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町の人口（1月1日現在）
 ( 先月 1 日比 )

12月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （1月1日現在）※外国人含む

 人　口 7,706人 減 11人 
男 3,816人  減 5人
女 3,890人 減 6人

世帯数 4,387世帯 減 13世帯

世帯数 男 女 人口計

三　根 2,067 1,831 1,844 3,675

大賀郷 1,447 1,247 1,277 2,524

樫　立 294 253 258 511

中之郷 379 329 357 686

末　吉 200 156 154 310
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平成 29 年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表
　１月５日、八丈町多目的ホール「おじゃれ」で行われ、男子 40 人、女子 34 名の計 74

名が参加しました。成人を迎えた方々のご活躍が期待されます。

　祝賀式より、新成人による「誓いの言葉」、「意見発表」を紹介します。  

601740
タイプライターテキスト
※個人情報保護のため、内容を一部削除しています。

601740
タイプライターテキスト
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本日は、成人を向かえた私たちの門出に際し、このような盛

大な成人式を催していただき、まことにありがとうございます。

また、山下町長様をはじめ、ご来賓の方々、ご出席いただき

ましたみなさまに心より感謝申し上げます。

ここ八丈島において、成人式を迎えられたのは、両親はもち

ろんですが、私たちを導いてくれた先生方、成長を温かく見守っ

てくれた地域の方々、そして共に歩んだ友人、仲間たちのおか

げです。この場をお借りして心からお礼を申し上げます。

現在私は生まれ育った八丈島を離れ、神奈川で充実した大学

生活を送っております。大学で出会った友人にふるさとのこと

を話すたびに、豊かな自然や温かい人々など、八丈のすばらし

さを改めて感じるようになりました。八丈島で育ったことは私

にとってかけがえのない財産です。

私たちは今日、この成人式を節目として大人への一歩を踏み出します。本日の感激を胸に、大人

社会の一員としてベストを尽くし、そしていつか大好きな八丈島に貢献できるよう日々精進するこ

とを誓います。しかし、まだまだ私たちは未熟者です。どうか、今後とも皆様方のご指導ご鞭撻の

ほどお願い申し上げます。

簡単ではございますが、これを持ちまして誓いの言葉とさせていただきます。

皆さん、新年あけましておめでとうございます。大好きな八

丈島で、大好きな仲間たちと成人式を迎えることができ、とて

も嬉しく思います。

振り返ると、私は南海保育園・樫立小学校で一人学級を経験

し、三原小学校への統廃合もありました。中・高と進学し、上

京して大学に通うようになると、人脈も行動範囲も相当拡がり

ました。今は、やりたいと思えば何でもできる夢のような時代

になりました。人間はこれまで科学技術の進歩によって生活を

豊かにし、技術を駆使することによってこれまで出来なかった

ことを可能にしたのです。近代の華々しい物理学の成功、現代

のインターネットがもたらした IT 革命によって、世の中はど

んどん便利になって、日常の風景さえもガラリと一変しました。

私たちが高校に入学した頃は、スマートフォンが普及しはじめた時期でしたね。あれから５年。

SNS、ドローン、３D プリンタ、ビッグデータ、人工知能など、５年前の私たちが知りもしなかっ

たワードが、現在世の中を賑わせています。これがたったの５年間なのです。今までの常識が、短

い期間で簡単に書き換わります。これから 10 年、20 年と、どんどん新しい技術が開発されていき、

人間の仕事が機械に取って代わられてしまうという現象も当たり前になるでしょう。これまで人が

やる必要のあった仕事は、過去の産業革命のように、今後も科学技術に置き換わっていく方向に進

んでいくのは間違いありません。そんな時代に差しかかっています。「祇園精舎の鐘の声 諸行無常

の響きあり」と中学で習いました。「諸行無常」というのは仏教の大事な教えで、この世の万物は

意見発表

誓いの言葉
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常に変化するものであって、永久不変はないということです。今も昔も、固定観念にとらわれては

いけないのです。

近ごろ、少子高齢化や人口の流出で、地方が過疎化していくだとか、悲観的な論調が多いですが、

私はそこまでネガティヴに捉えていません。医・食・住やエネルギーの問題など、様々な問題は、

これからも科学技術が解決してくれると私は信じています。島にいながらでもインターネットで仕

事ができるだとか、仮想現実で会議に参加できたりだとか、本土と島を気軽に行き来できるドロー

ンを改良したような乗り物ができるかもしれません。未来を悲観する必要はありませんし、それは

自分の心掛け次第だと思っています。

さて、私は島での一年間の浪人を経て、昨年の４月に上京し、神楽坂の小さなアパートで一人暮

らしをしています。夜間は大学で物理学を学び、昼間は映像制作やコンサルティングを行う会社で

働かせてもらったり、大学の先輩が立ち上げた IT ベンチャーのプロジェクトに参加したり。忙し

くはありますが、とても充実した日々を送っています。いつか八丈島にサテライトオフィスを作る

というのが、私の密かな夢であったりします。

「後ろを見るな！前を見るな！今を見ろ！」と松岡修造さんはおっしゃっています。怒らず、怖

れず、悲しまず、常に最新の情報を追って、自分で考えて行動し、何歳になってもハッピーでいら

れたらと思います。ご静聴ありがとうございました。

私たちがここ八丈島で育ち、八丈高校を卒業してから 2 年弱

が経ちました。この 2 年間は、それぞれ違った時間を過ごした

ことと思います。育ちが違う様々な人と関わる中で、ここ八丈

島がどんなところなのか、改めて実感できました。自転車で 5

分走ればそこに海があり、会う人会う人が挨拶を交わす。長い

人で 15 年近くも一緒に過ごして成長した仲間。これらは都内

で育った人に対して、自信を持って自慢できることです。これ

と言った故郷がなく、成人式も出ないと言うような新成人が多

い中、私たちにはここ八丈があります。八丈で育った時間を大

切にこれからも成長していきたいです。

ただ、島がとてもとても狭い世界だということは、私たち新

成人に限らず全島民が自覚すべきだと思います。私はこの 2 年

間で本当に色々な人と出会い、それを痛感しました。都内の小学生中学生高校生の持つ世界観は、

島で育った私たちのそれとは比べものになりません。だからこそ、島で育った若い世代の私たちが

もっと外に出て様々な経験を数多く積むべきではないでしょうか。

若い今、都内にとどまらず世界に出なくてはできない経験は無限にあります。島の発展に寄与し

たいと思ってる人々が仮にいるとするなら、島という狭い世界で貢献するだけでは絶対に足りませ

ん。もっと広い世界の中にある八丈を見つめ直すべきです。八丈が誇りを持てるような良い故郷に

なることを願っています。

少し話は変わりますが、私はおばあちゃんが大好きです。尊敬する人を挙げるとするならおばあ

ちゃん以外考えられません。おばあちゃんは、本当に優しく心が広大で暖かい人です。小学生の頃は、

毎日のようにおばあちゃんの家に行っていました。中学高校と進むにつれて、おばあちゃんと会う

機会は少しずつ減ってしまっても、私に行った時はとても嬉しそうによく来たねと笑ってくれまし

意見発表
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新年あけましておめでとうございます。本日 1 月 5 日は私た

