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町の人口（9月1日現在）  ( 先月 1 日比 )

転入・出生　38人（うち転入29人、出生9人）

転出・死亡　32人（うち転出22人、死亡10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 7,771人 増 6人 
 男 3,841人  増減 0人
 女 3,930人 増 6人
世帯数 4,431世帯 増 5世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,083 1,831 1,851 3,682
大賀郷 1,468 1,262 1,301 2,563
樫　立 296 255 258 513
中之郷 381 332 358 690
末　吉 203 161 162 323
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８月２１日～２６日、島根県隠岐の島町で開催され、島の中学生選抜チームが参加しました。

姉妹都市南大東村チームとの集合写真



　● INFORMATION　 広報はちじょう

2

東京都シルバーパス／東京都最低賃金改正

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。発行は申込制で、利用期間中は下記の
バスなどが自由にご利用いただけます。

利用できるバスなど
八丈町営バス　　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

利用期間（今回申請分）　平成 29 年９月 30 日（土）まで　　　　受付窓口　企業課運輸係

対象区分 費　用 必　要　書　類

満70歳以上の都民
区市町村民税が非課税の方
または
課税で合計所得金額125万円
以下の方

1,000 円

①住所・氏名・生年月日が確認できる書類
（例：健康保険証、運転免許証など）
②平成 28 年度区市町村民税非課税の方のみ
課税状況が確認できる書類

（例：住民税非課税証明書、介護保険料納入通知書など）

満70歳以上の都民 で
上記以外の方

20,510 円
①住所・氏名・生年月日が確認できる書類

（例：健康保険証、運転免許証など）

東京都最低賃金改正
10 月１日より、時間額 932 円　

　東京都内で働く全ての労働者に適用されます。

最低限賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援

　業務改善助成金や、キャリアアップ助成金の助成額などの拡充と、申請手続の簡素化など運用の見直し

を行います。

■各種問い合わせ■

東京都最低賃金について　東京労働基準部賃金課　　　　　　　　電話 03－3512－1614（直通）

　　　　　　　　　　　　東京都最低賃金総合相談支援センター　電話 0120－311－615

業務改善助成金について　東京労働局雇用環境・均等部　　　　　電話 03－6893－110

キャリアアップ助成金について　最寄のハローワーク

（見　本）

■問い合わせ・申し込み■
企業課運輸係　電話 2－1126
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第 55 回　町民体育大会

第55回　町民体育大会　10月９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。
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：富士グラウンド
　◎卓球：三根小学校
　◎バレーボール：富士中学校
　◎体力測定：三根小学校

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グラウンドゴルフ
　　⑤フットサル（サッカー）

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いめみごささげリレー
　　⑦綱引き
　　⑧スプーンレースで玉入れホイッ
　午後　
　　◎ ゲートボール　グランドゴルフ

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　　　　　⑦ 1500 ｍ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　⑪リレー

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中・高・一般リレー
　　②宝ひろい　　　　⑥キャタピラ競争
　　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　
　　◎グラウンドゴルフ・輪投げ

■問い合わせ■
教育課生涯学習係　電話 2－7071
各出張所（大賀郷地域は八丈町総務課庶務係）



　● INFORMATION　 広報はちじょう

4

税のお知らせ／住民係からのお知らせ　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
東京都と都内区市町村からのお知らせ
平成 29 年度から個人住民税の特別徴収を徹底します！
　事業主の皆さんは、特別徴収への自主的な切替えを行うなど、
特別徴収の実施に向けて準備をお願いします。
特別徴収とは？
　事業主の方（特別徴収義務者）が従業員（納税義務者）に代わり、
毎月給与から個人住民税を差し引き、納入していただく制度です。
※ 従業員が常時 10 人未満の場合は、従業員の住所地の区市町村に申請書を提出し承認を受けること

で、年 12 回の納期を年２回にすることができます。
特別徴収義務者となる事業主の方
　所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収で納入
することが法律で義務付けられています。
特別徴収のメリット
　特別徴収にすると納期が４回から 12 回になり１回あたりの納税額が少なくなるほか、従業員の納
付忘れも防げます。
　　　　　■詳しくは東京都ホームページをご覧ください。

個人住民税ＰＲキャラクター
ぜいきりん

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

個人情報については電話では回答できません
　個人情報の内容については、たとえ本人であっても電話での回答はできません。必要に応じて証明書など
を請求いただき、記載内容をご確認ください。

個人番号カードの交付通知書（ハガキ）が届いたあと、そのままになっていませんか？
　交付通知書に手書きされている期日が過ぎても受け取れますが、一定期間保管ののち、受け取りのないカー
ドは廃棄します。早めの受け取りをお願いします。また、交付通知書を受け取ったが紛失したという方はご
連絡ください。

　

水道だより水道だより
公平性を保つために料金未納措置として『給水停止』を行います
　水道事業は皆さんにお支払いただく料金収入により運営しています。料金未納があると、お支払いただ
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。

納付相談をご利用ください！
お支払が困難な方には、相談に応じて現状にあった支払方法を提案します。事前連絡の上、開庁日の業務
時間内に企業課水道係にお越しください。
※水道料金のお支払いは納付期限内にお願いします。便利な口座振替をご利用ください。

■問い合わせ■　企業課水道係　電話2－1128
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町税の滞納処分を強化しています／赤い羽根共同募金運動

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
　病気やケガ、事業の休廃止などの事情により、やむを得ず納期限までに納付ができずお困りの方は、必
ず納付相談を町役場にて行ってください。町役場の業務時間内または、電話申し込みにより業務時間外（午
後５時 15 分～７時）にも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わ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解消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考えられます。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。

