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7月
町の人口（6月1日現在）
人

口
男
女
世帯数
5月中
の異動

7,601人
3,780人
3,821人
4,397世帯

（先月 1 日比）
増
増
増
増

各地域の人口・世帯数

10人
3人
7人
7世帯

三 根
大賀郷
樫 立
中之郷
（うち転入24人、
出生2人）
転入・出生 26人
転出・死亡 16人（うち転出12人、死亡4人） 末 吉

世帯数
2,087
1,446
296
373
195

（6月1日現在）※外国人含む
男
1,818
1,242
248
321
151

女
1,813
1,248
256
352
152

人口計
3,631
2,490
504
673
303

お絵かきバス
保育園の園児たちによって彩られた
「お絵かきバス」が期間限定で運行します。

写真はあおぞら保育園のみなさん
整備・コーティング後の運行となるため時期
は未定です。
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● INFORMATION

地域おこし協力隊をよろしくお願いします！／町長上京日記 5 月

広報はちじょう

「八丈町地域おこし協力隊」をよろしくお願いします！
【廃校活用事業支援活動】
今井 修之（いまい のぶゆき）さん
「島暮らしがしたい」の想いで八丈島へ来ました。
これまでの経験を活かし、地域おこし協力隊とし
て頑張ります。
主な業務
・熱中小学校運営事務局事務、一般業務支援
・サテライトオフィス誘致支援
・交流施設運営事務支援

写真左：今井修之さん

右：出浦佳那子さん

八丈町では、島外からの人材を新たな地域社会の
担い手として受け入れ、八丈島の持つ魅力の活性
化と定住促進を目的として活動する「八丈町地域
おこし協力隊」を募集し、この度、２名の隊員が
着任しました。

【八丈島観光協会事務支援活動】
出浦 佳那子（でうら かなこ）さん
島や海に憧れて八丈島へ参りました。
地域とのつながりを大切にし、八丈の魅力を PR
していきたいと考えています。
主な業務
・観光協会事務局事務、一般業務支援
・島内外イベントへの参加、運営補助
・観光情報の収集

「八丈町地域おこし協力隊」の活動は、ホームページや SNS で発信していきます！
ぜひご覧ください！

町長上京日記
４月30日～５月１日
◉ANA1892便にて上京
◉東京島嶼郷友連合会定期総会
◉ANA1891便にて帰島
11日～19日
◉ANA1892便にて上京
◉平成29年度町村長個別連絡会
◉田中良区長を囲む会
◉平成29年度第1回伊豆諸島6火山防災協議会
合同会議
◉掃海艦「はちじょう」除籍記念祝賀会
◉東京都町村議会議長会意見交換会
◉竹芝桟橋よりＪＦ1220便にて新島へ
◉平成29年度第1回東京都町村長会議及び新島
村現地調査
◉新島よりＪＦ2220便にて竹芝桟橋へ
◉ANA1891便にて帰島
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5月

23日～６月２日
◉ANA1892便にて上京
◉平成29年度関東町村会トップセミナー
◉平成29年度要望活動
・東京都総務局・産業労働局・福祉保健局・
オリンピックパラリンピック準備局
・建設局・港湾局・教育庁
・東京都副知事・東京都議会・
国土交通省関東地方整備局
・オリックス㈱
◉八丈島三根会
◉八高卒業生激励会
◉羽田空港よりANA589便にて松山空港へ
◉全国離島振興協議会第1回正副会長会議
◉全国離島振興協議会第１回・第2回理事会
◉全国離島振興協議会通常総会
◉愛媛県今治市内視察
◉洲江港より三光汽船にて岩城島小漕港へ
◉離島（岩城島・魚島）視察
◉魚島よりチャーター船にて広島県土生港へ
◉広島空港よりANA680便にて羽田空港へ
◉ANA1891便にて帰島

各種検診

広報はちじょう

INFORMATION ●

○胃 ・ 肺 ・ 大腸がん検診 ○ B 型 ・ C 型肝炎ウイルス検査 （検診）
○特定健康診査 ○長寿医療制度 （後期高齢者医療制度） 健康診
査を同じ日程 ・ 場所で行います！
日
程
７月１６日（日）
７月１７日（月）
７月１８日（火）
７月１９日（水）
７月２０日（木）
７月２１日（金）

受付時間

会

場

三原小学校
午前７時から１１時

※昨年と会場が異なります。ご注意ください。

旧末吉小学校
午前７時から午後１時

八丈町保健福祉センター

午前７時から１１時

特定健康診査

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）健康診査

○対象： 受診券が届いた方と被扶養者で事前
に登録された方
・八丈町国保被保険者で４０～７４歳の方
・他の医療保険に加入している方の家族
（被扶養者）で事前に町に登録された方
○受診方法：受診券を当日受付にお持ちくださ
い。
◎重要
パートの方など、労働安全衛生法に基づく勤
務先の事業主が行う健診（事業主健診）を受け
ている方は、そちらが優先されます。
健診結果は住民課医療年金係へ提出してくだ
さい。

○対象： 受診券が届いた方
・75 歳以上の方、または障害認定を受けて
いる後期高齢者医療制度の被保険者の方
○受診方法：
受診券と質問票を当日受付にお持ちください。

B 型・C 型肝炎ウイルス検査（検診）
○対象
・今年度 40 歳になる方 ( 対象者に受診勧奨
の通知文を郵送します )
・八丈町に住所があり、41 歳以上の方で今
までに B 型 C 型肝炎ウイルス検査を受け
たことのない方
※事前申込が必要です。
（７月７日 ( 金 ) まで）
申込先：福祉健康課保健係（町役場 1 階 10 番）

