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町の人口（4月1日現在）  （先月 1 日比）

3月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （4月1日現在）※外国人含む

 人　口 7,490人 減 189人 
 男 3,714人  減 95人
 女 3,776人 減 94人
世帯数 4,317世帯 減 68世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,039 1,778 1,788 3,566
大賀郷 1,431 1,223 1,241 2,464
樫　立 280 245 248 493
中之郷 369 316 345 661
末　吉 198 152 154 306
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くらしの法律税金相談会開催／ボランティア法律相談会と講演会開催のお知らせ　ほか▶▶18

町営住宅入居者募集 ( 平成２９年度第１回 )▶▶20
５月東京法務局特設登記所開設日／家族介護者教室『ケアケア交流講座』　ほか▶▶19

水道だより▶▶21

図書館からのお知らせ／郷土料理教室▶▶14
第７回八丈方言文法講座開催のお知らせ／子ども家庭支援センターからのお知らせ▶▶15
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転入・出生　61人（うち転入59人、出生2人）
転出・死亡　251人（うち転出244人、死亡7人）

町立八丈病院職員募集／第 36 回小笠原親善訪問　参加者募集　ほか▶▶23

65 歳以上の方への肺炎球菌ワクチン予防接種費用一部扶助について／八丈島熱中小学校▶▶13八丈町人事異動▶▶02
NPO あびの実公演　『ティコボのガラクタ音楽会』／八丈浪漫音楽祭 2017　ほか▶▶03
税のお知らせ　ほか▶▶04
軽自動車税の減免制度について　ほか▶▶05

フリージアインフィオラータ

開花の遅れにより日程が変更になりましたが、沢山の人が集まり、

美しい花絵が完成しました。
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八丈町人事異動

八 丈 町 人 事 異 動 （平成 29 年４月１日付）

１．課長級 （　）旧所属等

福祉健康課主幹（厚生担当） 田 村 久 美（昇格）（福祉健康課課長補佐）

２．統括係長級

企画財政課企画情報係長 山 下　 進（昇格）（総務課庶務係長）

税務課徴収係長 浅 沼 利 光（昇格）（三根出張所長）

消防本部庶務係長　消防司令 佐 藤 順 一 （消防本部予防係長
消防司令）

消防本部警防係長　消防司令 菊 池 邦 彦 （消防本部庶務係長
消防司令）

消防本部予防係長　消防司令 佐々木　恒 （消防本部警防係長
消防司令）

３．係長級

総務課庶務係長 大 川 和 彦 （産業観光課産業係長）

総務課庶務係主査 土 屋　 巧（昇格）（総務課庶務係主任）

三根出張所長 菊 池　 学 （住民課環境係主査）

住民課浄化槽係長 関 村 優 子 （教育課生涯学習係主査）

福祉健康課厚生係長 福 祉 健 康 課 
主幹事務取扱（兼務）

福祉健康課保健係長 浅 沼 洋 介 （住民課浄化槽係長）

むつみ第二保育園副園長 奥 山 聖 泰（昇格）（若草保育園主任）

あおぞら保育園副園長 土 屋 洋 子 （むつみ第二保育園副園長）

産業観光課産業係長 金川智亜樹 （農業委員会事務局主査）

農業委員会事務局主査 佐々木　恒 （福祉健康課保健係長）

企業課経理係長 岡 野 豊 広（昇格）（企業課経理係主任）

４.　その他の職員 　（事務職）

企画財政課財政係主事 五十嵐雄一 （企業課経理係主事）

総務課庶務係主事 濵　 甚 吾 （教育課庶務係主事）

税務課課税係主事 水 野 滉 人 （税務課徴収係主事）

産業観光課観光商工係主任 笹 本 大 祐（昇格）（産業観光課観光商工係主事）

産業観光課観光商工係主事 佐々木　奏 （福祉健康課厚生係主事）

企業課経理係主事 足 立 雄 大 （企業課水道係主事）

企業課水道係主任 川上裕次郎 （教育課庶務係主任）

教育課庶務係主事 高井徹太郎 （企画財政課財政係主事）

教育課生涯学習係主事 奥 山 公 貴 （産業観光課観光商工係主事）

病院事務局業務係主事 丸 林　 沢 （税務課課税係主事）

５.　その他の職員（保育職・消防職・司書・医療職）

むつみ保育園主任 高 橋 由 美 （むつみ第二保育園主任）

むつみ第二保育園主任 藍原みのり （あおぞら保育園主任）

５. その他の職員（保育職・消防職・司書・医療職）続き　（　）旧所属等

むつみ第二保育園保育士 五十嵐祐奈 （むつみ保育園保育士）

若草保育園主任 淺沼明日香 （むつみ保育園主任）

若草保育園保育士 菊 池 将 司 （むつみ第二保育園保育士）

あおぞら保育園主任 奥 山 喜 代（昇格）（あおぞら保育園保育士）

消防本部庶務係消防士長 沖 山　 渉 （消防本部警防係
消防士長）

消防本部庶務係消防士長 玉 置 大 海（昇格）（消防本部予防係
消防副士長）

消防本部警防係消防士長 原　 大 介（昇格）（消防本部警防係
消防副士長）

消防本部警防係消防副士長 百 田 和 志 （消防本部庶務係
消防副士長）

消防本部警防係消防士 吉 野 一 平 （消防本部庶務係
消防士）

消防本部予防係消防士長 上ノ山真児 （消防本部庶務係
消防士長）

教育課生涯学習係主任 明 石 香 織（昇格）（教育課生涯学習係司書）

病院医療局看護科臨床工学技士 鈴 木 智 愛（昇格）（病院医療局看護科
臨床工学技士）

新規採用者

建設課建設係技師 藤 井 靖 久

建設課建設係技師 有 泉 直 輝

むつみ保育園保育士 伊 藤　 唯

消防本部庶務係消防士 笹 本 拓 夢

子ども家庭支援センター保健師 江田美代子

病院医療局理学療法士 中 野　 陽

住民課住民係主事 木 下 太 瑚　（平成 29 年 4 月 7 日付）

住民課環境係主事 藤 巻 良 太　　　　　　〃

福祉健康課厚生係主事 大 澤　 慎　　　　　　〃

建設課建設係主事 奥　 甚 晴　　　　　　〃

建設課管財係主事 沖 山 悌 久　　　　　　〃

教育課庶務係主事 長 田 格 也　　　　　　〃

教育課生涯学習係主事 沖 山 光 太　　　　　　〃

退職者（平成２９年３月３１日付）

企画財政課企画情報係長
（統括係長） 塩 野　 誠

住民課住民係主事 岸 田 瑞 希

むつみ第二保育園保育士 清水麻里子

建設課建設係技師 小宮山光国

建設課建設係主事 梅 村 禎 彦

消防本部警防係消防副士長 大 西 国 士

病院医療局理学療法士 塩 月 晴 雄

病院医療局看護師 塩 月 法 子

病院医療局看護師 山 岡　 梓
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NPO あびの実公演　『ティコボのガラクタ音楽会』／八丈浪漫音楽祭 2017　ほか