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
○申込方法  各金融機関へ預（貯）金通帳、届出印、納税通知書を持参して、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。

平成28年度　赤い羽根共同募金運動「じぶんの町をよくするしくみ」
10 月１日～赤い羽根共同募金運動
　「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 70 回を迎えます。皆さんの深いご理解
とご支援により、昨年の八丈町募金総額は 895,020 円でした。

平成 28 年度に寄せられた寄付金は、次の事業に重点配分されます
　① 社会的孤立を防ぐための活動や、高齢者や障がい者への支援など、地域における住民主体の生活支援

事業
　②ボランティアグループやＮＰＯなど、市民活動団体が行う地域福祉活動
　③首都直下型地震などの災害に備えた災害弱者対策事業などへの支援

「赤い羽根データベース“はねっと”」　　http://www.akaihane.or.jp
　募金の配分決定した内容などをご覧いただけます。
寄付金については、個人所得税の寄付金控除など、税制優遇措置があります。今年も、ご協力をよろしく
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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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/

【忘れずに提出してください！平成 29 年分公的年金等受給者の扶養親族等申告書】
　所得税の課税対象となる方で、各種控除を受ける方は、「扶養親族等申告書」を提出してください。所得
税の課税対象となる方は次の金額の老齢年金を受け取られた方です。

65 歳未満 108 万円以上
65 歳以上 158 万円以上

　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。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。ご注意ください。
　老齢年金には、所得税法により、「雑所得」として所得税および復興特別所得税がかかります。障害年金、
遺族年金には税金はかかりません。

※ 税制改正により平成 28 年分以降の源泉徴収票に控除対象配偶者や控除対象扶養親族の氏名を記載する
ことになりました。そのため日本年金機構では、平成 29 年分扶養親族等申告書をもとに、控除対象配
偶者や控除対象扶養親族の氏名などを確認します。この確認に係る作業期間を確保するため、毎年 10
月下旬の送付時期を８月に前倒ししました。

【社会保険料（国民年金保険料）控除証明書を 11 月上旬に送付します】
　平成 28 年９月 30 日までに納付した国民年金保険料額を証明した「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、年末調整で社会保険料控除の申告をする際は、この証明書（または領収証書）が必要です。
大切に保管してください。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。

▶▶各種問い合わせ▶▶各種問い合わせ 　※第２土曜日を除く祝日はご利用になれません。

●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：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 03-6700-1144（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。
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国保だより／平成 28 年台風 10 号等災害義援金

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

　国保被保険者対象の特定健康診査を７月 17 日～ 22 日の６日間で実施し、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。

メタボリックシンドローム結果通知の見方

　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です。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いますの

で、該当者の方はぜひ参加してください。

「医療費のおしらせ」８月に発送しました

　皆さんが医師にかかったときの医療費がいくらだったのかを把握しやすくするため、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

付していません。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。

糖尿病教室

　町立八丈病院では毎月１回、糖尿病教室を開催しています。どなたでもご参加できます。

期日：10 月 21 日（金）（飛行機欠航の場合中止）　場所：町立八丈病院外来待合室　

時間：午前８時 30 分頃～ 30 分程度

◆「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。ご相談ください。

　※その他、国民健康保険証や制度についてわからないこと、疑問に思うことなど、相談ください。

平成 28 年台風 10 号等災害義援金 

　平成 28 年８月に発生した台風 10 号に伴う大雨により、北海道・岩手県を中心に大きな被害がでました。
この災害で被災された方々を支援するため、八丈町では次のとおり義援金を受け付けます。皆さんの温か
いご支援をよろしくお願いします。

受付期間　10 月 31 日（月）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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環境だより／東京都島嶼町村一部事務組合職員募集

■問い合わせ■　住民課環境係　電話 2 － 1123

○農業資材などの廃棄方法
　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
営業所へ持ち込んでください。※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。

○家電４品目の適正処理をお願いします
　家電４品目（①エアコン、②テレビ、③冷蔵庫・冷凍庫、④洗濯機・衣類乾燥機）は家電リサイクル
法により適正処理しなければなりません。
（処理方法）
●買い替えの場合
　新しい商品を購入する店舗に引取義務があります。購入時、または購入後に相談しましょう。
●処分のみの場合
　商品を販売した店舗に引取義務があります。以前商品を購入した店舗に依頼しましょう。
●次のような場合は有明興業（株）八丈島営業所に直接持ち込んでください。
　・通信販売で購入した　・以前購入した店舗が廃業してしまった
　・引越しなどにより購入した店舗が遠方である
　・どこで購入したかわからない　・人から譲り受けた

○持込やリサイクル料金などの問い合わせはコチラ
有明興業（株）八丈島営業所　住所　大賀郷 8316 － 1　電話　2 － 4165　
　　　　　　　受付時間　午前８時 30 分～午後５時　※正午～午後１時を除く　休業日　日曜日
　不法投棄者に対しては、警察と連携をとり厳しい対応を図ります。家電４品目の適正処理にご協力を
お願いします。

○ 10 月 16 日は「世界食料デー」家庭での「フードロス」を減らしましょう
　日本では、年間約 632 万トンのまだ食べられる食品が廃棄されています。身近な工夫で家庭でのフー
ドロス（食品の廃棄）を減らす取組を実践しましょう。

家庭でのフードロスを減らす工夫
　食材を「買い過ぎず」「使い切る」「食べきる」、買い物時は、手前に陳列されているものから選ぶ。
正しく保存して消費期限内に食べ切るなら品質に変わりはありません。

