）
■各小・中学校　修了式　期日：25日（金）
■各小・中学校　春季休業　期日：26日（土）～４月５日（火）

 

 ほたるの光、まどの雪
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図書館からのお知らせ／第４回ボウリング大会　ほか

●図書館への返却をお忘れなく！
　３月は卒業・異動などで島外に出る人が多くなる時期です。引っ越し作業
で大変！という方も多いのではないでしょうか。でも、少し待ってください。
図書館から借りた本・雑誌・DVD などを返し忘れていませんか？返し忘れた
まま島外に出てしまった場合、図書館から連絡することができなくなる場合
があり、次に借りたい人が借りられなくなってしまいます。図書館の本・雑誌・
DVD などは、住民の大切な財産です。返し忘れがないようにご注意くださ
い！

●今月の新着図書から。
　　『死んでいない者』滝口 悠生 著　　　　『孫育ての時間（とき）』山縣 威日 編
　　『築地市場』モリナガ ヨウ 作絵　　　　『文房具のやすみじかん』小池 壮太 絵
　まだまだたくさんあります！　ぜひ図書館のホームページをご覧ください！
●今月のおはなし会 　12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）
　絵本の読み聞かせや工作遊びを予定しています。みんなでおじゃりやれ♪
●休館日　毎週月曜日・20日（日・春分の日）・31日（木・館内整理日）
●開館時間　午前９時 30 分～午後５時
■問い合わせ■　教育課スポーツ学習係　電話2－0797

図書館からのお知らせ

八丈町コミュニティセンター主催

　　第４回ボウリング大会
★日　　時　　３月５日（土）、６日（日）の２日間　
　　　　　　　両日とも午前10時から午後５時まで
　　　　　　　（参加自由です。ご都合の良い時間にお越しください。）
★申　　込　　当日、受付で申込書を記入してください。
★場　　所　　八丈町コミュニティセンター　ボウリング場
★大会内容　　いずれも個人戦。２ゲーム行い、スコアの高いほうで競います。
　　　　　　　①小学生（５年生以上）・中学生クラス　　②高校生・一般クラス
　　　　　　　※小学生が参加する場合には必ず保護者同伴でお願いします。
★参 加 費　　無料（２ゲームまで）
★参加資格　　小学５年生以上でボウリングに興味のある方ならどなたでもＯＫ♪

皆さんのご参加をお待ちしています。
■問い合わせ■　教育課スポーツ学習係　電話 2－0797

２０１６年台湾地震救援金
　２月６日の地震により台湾南部では、複数のビルが倒壊し多数の犠牲者がでるなど、甚大な被害となっ
ています。町では、日本赤十字社の依頼により救援金を受け付けていますので、皆さんのご理解・ご協力
をお願いします。
○受付期限　３月15日（火）まで
○受付場所　福祉健康課厚生係および各出張所
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2－5570
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第 50 回八丈島フリージアまつり／第８回八丈島＆八丈富士エコジャーニーマラソン

第８回八丈島＆八丈富士エコジャーニーマラソン
日　　時　　　５月28日（土）　午前６時 スタート
コ ー ス　　　スタート・ゴール　大賀郷公民館　※今大会はコースが変更となります  
　　　　　　　八丈島一周＆八丈富士（67.3Ｋｍ）
エントリー料　9,500 円（参加記念品・スポーツ傷害保険・大会中の飲食費を含む）
参加資格　　　自身で健康管理できる方
申　　込　　　４月28日（木）までに参加申込書を提出し、エントリー料をお振り込みください。
　　　　　　　〒 134 － 0083　東京都江戸川区中葛西 1－31－4－107　
　　　　　　　エコ・ジャーニークラブ事務局　八丈島一周係
　　　　　　　電話＆ＦＡＸ　03－3688－6814
           　　　 ホームページ：http://eco-journey.org/　　e-mail：info@eco-journey.org
■問い合わせ■　八丈島観光協会　電話：2－1377　ＦＡＸ：2－ 2573