胃・肺・大腸がん検診
○対象
八丈町に住民票があり、
今年度 40 歳以上になる方
（胃がん検診は 74 歳まで）
で、
職場のがん検診や、
人間ドックなどの検査を受ける機会がない方
○受診方法：
当日、希望する会場に直接お越しください。
※大腸がん検診と肺がん検診の喀痰（かくたん）検査を希望される場合は事前に検査容器を受け取り、
検査当日提出してください。
※喀痰検査の対象者は 50 歳以上の方で、たばこを 1 日 20 本以上、30 年以上吸われている方です。
配布期間：7 月 4 日（火）～ 18 日（火）の開庁日
午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
配布先：福祉健康課保健係（町役場 1 階 10 番）
、各出張所
受診の流れや詳細について今月号の折込でご案内しています。対象となる方は必ずご覧ください。
■各健診（検診）問い合わせ■
特定健康診査、長寿医療制度健康診査について……………………… 住民課医療年金係
がん検診、B 型肝炎・C 型肝炎ウイルス検査（検診）について … 福祉健康課保健係

電話 2-1123
電話 2-5570
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● INFORMATION

中之郷自治会

中之郷自治会

対話集会

広報はちじょう

対話集会

４月 29 日（月）に行われた、中之郷自治会における対話集会の内容は次のとおりです。

○中之郷自治会
質問１

現在、水道の本管の取り換え工事が進行中ですが、工事終了後、町道の枝道にある水道の枝管の取り換え工事を
続けて行う予定はあるのか。
（例：中之郷 2595 番地、横にある枝管は漏水の為、何回も修繕を行っている。）検
討をお願いしたい。

回答１

水道事業では、老朽化した配水管などの更新を順次行っているところですが、老朽化に更新が追いついていない
現状です。老朽化した配水管については、順次更新を進めてまいりますので、ご理解をお願いします。事例にある
場所については、来年度に更新する計画を進めています。

質問２

旧真砂保育園跡地と中之郷 2129 番地の間の町道から都道に車で出る際、旧保育園側のスミ切り部分がコンクリー
ト塀の為に見通しが悪く危険を感じている。小中学生の通学路にあたるため、改善をお願いしたい。

回答２

ご要望の塀は、空洞ブロックの塀の基礎であり、規模が大きいことから、撤去するには費用効果を考えると難し
いです。そこで、塀の反対側の町有地にカーブミラーを設置することで、見通しを確保できることが確認できまし
たので、現在、設置に向けて、作業を進めています。

質問３

昨年度要望した都道からゴミ捨て場（中之郷処分場）への道路。今後拡幅工事等の計画があるかどうか知りたい。
とりあえず大至急、Ｕ字溝の蓋かけ、道路のデコボコ補修を行ってもらいたい。
（溝に脱輪する事故が多々起こる）
。

回答３

まず、Ｕ字溝の蓋かけ及び道路のデコボコの補修については、既に処置済みです。
また、拡幅工事等計画については、町道大滝水ノ沢線で、総延長が 1.76 km ほどあり、今年度から、裏見ヶ滝
から藍ヶ江港までの拡幅工事が始まりますので、今後、拡幅工事が完了したあと、中之郷地域の土木委員の方々と、
整備区間や整備内容等を検討していきたいと思います。

質問４

松代自動車前から佐々木住設前を経由して裏見ヶ滝温泉へ続く町道が、バスなどの大型車の通行などもありアス
ファルトの状態が悪いので改修してほしい。また、この道沿いのガードレールの錆がひどく、観光地として見栄え
が悪いので、ペンキを塗るなどの対策をしてほしい。

回答４

路面の補修は、すぐに部分的補修で対応しますが、路面全体となると、事業化をして進める必要があり、当該路
線は、町道藍ヶ江線道路改良事業として、今年度から、裏見ヶ滝温泉から藍ヶ江港までの区間の工事が始まります。
事業区間を延伸については、中之郷のゴミ捨て場までの道路の整備と優先順位などを中之郷地域土木委員の方々の
意見を聞きながら、検討します。また、ガードレールは、錆の状態がかなりひどく、ペンキなどの補修には適さな
いことから、ガードレールを撤去し、コンクリートの転落防護壁を設置しています。

質問 5

裏見ヶ滝温泉のところの町道の橋から、下を流れている川が見えるように、木を伐採してもらいたい。

回答 5

伐採については、先週実施しておりますので、よろしくお願いします。

質問 6

３～４月は転居や転入が多いが、振興委員への連絡がほとんど無く、広報配布や自主防災組織を把握するうえで
大変困っている。町役場に聞いても個人情報ということで教えてもらえず、結局、振興委員が会えるまで何度も直
接家を訪ねて確認することになるので負担が大きい。この負担が振興委員のなり手の不足に拍車をかける原因の一
つになっている。例えば、役場に出す住民異動届の欄外あたりで「町から振興委員への転居連絡の可否」の同意を
確認し、そのうえで振興委員に連絡するなどの方法で、楽に転居状況を把握できるシステムを構築してほしい。

回答 6

自治振興委員の皆さんには、行政と町民の皆さんとのパイプ役として、様々な分野でお手伝いをしていただいて
おりますことを、この場を借りて御礼申し上げます。
さて、近年は個人情報の保護に関する法律もあって八丈町からの情報提供などに制限があり、ご負担が増えてい
るという点は承知をしております。しかし、ご提案の住民異動届での本人意思確認ということですが、町として届
出の窓口で対応することはできませんのでご容赦願いたいところです。
ただし、一律の対応というよりは各地区の個別の状況によってどんなお手伝いが必要かご相談いただきたいと思
います。