東京都島嶼町村一部事務組合職員募集

募集職種 一般事務 技術

第一次試験 11月20日（日）筆記 書類選考

第ニ次試験 12月 4日（日）口述 11月20日（日）口述

■問い合わせ■　東京都島嶼町村一部事務組合
　　　　　　　　電話 03－3432－4961　

会　　場：島嶼会館２F
募集期間：10月31日（月）まで
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10 月のし尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日／道路に張り出している樹木などの伐採のお願い

10 月のし尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日
　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

　2 日（日） 　8 日（第２土） 　9 日（日） 10 日（月・祝）
16 日（日） 22 日（第４土） 23 日（日） 30 日（日）　

　収集運搬業務の受付時間　午前８時～正午、午後１時～午後４時
　収集運搬業者　㈱八丈島衛生総合企画　　電話番号 2 － 0855
浄化槽清掃作業経費の住民負担軽減措置　
　浄化槽の清掃作業に要する経費の一部を１年度につき１回負担します。
対　象　町の設置および町へ寄付した浄化槽ではない浄化槽
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 
※申請時にご提出いただく 11 条検査結果書は１年度に１回しか利用できません。
※ 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

道路に張り出している樹木などの
伐採のお願い
建築限界を守り、樹木の管理をお願いします

　夏の間に育った樹木などが道路に張り出し、歩

行者や車両の通行に支障をきたしている箇所が多

く見受けられます。事故を未然に防ぐために、私

有地から張り出している樹木などの管理をお願い

します。

※ 私有地から張り出している樹木などは、土地の

所有者の方が剪定または伐採をしてください。

建築限界とは

　道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の

高さの範囲内に通行の障害となるものを設けては

ならない区域のことです。

■問い合わせ■　建設課建設係　2 － 1124
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母子保健／平成 29 年度八丈町立保育園入園児募集

平成 29 年度八丈町立保育園入園児募集
【受付期間】

一次選考　　11 月１日（火）～ 11 月 25 日（金）
二次選考　　12 月５日（月）～平成 29 年３月 10 日（金）

【受付場所】　福祉健康課厚生係（町役場 1 階 7 番窓口）
※ 各保育園ではお預かりするだけで内容確認は行いません。内容に不備がある場合は、福祉健康課厚生

係までお越しいただくことになります。
【受付時間】　開庁日の午前９時～午後５時　【入園資格】別表のとおり
【募集人数・必要書類】　八丈町ホームページまたは、保育園のしおりをご覧ください。
【資料配布場所】　福祉健康課厚生係、各保育園で保育園のしおりなど必要書類を配布しています。
【資料配布、ホームページ掲載予定日】　10 月 26 日（水）から

【別表】　入園資格
年　齢 対象となる生年月日
５歳児 平成 23 年４月２日～平成 24 年４月１日生まれ
４歳児 平成 24 年４月２日～平成 25 年４月１日生まれ
３歳児 平成 25 年４月２日～平成 26 年４月１日生まれ
２歳児 平成 26 年４月２日～平成 27 年４月１日生まれ
１歳児 平成 27 年４月２日～平成 28 年４月１日生まれ
０歳児 平成 28 年４月２日以降（※）受入月齢は６カ月以上です。

（例）平成 28 年 11 月 11 日生まれ　⇒　平成 29 年　６月１日入園分から申込可能
　 　 平成 29 年　３月 10 日生まれ　⇒　平成 29 年 10 月１日入園分から申込可能

■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2 － 5570

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　

10月の健康診査
３－４か月乳児・産婦健康診査  11日（火）　受付：午後１時15分～１時45分
　○対象　平成28年５月17日～平成28年7月11日生まれの乳児とその産婦
４歳児歯科健康診査  12日（水）　受付：午前９時15分～10時
　○対象　平成24年７月14日～平成24年10月12日生まれの幼児

こども心理相談（要電話予約）
18日（火）　午前９時～午後４時　　○対象　１歳６か月以上の未就学児
　言葉が遅い・落ち着きがない・身体の動きがぎこちない・癖が気になるなどの相談に、専門の心理相談員が
応じます。

すくすく相談（要電話予約）
20日（木）　午前９時～11時　　持ち物：母子健康手帳
　日ごろ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。

会場：保健福祉センター
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10 月 子どもの定期予防接種／Ｂ型肝炎予防接種の定期化／ 2016 年エクアドル地震救援金報告

10 月 子どもの定期予防接種 ■予約・問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2 － 5570

Ｂ型肝炎集団接種 13 日（木）午後２時 30 分～３時
※今月よりＢ型肝炎が定期予防接種となりました。
四種混合集団接種 13 日（木）午後３時～３時 30 分
ＢＣＧ集団接種 20 日（木）午後３時～３時 30 分
麻しん風しん第１期集団接種 20 日（木）午後３時 30 分～４時
ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種 27 日（木）午後３時～３時 30 分
予約制個別接種 13 日 ( 木 )、27 日（木）午後３時 30 分～４時

予約制個別接種は、お子さんの体調不良や時間の都合がつかない方のための制度です。
ご希望の方は、実施日の１週間前までにご連絡ください。

●会場：すべて町立八丈病院小児科

Ｂ型肝炎予防接種の定期化　■予約・問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2 － 5570

接種費用が原則無料になりました
　予防接種法が改正され、任意接種だったＢ型肝炎ワクチンの接種が、10 月より定期予防接種となりました。
これにより、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）。

接種対象年齢、接種間隔および接種回数など
対 象 者：平成 28 年４月１日以降に生まれた方　
対象月齢：生後２カ月～ 12 カ月未満（１歳になるまで）
標準的な接種年齢：生後２カ月～８カ月
接種間隔および回数：３回接種
接種対象外：母子感染予防としてＢ型肝炎の接種を受けた方