第５０回八丈島フリージアまつり
期間：３月２０日（日・春分の日）～４月３日（日）
　　　午前１０時～午後４時３０分　
メイン会場：大賀郷　八形山フリージア畑
　フリージアの開花の時季を迎え、第 50 回八丈島フリージアまつりが
行われます。八丈富士を望む広大なフリージア畑で、約 35 万本の黄色、
白、ピンク、紫、赤など、色とりどりの愛らしい花に囲まれて、春の訪れを満喫してください。

●八形山会場（メイン会場）イベント
 ・フリージアのつみ取り（島外の方のみ） ・特産品の販売 ・八丈太鼓演奏　など　

●大越アロエ園会場イベント
 ・アシタバの無料摘み取り（島外の方のみ）

●えこ・あぐりまーと会場イベント
 ・特産品の販売

●東京都八丈農林合同庁舎会場イベント
 ・ガイドツアーの開催（八丈フルーツレモンやレイ・プランツなどの試験圃場巡り）
　開催日時：３月 23 日（水）、26 日（土）、30 日（水）、４月２日（土）
　　　　　　各日とも午後１時から 30 分程度（別日程希望の場合はご相談ください）※要申込

●島内スタンプラリー
 ・専用台紙に島の観光スポットなどに設置しているスタンプを集めて応募してください。
　抽選で素敵なプレゼントが当たります。

 フリージアインフィオラータｉｎ八丈島
期間：４月２日（土）・４月３日（日）
メイン会場：八丈町役場多目的ホール「おじゃれ」 / 八丈町役場１Ｆ「八丈町民ギャラリー」
サテライト会場：八丈島空港ロビー
フリージアインフィオラータに参加しませんか？
フリージアの花摘み、
そしてインフィオラータの製作者を募集中！
ピカチュウと一緒に１０ｍの大きなピカチュウの
花絵を一緒につくりましょう！！
※花絵制作は４月２日（土）午前９時から午後３時

■問い合わせ・申し込み■　八丈島観光協会　電話 2－1377
フリージアまつりホームページ　
http://www.infiorata88.com/freesia2016/
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観光 おじゃれ 11 万人／障害者巡回相談（18 歳以上対象）を実施します

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%

６月 4,877 5,060 1,224 1,000 6,101 6,060 4,612 4,581    0.7%

７月 8,108 8,219 1,823 1,886 9,931 10,105 7,712 7,847 ▲1.7%

８月 12,749 12,793 4,832 4,695 17,581 17,488 14,881 14,802    0.5%

９月 7,745 7,240 2,363 1,973 10,108 9,213 8,425 7,679    9.7%

10 月 7,321 6,396 1,361 1,123 8,682 7,519 5,734 4,966   15.5%

11 月 6,548 7,206 1,118 1,153 7,666 8,359 5,317 5,798 ▲8.3%

12 月 6,473 6,946 851 774 7,324 7,720 4,337 4,571 ▲5.1%

１月 6,210 6,182 765 644 6,975 6,826 4,366 4,273    2.2%

計 72,920 74,807 17,467 15,480 90,387 90,287 68,832 68,733    0.1%

※海路には、８月１日（にっぽん丸）の大型客船寄港分が含まれています。

3 月　　　八丈島産業祭　　　　　　　　　町役場庁舎　　　　　　　　19日（土）・20日（日）
　　　　　フリージアまつり　　　　　　　八形山フリージア畑　　20日（日）～４月３日（日）

4 月　　　フリージア・インフィオラータ　町役場庁舎　他　　　　　　　２日（土）・３日（日）

行
事
予
定

障害者巡回相談（18歳以上対象）を実施します
　東京都心身障害者福祉センターによる巡回相談を、下記の日程で実施します。
○日　　時　５月 26 日（木）・27 日（金）（27 日は午前のみ）　※要事前予約
○場　　所　八丈町役場１階　八丈町民ギャラリー特設ブース　
　　　　　　※予約人数によってはいずれか１日になる場合があります
○予約期間　３月７日（月）～３月 11 日（金）
○受付時間　平日　午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く）
 ・相談内容によっては、病院での受診を優先していただくことがあります。
 ・巡回相談では医療行為（診察・治療など）は行いません。