NPO あびの実公演　『ティコボのガラクタ音楽会』
　「もったいない！」　日本発のこの言葉は世界に広まりました。
今回の音楽会は、本来捨てられてしまう廃品を楽器として、音楽の高みにまでもっていくという、エコ社
会にぴったりの音楽会です。
　“音を楽しむのが音楽、器の音を楽しむのが楽器、それを楽しむのが人間！！”
いったいどんなコンサート？？？自由な発想で想像力を膨らませながら楽しみましょう！
■出　　演　　山口とも　他（TOMO　ＯＦＦＩＣＥ）
■日　　時　　５月 20 日（土）　【開場】午後１時　【開演】午後２時

ペットボトルでマイ楽器を手作り！出演者と一緒に演奏します。
午後１時に会場に集まって、一緒に作りましょう！！

■会　　場　　三原小学校体育館
■入　　場　　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：八丈島文化協会　八丈島あそびと文化の NPO あびの実　　●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　電話：070－3175－7253　担当（山下）　

伊豆諸島・小笠原諸島のアンテナショップ
「東京愛らんど」販売・ＰＲスタッフ募集中！

　東京都島しょ振興公社では、島しょ地域出身者など、島にゆかりのある人材を活用し、東京の島々が持
つ魅力を発信することを目的に、竹芝客船ターミナル内にある店舗のスタッフと、首都圏でのＰＲイベン
トスタッフを募集しております。
＜こんな方におすすめ＞
　◎伊豆諸島・小笠原諸島出身者！　◎島の特産品が大好きな方！　◎元気で明るい方！
＜業務内容＞
　①首都圏物産展での特産品ＰＲ・販売（日給制）
　②東京愛らんど店舗（竹芝客船ターミナル内）での特産品ＰＲ・販売（時給制）

詳細をご希望の方は、メールでご連絡ください。

■問い合わせ■　公益財団法人　東京都島しょ振興公社　✉ kousya-g@tokyoislands-net.jp

八丈浪漫音楽祭 2017
　この音楽祭は島内外の関係者が協力し、八丈島の新しい音楽文化を発信すべく立ち上げられ、今回が初
めての開催となります。八丈町、ベネズエラ、ポルトガル、パレスチナ他各国駐日大使館の後援も受け、
音楽や八丈の伝統芸能などによる交流が行われます。また、この音楽祭に合わせて設立された「八丈少年
少女合唱団」の演奏が披露されるほか、大使夫人によるトークと演奏があります。
■出　　演　　コロンえりか（ソプラノ）　碓井俊樹（ピアノ）　加藤洋朗（指揮）他
■日時場所　　５月 28 日（日）午後１時 30 分　八丈町多目的ホール「おじゃれ」
■主　　催　　八丈浪漫音楽祭実行委員会
■問い合わせ■　八丈浪漫音楽祭実行委員会　大沢　力　電話 7－0049
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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
納期限および口座振替日
５月31日(水)
　固定資産税第 1期分
　軽自動車税
グリ－ン化特例（軽課）が１年
間延長になりました。
これにより平成28年４月～平
成29年３月に新規取得した軽
自動車（三輪・四輪）で基準を
満たす車輌について平成29年
度分の軽自動車税に限りグリ－
ン化特例が適用されます。

平成28年分所得の申告
平成28年分の所得の申告が済
んでいない方は、至急、所得の
申告をお願いします。税務課に
て随時対応します。

八丈町国民健康保険、後期高齢
者医療制度の被保険者など申告
をしていないと保険料が高くな
る場合があります。ご注意くだ
さい。

税金を納期限までに納付されなかった場合は、延滞金を徴収します
　町では、納期限内に納付し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ない方から延滞
金を徴収します。延滞金は、納期限の翌日からひと月を経過する日までの期間は、年 2.7％、それ以後は、
年 9.0％の割合で加算されます。納期限を過ぎても納付されない場合、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、納期内納付をお願いします。

◆早めに納税相談を
　失業などのやむを得ない事情や、本人や家族の病気などにより納期ごとの納付が困難な場合は、早めに
ご相談ください。役場の業務時間内（平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分）または、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）にも納付相談を行っ
ています。納税相談もなく納付のない方に対しては、法律に基づいた財産調査および財産の差し押さえな
どの滞納処分を行っています。
■問い合わせ■　税務課徴収係　電話 2－1122

平成29年度町税納税カレンダー
　平成 29 年度の町税の納期限 ( 口座振替日 ) は次のとおりです。

月 税　　　　目 納　期　限

５月
固定資産税第１期

平成29年5月31日
軽自動車税

６月 町都民税第１期 平成29年6月30日

７月
固定資産税第２期

平成29年7月31日
国民健康保険税第１期

８月
町都民税第２期

平成29年8月31日
国民健康保険税第２期

10 月

国民健康保険税第３期 平成29年10月2日

町都民税第３期
平成29年10月31日

国民健康保険税第４期

１１月 国民健康保険税第５期 平成29年11月30日

１２月
固定資産税第３期

平成29年12月25日
国民健康保険税第６期

１月
町都民税第４期

平成30年1月31日
国民健康保険税第７期

２月
固定資産税第４期

平成30年2月28日
国民健康保険税第８期
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軽自動車税の減免制度について　ほか

軽自動車税の減免制度について　　■問い合わせ■　税務課　　電話 2－1122

【障がい者減免】　主に障がい者のために使用する軽自動車
1．軽自動車の所有者
　 　所有者が障がい者本人であること。ただし障がい者が 18 歳未満の場合または知的障がい者、精神障がい者であ

る場合は、障がい者と生計を一にする人が所有者でも対象になります。

2．障がいの範囲 

手帳及び障がいの区分 障がいの程度

身
体
障
が
い
者
手
帳

下肢不自由 １級～６級
体幹不自由 １級～３級　・　５級
上肢不自由 １級　・　２級

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障がい

上肢機能 １級　・　２級
移動機能 １級～６級

視覚障がい １級～３級 
４級の１（視力障害：両眼の視力の和が 0.09 以上 0.12 以下）

聴覚障がい ２級～３級
平衡機能障がい ３級～５級
音声機能または言語機能障がい ３級　（こう頭摘出に係るものに限ります。）
心臓、じん臓及び呼吸器の機能障がい １級　・　３級　・　４級
ぼうこう、直腸及び小腸の機能障がい １級　・　３級　・　４級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい １級～３級
肝機能障がい １級～４級

戦傷病者手帳 対象となる障害の程度については、
八丈町役場税務課課税係に問い合わせください。療育手帳

精神障がい者保健福祉手帳 １級　( 精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限ります）

3．減免の対象となる軽自動車

納税義務者（所有者または取得者） 運転者 使用目的

①
障がい者の方

障がい者の方 特に問いません
② 障がい者以外の方

主に障がい者のかたの通院、通学などのために使用
する③

生計を一にする方
障がい者の方

④ 障がい者以外の方

【公益減免】　公益のため直接専用するものと認める軽自動車
　・社会福祉法人などが所有し利用者の移送または利用者に対する供給物質の輸送などに使用する軽自動車 

【構造減免】　構造上主に障がい者の方の利用に供する軽自動車
　・車いすの昇降装置、固定装置または浴槽を装着するなど特別仕様の軽自動車

申請に必要な書類など　・平成29年度納税通知書　・運転免許証　・自動車検査証　・身体障がい者などの手帳
《注意事項》　減免の申請期限は、毎年納期限の 7 日前です