集団接種を実施します
会　場：町立八丈病院小児科
実施日程：対象者（対象月齢の方）に個別案内・通知のほか
広報はちじょうでお知らせします。

2016 年エクアドル地震救援金報告　　　　■担当■　福祉健康課厚生係　電話 2 － 5570

　平成 28 年４月 16 日に発生したエクアドル海岸部を震源とするＭ 7.8 の地震により、多くの被害が出ま
した。この災害で被災された方々を支援するための募金は７月 29 日（金）をもって受付を終了し、お寄せ
いただいた救援金総額 6,966 円を８月、日本赤十字社へ送金しました。
皆さんの温かいご支援・ご協力ありがとうございました。

３回接種の流れ

27 日以上
間隔をあける

1 回目から 139 日以上
間隔をあける

1 回目

2 回目

3 回目
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図書館からのお知らせ

● Wi-Fi フリースポットが利用可能になりました。
　図書館でも Wi-Fi フリースポットがご利用いただけるようになりました。対応機器 ( パソコン、スマー
トフォンなど ) をお持ち方は、どなたでも利用可能です。調べものにぜひご活用ください。

【利用時の注意】
・Wi-Fi 対応機器や電源（バッテリー）はご自身で準備してください。
・設定はご自身で行ってください。
・本サービスを利用しての犯罪・迷惑行為、また公序良俗に反する有害サイトの利用は一切禁止します。
ルールとマナーを守って、お互いに気持ちよく利用できるよう心がけましょう。
●蔵書点検のため休館します　10 月 12 日（水）～ 22 日（土）
　「蔵書点検」とは、図書館にある本・雑誌・ＤＶＤ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 
日時：８日（土）午前 10 時～ 11 時　場所：こどものほんのへや
読み聞かせ　ＣＳ文庫（大賀郷）､ しただみ文庫（末吉）※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♪
●今月の新着図書から

『ここまで変わった日本史教科書』高橋 秀樹 著　　『天下を計る』岩井 三四二 著　
『ぼくのきんぎょをやつらがねらう！』武田 美穂 作　　　『風雲しょうが丸』川端 誠 作
図書館ホームページの新着案内では、随時情報を更新しています。こちらもご覧ください！
●休 館 日　毎週月曜日　12 日（水）～ 22 日（土）蔵書点検
●開館時間　午前９時 30 分～午後５時

図書館からのお知らせ

返却期限を過ぎてはいませんか？　お手元の本・雑誌・DVD などの返却日をご確認ください。

坂上各出張所でも返却できます。（平日午前８時 30 分～午後５時 15 分 / 正午から午後１時を除く）

■申し込み・問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2 － 0797
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子ども家庭支援センターからのお知らせ／平成 28 年度八丈町防災訓練

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 ( 交流ひろばのみ )
   第２土曜日以外の土、日、祝日はお休みです。

10 月の交流ひろばの催し　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！

５日（水）交通安全講話（講師：八丈島警察署警察官）

12 日（水）おはなしシアター（講師：石田よし江さん）

19 日（水）リトミック（講師：荻野有希さん）

26 日（水）親子ヨガ（講師：玉井由木子さん）

※ 26 日の親子ヨガに参加される方は、動きやすい服装でお越しください。

　また、大きめのバスタオル・汗拭き用タオル・飲み物を忘れずにお持ちください。

就学前のお子さんの身体測定
　職員が対応可能な時間に随時測定します。電話や来所時にご予約ください。急な申し出には対応できない場合
がありますのでご了承ください。測定値は、母子健康手帳または測定カードへ記載します。
■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（８日）

も交流ひろばで

遊べます♪

平成 28 年度八丈町防災訓練　　■問い合わせ■　総務課庶務係　電話 2 － 1121

10 月 16 日（日）樫立地域を対象に行います
今年度は、次の状況を想定して防災訓練を行います。

①低気圧接近による大雨が予想される
②地震により樫立運動場に亀裂が入り、大雨で地盤が崩れる恐れがある
③そのため前もって坂下地域の強固な建物に避難する

　当日は、訓練の一環として、防災無線で土砂災害に関する情報などを放送し、緊急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。
地域全体で災害への備えをお願いします
　大災害が発生したとき、交通網の寸断などにより、防災機関が十分に対応できないおそれがあります。
地域ぐるみの協力体制を築いておくことが大切です。その中核になる自主防災組織に積極的に参加し、地
域全体で災害に備えましょう。
自主防災組織とは
　地域の人々が自発的に助け合って防災活動をする組織です。災害発生直後の救出活動などはもちろん、
災害後の避難所の管理・運営など、復興に向けても大きな力を発揮します。
突然の災害に見舞われたとき、大きな被害を受けやすいのは、高齢者や子ども、障がいのある人、病気や
けがをしている人、外国人などです。こうした要配慮者を災害から守るため、地域で協力して支援しましょ
う。
地域のイベントに参加しよう
　仕事や子育てなど様々な理由で、日常的に自主防災組織の活動に参加できない場合は、防災訓練などの
自主防災組織の催しや、地域のサークル、ボランティア活動、祭りや運動会といった行事に進んで参加し、
地域の人々と顔見知りになっておきましょう。日ごろからの住民同士のつながりが、災害時に大きな力と
なります。
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平成 28 年度八丈町「子育て家族」写真展作品募集／広報 9 月号折込訂正