○中之郷婦人会
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質問 7

コインランドリー設置について
キャンプの方達から、コインランドリーの必要性が聞かれます。キャンプ場周辺や温泉施設等への設置はいかが
でしょうか。また高齢者からも、毛布などの大きな洗濯物ができるコインランドリーがほしいという声があります。
ご検討お願いします。

回答 7

コインランドリーの設置について回答させていただきます。
現在、キャンプ場の利用者などからコインランドリーの問い合わせは、三根地域の富士登山道交差点近くの民間
事業者が営業している施設を紹介しています。現状では年間数件の問い合わせがありますが、現在、町が設置して
いくことは考えていません。
観光客からそのような声を聞いた場合には、観光協会に問い合わせするよう話しをしていただきたいと思います。

税のお知らせ／八丈町インターネット公売（平成 29 年度第１回）実施のお知らせ

広報はちじょう

税のお知らせ

■問い合わせ■

INFORMATION ●

税務課 電話 2－1122

平成28年分の所得の申告はお済ですか?
収入の無かった方でも国民健康保険などの軽減や証明書の交付を行うため申告が必要となります。下記の日程
で受け付けますので、まだ申告がお済みでない方は、必ずお越しください。
○８月３日(木)～８月４日(金)午前９時～午後４時
町役場

１階

相談室３・４または税務課（１階１２番窓口）にお越しください。

町税の滞納処分を強化しています
～税負担の公平性を確保するために～

■問い合わせ■

税務課 電話2－1122

●納付にお困りの方は必ずご相談ください
納期限までに病気や怪我、事業の休廃止などの事情により、納付にお困りの方は納付相談をご利用ください。
役場の業務時間内に来庁できない方は、電話申し込みにより閉庁日や平日の夜間（午後５時１５分～７時）に納
付相談を行っています。
●未納のまま放置すると滞納処分を行います
督促状・催告書などで自主納付をお願いしても納めない、または、納付相談を行わない、納付相談の要請に応
じない場合は、納期限内に納めていただいている方との公平性を欠くことから、滞納処分を実施しています。
※滞納処分例・・・・○差押（預金・給与・動産・不動産など）

○家宅捜索

八丈町インターネット公売（平成 29 年度第１回）実施のお知らせ
下記の日程において、差押財産のインターネット公売を実施しますので、お知らせします。
公売参加申込期間

平成２９年７月 6 日（木）午後１時から
平成２９年７月２４日（月）午後11時まで

入札期間

平成２９年７月３１日（月）午後１時から
平成２９年８月 ２日（水）午後11時まで

買受代金納付期限

平成２９年８月１０日（木）午後２時30分

公売物件および所要の手続などについては、インターネット公売のページをご確認のうえ、お申込くだ
さい。
※公売物件は、Yahoo ！官公庁オークションのサイトにて７月６日（木）から公開します。
※公売保証金の納付にはクレジットカードが必要です。
※インターネット公売は Yahoo ！官公庁オークションで行います
■インターネット公売の参加条件
20 歳以上で日本語を完全に理解し、実施する行政機関のガイドラインなどを厳守できる方に限ります。
また、保証金の納付が必要な物件への申し込みの場合は、事前に保証金を納付した方に限ります。
■官公庁オークションへの参加に必要な手続き（無料）
１ Yahoo ！ JAPAN ID を登録
２ 登録メールアドレスの確認
（ご注意）
・Yahoo プレミアム会員への登録（有料）は必要ありません。
・物件への参加申し込みはモバイル端末からはできません。パソコンからご利用ください。
■ Yahoo 官公庁オークションへのアクセス方法
官公庁オークション → 実施中行政機関一覧（ページ左下） →八丈町
リンクをたどってアクセスしてください。

へ
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● INFORMATION

国保だより／介護保険負担割合証の発送について

国保だより

■問い合わせ■

広報はちじょう

住民課医療年金係

電話 2 － 1123

◎非自発的理由で失業された 65 歳未満の人は、国保保険税の軽減措置があります。
リストラや会社の倒産、解雇など事業主の都合（非自発的理由）で離職した６５歳未満の人が、在職中
と同程度の負担で国保に加入できるように、平成 22 年４月から国保税の軽減策がとられています。
○対象者
⑴ 倒産や解雇などの理由により離職した 65 歳未満の人（雇用保険の特定受給資格者）
⑵ 雇用契約が更新されない（雇い止め）などの理由により離職した６５歳未満の人
（雇用保険の特定理由離職者）
※特定受給資格者および特定理由離職者とは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが
11・12・21・22・23・31・32・33・34 の人です。
○保険税の算定
前年の総所得金額等に含まれる給与所得をその 30 ／ 100 とみなして算定します。
○軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国保に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど、
国保を脱退すると終了します。
【軽減を受けるには申告が必要です】
対象となる方は、雇用保険の受給資格者証の写しを添えて、住民課医療年金係で特例対象被保険
者等申告をしてください。
◆「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
◆国保税は国保制度の重要な財源です。納め忘れのないようご注意ください。
◆国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
◆病気や事故などにより保険税の納付が困難な方には、申請による減免制度がありますのでご相談ください。
※その他、国民健康保険証や制度について分からないことや、疑問に思うことなど、ご相談ください。
糖尿病教室のお知らせ
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：７月２１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