対象者
①�目（視覚）、耳（聴覚）、身体的に不自由な方（肢体不自由）で、身体障害者手帳を新規取得したい方、
または上記障害の手帳所持者で程度変更を希望される方

②�①の対象者で補装具（義肢・装具・座位保持装置・補聴器・車いすなど）の新規交付を受けたい方、
または過去に上記補装具の交付を受けた方で修理などの相談がある方

※�ただし、介護保険法対象者（65歳以上の障害者・特定疾病による40歳～64歳の障害者）の方
は車いす（標準型）の交付を除きます。

③�愛の手帳（知的障害者手帳）を新規取得したい方、または手帳所持者で程度変更を希望される方（児
童期に取得した方でも、成人時の再判定が済んでいない方は申し込みください。）

■申し込み・問い合わせ■　福祉健康課障がい福祉係　電話 2－5570
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第 38 回八丈島無料法律相談会／第 213 回東京都都市計画審議会　ほか

困ったときの相談窓口です。 安心してご相談ください。
　借金の返済でお悩みではありませんか？
　また、高齢者を中心に未公開株やファンドなどの投資被害が多発しています。
　おかしいな？と思ったら迷わず相談ください。
■返しきれない借金で悩んでいませんか？
　東京財務事務所　多重債務相談窓口　　電話 03－5842－7475（直通）
■だまされないで！危ない投資勧誘！
　東京財務事務所　投資詐欺等相談窓口　電話 03－5842－7016（直通）
　警視庁総合相談センター　　　　　　　電話 #9110　または　03－3501－0110
　八丈島警察署　　　　　　　　　　　　電話 2－0110

外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします
　３カ月未満の短期渡航者が現地での滞在情報（旅程・滞在先・連絡先など）を登録しておくことにより、
緊急事態が発生した場合の在外公館からの緊急一斉通報のメールなど安全に関わる情報が受け取とれるほ
か、いざという時の安否確認の対象にもなる制度です。
　海外へ渡航をされる方はぜひ活用ください。
○登録方法　１．「外務省海外安全ホームページ」（http://www.anzen.mofa.go.jp/）から登録
　　　　　　２．スマートフォンアプリ「外務省　海外安全アプリ」インストール後登録
■問い合わせ■　外務省領事局政策課　電話 03－5501－8162

第３８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 ３月27日（日）午前９時30分～午後０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）

第213回東京都都市計画審議会
日　　時：５月18日（水）　午後１時30分から　　場　　所：東京都庁内会議室
傍聴定員：15人まで（応募多数の場合は、４月27日（水）都庁会議室で公開抽選。）
申込期限：４月 20 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　東京都新宿区西新宿２－８－１　東京都都市整備局都市計画課宛
そ の 他：付議予定案件は東京都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
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交通少年団員募集／おじゃりやれ！東京へ 第３３回八丈島三根会総会開催　ほか

交通少年団員募集
　春の交通安全パレードや夏まつりパレードでの交通少年団員による演奏を、皆さん知っています
か？交通少年団はこうした活動を通して交通事故をなくすための呼びかけを行っています。
　今期、新しく交通少年団に入団するお友達を募集します。
　　・今年小学校３年生以上になる子（男女問わず。２年生以下は要相談。）
　　・進んで交通ルールを守り、他の子どもたちの模範となれる子
　　・パレードなどの楽器の演奏に興味があり、練習をがんばれる子
■申込期間　４月１日（金）まで
　　　　　　申込書は警察署または各駐在所にあります。
■申込先　　八丈島警察署または各駐在所
■入（卒）団式は５月中に実施予定
■問い合わせ■　八丈島警察署交通係交通少年団担当　電話 2－0110