平成 28 年度八丈町「子育て家族」写真展作品募集
11 月第３日曜日は「家族の日」
　内閣府では、平成 19 年度から 11 月の第３日曜日を「家族の日」、その前後１週間を「家族の週間」と定め、
生命を次代に伝え育んでいくことや、子育てを支える家族と地域の大切さが国民一人ひとりに再認識され
るよう呼びかけています。
　これを受け、八丈町では、子育てを家族で支えることの大切さ、子育ての楽しさや素晴らしさを、幅広
い世代やこれから親となる方々に伝えることを目的として、写真展を実施します。
募集内容

募集写真　親子で一緒に遊ぶ姿や家族団らんなど、家族のふれあいを写した写真（撮影から１年以内）
応募資格　八丈町在住の方
応募方法　応募は１人１点。子ども家庭支援センターへメールにて応募。
記入事項　件名を「写真展」とし、次の事項を記入・添付の上応募してください。
　①応募者の氏名　②タイトル（15 文字以内）　③コメント（50 文字以下）
　④画像データ（JPEG 形式 3MB 以内）
※応募のメール着信を確認次第、応募受付完了のメールを返信します。
応募締切　10 月 31 日（月）必着

注意事項
・応募者本人が撮影した未発表の写真であること（他のコンクールに応募または印刷物に使用したことの

ない作品）
・写真は、著作権や肖像権、プライバシーを侵害するおそれのないものに限ります（写真に写っている方

に必ず承諾を得ること）。
・作品の著作権は応募者に帰属しますが、八丈町に対して無制限の使用権を承諾するものとします。
・応募した写真の返却はできません。
・写真の内容によっては展示できないことがあります。
写真展　　期間　11 月 14 日（月）～ 25 日（金）　展示場所　八丈町役場１階　町民ギャラリー
賞　　　　・ベストファミリー賞　１点（賞状・副賞）　・グッドファミリー賞　１点（賞状・副賞）
入賞発表　入賞者に直接通知します。
■応募・問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話 2 － 4300
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メール：kodomo@town.hachijo.tokyo.jp

広報９月号折込訂正　■問い合わせ■　町立八丈病院業務係　電話 2 － 1188

　広報はちじょう９月号折込「インフルエンザ予防接種のお知らせ」について、岩渕クリニックでの申込方
法の記載に誤りがあったため次のように訂正します。
　誤　申込方法　岩渕クリニックにて
　正　申込方法　岩渕クリニックもしくは最寄りの各出張所にて
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教育委員会だより

今月の学校行事
■第56回八丈管内中学校陸上競技記録会
会場：大賀郷中学校
２日（日）午前９時～
■三原小・中学校　合同運動会
23日（日）午前８時50分～
■大賀郷中学校　音楽会
会場：多目的ホールおじゃれ
30日（日）　開場：午前８時45分／開演：午前９時

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話2－7071

大賀郷中学校の進める小中一貫教育
　八丈町は町の小中学校が抱える教育課題（学力向上・
体力向上・大きく変化する社会を主体的に生き抜く力
の育成）を解決する方策として、平成 30 年度の実施
を目指し、小中一貫教育へ取り組むこととなりました。
　今年度までに大賀郷での実態把握・目指す生徒像の
確認・系統的な指導内容や指導方法について、大賀郷
小学校と共に合同研究を進めて参りました。また、よ
り実践的な指導について、今年度も継続的に研究を進
めていきます。
　こうした取組の中で大小・大中の教職員は小中一貫
教育の確かな手応えを感じ、小中一貫型の小学校・中
学校の開設に取り組んでいます。
＜大賀郷小学校・大賀郷中学校の取り組み＞
○合同研究
　今年度は小中共通の研究テーマとして「９年間を見
通した言語活動の指導法の工夫」に取り組みます。
○出前授業
　中学校の教員（各教科）が小学校で授業のお手伝い
をします。
○小６体験入学
　今年度から小学校６年生は２日間大中に登校し、全
ての教科の授業を体験します。
○交換従業
　今年度から小学生の様子を見たり、教員間の相互理
解を深めたりするために、中学校の教員が小学校で１
日勤務します。

○小中一貫ホームページ
出前授業や行事交流の様子、合
同研究の報告を掲載しています。
○交流行事
小２－中１　　　カンモ栽培
小１・２－中２　読み聞かせ
小６－中１　　　体力向上
他にも運動会・音楽会で相互に出場、出演します。
○小中一貫開設準備委員会
　小学校と共同で準備委員会を発足し、未着手の領域
について検討します。今冬、地域への第１回説明会を
予定しています。
○小中一貫コーナー
　小学校のお便りや交流の様子を職員室前に掲示して
います。

■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0120－53－8288（24時間）
■東京いのちの電話　　　　　　　 電話03－3264－4343（24時間）

 

 

交流行事　かんも栽培の様子
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「第 12 回東京都島嶼交流大会」参加者募集／狂言ミュージカル入間川「劇団鳥獣戯画」　ほか

「第 12 回東京都島嶼交流大会」参加者募集
　毎年１回、島嶼に住む人たちが集まり、スポーツなどを通じた交流を深めることで、今後の島嶼のスポー
ツ振興につなげることを目的としています。

日　　程　11 月 26 日（土）午前９時～島嶼対抗ソフトバレーボール大会　午後５時～交流会および表彰式
会　　場　都立芝商業高等学校体育館
参加資格　東京都島嶼在住または出身の 18 歳以上の方
参加費用　6,000 円　（昼食代 1,000 円、交流会費 5,000 円）
申込方法　八丈町教育委員会へ 10 月 20 日（木）までに申し込み。
　※本大会は状況により中止となる場合があります。
　※交通費などは自己負担になります。