介護保険負担割合証の発送について
介護認定を受けている方には、負担割合を記載した負担割合証を発行します。負担割合証の適用期限は、
平成 29 年８月１日～平成 30 年７月 31 日で、負担割合証は７月末に到着するように発送します。サー
ビス事業者に支払うのは、
原則としてかかった費用の１割です。ただし、
一定以上の所得のある方（※）は、
利用者負担割合が２割になります（第２号被保険者を除く）
。
記載内容をご確認のうえ、負担割合証を担当のケアマネージャーまたは介護施設職員の方にご提示くだ
さい。介護サービスをご利用されていない方は、提示の必要はありませんので大切に保管してください。
※一定以上の所得とは、合計所得金額が 160 万円以上の方です。
ただし、65 歳以上の方の年金収入＋その他の合計所得金額が単身で 280 万円未満、65 歳以上が２人
以上いる世帯でその方々の合計が 346 万円未満の場合、１割負担となります。
65 歳未満の方は、合計所得金額に関係なく１割負担となります。
■問い合わせ■
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福祉健康課高齢福祉係

電話 2 － 5570

国民年金／家族介護教室『ケアケア交流講座』 INFORMATION ●

広報はちじょう

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/

【知っていますか？国民年金保険料の免除制度】
保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業などにより保険料を納めることが難しくなるこ
ともあります。また、保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や障害・死亡といった
不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」
・
「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
経済的な理由により、保険料を納めることができない場合は、保険料を「全額免除」または「一部免除」
する制度があります。
免除が承認された場合の免除額と保険料（平成２９年度の月額保険料）
全額免除

４分の３免除

半額免除

４分の１免除

免除額

16,490円

12,370円

8,240円

4,120円

保険料

0円

4,120円

8,250円

12,370円

本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が、一定の金額以下であれば、申請者本人が免除を受けること
ができます。全額免除の承認を受けた方が、翌年度以降も引き続き、全額免除の承認を希望する場合には、
申請が不要になります。ただし、失業などを理由とした特例による免除承認であった場合には、翌年度も申
請書の提出が必要です。
※審査は、住民税の申告内容をもとに行いますので、所得の申告を忘れずに行ってください。

【免除された国民年金保険料の追納制度があります。】
国民年金保険料の全額免除や一部免除の承認を受けた期間がある場合には、国民年金保険料を全額納付し
たときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。
減額された年金額を補うために、国民年金保険料の「追納制度」があります。
「追納制度」とは、免除の
承認を受けた期間の保険料について、10 年以内であれば、過去 10 年にさかのぼって納めることができる
という制度です。
※全額免除の承認期間が２年間ある場合、年金額は年額 19,500 円程度少なくなります。
※平成 21 年３月以前の免除期間は、割合が異なります。
※免除の承認を受けた期間の翌年度から数えて３年度目以降に追納する場合、当時の保険料に一定額が加算されます。
※老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。

▶▶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

家族介護教室『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、対応について簡単な実技を交えて、呼吸機能の評価などに
ついてのお話をしていただきます。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
７月１３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
『呼吸機能と誤嚥・窒息』
講 師
理学療法士・３学会合同呼吸療法認定士
参加費
無料
申 込
７月７日（金）までに電話で八丈町地域包括支援センターへ申し込みください。
■問い合わせ・申し込み■ 八丈町地域包括支援センター 電話 2 － 0580
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● INFORMATION

水道だより／住民係からのお知らせ

水道だより

広報はちじょう

■問い合わせ■ 企業課水道係

電話 2－1128

●平成 30 年２月ごろまで、水道メーターの定期交換を実施しています
委託業者：安井水道工事店
交換対象：平成 30 年３月までに有効期限を迎えるメーター
交換費用：無料
〈交換時のお願い〉
・交換の際、15 分ほど断水となります。
（事前に声をかけます。
）
・不在でも交換作業を行うことがあります。
（交換作業に関するメモを入れます。
）
・交換後は空気や濁りが入る場合もありますので、浄水器や給湯器などを経由しない蛇口で水を少し流し
てからお使いください。
●水道の名義変更は書類の提出が必要です！！
住まいが変わるときや、
所有者が変更になるときなどには、
必ず手続をお願いします。
手続によって必要書類などが異なりますので、
詳しくは問い合わせください。
●滞納による給水停止の解除
一旦給水停止になると、水道料金をお支払いいただかない限り、給水を再開することはできません。
費用：未納分の水道料金に加え、手続１回につき 1,080 円（税込）の手数料がかかります。
受付時間：平日（休日、年末年始は除く）の午前８時 30 分から午後４時 30 分
※ただし、正午～午後１時の間は開栓できませんので、午後１時過ぎからの開栓になります。
また、業務時間外は対応できませんので、お早めにご来庁ください。
※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。

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

パスポート（旅券）手続きのご案内
八丈町に住民登録している方の、パスポートに関する手続きは住民係で行ってください。申請から交付
までに 3 週間程度かかりますので夏休み等でご予定のある方は、余裕を持って申請してください。
また、有効なパスポートをお持ちの方で、氏名・本籍（都道府県）に変更があり、パスポートの記載事
項を変更したい場合は、お持ちのパスポートを返納していただき、新たに有効期間５年または 10 年のパ
スポートの申請（切替申請）をするか、
返納したパスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート「記
載事項変更旅券」を申請してください。
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）をお送りしております。
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。
①交付通知書 ②通知カード ③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
例：運転免許証・旅券・住民基本台帳カードなど
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
例：健康保険証、年金手帳、など
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環境だより／ 7 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 ほか