ご　存　知　で　す　か　？
　生活保護法に規定する扶助を受けている方の固定資産税については、原則として申請手続きを行った場
合、全額が減免の対象となります。ただし、減免される税額は、申請がなされた日以降に到来する納期限
に係る分です。
＊ 減免申請手続きは納期限前７日前（平成 29 年５月 24 日（水））までに「生活保護受給証明書」をお

持ちのうえ、八丈町役場税務課に申請してください。
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国保だより／島内で転居した場合の新しい介護被保険者証　ほか

国保だより ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話2 － 1123

◎国保税の減額の対象となる世帯の所得の基準が変わります
　保険税の減額の対象となる所得の基準が５割軽減対象世帯で「26 万５千円×被保険者数」から「27
万円×被保険者数」に、２割軽減対象世帯で「48 万円×被保険者数」から「49 万円×被保険者数」に
対象者が拡大となります。

◎医療費を大切に
　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等）で負担しています。医療費の上昇は、健康に対する
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とりましょう。
　○定期的に健診を受けて、健康管理に役立てましょう。
　○重複受診はひかえましょう
　○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。

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。
　日時：５月 26 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

三根地域 敬老会 開催！！　　　■問い合わせ■　福祉健康課高齢福祉係　電話 2－5570

高齢者の方々への感謝と長寿をお祝いする敬老会を三根地域で開催します。
日　時　５月 21 日（日）午前 11 時～午後１時 30 分　　場　所　三根小学校体育館
※対象者は 70 歳以上の方（昭和 23 年４月１日以前に生まれた方）です。

島内で転居した場合の新しい介護被保険者証
　島内で転居された場合、翌月の上旬を目安に郵送します。転居手続きとは別に福祉健康課の窓口で手続
きをする必要はありません。なお、急ぎで住所変更がされた新しい被保険者証が必要な場合は福祉健康課
の窓口にて手続きが必要です。
　新しい介護保険被保険者証が届いたら古い被保険者証は役場または各出張所まで返却してください。
■問い合わせ■　福祉健康課高齢福祉係　電話 2－5570
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国民年金／高齢者世帯向け調査にご協力をお願いします

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/

【国民年金保険料学生納付特例制度のご案内】
　国民年金は、20 歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。しかし、学生の方は一般的に所
得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例
制度」があります。対象となる方は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等
専門学校、専修学校および各種学校（修業年限１年以上である課程）に在学する学生などで、ご本人の前
年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。

所得の目安　118 万円＋｛扶養親族等の数× 38 万円｝

　学生納付特例制度により、平成 28 年度に保険料納付を猶予されている方で、平成２９年度も引き続き
在学予定の方へ、３月末に基礎年金番号が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書を送付します。同
一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入し返送いただくことにより、平成 29 年度
の申請ができます。（この場合、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です。）なお、平成 29 年度
は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付を希望される場合は納付書を作成して送付します。
【まだ間に合う２年前納は？】
　口座振替・クレジットカード納付の申込は受付終了しましたが、現金（納付書）納付での納付は可能です。
　平成 29 年４月～ 31 年３月までの前納期限は５月１日（月）です。余裕をもった申し出をお願いします。
　また、年度の途中で新たに１号被保険者になった方も、任意の月から翌年の３月分まで納付書で納めて
いただくことが可能です。

▶▶各種問い合わせ　　
●一般的な年金相談に関する問い合わせ

0570－05－1165（ナビダイヤル）　PHS、IP電話、海外からは03－6700－1165（一般電話）

受付時間 月　曜　日：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

●一般的な国民年金の加入に関する問い合わせ

0570－003－004（ナビダイヤル）　PHS、IP電話、海外からは03－6630－2525（一般電話）

受付時間 月～金曜日：午前８時30分～午後７時

 第２土曜日：午前９時～午後５時

高齢者世帯向け調査にご協力をお願いします
　この調査は、在宅における 65 歳以上の方の生活の実態などを把握し、在宅支援に向けた施策を検討す
るために利用されます。今月から民生委員がご家庭へ訪問し、調査を行います。
　本調査において知り得た事柄については、厳重に取り扱いますので、ご理解とご協力をお願いします。

■問い合わせ■　福祉健康課高齢福祉係 電話 2－5570
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住民係からのお知らせ／環境だより

■問い合わせ■　住民課環境係　電話2－1123

使用済自動車は適正処理でリサイクル
　使用済自動車の放置は、不法投棄または不適正保管となり、法律で罰則が定められている犯罪行為で
す。火災や思わぬ事故を誘発するなど皆さんの安全な生活環境を脅かし、八丈島の景観を損ね、観光面
でのイメージも悪くします。速やかに処理業者へ引き渡してください。ご協力をお願いします。

海岸清掃
　学校・各団体などがボランティアで海岸清掃を実施する際は、事前に環境係へご連絡ください。ごみ
袋の提供、ごみの回収など町が協力します。

6 月４日（日）はクリーンデー
　八丈島の自然と環境を守り、クリーンで住みやすい八丈町にしましょう！クリーンデーは、地区ごと
の空き缶拾いや清掃活動を全島一斉に行い、ごみの散乱防止や環境に対する意識を高めることを目的と
しています。

　※ 清掃活動の開始時刻は各地区で異なりますので、各地区の自治振興委員の方の指示にしたがってく
ださい。

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

閉庁日の戸籍届出について
　閉庁日に戸籍の届出（出生・婚姻、死亡など）をされる方は、来庁される前に町役場（2－1123）に
必ずご連絡ください。
○死亡届は町役場にて担当職員が直接受理します。詳細は事前に連絡いただいた際にご案内します。
○ 死亡届以外の届出は宿日直者により受付のみを行い、お預かりする形になります。開庁日になってから

職員が内容を確認し、不備がなければお預かりした日付の受理となります。
　記入方法や添付書類など、詳しくはあらかじめ住民係に問い合わせください。

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。
　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、次の書類をお持ちのうえ、住民係へお越しください。
交付通知書　通知カード　本人確認書類　※１
なお、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。

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等が別途必要になります。
※ 1　本人確認書類（例にないものについてはご相談ください）
①運転免許証など、官公署発行の写真入り身分証明書いずれか 1 点
②上記が難しい場合は、官公署発行の書類やそのほか身分証明書いずれか 2 点
　例：健康保険証、年金手帳、預金通帳、医療受給者証、社員証、学生証など
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し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ／大募集！　ミス八丈島

大募集！　ミス八丈島
　ミス八丈島選考会では、平成 29 年度のミス八丈島を募集しています。

ミス八丈島について
・活動期間：８月１日から１年間
・仕事内容：八丈島の各種行事（イベントなど）への参加、
　八丈島の PR 活動
※ミス八丈島として参加した時は謝礼あり　

応募条件
・期間中、八丈島に在住できる独身女性
・年齢 18 歳（応募時高校生不可）から 27 歳位まで
・明るく笑顔で八丈島を PR してくれる、八丈島が大好きな方

応募方法
　履歴書またはプロフィールに写真を２枚添えて郵送
 （写真は顔と全身がわかるもので集合写真不可。参考のため、身長を明記してください。）
※自薦、他薦問いません。沢山のご応募お待ちしています !