ちの晴れの成人式です。このような素晴らしい式典を開催して

頂き、関係者・島民の皆様には感謝の気持ちでいっぱいでござ

います。

皆様は、昨年はどのようにお過ごしになられましたでしょう

か。東京都知事のスキャンダルから初の女性都知事、小池百合

子知事の誕生。また国外では、暴言で話題を得ていました、ド

ナルド・トランプ氏が次期アメリカ大統領として選ばれました。

私は、大学の大都市・国際政治の分野の授業において、レポー

ト課題の枚数が一層と増えた１年だったなと感じております。

今年、成人を迎える私たちは、ほとんどの人が八丈島で生ま

れ、育ちました。たくさんの地域の皆様の暖かさや、優しさ、

そのような交流を作ってくださった行政のおかげで、八丈島をとても誇りに思う出身者と私はなっ

たと感じています。突然ではありますが、１％という数字について紹介したいと思います。人口学

では外国人の在住者が人口率の１％を超える地域は比較的外国人が多く住む地域として示されま

す。東京都・大阪府・愛知県・神奈川県・埼玉県は多くの地域でこの数字を超えています。また、

この私たちの小さな島でも約１％という数字がでています。ご存知の通り、私の母が外国人ですが、

八丈島のコミュニュティーに馴染みなんも隔てのない生活を家族みんなで八丈島で過ごしました。

私は高校時にニュージーランドで約１年間の留学生活をし、言語の壁や文化の違い、外国人として

他国で生活する大変さを身にしみて感じました。しかし私の両親は一生懸命、私をここまで育てて

くれました。それはこの島の皆さんの暖かさや情け深い寛大な地域性があるからです。このことは

いつも人の思いやりの大切さを私に思い出させます。いつも感謝の気持ちを忘れず離れた地で生活

をしています。

た。おばあちゃんは、本当に優しく心が広大で暖かい人です。20 年生きてきて、おばあちゃんが怒っ

ているのは見たことがないし、いつも私は自慢の孫だと誇らしげに話していました。90 を超えた

今でも元気ですが、別れはいつ来るかわかりません。おばあちゃんやおじいちゃんだけでなく、一

緒にギターを弾いてくれた富士男おじちゃんやかけがえのない友達、最高の彼女もいます。私の勝

手な行動で迷惑をかけたし父親の名前や顔を汚してしまって、本当に申し訳ないです。それでも私

のわがままな決断や成長に父親が何一つ口出しせずにいてくれたからこそ、私がここまで出来た人

間になれたと思っています。ありがとう。ただ、私を坊主にした恨みは一生忘れません。私をここ

まで育ててくれた母親もいます。一緒にギターを弾いてくれた富士男おじちゃんもいます。大切な

人と過ごす時間はかけがえのないものです。別れはいつ来るかわかりません。

家族や友人、恋人と過ごす時間はずっとずっと大切にしていきたいです。

終わりとなりますが、高校時代を過ごした 65 期のみんなにも感謝の気持ちを述べようと思いま

す。高校時代の私はとても自分勝手でした。そんな私に不満ひとつ言わず優しく接してくれてあり

がとう。サッカー部では、やる気なかったくせに最後負けた時一番泣いててごめんなさい。あまり

言わないけど、あの試合勝たせてあげられなかったのは心残りです。部活も行事も恋愛も 65 期だ

から楽しくできました。ありがとう。

以上の大切な友達への感謝を最後に、意見発表とさせていただきます。

意見発表
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本日は私たちのためにこのような盛大な式典を催していただ

き誠にありがとうございます。また、お忙しい中ご臨席賜りま

したご来賓の皆様には重ねて御礼申し上げます。

さて、私は成人式という一つの大きな節目を迎えるにあたり

これまでの 20 年間を振り返るとともにこれからの人生につい

て考えてみました。

私は三人兄弟の末っ子として生まれ親戚や家族、知り合いの

方々に甘えに甘え、あたたかな環境で育ち、気づくと誰かに依

存してしか生きられない新成人の悪い例ともいえるような人間

になってしまいました。心の底からやりたいと思って始めた習

い事は無く、兄と姉と同じ習い事をとりあえず始め、敷かれた

レールの上をただただ歩いていただけでした。レールの上を歩

くのは簡単で兄と姉が失敗したら、その光景を後方から眺めて

いるわけですからどうすれば失敗しないか、その答えを自分で探そうとする必要がありません。し

かし、思春期には少しは自立しようと考え始めるもので、兄も姉も経験したことがないようなこと

に挑戦するようになり、ここで初めて失敗を経験します。一回失敗を経験してからは自分の実力以

上のことにも果敢に挑戦しそのたびに失敗していたので、もはや失敗を恐れることがなくなりまし

た。そして、ようやく成功にたどり着いたときに感じたことは、これらの数多くの失敗の何一つも

無駄ではなかったということです。挑戦すること自体が自信につながり、成功することで飛躍的に

自分を成長させることができます。ただ、一つ勘違いしてはいけないことがあります。それは「失

敗を恐れないこと」と「失敗に慣れること」は似て非なるものだということです。前者はある目標

を達成するために適切な細かい目標を立て挑戦するのに対し、後者は結果ばかりを求めてしまい特

に目標設定をしないで挑戦するという違いがあると私は考えています。したがってこれからの人生

で成し遂げたい一つの物事があった際には、できない理由を探すのではなくどうしたら出来るのか

を考え、失敗を恐れずに挑戦していく所存です。

私は今、大学で駅伝部に所属しております。部とは言っても箱根駅伝を目指すほど意識の高いと

ころではございませんが、授業のない時間に仲間と一緒に走り、大会に向けて日々切磋琢磨してい

ます。普通の駅伝とはまた別に山手線一周を走ったり、24 時間タスキを繋ぎ続けたり、フルマラ

ソンに出てみたりと、駅伝部に入らなかったらまず経験することは無かったであろうことが無数あ

意見発表

そんなバックグラウンドを強みとして持ち、将来はグローバルな要素を踏まえたまちづくりや海

外市場を対象にし、民族やジェンダーの調査やマネージメントをしたいと考えております。そのよ

うな経験ができたのなら、いつかは八丈島に戻り、恩返しをしたい。そんな夢をもって学生生活を

送っています。

One
,
s philosophy is not best expressed in words; It is not what we get. But who we become, 