広報はちじょう

■問い合わせ■

INFORMATION ●

住民課環境係

電話 2－1123

大掃除をして、さわやかな夏を迎えましょう！
夏を迎える前に、害虫や蚊の発生源になりそうな天井・床下の清掃や家の周辺の除草・枝払いなど、
普段はなかなか掃除できない所も清掃しましょう。
正しいごみの分別をお願いします！
集積所に残されたシールの貼られたごみ袋は、正しい分別がされていないため収集できないと判断
されたものです。布団や毛布、ロープやひもなど、広がるものや長いものは焼却炉が閉じず、火災の
原因になるため収集できません。集積所に出す場合は、50㎝以内に切ってください。
燃えるごみに空き缶や空きびん、ライターなどが分別されずに混入している袋も収集できません。
出した方は、責任をもって正しい分別をし、出しなおしてください。
資源ごみの空き缶については、飲料用缶のみとなっておりますので、缶詰などの缶は金属ごみで出
してください。なお、びんや缶を出すときは、中身を空にして水洗いをしてから出してください。
一般廃棄物処理手数料（事業者向け）
平成 29 年度の一般廃棄物処理手数料（清掃手数料）の納付書を、先月事業主のみなさんにお送り
しています。
■納期■ ・Ⅰ期 平成 29 年９月 29 日（金）
・Ⅱ期 平成 30 年３月 30 日（金） 納め忘れのないようお願いします。

クリーンデーへのご参加、ご協力ありがとうございました
・燃えるごみ
・金属ごみ

クリーンデーで集められたごみは、下記のとおりです。
4,460㎏
・空き缶
40㎏
330㎏
・空きびん
140㎏ ・粗大ごみ

210㎏

7 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。
また、依頼が増える時期ですので、申し込みはお早めにお願いします。
２日（日）

８日（第２土）

９日（日）

16 日（日）

17 日（祝）

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～４時
収集運搬業者 ㈱八丈島衛生総合企画
電話 2 － 0855
手数料、使用料などの納め忘れはありませんか？
し尿・浄化槽汚泥の汲取り手数料や、町設置の合併処理浄化槽の使用料などは納期限内に納めてください。
納入通知書を紛失されても町会計課および各出張所でお支払いできます。
■問い合わせ■ 住民課浄化槽係

電話 2－1123

小学生親子クッキング
事前予約制

■問い合わせ・申し込み■ 福祉健康課保健係

電話 2 － 5570

７月３日（月）から 21 日（金）まで ※定員（16 名）になり次第締切

夏休みに食育を楽しむ機会をつくってみませんか？親子で一緒にできるクッキング教室を開催します。
多くの方の参加をおまちしています。
日

時：７月 29 日（土） 午前 10 時～午後１時

場

所：保健福祉センター

持ち物：エプロン・三角巾
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後期高齢者医療保険からのお知らせ

広報はちじょう

後期高齢者医療保険からのお知らせ
一部負担金（自己負担）の割合が変わる方には、8 月 1 日までに
新しい後期高齢者医療被保険者証をお送りします。
後期高齢者医療制度の自己負担の割合は、毎年 8 月 1 日を基準日として前年中の所得および収入によ
り判定しています。自己負担の割合が変更になる方には、新しい保険証を簡易書留・転送不要郵便で 7 月
下旬に発送します。届きましたら、記載内容をご確認ください。現在お使いの保険証は、8 月 1 日以降に、
町役場または各出張所にお返しください。7 月中には返却しないようお願いします。
なお、自己負担の割合が変わらない方は、現在お持ちの保険証（藤色）をそのままお使いになれます。
（別表）
自己負担の
割合

所得区分

平成 29 年度住民税課税所得
（平成 28 年 1 月から 12 月までの所得から算出）

1割

一般

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員が
いずれも 145 万円未満の場合

3割

現役並み所得

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に
145 万円以上の方がいる場合

※住民税課税所得が 145 万円以上であっても、昭和 20 年 1 月 2 日以降生まれの被保険者および同じ世帯の後期高齢者
医療制度の被保険者の場合は、保険料の賦課のもととなる所得金額 ( 基礎控除後の総所得金額等のことをいいます ) の合
計額が 210 万円以下であれば、1 割負担となります。

3 割負担から 1 割負担に変更できる場合があります（基準収入額適用申請）
該当すると思われる方には、基準収入額適用申請書を送付しています。収入金額を証明できる書類（確
定申告書の写しなど）を添えて申請してください。
後期高齢者医療
被保険者数
世帯に 1 人
世帯に複数

収入判定基準
（平成 28 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの収入で判定）
収入額が
383 万円未満

ただし、383 万円以上でも、同世帯に他の医療保険制度に
加入の 70 ～ 74 歳の方がいる場合は、その方と被保険者の
収入合計額が 520 万円未満
収入合計額が 520 万円未満

※手続きの際は、本人確認のため身元確認書類とマイナンバーが確認できる書類の提示が必要です。
※収入金額が上記の基準額を超える方は該当しません。また、収支上の損益にかかわらず、確定申告したものはすべて収入
額に含まれます。