おじゃりやれ！東京へ 第３３回八丈島三根会総会開催
■日　時：５月14日（土）午前11時より
■場　所：品川プリンスホテル（最寄り駅／ＪＲ山手線「品川駅」高輪口より徒歩３分）
○スケジュール
　・総会の部　・懇親会の部　＊楽しいプログラム企画あり
○参加費　１０，０００円（当日パーティ会費、通信・印刷費など含む）
○申込方法
　学年幹事へ連絡してください。学年幹事のいない方は知人の幹事、または直接事務局へハガキか
電話で申し込みください。（名前・住所・小学校卒業年度記載の上）

☆楽しい総会を企画しています。ぜひご参加ください。
※ 現在、昭和 54 年度卒業（49 歳以下）以降の若い学年の方の参加がありません。ご家族の皆さんや、

若い人も誘ってください。
八丈島三根会　会長　小宮山　肇

■問い合わせ■　三根会事務局　峯元信博　電話 03－3330－7260

三根公民館建設工事中の災害時避難所について
　三根公民館建設工事のため、避難所指定している三根公民館が使用できなくなります。災害時の避難所
開設などは、改めて防災無線などで周知しますので、ご理解とご協力をお願いします。
○いざというときに備えて
　防災無線個別受信機の電池は、一年に一度交換し、非常持ち出し品の準備もお願いします。
■問い合わせ■　総務課庶務係　電話 2－1121

平成２８年度ちょこっと共済　～みんなで一緒に。ちょこっとサイズのたしかな安心～
○交通災害共済「ちょこっと共済」に加入しませんか？
　「ちょこっと共済」は東京都の全市町村の住民が会費を出し合い、交通事故にあった時に見舞金を受け
取ることができる制度です。
○選べる２コース制　　A コース：年額１，０００円の会費で最高３００万円の見舞金
　　　　　　　　　　　B コース：年額　 ５００円の会費で最高１５０万円の見舞金
○申　込　先　福祉健康課厚生係または各出張所
　詳しくは、今月号折込の加入申込書付パンフレットをご覧ください。
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2－5570
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大賀郷公民館　駐車場の利用制限について（期間延長）　ほか

大賀郷公民館　駐車場の利用制限について（期間延長）
　現在、大賀郷公民館周辺で実施している浸透池などの工事期間を延長することとなりました。
　大変ご迷惑をおかけしますが、期間中は大賀郷公民館の駐車場が利用できませんので、臨時駐車場をご
利用いただくようお願いします。
なお、車いすをご利用の方は今までどおりの駐車スペースをご利用いただけます。

大賀郷公民館

工事範囲（概略）

至 八重根

至 八高

公民館利用の際は、飲食店横の
臨時駐車場をご利用ください。

大中上交差点

大賀郷公民館は通常どおり、利用可能です。

車いす利用の方は,
専用駐車スペースを
今までどおりご利用い
ただけます。

臨時駐車場

町役場庁舎

公用車専用
イベント時を除く

軽自動車用 3F
Ⓟ

Ⓟ
2F

Ⓟ

ⓅⓅ
Ⓟ

都道出入口

町立病院

Ⓟ バスなどの運行の妨げとなるため、
駐車はご遠慮ください。
また、ロータリー内は左側一方通
行です。

★工事期間　　　　 ～ 　平成２８年６月末 （予定）

■問い合わせ■
　○公民館の利用について　八丈町教育課生涯学習係　　　　電話 2－7071
　○工事について　　　　　八丈支庁土木課工事第一係　　　電話 2－1114

町役場への来庁の際は所定の駐車場をご利用ください
●所定の駐車場（下記の駐車場図をご覧ください）以外の駐車はおやめください。
●ロータリーや公道路肩への駐車は、町営バスの運行の妨げとなり、大変危険です。
　絶対におやめください。

■問い合わせ■　建設課管財係　電話 2－1124
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町営住宅入居者募集 ( 平成 27 年度第６回 )

＊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！＊

町 営 住 宅 入 居 者 募 集（平成27年度第６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。詳しくは問い合わせください。