応募締切　５月末日（必着）　※応募書類は返却できませんのでご了承ください。
選考方法　書類による選考（必要があれば面接審査）
結果通知　決定者のみに連絡
決 定 後  ミス八丈島選考会で承認後、夏まつりでミス八丈島発表会を行い、期間中は八丈島の顔

として PR に務めていただきます。

■応募・問い合わせ■　〒100－1498　東京都八丈島八丈町大賀郷 2551－2
　　　　　　　　　　　産業観光課観光商工係　電話 2－1125

５月のし尿・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。今月は連休があ
り休業日が多いのでご注意ください。

３～５日（祝） 　７日（日） 13 日（第２土） 14 日（日）
21 日（日） 27 日（第４土） 28 日（日）

　収集運搬業務の受付時間　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 2－0855

手数料、使用料等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
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子どもの定期予防接種／母子保健

　

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6か月児健康診査 　　 16日（火）　受付：午後1時15分～1時45分

　○対象　平成27年9月15日～平成27年11月16日生まれの幼児

2歳児歯科健康診査 　　　 17日（水）　受付：午前9時15分～10時

　○対象　平成27年2月9日～平成27年5月17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

16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

26日（金）　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・歯科衛生士が応じます。

母子健康手帳を持参してください。

こどもごはん教室（要電話予約） 会場：保健福祉センター

19日（金）　午前10時～11時30分

　離乳食終了時から未就学児と保護者を対象に食べることの楽しさや大切さを理解するための教室です。親

子一緒に調理実習をして、食事のポイントもお話します。たくさんのご参加をお待ちしています。

○対象：未就学児とその保護者（定員：親子16組程度）　○持ち物：エプロン・母子健康手帳

○締め切り：5月15日（月）

Ｂ型肝炎集団予防接種　　　　　　　　　　11日（木）　午後２時30分～３時

四種混合集団接種　　　　　　　　　　　　11日（木）　午後３時～３時30分

麻しん風しん第２期集団接種　　　　　　　15日（月）　午後３時～４時

ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種　　25日（木）　午後３時30分～４時

予約制個別接種　　　　　　　　　　　　　11日（木）　午後３時30分～４時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25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

5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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平成 29 年度日本脳炎の接種対象年齢変更

平成 29 年度日本脳炎の接種対象年齢変更
 予防接種法施行令が改正されたため、４月より日本脳炎定期予防接種の接種対象年齢が変更となりまし
た。これを受け、平成 29 年度の八丈町での日本脳炎定期予防接種は以下のとおり行います。
※日本脳炎は、１期（２回接種）・１期追加（１回接種）・２期（１回接種）の全部で４回接種を受けます。
接種間隔は受け始めた時期や回数によって、お子さんごとにまちまちとなっています。お子さんの残り接
種回数や接種間隔などについて確認されたい方はご連絡ください。

①　接種を特におすすめする年齢　※対象者へ個別通知します。
　　時期は平成 29 年８月・９月、平成 30 年２月・３月を予定しています。
　　＜１期対象者※＞
　　・３歳（平成 26 年４月２日～平成 27 年４月１日生まれ）
　　・４歳（平成 25 年４月２日～平成 26 年４月１日生まれ）
　　＜２期対象者＞
　　・10 歳（平成 19 年４月２日～平成 20 年４月１日生まれ）※小学４年生対象（９歳～）
　　・15 歳（平成 14 年４月２日～平成 15 年４月１日生まれ）※中学３年生対象
※１期対象者は集団予防接種日時点の対象年齢の方に通知を送ります。

29 年度・30 年度は接種対象者が多くなる見込みなので各対象者に分けて接種日を設け、通知・案内
を行なう予定です。

②　次の年齢のお子さんも、今年度接種をおすすめする年齢です。
　集団接種を予定していますが、日時が決まり次第、ご案内を個別通知します。
　・16 歳（平成 13 年４月２日～平成 14 年４月１日生まれ）
　・18 歳（平成１1 年４月２日～平成 12 年４月１日生まれ）

③　上記①②以外のお子さんも予約制個別接種が無料で受けられます
平成７年４月２日～平成 19 年４月１日生まれのお子さんは 20 歳になるまで（20 歳未満まで）無料
で接種を受けられます。①と②の年齢でないお子さんには個別通知しませんが、毎月第２・第４木曜に
実施する予約制個別接種にて接種を受けることができます。接種をご希望の方はご連絡ください。
予約制個別接種の日程は毎月広報に掲載の「子どもの定期予防接種」記事をご覧ください。

■予約・問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2－5570
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平成 29 年度風しんの抗体検査・予防接種について　ほか

東京都児童相談センター春季巡回児童相談
　巡回児童相談は、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相談です。
■開催日　６月14日（水）～ 16日（金）　　 ■場所　八丈町保健福祉センター　
■対象者　18 歳未満の児童とその保護者　　■申込方法　来所にて申込み ( 簡単な面談を行います )
■相談内容　発達や性格行動、非行、愛の手帳（知的障害の方に交付される手帳）の取得
　　　　　　家庭で子どもをみるのが難しいなどの養育問題
■申込期間　５月 15 日（月）～ 26 日（金）　午前８時 30 分～午後５時 15 分　※土日・祝日を除く
■申し込み・問い合わせ■　八丈町子ども家庭支援センター（八丈町役場内）電話 2－4300
※内容により今回の相談会ではお受けできない場合がありますので、来所される前に問い合わせください。

平成 29 年度風しんの抗体検査・予防接種について
　八丈町では、「風しん」の抗体検査・予防接種費用を全額扶助しています。未来のお子さんを守るためにも、是非、
抗体検査・予防接種をご検討ください。
　◆風しんってなんですか？
　　●風しんウイルスによる感染症で、せきやくしゃみなどで飛まつ感染します。
　　●症状は、発熱・発疹・リンパ節の腫れなどが特徴です。
　　●現在、特効薬はなく、症状を抑えるための治療が中心です。
　　● 風しんに対する免疫を持たない女性が、妊娠中に風しんに感染した場合に胎児が「先天性風しん症候群」とい

う病気になることがあります。
　◆先天性風しん症候群ってなんですか？
　　● 風しんに対する免疫を持たない女性が、妊娠中（特に妊娠初期）に風しんに感染したときに、胎児がかかる可

能性がある疾患です。
　　●主な症状は、白内障・先天性心疾患・難聴などです。
　　● 妊娠中の風しん感染が、必ずしも先天性風しん症候群を意味するわけではありませんが、十分に注意が必要