一部負担金の減免について
被保険者や世帯主が火災などの災害により著しい損害を受けたときや、収入が著しく減少したときなど
で、一部負担金の支払いが困難な場合、申請により一部負担金が減免となる場合があります。
限度額適用・標準負担額減額認定証（減額認定証）の更新は 8 月 1 日です。
現在お持ちの減額認定証の有効期限は、平成 29 年 7 月 31 日となっています。
すでに交付されていて、世帯全員が住民税非課税の方には、新しい減額認定証を 7 月下旬に郵送いたし
ます。改めて申請する必要はありません。
減額認定証は、入院時だけでなく、外来診療についても、医療機関等に提示することにより、月ごとに
同一の医療機関等の窓口において支払う保険適用の医療費の限度額（自己負担限度額）が減額されます。
世帯全員が住民税非課税の申告をされている方で、まだお持ちでない方は、住民課医療年金係までお問
い合わせください。
●後期高齢者医療保険料について
平成 29 年度の保険料額の決定通知書が７月中旬に送付されます。
通知書に保険料納入方法が記載しております。
普通徴収・・・納付書・口座振替での納入
特別徴収・・・年金からの天引き※年金天引きの方でも納付書で納めていただく場合があります。
納付書が同封されている方は納期限内に納付してください。
納期限までに納付されなかった場合、延滞金が発生します。
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INFORMATION ●

町では、納期限内に納めていただいている方との公平性を保つため、納期限を過ぎても納付されていな
い方から延滞金を徴収します。
延滞金
○納期限の翌日から 3 月を経過する日までの期間の利率は年 2.7％
○納期限後 3 月を経過した後の利率は年 9.0％
■問い合わせ■

住民課医療年金係

電話 2－1123

7月 子どもの定期予防接種
Ｂ型肝炎集団予防接種
四種混合集団接種
麻しん風しん第１期集団接種
ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種
予約制個別接種

13日（木）
13日（木）
20日（木）
27日（木）
13日（木）
27日（木）

午後２時30分～３時
午後３時～３時30分
午後３時～３時30分
午後３時～３時30分
午後３時30分～４時
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。
■予約・問い合わせ■ 福祉健康課保健係 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

今月の健康診査

電話 2 － 5570

※健診の対象者には個別通知します
会場：保健福祉センター

1歳6か月児健康診査
11日（火） 受付：午後1時15分～1時45分
○対象 平成27年11月17日～平成28年1月11日生まれの幼児
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25年4月13日～平成25年7月12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

11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

27日（木） 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。

７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
なお、8 月の特設登記所開設は行いません。この機会をご利用ください。
※特設登記所へ相談などでお越しの際は、お手持ちの資料をご用意ください。
※届出や申請などの際は、事前に法務局へ電話相談し、必要書類を確認されることをお勧めします。
日時 : 19 日（水）午後２時 30 分～５時
20 日（木）午前９時～正午、午後１時～４時 30 分
21 日（金）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
法人登記部門

※登記相談の受付は、
終了時刻の 30 分前までです。

03 － 5213 － 1330（不動産）
03 － 5213 － 1337（商業・法人）
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図書館からのお知らせ
●「身近な材料で工夫して作る、そして遊ぶ！」～第 29 回文庫まつり開催～
５月 27 日（土）文庫まつりが開催されました。来場者は 65 名でした。
（大人 33 名・子ども 32 名）ご参加ありがとうございました。
当日は子ども文庫による大型絵本の読み聞かせ後、講師の「おた福まめ」
スタッフと一緒に牛乳パックや輪ゴム、割りばしなどでおもちゃを作って
遊びました。また、
「おた福まめ」スタッフが持ってきた 40 種類以上のお
もちゃが会場いっぱいに置かれ、みなさん思い思いに遊んでいました。
おもちゃの作り方をスタッフに聞いたり、撮影したりする大人の姿も多く見られました。
●小学校１年生向け「町立図書館ガイダンス」を開催しました。
各小学校で１年生向け「町立図書館ガイダンス」を開催しました。これは「八丈町子ども読書活動推
進計画」の一環として、平成 26 年から行っているものです。本の場所や貸出・返却の方法、レファレ
ンスサービス（調べもののお手伝いサービス）など利用の仕方を説明した後、学校をとおして貸出カー
ドを発行し、子どもたちが町立図書館を利用できるようにしています。
読みたい本、見たい ＤＶＤ、知りたいことなどを探しに、ぜひ図書館に来てくださいね！
●今月のおはなし会 ８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行います。みんなでおじゃりやれ♪
●今月の新着図書から。
『潮騒はるか』葉室 麟 著
『肉サラダ』堤 人美 著
『キキとジジ』角野 栄子 作
『くまのまあすけ』馬場のぼる 作・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
●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

子ども家庭支援センターからのお知らせ
開館日
休館日

平 日 午前８時45分～午後５時
第２土曜日以外の土、日、祝日

第２土曜日

午前９時～正午(交流ひろばのみ）
７月は第２土曜日の８日が開放

７月の交流ひろばの催し 毎週水曜日 午前10時30分～11時 日となります！！
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）プレ七夕まつり
12 日（水）０・１歳児向け おはなし会（講師：笹本薫さん）
19 日（水）教えて！消防士さん（消防士さんによる小児向け応急救命講座です）
26 日（水）出張ひろば催し 海辺のおはなし会（底土船客待合所にて）
７月１９日催し「教えて！消防士さん（小児向け応急救命講座）」に参加される皆さんへ☆
午前１０時～１１時の１時間講習となります。お間違えのないようご注意ください。
７月２６日催し「出張ひろば催し 海辺のおはなし会」について☆
支援センター初の屋外企画です！詳細はホームページをご覧ください。
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。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

サマージャンボ宝くじ ７月18日
（火）
販売開始！
収益金は、区市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。
●発売期間 ７月 18 日（火）～８月 10 日（木）
●発売場所 全国の宝くじ売場
●抽せん日 ８月 20 日（日） ( 公財 ) 東京都区市町村振興協会 電話 03－5210－9945