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

三根 神湊第１団地 Ａ－１０５ 1K  
36.1㎡ H14 11,800 ～ 

23,200
鉄筋コンクリート造 

２階建 単身世帯向け

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
３－２０３

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

三根 桜平団地
Ａ－１０３ 1LDK 

53.2㎡ H13 17,500～ 
34,300

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

Ｃ－２０１ 2LDK 
64.7㎡ H13 21,200 ～ 

41,700
鉄筋コンクリート造 

３階建 ２人以上世帯向け

大賀郷 八蔵団地 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

大賀郷 寺山団地 ２－３０２ 3LDK  
74.8㎡ H8 22,900 ～ 

44,900
鉄筋コンクリート造 

３階建 ３人以上世帯向け

樫立 江能里住宅 １ 3LDK  
75.5㎡ H21 23,800 ～ 

46,800 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)

中之郷 中之郷団地
１－１０１

2LDK  
59.6㎡ H10 18,900 ～ 

37,100
鉄筋コンクリート造 

３階建

高齢者等専用(※1) 
（２人以上世帯優先） 
単身期限付入居可(※2)１－１０７

末吉 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) 

単身者期限付入居可(※2)

■受付期間
　３月４日（金）～３月11日（金）
　午前8時30分～午後5時15分
　 ※５日（土）、６日（日）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（義務教育終了前の

子ども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26年分）、
　　 最近転入された方は、現時点の収入見込証明書
　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：３月15日（火）午後1時15分～
　　　　　町役場1階相談室１

※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）
（保証能力を有し、町税や公共料金などを滞納していない方）

■問い合わせ・申し込み■　建設課管財係　電話2－1124
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参加しませんか？募集しています！

17

　
八丈町放課後子どもプラン

がじゅまる広場・とびっこクラブ指導員の募集！！
広場の維持のため、お手伝いいただける方を募集しています

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？
※特に三根小学校で勤務いただける方、お待ちしています！！
対 象 者　　体力に自信があり、子どもが好きで、町内に住所を有する方
　　　　　　（高校生については相談ください）
業務内容　　 八丈町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　　放課後（おおよそ午後２時、場合によっては午後０時30分）から午後６時30分（日祝除く）

（シフト制）　（長期休暇（春・夏休みなど）や、土曜日は午前8時からの勤務もあります）
応募方法　　 八丈町の指定する履歴書に写真を貼付のうえ必要事項をすべて記入し、福祉健康課厚生係ま

たは教育課生涯学習係まで持参してください。
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よりダウンロード

できます。（※「八丈町放課後子どもプラン」で検索、ページ下部のリンクより）
　　　　　　保育士・幼稚園教諭・教員免許等保持者は優遇しますので履歴書に記入ください。
勤務条件など　　八丈町臨時職員の任用に関する規程によります。
※ 採用方法、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

※履歴書・エントリーシート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
とってください。

　勤務条件や、提出書類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～
◆助産師　２名　　◆薬剤師　１名　　◆臨床工学技士　１名
○対 象 者　資格保有者　○選考方法　職員採用試験　○提出書類　履歴書・エントリーシート
○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！

～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

～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

～病院事務職募集～
○対 象 者　医事課勤務経験者　○選考方法　職員採用試験　○提出書類　履歴書・エントリーシート
○応募資格　昭和51年４月２日以降に出生し大学、短大（高等専門学校）、高等学校を卒業された方
○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）
○職務内容　一般事務、電子カルテ管理
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はちじょうトピックス／３月の航路ダイヤ　ほか

・耳鼻咽喉科　３月28日（月）～ 30日（水）　・糖尿病教室　３月18日（金）
　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。
　診療科によって予約方法が異なりますので、平日の午前８時30分から正午までに、院内予約係窓口
または、電話（2－1188）にて連絡ください。
○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

【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 7:35（7:30） 8:30（8:25） B738
（A320） 1892 9:05（9:00） 10:00（9:55） B738