what we contribute that gives meaning to our lives. The choices we make are ultimately our 

responsibility for our back ground.　– Anthony Robbins and Eleanor Roosevelt- 

訳：私たちの人生は文字の中ではない。それは私たちが得るものでもなく、どんな人物になるか、

何に貢献するかなのです。そしてその選択は最終的なゴールとバックグラウンドへの貢献の責任で

ある。

この言葉を私のスピーチの締めとさせて頂きます。ありがとうございました。
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ります。高校では陸上部に所属していましたが、まさか大学生になってまで走ることを続けるなん

て考えもしませんでした。ましてや、フルマラソンなんて絶対走らないと顧問の先生に断言してい

たにも関わらず去年の 11 月末に 42.195 ｋｍ走ってきました。完走した後は想像以上の疲労が待ち

構えていましたが、フルマラソンに出場した 42 人の仲間全員とともに完走できたという達成感は

病みつきになりそうなほど大きなものでした。無理に「走ろう！走ろう！」と誘ってくるのではな

く「挑戦しないやつが得られる達成感はない」とやや高圧的ながらも自分の対抗心に火をつけてく

る人が、つまりは何かのきっかけを与えてくれる人が私の周りにはたくさんいます。そして、そう

いう人を「友達」と呼ぶのではないかと私は考えました。私も彼らにあるきっかけを提供しました。

それはここ、八丈島に遊びに来ることです。結果、駅伝部の友達 11 人に三泊四日で海、山、温泉、

食べ物を堪能してもらいました。堤防から飛び込んだり、釣りをしたり、釣った魚をさばいたり、

星を見たり、島の人と会話したり、帰る予定だった日に台風が接近したり、初めての経験も多く楽

しんでもらえたようです。この友人達は学科がバラバラだったのでそれぞれの専門分野の視点から

意見を聞くこともできました。飛行機代で考えると沖縄の方が安く済むから、何か強烈なストロン

グポイントがあったり、知り合いが島にいたりしない限りは学生の財布事情的にも八丈島には来な

いだろう。ある一定期間であれば乗り降り自由な船のチケットがあれば伊豆諸島めぐりをしてみた

い。などなど、いずれにせよ沖縄や他の島にないようなストロングポイントが必要なようです。実

現できる、できないはさておき、八丈島の発展を考えてくれた友人の意見は大事にしなければなら

ないと感じました。この意見を聞いたり、見たりした関係者の方がいらっしゃいましたら是非とも

挑戦していただき実現していただけたら嬉しい限りです。

最後に一つ。八丈高校 65 期卒業式の謝恩会の際、私があの制服を着て皆さんの前で行った最後

のスピーチの内容を覚えていらっしゃるでしょうか。私の大好物でもあるウナギとイクラがなぜ美

味しいのかという話です。忘れている方もいらっしゃるようなので手短に説明しましょう。ウナギ

とイクラ（サケ）は生まれる場所こそ違いますが海の荒波を経験し、川の激しい流れにも屈するこ

となく抗い、先祖代々続くふるさとへ戻ってくるから美味しいのだということです。理系らしから

ぬ科学的根拠を一切伴わない意見ではありましたが、もう二度と皆さんの前でスピーチすることが

無いかもしれないので、この素晴らしい会でも声を大にして言わせていただきたいと思います。社

会の荒波を経験し、社会の流れにのまれることなく、また八丈島に戻ってこよう！戻ってこられな

いとしても島を思い続けよう！

つたない話で恐縮ですが、これからも挑戦と失敗を繰り返し八丈島の発展に貢献できるような人

間になれるよう努力することを誓い意見発表とさせていただきます。

皆さん、あけましておめでとうございます。本日は我々平成

28 年度新成人一同のためにこのような式典を開催いただきま

したこと、関係者の皆様に心よりの御礼を申し上げます。あり

がとうございます。また、貴重なお時間を私の意見発表のため

に頂きましたことについても、深く感謝しています。

さて、私は今、北海道札幌市にある大学で、地球惑星科学と

いう学問を勉強しています。札幌市は非常に寒く、温暖な八丈

島の気候に慣れた私は二度目の冬に時たまへこたれそうになり

ますが、何とか大学に通っています。というのも、地球惑星科

学というものは非常に面白い学問でありまして、その扱う領域

はとても広く、地球内部の岩石から気象現象、海洋の大循環、

意見発表
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平成 29 年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表