■問い合わせ・申し込み■　教育課生涯学習係　電話 2 ‐ 7071

NPO あびの実　子ども招待公演　
狂言ミュージカル入間川（いるまがわ）　「劇団鳥獣戯画」
八丈在住のお子さん（高校生以下）を無料でご招待します！
　今回は、八丈島の子どもたちを日本の伝統芸能「狂言」へご招待します。「入間川」は田舎言葉を題材
にした大名狂言。「狂言なんて難しそう！」「ミュージカルって何？」「生のお芝居、見たことない！」。そ
んな子どもたちでも楽しめる、笑いと音楽のアドベンチャー・狂言ミュージカルに仕立てました。日本の
愉快な伝統文化に触れてください！（狂言ワークショップもあります。）

日時：10 月 30 日（日）　【開場】午後１時　【開演】午後１時 30 分
会場：三根小学校体育館　　入場：高校生以下無料
　※一般の方は会員券を事前にお求めください（詳細は問い合わせください）
主催：八丈島あそびと文化の NPO あびの実　　後援：八丈島文化協会・八丈町・八丈町教育委員会

■問い合わせ■　八丈島あそびと文化のＮＰＯあびの実　　電話 2 － 4084

町 長 上 京 日 記　8月
５日～７日
◉ANA1892便にて上京
◉ 平成29年度東京都予算編成に対する東京都議会

自由民主党・公明党への要望実行運動
◉第57回いたばし花火大会
◉ANA1891便にて帰島

21日～26日
◉ANA1892便にて上京
◉羽田空港よりANA1087便にて米子空港へ

21日～26日続き
◉島根県七類港よりフェリーにて隠岐の島西郷港へ
◉全国離島交流中学生野球大会開会式・試合観戦
◉ 隠岐の島西郷港よりジェットフォイルにて島根県七類

港へ
◉米子空港よりANA386便にて羽田空港へ
◉ふるさと納税御礼訪問
◉ANA1891便にて帰島
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東京都児童相談センター秋季巡回児童相談　ほか

東京都児童相談センター秋季巡回児童相談
　児童相談センターから遠い地域にお住まいで来所相談を利用しにくい方のため、各地域に職員が出向い
て行う面接相談です。
■開催日 10 月 26 日（水）～ 28 日（金）※日時は調整により決定
■開催場所 八丈町役場内相談室
■対象者　　18 歳未満の児童とその保護者
■申込方法  来所にて ( 簡単な面談を行います ) ※上記の内容であっても今回の相談会ではお受けできな

い場合がありますので、来所される前に電話にて問い合わせください。
申込期間 10 月３日（月）～ 14 日（金）
受付時間 午前８時 30 分～午後５時 15 分（事前連絡により時間外でも受け付けます）
■相談内容
　子育ての相談 
　　・保護者の家出や病気などの事情により、家庭で子どもをみるのが難しい
　　・子どもを育てるのに自信がない、子どもをたたいてしまうなど
　発達の相談 
　　・身体、知的、精神面の発達（※場合により知能検査を実施）
　　・愛の手帳の取得
　不登校、性格・行動やしつけの相談
　　・集団になじめない、子どもの反抗や乱暴に困っているなど
　非行の相談
　　・盗みや万引き、無断外泊や夜遊び、友だちや先生に暴力をふるうなど
　子ども自身の悩みごと
　　・いじめられている、家に帰りたくない、体罰を受けたなど

■申し込み・問い合わせ■　子ども家庭支援センター（八丈町役場内）電話 2 － 4300

平成28年度八丈町健康づくり講演会

「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・タオル体操を学ぶ」

　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。
　どなたでも参加でき、事前予約は必要ありません。
日　時　10 月 17 日（月）午後１時～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　保健師　電話 2 － 5570



　● INFORMATION　 広報はちじょう

18

確認じゃ！２つの給付金／「あいさつ運動」にご協力お願いします！

確認じゃ！２つの給付金
平成 28 年度臨時福祉給付金
　支給額　１人につき３千円
　対象者　平成 28 年度分の住民税が非課税の方
　※課税者に扶養されている方、生活保護の受給者などを除きます。
　平成 26 年４月に実施した消費税引上げに伴う、所得の少ない方への影響を緩和するためのものです。

障害・遺族年金受給者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）
　支給額　１人につき３万円
　対象者　 平成 28 年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成 28 年５月分の障害基礎年金や遺族基

礎年金などを受給している方※高齢者向け給付金（３万円）を受給した方は除く。
　一億総活躍社会の実現に向け、賃金引上げの恩恵がおよびにくい所得の少ない年金受給者の方を支援す
るものです。

10 月３日（月）より申請を受け付けます
　支給の対象となる可能性がある方には、申請書などをお送りしています。支給は、どちらの給付金も１
回です。両方の支給対象者に該当する方は、２つの給付金を受給できます。
受付期間　10 月３日（月）～ 12 月 28 日（水）　午前８時 30 分～午後５時
受付場所　八丈町福祉健康課および各出張所
※申請先は平成 28 年１月１日時点で住民票がある市町村です。
その他　 給付金を受け取るためには、申請が必要です。添付する書類がありますので、申請書に同封のお

知らせを必ずご確認ください。
☆「給付金」を装う振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2 － 5570

「あいさつ運動」にご協力お願いします！

10 月１日～ 31 日は「あいさつ運動月間」
　八丈町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。この運動をとおして、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。