です。

○抗体検査・予防接種の流れ　

○費用扶助の対象者
　検査・接種日時点で 19 歳以上の町民で「妊娠を予定または希望している女性」
○抗体検査・予防接種を受けられる医療機関　町立八丈病院・岩渕クリニック
○費用扶助を受けられる期間　平成 30 年３月 31 日（土）までの検査・接種
○費用扶助を受けるための手続き（※どちらも印鑑が必要です。）
　抗体検査：医療機関にて申請書を記入提出のうえ、抗体検査を受けてください。
　予防接種： 抗体検査で低抗体者と認められた方は医療機関にて、申請書を記入提出のうえ、予防接種を受けてくだ

さい。
■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2－5570

医療機関
抗体検査

検査の結果
低抗体者と判定

医療機関
予防接種
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65 歳以上の方への肺炎球菌ワクチン予防接種費用一部扶助について／八丈島熱中小学校

65 歳以上の方への肺炎球菌ワクチン予防接種費用一部扶助について
　65 歳以上の住民に対し、肺炎球菌ワクチン予防接種費用の一部扶助を行っています。高齢者では重篤
化する成人肺炎を予防できますので、今まで接種を受けたことがない方は接種をご検討ください。

　◆肺炎球菌による肺炎と肺炎球菌ワクチンの効果

　● 肺炎球菌は、肺炎・中耳炎・副鼻腔炎・気管支炎・髄膜炎などを起こす細菌の一つで特に、高齢者
の肺炎の約半数は、肺炎球菌が原因とされています。

　● 肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けることで、肺炎球菌による肺炎の８割に効果が期待できます。
したがって、肺炎の全てを予防するワクチンではありませんが、接種を受けることで重症化防止な
どの効果が期待できます。

　●一度接種を受けると、通常５年程度は免疫が持続するとされています。

　●費用扶助の対象者接種日時点で 65 歳以上の町民
　●接種を受けられる医療機関　　町立八丈病院・岩渕クリニック
　　※島外の医療機関での接種は、費用扶助の対象となりません。
　●接種費用（島内医療機関での接種金額）接種１回あたり 6,420 円
　●扶助額接種１回あたり 3,000 円
　　※医療機関では、本来の接種費用から 3,000 円引いた額（3,420 円）をお支払いいただきます。
　●費用扶助を受けるための手続き
　　直接医療機関に出向いていただき、申請書に記入捺印のうえご提出ください。
　　※印鑑が必要です。申請書は各医療機関にあります。
　●注意事項

過去５年以内に接種を受けたことがある方は、再接種により注射部位の痛み・赤み・しこりなどの副
反応が強くでることがあります。

　　接種後５年程度は免疫が持続するため、インフルエンザのように毎年接種を受ける必要はありません。
　　再接種をされる場合は、医療機関によくご相談ください。

　※ 高齢者対象肺炎球菌予防接種が平成 26 年 10 月より定期化されましたが、八丈町ではこれまでと
変わらず、八丈町に住所を有する 65 歳以上の方で接種された方に一律 3,000 円の扶助を引き
続き行います。

■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2－5570

もういちど７歳の目で世界を・・・
八丈島熱中小学校オープンスクールのお知らせ　
日時：5 月 13 日（土）午後 2 時～（開場午後 1 時 30 分）
場所：八丈町多目的ホール「おじゃれ」
プログラム

　1 時間目　社会　「勝手に観光協会」　講師：久米信行　氏
　2 時間目　共生　「牛で興す八丈島」　講師：原田英男　氏
詳しくは今月号の折込をご覧ください。

■問い合わせ■
八丈町企画財政課企画情報係
〒 100－1498　東京都八丈島八丈町大賀郷 2551－2
電話．2－1120　　FAX． 2－4824　　
MAIL：ha130@town.hachijo.tokyo.jp

八丈島熱中小学校

熱中小学校 HP

入場自由
参加費無料
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図書館からのお知らせ／郷土料理教室

　

郷土料理教室
事前予約制 ５月１日（月）から 23 日（火）まで ※定員（16 名）になり次第締切

第１回：八丈島の魚を使用した料理
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？
年に４回開催予定しています。第１回目は八丈島の魚を捌いて料理しよう！
■日　　時　５月３０日（火）　　　　■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

●第 29 回　文庫まつり開催！
　「愛情たっぷり！自分で作るよろこびを！」をテーマにおもちゃ作りの活動をしている、「おた福まめ」
のみなさんが来島します。今回は手作りおもちゃを「見て！つくって！あそび」ます。
　子ども文庫メンバーによる大型絵本の読み聞かせもあります。子どもから大人まで、どなたでも楽し
めますので、ぜひ、皆さんご参加ください。

第 29 回文庫まつり 手作りおもちゃ 「見て！つくって！あそぼう！｣
５月 27 日（土）午前 10 時～ 11 時 30 分　保健福祉センター
講師：手作りおもちゃサークル「おた福まめ」

　手作りおもちゃの本も展示しています。貸出もできます。
　期間：４月 23 日（日）～５月 31 日（水）　カウンター前展示コーナー
●今月のおはなし会 　13 日（土）午前 10 時～ 11 時　こどものほんのへや
　読み聞かせ：くに文庫（大賀郷）（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行います。みんなでおじゃりやれ♪
●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：５月 19 日（金）
●今月の新着図書から。
　　『決戦！忠臣蔵』葉室 凛 ほか著　　　『100 歳までクルマを運転する』桃田 健史 著
　　『車いすはともだち』城島 充 著　　　『へたなんよ』はまの ゆか 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！
●休館日　毎週月曜日・３日（水・憲法記念日）・４日（木・みどりの日）・５日（金・こどもの日）
　　　　　31 日（水・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！＊

■申し込み・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



INFORMATION●　広報はちじょう

15

第７回八丈方言文法講座開催のお知らせ／子ども家庭支援センターからのお知らせ

　

子ども家庭支援センターからのお知らせ

開館日　平　日　午前８時45分～午後５時　第３土曜日　午前９時～正午(交流ひろばのみ)
休館日　第３土曜日以外の土、日、祝日

初めてご利用になる皆さんへ
　利用登録が必要となります。来所の際、窓口にてお声かけください。お待ちしています！
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。また測定値を母子健康手帳
へ記載しますので、忘れずにお持ちください。
■問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話2－4300

５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！
　10日（水）母の日プレゼント作り
　17日（水）おはなしシアター（石田よし江さん）
　24日（水）みんなで音あそび
　31日（水）遊べるおもちゃ作り

5月は第３土曜日の20日が開放日です。
つながりあそび・うた研究所　
長尾高明さんが来所予定。
詳細は HP またはセンター内ポスターにて

第７回八丈方言文法講座開催のお知らせ（申し込み制）
～金田章宏教授（千葉大学）と八丈方言の文法を学びませんか～

■日　　時　５月 20 日（土）午後２時～４時

■場　　所　大賀郷中学校　ミーティングルーム（１階）・・・体育館奥の駐車場から入れます。

■申込締切　５月 15 日（月）

　八丈方言の大きな特徴は、文法にあるといわれていますが、今回の講座も八丈方言の研究者である金田

章宏先生を講師に上記の日程で行います。前回、参加されなかった方も参加できますので、気軽に参加し

てください（前回の続きを行いますが、今回でテキストによる講義は終了です）。

　20 人ほどの小人数の講座で計画しています。八丈方言の特徴である文法を学ぶ絶好の機会ですので、

是非、申し込んでください。

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2－7071

＜プログラム（予定）＞
■八丈方言の文法
◎はたらきかける文（意志をあらわす、さそいかける、たのむ、命令する文）
　金田章宏先生が作成したテキスト「八丈方言の文法」をわかりやすく解説していただき、
　その後２人１組で「八丈方言」を声にだして体験します。
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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