または惑星地球の歴史に至るまで、地球にかかわる事柄なら何でも、それに加えて太陽系の他の惑

星の起源論なども扱います。時間的にも空間的にも、非常にスケールの大きな分野です。私自身は

まだまだ浅学ですが、今日はせっかくの機会ですので、新成人のこの日に思う私の意見を、地球惑

星科学と絡めながら考え発表してみたいと思いますので、お聞きいただけると幸いです。少し理科っ

ぽいお話になってしまうので、そんなことを成人してまで聞かなければいけないのか、と思う同期

や、そんな話は成人式にはふさわしくない、と思われる関係者の方々もいらっしゃるかもしれませ

んが、どうかご容赦いただきたいと思います。

皆さん、最近日本の理化学研究所の研究の成果として、国名に由来する、「ニホニウム」という

新元素が国際的に認められたことをご存知でしょうか。大変素晴らしい事ですが、ここで注意して

おかなくてはならないのが、この元素は「作られた」ものであるということです。そもそも元素と

は何か、という話をしますと、これは、我々が物質を考えるときの最小単位です。つまり、どんな

物質もどんどん細かく刻んでいくとこれ以上分割できないような粒に辿りつくのです。これを、原

子といいます。原子の種類ごとにまとめて示すときに使う言葉が「元素」です。宇宙には、今回の「ニ

ホニウム」のような人工的に作られた元素を除くと、天然に 92 種類の元素が存在することが分かっ

ています。その 92 種類の元素がどのような割合で、またどんな形でつながりあっているかという

ことでそれぞれの物質は決まっています。例えば、太陽はそのほとんどが水素とヘリウムという元

素からできていることが分かっています。これは、宇宙全体の中の元素の割合を反映しているもの

です。太陽は、宇宙にある元素を、ほぼそのままの割合で平等に取り込んでできているというわけ

です。

それでは、我々の住む地球はどうでしょう。地球は、酸素、ケイ素、マグネシウム、そして鉄と

いう元素でその大部分を構成しています。これらはつまるところ、岩石の材料です。一方太陽を構

成している水素やヘリウムはガスですから、太陽はガス、地球は岩石というような違いができるわ

けです。宇宙は、このような元素の不均衡、不平等に溢れています。そしてそのおかげで、我々は

「一面の均等なプレーン」ではない面白い世界の中を生きていけるのです。

ここに、「橄欖岩」という岩石があります。この橄欖岩には、「橄欖石」という鉱物が多く含まれ

ていまして、これは英語でいうと olivine、これはオリーブオイルのオリーブからその名がつけら

れています。見えますでしょうか、緑色がとてもきれいな鉱物、岩石です。じつはこの橄欖岩とい

う岩石は非常に重要な岩石です。というのも、地球の「マントル」という部分はほとんどすべてこ

の岩石から構成されているからです。マントルというのは、半径 6400km の球である地球の外側半

分程度を占めている部分で、例えば八丈島でしたら真下に 10 ｋｍも掘り進めばたどり着きます。

この「橄欖岩」は、そのような深い場所にある岩石です。そして、先に述べたように、この岩石は

地球の材料である酸素、ケイ素、マグネシウム、鉄からできています。

と、ここまでが地学の話でした。ここからは私自身の意見を述べたいと思います。私は岩石の勉

強をしていて、あることに気が付きました。それは、「そこにない element から何かを作ることは

できない」ということです。例えば、地球が先に述べたような元素、酸素、ケイ素、マグネシウム、

鉄からできているというのは、丁度地球が生まれたような場所にそれらの元素が集まる機構があっ

たからですし、もっと言うならば、私たちの宇宙の中にそれらの元素があったからです。もし、宇

宙が空虚な何もない空間であったならば、地球やそのほかのすべては、生まれなかったはずなので

す。

私たちは、私たちのコミュニティーのために、八丈島にどのような element が存在するのか、と

いうことを考えなくてはいけません。おそらく、それは、大規模な都市と比べれば少ないでしょう。

しかし、きっと他のどこにもないユニークなものであるはずです。八丈島は、超高層ビルや総合ア
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平成 29 年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表／観光 おじゃれ 11 万人　ほか

ミューズメントパークで勝負することはできません。でも、武器が全くないわけではない、寧ろた

くさん持っているのだということも、私たちは知っています。

八丈島という、私たちの生まれ育ったコミュニティーの存続と発展のために、私たちは、ここに

ある何かから何かを作り、それを使って勝負しなくていけません。いままさに勝負の時期であると

いうことは、あえて言うまでもないことでしょう。我々若い世代も、それより上の世代の方々も、

知恵を絞り汗を流して何かをしなければいけないと、頭ではわかっているのですが、なかなか革新

的な活動がすぐには生まれないのが現実だと思います。右往左往、試行錯誤しながら、生きていか

なければならないのだと、島の外に出てより強く思うようになりました。

「八丈島にはどんな element があるのか。」「それらをどう組み合わせ何を作るのか。」そして「そ

の武器で戦う覚悟はあるのか。」。きちんと考え実践していくために、私たちは皆いままさに、学び

の途中にあります。これは、きわめて抽象的なわかりづらい問題提起でありながら、自戒です。

恥ずかしながらも今後尚一層のご指導ご鞭撻をお願い申し上げまして、以上を新成人代表として

の意見発表とさせていただきたいと思います。

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

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%

9 月 8,324 7,745 2,393 2,363 10,717 10,108 8,933 8,425     6.0%

10 月 7,785 7,321 1,387 1,361 9,172  8,682 6,058 5,734    5.7%

11 月 7,021 6,548 1,338 1,118 8,359  7,666 5,798 5,317    9.0%

12 月 6,903 6,473 1,010 851 7,913  7,324 4,686 4,337    8.0%

計 70,033 66,710 17,337 16,702 87,370 83,412 67,072 64,466    4.0%

※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。

『第５1回八丈島フリージアまつり』　協賛店舗募集！！
　フリージアまつり開催期間中（３月19日（日）～４月２日（日））に、来店された皆さんへのユニークなサー

ビスで、フリージアまつりを一緒に盛り上げましょう！

（サービス例）

★あしたば料理一品サービス　★○○製品 10％ OFF　★焼酎一杯無料　　など

・応募方法　応募用紙をお渡ししますので八丈島観光協会（2 － 1377）までお気軽にご連絡ください。

・締　　切　２月 10 日（金）　

　ご参加いただいた協賛店は、観光協会ホームページや店舗案内リーフレットなどでご紹介します。
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税のお知らせ

■問い合わせ■　税務課　電話 2－1122税のお知らせ税のお知らせ

納期限および口座振替日

２月 28 日（火）　　

　固定資産税　　　　　　４期（最終納期）

　国民健康保険税　　　　８期（最終納期）

※納期を過ぎた町税は早めに納付してください。

税金の納付は口座振替で

　町税などの納付については、口座振替（自動

払込）が便利です。ご希望の際は、町内の金融

機関・町役場・各出張所に備えてある口座振替

依頼書に記入し、申し込みください。

電子申告をご利用ください

□八丈町で利用できる電子申告の手続

　○給報支払報告書

　○固定資産税　 償却資産申告

　○法人市町村民税申告

□利用手続についてはホームページ

　http://www.eltax.jp/ をご利用ください。

ご確認ください

　償却資産申告書および給与支払報告書は１月

３１日 ( 火 ) までに税務課に提出しなければな

りません。まだ提出されていない事業者の方は

至急提出してください。

　税理士や税務署職員が、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、台風による災害がある方は、こ

の機会をご利用ください。また、相続税・贈与税の申告については八丈町役場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