（A320）

1893 12:10（12:15） 13:05（13:10） A320
（B738） 1894 14:20（14:05） 15:15（15:00） A320

（B738）

1895 15:45（15:50） 16:40 A320 1896 17:15 18:15 A320

※ 3/27 ～ 31 の間、ANA1891 便～ 1895 便について、上の表の（　）内の時間・機種で運行します。

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

区　間 期　間 普通運賃 往復割引（片道）

羽田＝八丈島
3/1 ～ 3/3 22,390 15,190

3/4 ～ 3/31 23,590 15,290

※運航事業者の都合により、急な時刻
変更などもあります。ご注意くださ
い。

○ 3月の航路ダイヤ

○第11回為朝凧あげ大会
　１月16日（土）三原中学校校庭において為朝凧あげ大会を開
催され、105名の参加者が来場し、凧あげのほか体育館内での
羽子板やこま回しなど、昔遊びを楽しみました。
　天候にも恵まれ凧あげ日和で、例年よりも多くの方々に参加し
ていただき、会場内も賑わいました。また、初めて為朝凧をあげ
る人も多く、実際に体験しながら八丈の伝統文化を感じていまし
た。

○第５回八丈島ことばカルタ大会
　１月11日（月）に大賀郷公民館にて、第５回八丈島ことばカ
ルタ大会が行われ、保育園児から高齢者まで、あわせて 52名が
参加し、大会を楽しみました。35 名のギャラリーに見守られて
行われた大会は、前半は８ブロックに分けて「年齢別」にカルタ
を行い、後半は年齢の枠をとり「交流戦」を行いました。
　年齢別の部では、同世代の熱い戦いが繰り広げられ、交流戦では、
島ことばに触れながら、幅広い世代での交流を楽しんでいました。



3月2016
3月2016

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5
高齢者健康教室

10：00 ～ 12：00
1 歳児歯科健診

9：15 ～ 10：00 受付
高齢者健康教室

10：00 ～ 12：00

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

図書館休館日
３歳児健康診査

13：15 ～ 13：45 受付
こども心理相談

9：00 ～ 16：00

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00
し尿収集運搬休業日

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

図書館休館日
すくすく相談

9：30 ～ 11：30
高齢者健康教室

10：00 ～ 12：00
高齢者健康教室

10：00 ～ 12：00
第26 回八丈島産業祭

20 21 22 23 24 25 26
第26 回八丈島産業祭
し尿収集運搬休業日
図書館休館日

第 8 回 八丈方言講座
「八丈方言を知り、
聞き、話す体験教室」
商工会研修室
14：00-16：00
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

し尿収集運搬休業日

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

図書館休館日
図書館休館日

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

温 泉 休 業 日

3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

※定休日が祝日の場合は営業します。

診　療　日 診療時間
耳鼻咽喉科 28 日（月）～ 30 日（水）  9：00 ～
糖尿病教室 18 日（金）  8：30 ～

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

燃・害 資源
古着 燃・害 資源

古着 燃・害 金属 資源
古着 燃・害 金属

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

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

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

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

びん 金属

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

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

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

金属 燃・害 資源 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

※その他の専門外来診療は予約制のため相談ください。
予約：院内予約係窓口、または電話（2－1188　平日 8：30 ～正午）

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。

休　　業　　日
ふれあいの湯 　7 日　14 日　28 日 毎週月曜日

みはらしの湯 　1 日　　8 日　15 日　22 日　29 日 毎週火曜日

ザ・ＢООＮ 　2 日　　9 日　16 日　23 日　30 日 毎週水曜日

やすらぎの湯 　3 日　10 日　17 日　24 日　31 日 毎週木曜日

第 50 回八丈島フリージアまつり　3 月 20 日（日）～ 4 月 3 日（日）まで

受付時間／ 8：00 ～ 11：00
※初めて町立八丈病院にかかる方は
　8：30 から受付。

第 50 回八丈島フリージアまつり　3 月 20 日（日）～ 4 月 3 日（日）まで