■東京都いじめ相談ホットライン　　　　電話　０１２０－５３－８２８８（２４時間・相談専用電話）
■東京いのちの電話　　　　　　　　　　電話　０３－３２６４－４３４３（２４時間）
■東京都教育相談センター　　　　　　　電話　０３－３３６０－８００８（幼児から高校生相当年齢まで）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平日　午前９時～午後９時　土・日・祝日　午前９時～午後５時
■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

今月の学校行事
■セーフティ教室
　大賀郷小学校　１９日（金）午後　１時５０分～
　三原中学校　　２５日（木）午後　１時２０分～
　富士中学校　　２７日（土）午前１０時３５分～
■道徳授業地区公開講座
　三根小学校　　２１日（日）午前　８時３０分～
■学校公開
　大賀郷小学校　１５日（月）～１９日（金）
　三原中学校　　２５日（木）～２７日（土）　　
※　小・中学校では、開かれた学校教育を推進していくため、保護者や地域住民の参加のもと、
　　セーフティ教室や道徳教育などを実施しています。皆さんの参加をお待ちしています。
■三原小・中学校　オリ・パラの日　２７日（土）
■開校記念日
　三原小学校　　２７日（土）
　富士中学校　　３０日（火）

　今から 2300 年ほど昔の中国に、孟（もう）先生と
慕われる人がいました。「人間の心にはもともと善のタ
ネが備わっていて、これを育ててすぐれた人間性を身に
つけた人が思いやりの心で政治を行えば、みんなが幸せ
に暮らせる」と説きました。そのころは、広大な国土を
誰が統一支配するかをめぐって争いが絶えなかった戦国
時代でした。
　孟先生のお母さんはたいそう教育熱心で、我子にふさ
わしい教育環境を求めて引っ越しを繰り返した人として
知られています（孟母三遷）。学校の近くに引っ越した
ら我が子が学生のまねをして勉強するようになったこと
を喜びましたが、現代のお母さんたちはどのような教育
環境を望むのでしょうか。受験戦争を勝ち抜き安定した
就職をという考え方も大きな支持を得ているようです。
一方、豊かな自然と温かな人々に囲まれて、おおらかで
思いやりのある子に育ってほしいと考える保護者も多い
のではないでしょうか。
　八丈島は、海と山の豊かな自然や、子供たちの成長を
温かく見守る思いやりにあふれた「情け島」（人情の島）

を誇りとしています。学びの場としては、海も山もそこ
での暮らしも、全てが本物の教材です。インターネット
は、断片的な知識や画像を一瞬のうちに世界中から届け
てくれますが、本物と出会い、驚き、疑問を解き明かす
ことのできる場所こそ子供にとって最高の教育環境では
ないでしょうか。
　日本海に浮かぶ離島の、少子高齢化に悩む町が、地域
をあげて教育環境を魅力的なものにすることで人口減少
にストップをかけた事例を知りました。印象的だったこ
とは、身近にあるものの価値を見直すことの大切さです。
ないものを数え上げれば切りがありませんが、身の回り
をじっくり観察すると、そこに意外な宝物があることに
気付く。それが親子一緒にできたら、こんな素晴らしい
ことはありません。
　５月はこどもの日、母の日など、親子の関係に思いを
めぐらす機会が増えます。初夏の一日、照葉樹の森や海
岸の潮だまりにでかけていって、八丈島に暮らす喜びを
体験しませんか。

（教育相談室　　伊藤　宏）

１６

孟先生の引っ越し



INFORMATION●　広報はちじょう

17

観光 おじゃれ 11 万人／町長上京日記

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%

1 月 6,473 6,210 800 765 7,273 6,975 4,553 4,366 4.3%

2 月 6,293 6,004 643 655 6,936 6,659 3,750 3,600 4.2%

3 月 8,159 7,743 2,269 1,895 10,428 9,638 7,164 6,621 8.2%

計 90,958 86,667 21,049 20,017 112,007 106,684 82,539 79,053 4.4%

※海路には、６月22日シルバーディスカバラー、３月13日・22日にっぽん丸の大型客船寄港分が含まれています。

 5 月　 　第９回八丈島＆八丈富士エコジャーニーマラソン　島内一円　　　　20 日（土）行事
予定

町 長 上 京 日 記　3月

５日～８日
◉ANA1892便にて上京
◉第51回末吉郷友会総会および懇親会
◉フリージアまつり表敬訪問
・東京都庁　

都知事・副知事・産業労働局・港湾局
建設局・総務局・福祉保健局・オリンピック
パラリンピック準備局・環境局・教育庁

・ 東京都議会、第６機動隊、全国離島振興協議
会、衆議院・参議院議員会館、東京都島嶼町
村会

◉ANA1893便にて帰島

10日～11日
◉ANA1892便にて上京
◉フリージアまつり表敬訪問　芝税務署
◉東京都平和の日記念式典
◉ANA1891便にて帰島

13日～16日
◉ANA1894便にて上京
◉島じまん2018委託業者選定委員会
◉フリージアまつり表敬訪問　
・ 日本医科大学付属病院、都立墨東病院、都立広

尾病院
◉ANA1891便にて帰島

24日～27日
◉ANA1892便にて上京
◉東京MXテレビ八丈島PR出演
◉学校法人東峰会たまプラーザ看護学校開校式
◉ANA1893便にて帰島
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くらしの法律税金相談会開催／ボランティア法律相談会と講演会開催のお知らせ　ほか