２月 20 日（月）

八丈町多目的ホール「おじゃれ」

（町役場内）

午前９時～午後４時

２月 21 日（火） 午前９時～午後４時

２月 22 日（水） 午前９時～午後３時

※各日とも正午から午後１時の間を除きます

ご存知ですか？国税申告と納付の期限
　所得税などの国税は、申告の締め切りが納期です。納め忘れの無いよう、ご注意ください。

税 　 　 目
平 成 28 年 分 の 申 告 書 提 出 の
期 限 と 税 金 納 付 の 期 限

振 替 納 税 を 利 用 し た
場 合 の 振 替 日

所 得 税 平成 29 年３月 15 日 ( 水 ) まで ４月 20 日（木）

贈 与 税 平成 29 年３月 15 日 ( 水 ) まで

個人の消費税
地 方 消 費 税

平成 29 年３月 31 日 ( 金 ) まで ４月 25 日（火）

※確定申告に関する情報は、国税庁ホームページ (http://www.nta.go.jp/)　をご覧ください。

芝税務署・東京税理士会による出張申告相談
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町税の滞納処分を強化しています／はちじょうトピックス

差押などの滞納処分を強化しています

　町では、納期限を過ぎても納付いただけない方に対し、文書などで納付のお願いをしていますが、それ

でも納付していただけない場合は、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、法律に基

づいた財産調査および財産の差押などの滞納処分を行っています。

　また給食費、住宅使用料などの私債権については、簡易裁判所へ支払督促申し立てを行っています。

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、電話申込により業務時間外（平日　午後５時

15 分～７時）に納付相談を行っています。

平成 29 年　延滞金の率について

　平成 29 年１月１日以降の期間に対応する町税における延滞金の割合は次のとおりです。

　延滞金　⇒　年 9.0%（納期限後１カ月以内　⇒　年 2.7%）

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～

■問い合わせ■　税務課徴収係　電話 2－1122

「八高生版議会＆ザトウクジラ講演会」が行われました

　平成 28年12月15日、八丈町多目的ホール「おじゃれ」

にて、八高生版議会とザトウクジラ講演会が行われました。

　八高生版議会は、八高生による質問に対し、町長・町管

理職が回答する模擬議会で、昨年から選挙権年齢が 18 歳

に引き下げられたことを受け、主権者教育の一環として実

施されました。

　続いて、理数研究校学習講座として、東京海洋大学大学

院の加藤秀弘教授、同大学院生の勝俣太貴さんによる講演

会が行われました。講演は、学術的なクジラの話から八丈

島でのザトウクジラの調査についてをお話しいただき、普

段の授業とは違った内容に、八高生も興味を惹かれていま

した。
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広報はちじょう国民年金／第 51 回末吉郷友会総会並びに懇親会開催のご案内

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/

【平成29年４月から現金・クレジットカード納付による２年前納がはじまります！】

　平成29年４月より、口座振替に加えて現金・クレジットカード納付についても割引額の大きな２年前

納がご利用になれます。

◎現金（納付書）による前納

　任意の月から翌年度末までの前納が可能になります。（最大で４月分から翌々年３月分までの２年分）

◎クレジットカードによる前納

　新たに２年前納が可能になります。現在の口座振替による２年前納と同じく、４月分から翌々年３月分

までの保険料を4月末に納付いただきます。

※ ただし、有効期限を迎えるクレジットカードの場合、更新時に改めて手続きが必要になる場合がありま

すのでご注意ください。

▶▶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。

第51回末吉郷友会総会並びに懇親会開催のご案内
　毎年恒例の末吉郷友会総会並びに懇親会を下記の通り開催します。

　八丈島からも多くの皆様にご出席いただけたら有り難く存じます。

　出席をご希望の方は郷友会各地域担当者（末吉地域：沖山綾夫、坂上地域：佐藤好友、坂下地域：沖山重彦）

　または、会長の沖山勝彦までお申し付けください。多くの皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

　日　時・・・・平成 29 年３月 5 日（日）午前 11 時受付開始・正午開会

　会　場・・・・JR 浜松町駅徒歩 10 分『東京グランドホテル』

　　　　　　　　東京都港区芝 2-5-2　電話 03 － 3454 － 0321

■問い合わせ■　末吉郷友会会長　沖山　勝彦　携帯 080 － 7893 － 5179



INFORMATION●　広報はちじょう

13

八丈町コミュニティセンター主催　

第 12回テニス大会結果
　12 月 23 日（金）コミュニティセンターテニスコートにおいて、テニス大会（硬式）が開催されました。

男子・女子ダブルスともに熱戦が繰り広げられました。結果は次のとおりです。

●男子ダブルス　　　　　　　　　　　　　　　　　●女子ダブルス

　優　勝　　西村栄一朗　・　山下　卓哉　　　　　　優　勝　　奥山　繁美　・　笹本明里子

　準優勝　　西山真知夫　・　井ノ口義二　　　　　　準優勝　　西村　静　　・　高橋　希

　３　位　　洲川　久慶　・　竹内　潤　　　　　　　３　位　　斎藤　伸子　・　山下　弘美

国保だより ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話2 － 1123

◎ジェネリック医薬品（後発医薬品）の差額通知

　八丈町では、東京都国民健康保険団体連合会への委託により、「ジェネリック医薬品（後発医薬品）に

関する差額通知」を該当する方に通知しています。ジェネリック医薬品とは、国が新薬（先発医薬品）と

同等と認めた安価な薬で、最初に作られた薬（先発医薬品）の特許終了後に、有効成分、用法、効能・効

果が同じ医薬品と厚生労働省の認可を受け製造・販売された薬です。

　この通知は、服用されている新薬をジェネリック医薬品に切替えた場合の自己負担額の差額をお知らせ

するものですので参考にしてください。なお、ジェネリック医薬品は、処方を受けた病院や薬局により取

扱いが異なります。詳しくは、ハガキに記載されたコールセンターへ問い合わせください。

　※ハガキの送付については２月末～３月上旬になる予定です。

◆「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、ご相談ください。

糖尿病教室のおしらせ

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。

時間：２月 17 日（金）午前８時 30 分ごろ～ 30 分程度（飛行機欠航の場合中止）

場所：町立八丈病院外来待合室

国保だより／第 12 回テニス大会結果
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住民係からのお知らせ／町長上京日記