「地域住民同士の繋がり」の再強化を目指して
　八丈島では全国平均より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。
　「あいさつ運動月間」はその具体的な方法として実施します。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。
■問い合わせ■　八丈町社会福祉協議会　電話 2 － 2609
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第二東京弁護士会による無料法律相談　平成 28 年度下半期日程　ほか

第二東京弁護士会による無料法律相談　平成28年度下半期日程
相談実施日　各月第４金曜日　午前10 時～正午　※完全予約制で、１人あたり20 分程度
　10 月28 日、11 月25 日、12 月16 日、1 月27 日、2 月24 日、3 月24 日
相談料金　無料　※通話料はかかります。
予約手順　①相談日の前日午後3 時までに電話申込。以降の手続きをご案内します。
　　　　　第二東京弁護士会法律相談センター
　　　　　予約受付電話：03 －3592 －1855　FAX：03 －3581 －3337
　　　　　受付時間：平日　午前9 時15 分～午後5 時15 分
②予約日時になりましたら電話をして、弁護士と相談をしてください。
　　　　　相談受付電話番号：03 －3581 －2407

行政相談
　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」などのお困りごとに、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。気軽にご相談ください。
日時　10 月11 日（火）午前10 時～正午　　　場所　町役場1 階　相談室1
■八丈町の行政相談委員 近藤勝重　大賀郷7701 　電話2 －2720
■行政苦情110 番  電話0570 －090 －110
■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_n/index.html
■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話2 － 1120

10 月 17 日（月）～ 23 日（日）は行政相談週間です

10 月東京法務局特設登記所開設日
次の相談・受付などを実施します
・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
※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、必要書類を確認されることをお勧めします。

日時 : 18 日（火）午後２時 30 分～５時
 19 日（水）午前９時～正午　午後１時～４時 30 分　　
 20 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　03 － 5213 － 1330（不動産）
　　　　　　　　　　　　　　法人登記部門　03 － 5213 － 1337（商業・法人）

※登記相談の受付は、
　終了時間の 30 分前まで
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八丈島 RAINBOW CUP 2016 フットサル大会結果
　９月３日・４日の２日間、南原スポーツ公園サッカー場にて、恒例の八丈島 RAINBOW CUP 2016 フッ
トサル大会が開催されました。一般、O―45（45 歳以上）、レディースの３カテゴリーに 21 チーム／
259 名（島外から 143 名、島内は選手およびスタッフ含め 116 名）が参加し、熱戦が繰り広げられました。
元Jリーガー水内猛さん率いるTFAは、昨年に引き続きすばらしいプレーで大会を盛り上げてくれました。
　フットサルの試合以外にも、木場克己トレーナーによる KOBA 式体幹トレーニング、島内小学１年生
サッカーキッズエキシビジョンマッチ・島内小学６年生 VS 参加者 O―60（60 歳以上）エキシビジョ
ンマッチ、一日目の試合後には交流会が行われました。
　来年は開催 10 回目を迎える大会、今後もこの大会が文字通り、島内外をつなぐ『虹の架け橋』となり、
更なる交流が生まれることを期待します。

八丈島 RAINBOW CUP 2016 フットサル大会結果

一般の部　

優勝 TFA ＭＶＰ　

準優勝 サンフレッチェ八丈島 　　斉藤紀由（TFA）

３位 浦和仲本パパス 選手間選出 MVP　 

４位 脱硫 　　吉田一貴（ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ八丈島）

５位 Cousin.F.C 得点王　８得点

６位 中庭サッカー部 　　吉田晃己（ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ八丈島）

７位 Tam Tam

８位 FC 鬼球 　

Ｏ―45 の部　

優勝 浦和仲本４５ ＭＶＰ　

準優勝 スターダスト 　　鈴木雅宣（浦和仲本４５）

３位 消防庁４５ 選手間選出 MVP　 

４位 坂下オーバー４５ 　　山下正成（浦和仲本４５）

５位 スターライト 得点王　８得点

６位 秋川高校 OB 　　五十嵐洋介（消防庁４５）

７位 坂上オーバー４５ 　

８位 慶應トータス 　

レディースの部　

優勝 Borracho ＭＶＰ　

準優勝 スターライトレディース 　　川崎望（Borracho）

３位 Lush 選手間選出 MVP　 

４位 八丈レディース 　　岩田美穂（ｽﾀｰﾗｲﾄﾚﾃﾞｨｰｽ）

５位 マーマレーズ 得点王　５得点

　　増田好美（Lush）
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観光 おじゃれ 11 万人／はちじょうトピックス

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

28 年度 27 年度 28 年度 27 年度 28 年度 27 年度 28 年度 27 年度

4 月 6,844 5,865 1,389 1,158 8,233 7,023 5,693 4,856   17.2%

5 月 6,970 7,024 1,769 1,972 8,739 8,996 8,347 8,592 －2.9%

6 月 5,287 4,877 1,400 1,224 6,687 6,101 5,055 4,612    9.6%

7 月 9,030 8,108 2,664 1,823 11,694 9,931 9,081 7,712   17.8%

8 月 11,869 12,749 3,987 4,832 15,856 17,581 13,421 14,881   －9.8%

計 40,000 38,623 11,209 11,009 51,209 49,632 41,597 40,653    2.3%

※海路には、６月２２日シルバーディスカバラーの大型客船寄港分が含まれています。

10 月　 24 時間チャレンジ八丈太鼓（底土港船客待合所）　　　　　　22 日 ( 土 ) ～ 23 日 ( 日 )行事
予定

第 28 回八丈町島外体験学習派遣事業

島の小中学生が八ヶ岳でキャンプをしました
　今年も８月 15 日（月）から 19 日（金）の日程で、山梨県立八ヶ岳少年自然の家において、小学６年生
18 名と中学１、２年生５名が３泊４日のキャンプ生活をしました。
充実した体験学習に
　キャンプ生活最終日の夜に大雨に見舞われましたが、そのほかの活動は順調に行うことができました。子
供たちは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。