12

教育委員会だより

広報はちじょう

教育委員会だより

■問い合わせ■

教育課庶務係

INFORMATION ●

電話 2－7071

今月の学校行事
■三原中学校（第２学年） 移動教室
３日（月）～４日（火）
八丈町末吉多目的交流施設（旧末吉小学校）
■第２回大賀郷地区小中一貫教育の説明会
19日（水）午後７時～ 大賀郷小学校
■各中学校 終業式
19日（水）
■各小学校 終業式
20日（木）
■各小・中学校 夏季休業
７月21日（金）～８月31日（木）
※７月21日（金）から夏休みが始まります。夏休みの間は、学校で
はできない経験や、体験ができるいい機会でもあります。子ども
たちが健康で安全に、楽しく充実した夏休みが送れるよう、ご家
庭や地域の方々のご協力をお願いします。

大賀郷中学校「今日が楽しく明日が待たれる学校」
◇修学旅行 ４月 22 日（土）～ 26 日（水）
３年生は広島・奈良・京都を巡る修学旅行に行ってまいりました。広
島では、小学生の特に被曝した体験者の貴重なお話を聞かせていただき
ました。また、生存者がいた爆心地に一番近い建物である大正屋呉服店
の地下もみせていただきました。平和宣言を行って、平和への思いを心
に刻んできました。
◇職場体験 ４月 25 日（火）～ 27 日（木）
２年生は昨年度から「職業調べ」や「職場訪問」を行い、働くという
ことを学んできました。その後、興味のある事業所に連絡をとり、マナー
を学習して、島内 12 事業所で３日間の体験に行ってきました。普段で
はうかがい知ることの出来ない働くことの苦労や喜びに触れる体験とな
りました。
◆大賀郷中学校の取組（自分の力でたくましく生き抜く子）
学力向上に向けて、年間８回の土曜授業日、また年間５回の学習教室
を予定しています。学習教室は、土曜日に生徒自身が課題を準備し、自
ら学習に取り組みます。分からないところは先生に質問に行き、じっく
りと弱点を克服する機会としています。自由参加ではありますが、今年
度も５月 13 日に実施し、多くの生徒が参加しました。また、八丈島の
伝統文化である八丈方言や八丈太鼓、郷土料理等を学ぶ機会を設定して、
伝統と文化を尊重し、郷土愛を育み、地域を誇りに思う教育を進めてい
大中日記にて情報発信中
ます。来年度はいよいよ大賀郷地区小中一貫教育がスタートします。目 http://yaplog.jp/ohchu8jocho/
指す生徒像、系統的な指導内容や指導方法について研究を進めてまいり
ました。今年も活発な交流授業や出前授業、小６の中学校２日間体験入
学も実施する予定です。地域・保護者の皆さんにご理解いただくために
上記『今月の学校行事』欄のとおり説明会を開催します。小中一貫教育
の概要の説明と学園名についてお話します。多くの方のお越しをお待ち
しています。
■東京都いじめ相談ホットライン
■東京いのちの電話
■東京都教育相談センター
■八丈町教育相談室

電話 ０１２０－５３－８２８８（２４時間・相談専用電話）
電話 ０３－３２６４－４３４３（２４時間）
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
電話 ２－０５９１
毎週火・金曜日 午前８時３０分～午後５時
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第８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 ７月 29 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）
・・・駐車場から入れます。
■申込締切 ７月 21 日（金）
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
章宏先生を講師にお招きし、その文法を学びます。前回、参加されなかった方も参加できますので、気軽
にご参加ください。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、ぜひ、申し込みください。

＜プログラム（予定）
＞
■八丈方言の文法
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ます。
今回は、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）を扱います。
■八丈方言話し方教室
三根方言の特徴を知り、会話集の例文を使い、イントネーションやアクセントを学びながら、声
に出して体験します。
■問い合わせ■

教育課生涯学習係

第 48 回 團伊玖磨記念

電話 2－7071

八丈島サマーコンサート

★日 時：８月６日（日） 午後７時開演（午後６時 30 分開場）
★会 場：八丈町多目的ホール「おじゃれ」
★入場料 無料
★出演者 テノール：山本康寛
チェロ：奥田なな子
ピアノ：今井彩子
★コンサートコーディネイター 牟田 久壽
★注意事項
・入場整理券は配布しません。そのままご来場ください。
・未就学児の入場はご遠慮ください。
・駐車場には限りがありますので、乗り合わせでお越しください。
・開演中は入場できません。
・満席になった時点で入場を制限させていただきます。
■問い合わせ■ 教育課生涯学習係 電話 2 － 7071

光るキノコ観察会のお知らせ
場所：植物公園内観察地
■期
間 ７月 20 日（木）～８月 31 日（木） ＊８月 11 日（花火大会）は除く。
■受付時間 午後７時 20 分～８時（所要時間約 30 分）
■集合場所 植物公園内メインエントランス（大賀郷園地側 時計台前駐車場）
■注意事項
１ 期間中は個々に入場はできません。
２ 三脚を使用しての撮影は禁止です。
３ レクリエーション保険に加入するにあたり氏名をご記入いただきます。ご協力ください。
４ 蚊などがいますので、虫除け対策は各自でお願いします。
５ 悪天候の場合は中止になる事もあります。