町 長 上 京 日 記　12月
11月25日～12月３日

◉ANA1896便にて上京

◉アイランダー2016

◉ 平成28年度第2回東京都島しょ振興公社理事会

◉ 平成28年度第2回伊豆諸島・小笠原諸島地域力

創造対策協議会

◉第4回島じまん実行委員会

◉ 平成28年度東京都島嶼町村一部事務組合第１回

組織団長会議

◉平成28年度島嶼町村長会議（第1回臨時）

◉ 羽田空港よりソラシドエアー73便にて鹿児島空

港へ

◉ 鹿児島空港よりJAC3745便にて屋久島空港へ

◉屋久島町役場表敬訪問・町内行政視察

◉ 屋久島空港よりJAC3746便にて鹿児島空港へ

11月25日～12月3日続き

◉鹿児島県三島村役場表敬訪問

◉鹿児島市役所市長表敬訪問

◉桜島フェリーにて桜島へ

◉桜島ビジターセンター・避難施設等視察

◉桜島フェリーにて鹿児島県へ

◉鹿児島空港よりJAL650便にて羽田空港へ

◉第97回東京海区漁業調整委員会

◉ANA1891便にて帰島

21日～23日

◉ANA1896便にて上京

◉平成28年度第4回正副会長会議

◉ 平成28年度第3回理事会・平成29年度離島振興

関係国家予算対策運動

◉ANA1893便にて帰島

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

住民登録は正しく行われていますか？

　住民登録は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金

など各種行政サービスの基礎となっています。

　お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするために、引っ越しなどにより住所

を移した方は速やかに住民登録の届出を行ってください。また、現住所で住民登録をされていない方や登

録が抹消されたままの方は、正しい住民登録が必要です。

　住民登録の手続きは、本人または同じ世帯の方が可能です。代理人が手続きする場合は、本人または同

じ世帯の方が署名・捺印した委任状が必要となります。

　実態と一致した正確な登録のため、ご理解とご協力をお願いします。

個人番号通知カードを保管しています

　平成 27 年の 11 月より郵送した通知カードについて、返送された通知カードを住民係で保管していま

す。通知カードを受け取っていない方は速やかに住民係にご連絡ください。

個人番号カードの交付通知書が届いた方へ

　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住民係までご連絡ください。
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八丈町消防団　防災活動車の配備について／避難に関する情報の名称変更について　ほか

２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。

　収集運搬が必要な方は余裕をもって申し込みください。

5 日（日） 11 日（祝・土） 12 日（日） 19 日（日）

25 日（第４土） 26 日（日）

収集運搬業務の受付時間　午前８時～正午、午後１時～４時

収集運搬業者　㈱八丈島衛生総合企画　　電話番号　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

避難に関する情報の名称変更について

　高齢者などが避難を開始する段階であることを明確にする理由から、避難準備および避難勧告・指示に

ついて規定されている名称が変更となりました。

防災無線などで発表する場合は、以下の文言に変更となります。

　変更前　　　　　　　　　変更後

　避難準備情報　　⇒　　避難準備情報・高齢者等避難開始

　　　　　　　　　　　　　人的被害の発生する危険性が高まった状態

　避 難 勧 告　　⇒　　避難勧告

　　　　　　　　　　　　　人的被害の発生する危険性が明らかに高まった状況

　避 難 指 示　　⇒　　避難指示（緊急）

　　　　　　　　　　　　　 人的被害の発生する危険性が非常に高まった状況あるいはすでに人的被害が

発生した状況

■問い合わせ■　総務課庶務係　電話 2－1121

八丈町消防団　防災活動車の配備について

　公益財団法人日本消防協会より平成 28 年度消防団員等福

祉共済制度の福祉増進事業（消防資機材交付事業）として、

八丈町消防団に防災活動車１台が交付され、平成 28 年 12

月 17 日、大賀郷分団詰所に納車しました。この車両は、災

害時の指揮活動や人員・資機材輸送・予防広報活動など、よ

り一層町民の「安全・安心」を守るために活躍します。

■問い合わせ■

　八丈町消防本部庶務係　電話 2－0119
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水道だより／「みはらしの湯」休業のお知らせ

「みはらしの湯」休業のお知らせ
　末吉温泉「みはらしの湯」は、温泉配管薬剤清掃のため、下記の期間休業します。この間、他の町営温

泉は休まず営業します。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　　2 月 21 日（火）～ 24 日（金）

■問い合わせ■　総務課庶務係　電話 2－5570

※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。

水道だより水道だより
　

◆毎日使わない水道でも確認を！

　普段生活している家の水道メーター以外にも、無断使用や配管など給水装置の漏水を防ぐために、お客

様が管理されている畑や空き家などもこまめに確認してください。水道メーターの青い蓋を開けると、赤

と銀の羽根車が見えますので、蛇口が全て閉じた状態でも動いているようなら漏水している可能性があり

ます。漏水が疑われる場合は、町指定給水装置工事事業者に調査・修理を依頼し、長期不在や普段使用し

ない場合には、メーター横にある止水栓を止めるなど漏水防止にご協力をお願いします。詳しくは、水道

係に問い合わせください。

◆水道メーターの再検針を行っています。

先月と比較して水道メーターの指針が明らかに異常な数値を示している場合には、水道係職員と検針員が

再検針に伺います。使用していないにも関わらずメーターが動いている場合には漏水している可能性があ

りますので、直接お声がけをするか、留守の場合や畑の場合には止水栓を止めた上で不在票またはご自宅

にお電話するなどしてお知らせします。

◆管路工事について

　皆さんへきれいな水をお届けするため、古くなった配水管の更新や新たに配水管を入れるなど、水道管

の敷設工事を行っています。工事期間中は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。

◆水道料金の納期限を過ぎてしまったら

納期限を過ぎてお支払になった場合は、水道係で収納を確認できるまでに数日かかることがあります。特

に２～３カ月滞納してしまった場合には、給水停止になってしまうこともありますのでご注意ください。

■問い合わせ■　企業課水道係　電話2－1128

丸ハンドルは時計回りの方向へ、蝶ハンドル

は配管と垂直にすると止水できます。

ここが回っていないか確認して

ください。
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環境だより／郷土料理教室

■問い合わせ■　住民課環境係　電話2－1123

ペットの死骸の処理など

　墓地にペットの死骸を埋めることは法律で禁止されていますので、以下の方法で適正な処理を

お願いします。

　・自己所有地へ埋葬する。

　・民間事業者へ処理依頼する。

　・クリーンセンターへ持ち込む。( 骨は回収できません。)