八丈高校授業公開（定時制）
日程：10 月 11 日 ( 火 ) ～ 13 日 ( 木 )　　時間：午後５時 30 分～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　定時制　電話 2 － 1181
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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！！　ほか

　
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！月に１回２時間程度でも構いません！

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

 （高校生は要相談）

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　

 ※参加する児童は、八丈町で保険に加入しており、大きな怪我などの対応は町で行います。

勤務場所 各小学校

勤務時間 放課後（おおよそ午後２時、場合によって午後０時30分）から６時30分（日祝除く）
（シフト制） （長期休暇（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  所定の履歴書に写真を貼付のうえ必要事項を記入し、福祉健康課厚生係または教育課生涯学習係ま

で持参。

時　　給 ９10円　※保育士、幼稚園教諭、教員免許等保持者は優遇。履歴書に記載のこと。

  　　　　 ※詳しくは問い合わせいただくか、八丈町ＨＰをご覧ください

 ○ がじゅまる広場ではボランティアの方の募集もしています。一部の業務のお手伝いだけでも大歓迎です。

 　興味のある方はぜひご連絡ください！ 

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2－7071

【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>

一部の期間、ANA1893 便、1894 便の機種が
変更となります。

【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 9：00 9：55 A320

1893 12：15 13：10 A738 1894 14：05 15：00 A738

1895 15：50 16：40 A320 1896 17：15 18：15 A320

便名 羽田発 八丈島着 機種
1891 7：35 8：30 A320

1893 12：10 13：05 A738

1895 15：50 16：45 A320

【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 10/1 ～ 10/31 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。

○ 10月の航路ダイヤ

八丈町放課後子どもプラン

一部の期間、羽田発の運行時刻が下記のとおり変更となります。
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八丈町農業担い手育成研修センター 第３期研修生募集開始！！　ほか

八丈町農業担い手育成研修センター
第３期研修生募集開始！！
　八丈町では新たな農業者を育てるために、八丈町農業担い手育成
研修センターで農業の研修を行っており、第３期研修生を募集して
います。
募集期間：10 月１日（土）～ 11 月 15 日（火）
研修期間：平成 29 年４月から３、４年間
対象者：研修終了後、引き続き八丈町で農業を営む意欲のある方
作目： ルスカス、レザーファン、フェニックスロベレニーなどの
　　　切葉や切花のほか、あしたば、レモン
募集要綱など：八丈町 HP をご覧いただくか問い合わせください。

■問い合わせ■　産業観光課産業係　電話 2 － 1125

～職員募集～
○募集職種 助産師　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）

町立病院職員募集

～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　　○内容　調理員　
○選考方法　面接など　　○提出書類　履歴書　　○勤務時間　応相談

※履歴書は八丈町HPからダウンロードするか、町立八丈病院事務局にて。
　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

・糖尿病教室　10月21日（金）　
・耳鼻咽喉科　日程調整中です。別途防災無線などで周知します。
　その他専門外来診療は予約制です。診療科によって予約方法が異なります。
　詳しくは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　　・循環器内科　　・眼科　　　・泌尿器科
■問い合わせ■　町立八丈病院　電話2－1188　（平日　午前８時30分～正午）

町立病院臨時診療日　その他、専門外来診療

八丈町産業観光課

フェニックスロベレニーの葉先調整研修
の様子

～臨時事務員募集～
○対 象 者　健康状態が良好な方　　　○選考方法　面接など
○提出書類　履歴書　　　　　　　　　○勤務時間　応相談



10月2016
10月2016

日 月 火 水 木 金 土
1

2 3 4 5 6 7 8

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

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

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
9 10 11 12 13 14 15

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 か月児・
産婦健康診査

13：15 ～ 13：45 受付

4 歳児歯科健康診査
9：15 ～ 10：00 受付

高齢者健康教室
10：00 ～ 12：00

高齢者健康教室（三根）
10：00 ～ 12：00

16 17 18 19 20 21 22

し尿収集運搬休業日

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

こども心理相談
9：00 ～ 16：00

すくすく相談
9：00 ～ 11：00

すこやか講演会
14：00 ～ 15：45

し尿収集運搬休業日
23 24 25 26 27 28 29

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

八丈町
グラウンドゴルフ大会
南原スポーツ公園
9：30 ～ 14：00

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

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

温 泉 休 業 日

10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
糖尿病教室 10 月 21 日（金） 8：30 ～
耳鼻咽喉科 日程調整中です。別途防災無線などで周知します。 9：00　

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ご相談ください。
　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

※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停止します。

休　　業　　日
ふれあいの湯 ３日　17 日　24 日　31 日 毎週月曜日

みはらしの湯 ４日　11 日　18 日　25 日 毎週火曜日

ザ・ＢООＮ ５日　12 日　19 日　26 日 毎週水曜日

やすらぎの湯 ６日　13 日　20 日　27 日 毎週木曜日

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

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 1 1

2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

金属 燃・害 資源
古着 燃・害 燃・害 資源

古着 燃・害 金属 燃・害 資源　
　古着 燃・害 金属

9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15

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
16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22

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

23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害 金属 燃・害 資源 燃・害 金属
30 31 30 31 30 31

金属 燃・害 燃・害

図書館特別整理休館　12 日（水） ～ 22 日（土）

図書館特別整理休館　12 日（水） ～ 22 日（土）