くらしの法律税金相談会開催
　弁護士・司法書士・税理士・土地家屋調査士などの法律関係者のボランティア「NPO 法人司法過疎サポー

トネットワーク」の主催により、「くらしの法律税金相談」が開催されます。

　法律の専門家が無料で相談に応じます。ぜひこの機会をご利用ください。

・無料相談（法律・登記・税金など）

　「相続問題で親戚とトラブルになっている」、「子供に財産を譲ろうと思っている」、「土地や建物の登記

のことで相談したいことがある」、「相続税のことや確定申告のことで気になることがある」

このような相談に弁護士・司法書士・税理士・土地家屋調査士などが応じます。

・相談日時・場所　５月19日（金）午前９時30分～午後４時　　八丈町役場相談室 1,2

※相談に必要な資料などをご持参ください。

・実施機関　NPO 法人司法過疎サポートネットワーク 担当：小海（こかい）

　電話（予約受付）03－5919－3530

※ 　事前予約も受け付けていますが、予約なしでも相談できますので、お気軽にお越しください。また、

ご自宅などでも相談できます。

■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2－1120

大阪・兵庫・滋賀・静岡の弁護士らによるボランティア法律相談会と
講演会開催のお知らせ
開催日　５月27日（土）　開会・講演会　午後２時～３時

　　　　　　　　　　　　法律相談会  午後３時～５時30分

【講演会】テーマ「振り込め詐欺等の消費者被害に遭わないために」　会場：商工会研修室

　　　　 講師弁護士 徳山育弘（兵庫県弁護士会）

【法律相談会】会場：町役場 1 階相談室

　皆さんの悩みや質問に 8 人の弁護士が個別にお答えします。間仕切りがあるので，安心してご相談くだ

さい。相続関係・夫婦問題・親子問題・土地問題・労働問題・債務問題など、気になっているどんな事で

もお気軽にご相談ください。講演会・法律相談は無料です。

■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2－1120

赤十字会員増強運動　　　　　■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話2－5570

　赤十字会員増強運動月間が５月１日から 31 日まで、全国一斉に実施されます。自治振興委員の方が、

赤十字活動についての理解と会員になっていただくためのお願いに皆さんのご家庭をお訪ねしますので、

ご協力をお願いします。なお、この運動にご協力いただいた会費は所得税法に基づく寄付金に該当し、税

制上の優遇措置を受けることが可能です。
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５月東京法務局特設登記所開設日／家族介護者教室『ケアケア交流講座』　ほか

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。
　今回は「腸内　フローラ」というテーマで、講師がお話しいたします。便秘解消や認知症にも効果があ
ると言われています。試食があります。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　　5 月 18 日（木）午後１時～３時　　　場　所　　第二八丈老人ホーム　２階会議室　　　　

内　容　　 『腸内フローラ』
講　師　　養和会　鏑木純子（管理栄養士）石井洋平（栄養士）
申　込　　５月 15 日（月）までに電話でお申込みください。
■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

募金の報告について　　　　　　　　　　■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2－5570

日本赤十字社に送金した各義援金について、次のとおり報告します。

義援金名 受付期間 ３月送金分 送金総額
平成 28 年
熊本地震災害義援金 Ｈ28.4.15 ～ H30.３.30 468,854 円 2,708,785 円

平成 28 年
鳥取県中部地震災害義援金 Ｈ28.10.25 ～ H29.3.31 12,145 円 16,674 円

平成 28 年
新潟県糸魚川市大規模火災義援金 Ｈ28.12.26 ～Ｈ29.6.30 10,828 円 10,828 円

　住民の皆さんの温かいご支援、誠にありがとうございました。
　なお、熊本地震災害義援金と新潟県糸魚川市大規模火災義援金は、受付期間の延長がありましたが、町（各
出張所含む）窓口での義援金受付は終了します。日本赤十字社では引き続き受け付けていますので、募金
される場合は日本赤十字社ホームページをご覧になるか、問い合わせください。

５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 :	16 日（火）午後２時 30 分～５時
 17 日（水）午前９時～正午、午後１時～４時 30 分　　
 18 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。
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町営住宅入居者募集 ( 平成２９年度第１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 29 年度第 1 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住宅です。
（※２）６０歳以上の高齢者の方、お体の不自由な方の世帯専用のバリアフリー住宅です。
（※３）「浴槽無」とは、浴室はあるが浴槽・風呂釜のない住宅です。設置については自己負担となります。
（※４） 浴槽にバランス釜が設置されています。町が設置したものではありませんので、修繕などについては自己負担となります。

　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

群ヶ平第二団地 1 －２０２ ３DK
57. １㎡ S62 15,100 ～

29,700
鉄筋コンクリート造 
２階建（※ 3 浴槽無） ２人以上世帯向け

群ヶ平第二団地 ３－２０１ ３DK
55.6㎡ S62 15,100 ～

29,800
鉄筋コンクリート造 

２階建（※４）
( 浴槽バランス釜）

２人以上世帯向け

桜平団地 Ｃ－１０３ ３DK
57. １㎡ H18 18,800 ～

36,900
鉄筋コンクリート造 

２階建 ２人以上世帯向け

桜平団地 Ａ－３０１ ３DK
72.5㎡ H13 23,600 ～

46,400
鉄筋コンクリート造 

３階建 ３人以上世帯向け

中道団地 Ａ－１０４ １DK
42.3㎡ H16 13,900 ～

27,400
鉄筋コンクリート造 

２階建
高齢者等専用 ( ※１）

単身世帯向け

中道団地 Ｅ－１０１ ２LDK
61.5㎡ H28 21,100 ～

41,400
鉄筋コンクリート造 

２階建
高齢者世帯専用（※２）

２人以上世帯向け

中道団地 Ｅ－１０２ ２LDK
63㎡ H28 21,600 ～

42,400
鉄筋コンクリート造 

２階建
高齢者世帯専用（※２）

２人以上世帯向け

中道団地 Ｅ－２０１ ２LDK
61.5㎡ H28 21,100 ～

41,400
鉄筋コンクリート造 

２階建 ２人以上世帯向け

中道団地 Ｅ－２０２ ２LDK
69.9㎡ H28 23,900 ～

47,000
鉄筋コンクリート造 

２階建 ２人以上世帯向け

大賀郷 寺山団地 ３－３０２ ３LDK
79.5㎡ H9 24,600 ～

48,300
鉄筋コンクリート造 

３階建 ３人以上世帯向け

■受付期間
　５月１日（月）～５月１２日（金）
　午前８時30分～午後５時15分
　※土日祝日は除く。
■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
　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27年

分）、最近転入された方は、現時点の収入見込証明書
　③印鑑をご持参ください
■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：５月１５日（月）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ござい

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カ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）
◆町営住宅は共同生活の場ですので，次のことを禁止しています。
　守っていただけない場合，住宅の明渡しを請求することもありますので十分にご注意ください。
　入居後は，団地内の他の居住者と円満な共同生活をしてください。
　・周辺の環境を乱し，または他人に迷惑を及ぼす行為
　・動物飼育の禁止（部屋および敷地内での犬 ･ 猫などの動物飼育は禁止です。一時的な預かりも禁止です。）
　・不正行為による入居，または住宅を他の者に貸し、もしくは入居の権利を他の者に譲渡すること
　・家賃の滞納　　　　　　　　　　　　　　　・無断での住宅の模様替えや増築
　・住宅または共同施設を故意にき損すること　・正当な理由によらないで 15 日以上住宅を使用しないこと
　・住宅を住宅以外の目的で使用すること　　　・入居者または同居者が暴力団員であること

■問い合わせ・申し込み■　建設課管財係　電話 2－1124
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水道だより

水道だより水道だより
　

◆口座振替をぜひご利用ください
口座振替にされるとお支払いの度に金融機関などに足を運ぶ必要がなく、お支払いを忘れることがありま
せん。（約 67％が口座振替制度を利用しています。）
※口座振替の手続きに必要なもの
①振替を希望する口座の情報（口座名義人、口座種別、口座番号）
②金融機関に登録されている印鑑
③お客様番号（検針票および納入通知書に記載）
口座振替取扱金融機関：郵便局、みずほ銀行、七島信用組合
口座振替日：毎月 25 日　振替日が休業日（土・日・祝）の場合は翌営業日が振替日