　　※八丈町火葬場ではペットの火葬はできません。

ごみの正しい出し方

○正しく分別を

　燃えるごみに、金属類・乾電池・電球・空きびん・空き缶などのごみ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。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。

○生ごみを適正に処理しましょう

　 猫やカラスが集積所のごみを散らかしますので、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。また、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。

○時間を守って出しましょう

　当日の午前 8 時 30 分までに自宅最寄りの集積所へ出してください。

○ 布団・毛布類は、そのままの状態でごみ袋に入れて出した場合は収集できません。50 ｃｍ以内に切っ

てごみ袋に入れて出すか、有明興業 ( 株 ) 八丈島営業所へ持ち込んでください。

　※ごみを出す際、正しく分別することが求められています。ご協力をお願いします。

アズマヒキガエル

　環境係では発生地域および生態調査を実施しています。島内でアズマヒキガエルを見かけた時は、ご

連絡ください。アズマヒキガエルは、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、十分に注意してください。

ヤンバルトサカヤスデ対策

　ヤスデの生態調査を実施しています。大量発生を見かけた時は、環境係までご連絡ください。

　

郷土料理教室
事前予約制 ２月１日（水）から 15 日（水）まで ※定員（16 名）になり次第締切

第４回：八丈島の食材を使用した料理

　八丈島の郷土料理をこれから勉強してみたいと考えている方、一緒に作ってみませんか？

　年４回開催のうち最終回となる今回は八丈産の野菜・レモンを使用した料理です。

■日　　時　２月２４日（金）　　　　■時　　間　午前 10 時から午後１時

■場　　所　保健福祉センター　　　■持 ち 物　エプロン・三角巾・筆記用具

■問い合わせ・申し込み■

　福祉健康課保健係　電話 2－5570
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図書館からのお知らせ／子どもの定期予防接種

●ブックスタート・ボランティアを募集

　ブックスタートとは、「赤ちゃんと絵本を楽しむ体験」をプレゼントする活

動です。赤ちゃんと保護者が、絵本を介して、心ふれあう時間を持つきっか

けを届けます。

　八丈町でブックスタートが始まって２年半。これまで 153 人もの赤ちゃ

んとその保護者にブックスタートを行ってきました。今後も赤ちゃんと保護

者が一緒に絵本を楽しめるよう、読み聞かせのアドバイスやおすすめの絵本

を紹介するボランティアを募集します。（司書が配布するブックスタート・パックの説明をした後、読み

聞かせをしていただきます）

　○日時：４月、６月、８月、10 月、12 月、２月の第２火曜日　午後１時～４時

　○場所：保健福祉センター（３～４カ月乳児健診時）　＊ 1 回だけの参加も可能です。

　○応募方法：「ブックスタート・ボランティア申込書」を提出してください。

　　　　　　　（教育課、各出張所、図書館で配布しています。申し込みも同じ場所でできます）

●今月のおはなし会

　12 日（日）《11 日は祝日のため、開催日を変更します！》

　午前 10 時～ 11 時　こどものほんのへや

　読み聞かせ：こっこめ文庫（三根）（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。

　『カズサビーチ』山本一力著　　　　　　『木工上達！継ぎ手テクニック』（GAKKEN MOOK）

　『｢和｣ の行事えほん 英語版』高野紀子作 『ちびのミイ､ かいぞくになる ?』リーナ ･ カーラ文 ･ 絵

　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・11 日（祝・建国記念の日）・28 日（火・館内整理日）

●開館時間　午前９時 30 分～午後５時

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）

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話2－0797

図書館からのお知らせ

Ｂ型肝炎集団接種　　　　　　　　　　　　９日（木）　午後２時30分～３時

四種混合集団接種　　　　　　　　　　　　９日（木）　午後３時～３時30分

BCG集団接種　　　　　　　　　　　　　16日（木）　午後３時～３時30分

日本脳炎集団接種　　　　　　　　　　　16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　23日（木）　午後３時～３時30分

予約制個別接種　　　　　　９日（木）、23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などで機会を逃した方や、時間の都合がつかない方のための制

度です。希望される方は、実施日の１週間前までにご連絡ください。

会場：町立八丈病院小児科

2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
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母子保健／２月東京法務局特設登記所開設日　ほか

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、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　２月 14 日（火）午前 10 時～正午　　　　場　所　町役場１階　相談室４

相談員　近藤　勝重

■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話2－1120

２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 : 14 日（火）午後２時 30 分～５時

 15 日（水）午前９時～正午、午後１時～４時 30 分　　

 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　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、
　終了時刻の 30 分前までです。

母子保健 ■問い合わせ・申し込み■　福祉健康課保健係　電話２－ 5570

※健診の対象者には個別通知します　

 今月の健康診査  会場：保健福祉センター

3～4か月児・産婦健康診査 　　 14日（火）　受付：午後1時15分～1時45分

　○対象　平成28年9月14日～平成28年11月14日生まれの乳児とその産婦

2歳児歯科健康診査    8日（水）　受付：午前9時15分～10時

　○対象　平成26年11月10日～平成27年2月8日生まれの幼児

3歳児健康診査  21日（火）　受付：午後1時15分～1時45分

　○対象　平成25月12月7日～平成26年2月21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

21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

13日（火）　 午前9時～11時

　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。母子健康手帳を持参してください。
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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）

今月の学校行事

■大賀郷中学校　開校記念日　１日（水）

■学芸会　５日（日）

　三根小学校　　午前８時30分～午後０時15分　／　三根小学校体育館

　大賀郷小学校　午前８時30分～午後０時15分　／　大賀郷小学校体育館

　三原小学校　　午前８時40分～正午　／　三原小学校体育館

■三原中学校　平成28年度八丈町教育研究奨励校研究発表会

　　　　　　　８日（水）午後１時15分～　／　三原中学校

■Ｐ連作品展　11日（土）午前10時～午後４時

　　　　　　　12日（日）午前９時～11時30分　／　三原中学校体育館

■学校公開

　富士中学校　　13日（月）～18日（土）

　三根小学校　　27日（月）～３月３日（金）

三原小学校学芸会　八丈方言劇『冒険者たち』（６年生）

　毎年、島内の小学校では学芸会を行いますが、今年度、三原小学校の６年生は、坂上の八丈方言を一

部取り入れた劇を上演します。方言劇については、平成 21 年度より各小学校において上演されてきま

した。

　この方言劇の取り組みは、文部科学省の事業「児童生徒のコミュニケーション能力育成事業（芸術家

派遣）」の一環として行われるもので、都内よりプロの劇団員（SET：スーパー・エキセントリック・シ

アター）が来島し、児童と一緒になってワークショップをしながら劇を創り上げていくものです。今年は、

どんな劇に仕上がるか楽しみです。

　どなたでも参観できますので、お気軽にご来場ください。開始は午前 11 時ごろを予定しています。

八丈方言劇『冒険者たち』（ガンバの冒険）について

　児童文学作家の斎藤惇夫さん原作の八丈島と八丈小島を舞台にした物語で、昨年には『GAMBA

ガンバと仲間たち』として、CG アニメ映画化もされました。都会のネズミ（ガンバ達）が、八丈

島のネズミ達と協力して、イタチ（ノロイ達）に立ち向かう劇です。八丈方言は、八丈島のネズミ

達の言葉として、使われます。



INFORMATION●　広報はちじょう

21

八丈町体育施設および八丈町立学校体育施設の通年使用希望調査　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（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。

2 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！

  1 日（水）節分（豆まき）

  8 日（水）劇団かぶつ公演「白雪姫」

15 日（水）リズムあそび（講師：田中由美子さん）

22 日（水）おひなさま作り

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

今月は第2土曜日（11日）が

建国記念日（祝日）のため

お休みです。

ご注意ください。

平成 29年度

八丈町体育施設および八丈町立学校体育施設の通年使用希望調査

　八丈町教育委員会では、年間を通しての施設使用を希望する団体に対し、希望調査票の受付を行ってい

ます。調査票は、八丈町教育委員会および各出張所に備えています。

○対象施設

　樫立屋内外運動場、中之郷屋内外運動場、末吉屋内外運動場、各小中学校屋内外運動場

※原則として１団体が希望および申請できるのは、週に１施設２時間程度とします。

※ ただし、希望調査後の各団体からの申請受け付け後に、空いている曜日や時間帯のある場合は、追加申

請することができます。

※希望団体多数の曜日や時間帯については、抽選などにより調整します。

○申請期限：２月 24 日（金）

○受付場所：八丈町教育委員会および各出張所　その他詳細については問い合わせください。

■問い合わせ■　八丈町教育委員会　教育課生涯学習係　電話 2-7071
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第 72 回八丈島民大学講座／町立八丈病院職員募集　ほか

・糖尿病教室　２月17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）

町立八丈病院臨時診療日その他、専門外来診療

町立八丈病院職員募集

※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お受け取りください。

～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

■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～

募集職種　助産師　１名　看護師　若干名　理学療法士　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）

第 72回　八丈島民大学講座　「僕たちは島で、未来を見ることにした」

　自分たちの手で未来を創るために「今日だけの満足より、よりよい明日に向けて歩みだすために ･･･。」

自動車エンジニアから日本海に浮かぶ島根県海士町に移住。農漁業をしながら仲間と起業した隠岐の島の

若きリーダー、阿部裕志先生を講師にお迎えします。ふるってご参加ください！！

～講師：阿部裕志先生から　八丈島の皆さんへメッセージ～

　都会の大企業で働いていた私が、なぜ人口 2400 人の小さな島である海士町に移住したのか。島民と

して、神楽や祭り、農業、漁協の様々な地域の担い手となり、自ら起業し、都会や世界を相手に仕事を創

り出していく中で、よそ者だからこそ気付けることがある。できることがある。自分たちの手で、欲しい

未来を創るために、今日だけの満足よりよりよい明日に向けて、どのように仲間を巻き込みながら行動し

ていくのか。

　だんだんとわかってきたこと、感じていること、その「ありのまま」をお伝えさせていただきます。

■日　時　①２月 11 日（土）　午後７時 30 分～９時　②２月 12 日（日）　午後１時 30 分～３時

■会　場　七島信用組合八丈島支店　２階ホール　　　■参加費　無料

●主催：八丈島文化協会　●協賛：七島信用組合八丈島支店　●後援：八丈町教育委員会

■問い合わせ■　八丈島文化協会事務局（担当：伊藤）　電話 090－8036－1826
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がじゅまる広場・とびっこクラブ指導員募集中 !! ／ 2 月の航路ダイヤ　ほか

【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

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 8：30 B738 1892 9：05 10：00 B738

1893 12：10 13：05 A320 1894 14：05 15：00 A320

1895 15：50 16：45 A320 1896 17：20 18：15 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 1/4 ～ 1/31 23,590 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。

○ 2月の航路ダイヤ

2/1－3 の ANA1891 便、ANA1892 便の航空機は A320 となります。

　
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募集中!!
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（シフト制） 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）※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 940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 八丈町放課後子どもプラン
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日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
高齢者健康教室

10：00 ～ 12：00

5 6 7 8 9 10 11

し尿収集運搬休業日

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

2 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

図書館休館日
し尿収集運搬休業日

12 13 14 15 16 17 18
図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00

し尿収集運搬休業日

すくすく相談

9：00 ～ 11：00

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

3 ～ 4 か月児・産婦健康診査

13：15 ～ 13：45 受付

高齢者健康教室（三根）

10：00 ～ 12：00

19 20 21 22 23 24 25

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

郷土料理教室

10：00 ～ 13：00

し尿収集運搬休業日

26 27 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

温 泉 休 業 日

2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。

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

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

資源
古着

燃・害 燃・害 金属
資源
古着

燃・害 金属

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

金属 燃・害 資源 びん 燃・害 燃・害
資源
古着

燃・害 金属 燃・害 資源 燃・害 金属

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

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源
燃・害
びん

金属 燃・害 資源
燃・害
びん

金属

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

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

26 27 28 26 27 28 26 27 28

金属 燃・害 燃・害 資源 燃・害

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

町役場開庁日 平日 8：30 ～ 17：15

休　　業　　日

ふれあいの湯 6 日　13 日　20 日　27 日 毎週月曜日

みはらしの湯 7 日　14 日　※ 21 日～ 24 日　28 日 毎週火曜日

ザ・ＢООＮ 1 日　18 日　15 日 毎週水曜日

やすらぎの湯 2 日　 9 日　16 日 毎週木曜日

みはらしの湯は 2/21 から 24 まで配管薬剤清掃のため休業します。その間ほかの
町営温泉施設は休まず営業します。

町立八丈病院

臨 時 診 療 日

診　療　日 診療時間

糖尿病教室 2 月 17 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　

※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）

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。

※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。