◆水道料金に未納があったり、指摘事項を改善されないと「給水停止」になります
　水道事業は、お客様にお支払いいただく水道料金の収入により運営を行っています。水道料金の未納は、
料金収入が適正に確保できなくなるうえに、徴収に係る経費も同時に発生するなど、他のお客様に多大な
ご迷惑となるため以下のように対処します。
(1) 給水停止対象者
　・支払い意思がない方　
　・未納がある方　
　・指摘事項を改善されない方（メータボックス上にものを置くなど検針を妨げる行為）
　・誓約書の不履行者（不履行になった日の翌日から対象になります。給水停止の予告はしません）
(2) 給水停止までの手続き
　①「納入通知書」の送付（※口座振替不能などを含む）
　②「督促」の送付
　③「催告兼給水停止予告書」の送付　
　納付期限までに、納付していただけない方には、
　④「給水停止」の執行（※当日、不在でも実施します）
(3) 給水停止の解除
　一旦給水停止になるとと、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。
　※給水停止解除の手続きは、1 回につき 1,080 円 ( 税込 ) の手数料がかかります。
　※ 再開の場合は、「平日の午前 8 時 30 分から午後 5 時のみ対応」となり、それ以外の時間は一切対応

できません。開栓時間も含まれますので、4 時 30 分までに会計窓口でお支払いください。業務時間
内にお手続きが完了しない場合は、当日開栓できませんのでご注意ください。

※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
FAX2－7231
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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
月に１回２時間程度でも構いません！午後４時までの勤務でも大歓迎です！ 
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（高校生についてはご相談ください）
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
 ※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）から午後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  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。。
時　　給 940円（※保育士、幼稚園教諭、教員免許等保持者優遇。履歴書に記入してください。）
※ 採用方法、注意事項、詳しい事業内容、履歴書様式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（※「八丈町放課後子どもプラン」で検索）。
○ 子ども達の元気な様子は見てみたいけれども、いきなり指導員は・・・など迷っている方へ

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！募集要項はホームページにも掲載しています。 

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2－7071

町立八丈病院臨時診療日その他、専門外来診療
糖尿病教室　5 月 26 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。飛行機欠航の場合は休診となることがあります。
○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）

島嶼会館からのお知らせ
１．宿泊予約受付時間を延長しました。

宿泊受付を 24 時間（年中無休）に延長しました。午前中は大変混み合いますので、できるだけ混雑す
る時間を避けて問い合わせいただくようお願いします。

２．運営業務受託者が変更になりました。
　お客様へご不便をおかけしないよう、新しいスタッフと、島嶼会館の運営に努めてまいります。

宿泊予約、清掃、フロントスタッフの対応など、お気づきの点やご要望などがありましたら、事務局へ
お寄せください。今後とも皆様のご利用をお待ちしております。

■予　約■　島嶼会館　電話 03－3437－3061
■問い合わせ・ご要望など■　東京都島嶼町村一部事務組合事務局　電話 03－3432－4961

がじゅまる広場・とびっこクラブ／島嶼会館からのお知らせ　ほか
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【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 　7：30 　8：25 A320 1892 　9：00 　9：55 A320

1893 12：15 13：10 A320 1894 14：00 14：55 A320

1895 15：50 16：40
A320

（B738）
1896

17：10
（17：15）

18：10
（18：15）

A320
（B738）

【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 5/1 ～ 5/31 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。

○５月の航路ダイヤ

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。

■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　看護師　若干名　　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）

町立八丈病院職員募集／第 36 回小笠原親善訪問　参加者募集　ほか

第36回小笠原親善訪問　参加者募集　6月22日（木）～6月27日（火）
八丈町の友好都市、小笠原村を訪ねてみませんか。

　受付は、八丈マリンサービスで行います。
　詳しくは、今月号広報の折込をご覧ください。
申込方法
① 所定の申込用紙（本紙折込、コピー可）に必要

事項を記入し、現金を添えて、八丈マリンサー
ビスに直接申し込んでください。

② 申込用紙・現金と引き換えに、乗船券（出発日
に必要）を受け取ってください。

申込期限　6 月 12 日（月）
申込場所　八丈マリンサービス底土事務所
　　　　　（船客待合所内）

申込受付期間
月曜日～金曜日　午前10時30分～午後3時30分
土・日・祝日　　午前10時30分～11時45分
　
■問い合わせ■
八丈マリンサービス　電話 2－1211
総務課庶務係　　　　電話 2－1121　内線 101

（　）内は5/23、27 のみ

～調理員（パート）募集～
対象者　　健康状態が良好で調理に興味ある方　　選考方法　面接など　　　
内　容　　調理員　　　提出書類　履歴書　　　　勤務時間　応相談



5月2017 5月2017
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

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
図書館休館日

し尿収集運搬休業日
図書館休館日

し尿収集運搬休業日
図書館休館日

7 8 9 10 11 12 13

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

老人クラブ定例会
10：00 ～ 12：00

老人クラブ定例会
10：00 ～ 12：00

し尿収集運搬休業日

老人クラブ定例会
10：00 ～ 12：00

八丈島熱中小学校
オープンスクール

14：00 ～（13：30 会場）

図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00

し尿収集運搬休業日
14 15 16 17 18 19 20

し尿収集運搬休業日

老人クラブ定例会（三根）
10：00 ～ 12：00

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

１歳６か月児健康診査
 受付 13：15 ～ 13：45

こども心理相談
 9：00 ～ 16：00

２歳児歯科健康診査
 受付 9：15 ～ 10：00

老人クラブ定例会
10：00 ～ 12：00

こどもごはん教室
10：00 ～ 11：30

民生委員児童委員協議会
八丈支庁　13：30

21 22 23 24 25 26 27
三根地域敬老会
三根小学校体育館
11：00 ～ 13：30

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
9：00 ～ 11：00

文庫まつり
10：00 ～ 11：30

し尿収集運搬休業日
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

郷土料理教室
10：00 ～ 13：00

図書館休館日

温 泉 休 業 日

5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 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

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

7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

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

14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

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

21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

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

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

金属 燃・害 資源 燃・害 資源 燃・害 資源

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 　8 日　15 日　22 日　29 日 毎週月曜日
みはらしの湯 　9 日　16 日　30 日 毎週火曜日
ザ・ＢООＮ 10 日　17 日　24 日　31 日 毎週水曜日
やすらぎの湯 11 日　18 日　25 日 毎週木曜日

町立八丈病院
臨 時 診 療 日

診　療　日 診療時間
糖尿病教室 ５月 26 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。
　飛行機欠航の場合、休診となることがあります。
　予約：院内予約係窓口、または電話（2－1188　平日　8：30～正午）

5/7（日）まで、ＧＷ臨時営業につき、各町営温泉は休まず営業します
みはらしの湯は 5/23　大型客船「にっぽん丸」就航につき臨時営業します。

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。