★ガイドやボランティアスタッフも随時募集しています。
■問い合わせ■
八丈ビジターセンター
八丈島観光協会

電話 2－4811
電話 2－1377

営業時間 午前９時～午後４時 45 分まで
営業時間 午前９時～午後５時まで

自動車運転免許出張試験希望調査のお知らせ
受験を希望される方は、以下のとおり提出してください。
○申込期間 ７月３日（月）～７月９日（日） ○実施予定試験 大型特殊、普通一種
○申込方法 希望調査票（警察署と駐在所に備え付けています）を八丈島警察署交通係または各駐在所に
提出してください。
受験者数によっては実施されない場合がありますので、予めご了承ください。
■問い合わせ■ 八丈島警察署交通係 電話 2－0110
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第 45 回八丈島夏まつり
７月 21 日（金）～ 23 日（日） 役場庁舎前会場にて
今年も夏まつりの季節がやってきました！商工業の日ごろの感謝の気持ちと福祉の
増進に寄与し、また、島民のふれあいの場として今年も盛大に開催します！
主なステージイベント（予定）
バンド演奏 プロ歌手によるライブ ダンスショー
ミス八丈島発表会
☆大売出し加盟店募集☆
○資
格：商工会員 ○募集期間：７月３日（月）
～７日（金） 午前８時30分～午後５時まで
■申し込み・問い合わせ■ 八丈町商工会 電話 2－2121

第１８回八丈島納涼花火大会
8 月 10 日（木）前夜祭
8 月 11 日（金）花火大会開催日

場所

底土海岸にて開催

ご賛同いただいている商店や事業所などをはじめ、多くの町民や島外の方々からの寄付金によって今回、第 18
回を迎えることができました。本大会も皆さんのご協力をお願いします。
○寄付をしていただける方
ご連絡いただければ伺います。振り込みをご希望の方は下記口座にお願いします。また、ご協力いただいてい
る商店や観光協会などに協賛箱を設置しますので、ご協力をお願いします。
七島信用組合 八丈島支店 普通２０５８８３１ 八丈島納涼花火大会会長 沖山重彦
（ハチジヨウジマ ノウリヨウハナビタイカイ カイチョウ オキヤマシゲヒコ）
○記念花火も引き続き募集中（申し込み料 個人：30,000 円～ 企業：50,000 円～）
■問い合わせ■
八丈島納涼花火大会実行委員会 会 長 沖山重彦 電話 090－1535－1999／ＦＡＸ 2－1682
連絡先
電話 2－1125／ＦＡＸ 2－4437

八丈島 JAZZ フェスティバル CJP（子ども運営委員）メンバー募集！
！
八丈島文化協会では、八丈島 JAZZ フェスティバル
実行委員会とともに活動する CJP（children Jazz
Project ／子ども運営委員）の新メンバーを募集して
います！
■募集内容■
対象：ステージイベントに興味があり「八丈島 JAZZ
フェスティバル２０１７」開催当日にボランティアス
タッフとして参加できる中学生、高校生。
内容：舞台裏方、運営の手伝い、宣伝活動など
■応募・問い合わせ■ 八丈島文化協会
担当 山下 電話 2-2833 または 070-3175-7253

観光 おじゃれ11万人
行事
予定

■八丈島 JAZZ フェスティバル 2017 開催概要■
期日：8 月 20 日 ( 日 )
場所：八丈町多目的ホールおじゃれ
〈アマチュアステージ〉午後１時～３時 入場無料
出演 八丈ウインドオーケストラ（富士中吹奏楽部、
三原中音楽部、社会人吹奏楽団）、大中音楽部、八丈ジュ
ニアアンサンブル（小学生有志）
〈プロステージ〉午後７時～８時 45 分
出演 HACHIJO D5（佐野聡 Tb、米田裕也 Sax、高
橋ゲタ夫 B、高橋徹 Dr、中島徹 Pf）
※詳細はポスターなどにより別途告知

■問い合わせ■

産業観光課観光商工係

電話 2－1125

7月

海水浴場安全祈願（底土海水浴場）
八丈島夏まつり（役場庁舎前通り）
にっぽん丸寄港

１日（土）※予定
２１日（金）
・２２日（土）
・２３日（日）
２２日（土）
・２７日（木）

8月

八丈島浜遊び（底土カヌー揚場）
八丈島納涼花火大会（底土海岸）
盆踊り（各地域）
ぱしふぃっくびぃなす寄港

６日（日）
１０日（木）
、１１日（金）
１３日（日）
～１５日（火）
２５日（金）

来島者数・観光客数推計

4月
5月
計

空
29 年度
7,341
8,278
15,619

路
28 年度
6,844
6,970
13,814

海
29 年度
1,981
2,904
4,885

路
28 年度
1,389
1,769
3,158

合
29 年度
9,322
11,182
20,504

計
28 年度
8,233
8,739
16,972

観光客（推計）
29 年度
28 年度
6,446
5,693
10,680
8,347
17,126
14,040

前年比
13.2%
28.0%
22.0%

※海路には、４月４日にっぽん丸、４月１４日 Europa 号、５月２３日にっぽん丸、５月２６日ぱしふぃっくびぃなすの大型
客船寄港分が含まれています。
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夏期安全対策について／夏期路線バス運行案内 ほか

●ご協力をお願いします
□神港（底土）港
さん橋内に「臨時駐車場」を設けます。
（注１）各業者の車両で大変混雑しますので、一
般の送迎車は待合所正面の駐車場をご利用く
ださい。
（注２）レンタカーなどの車両の乗り捨ては禁止
とします。待合所正面の駐車場をご利用くだ
さい。
□八丈島空港
ターミナル前の路上駐車は全面禁止です。車両
を止めたまま短時間でも運転者が車を離れると
違法行為となるので注意してください。また、
駐車場の混雑緩和のため、上京に伴う長期間の
駐車は控えていただくようお願いします。
□海洋レジャー
○遊泳禁止表示（赤旗または看板）を、底土、横間、
ヤケンヶ浜、旧八重根、乙千代ヶ浜の各海水浴
場に、状況に応じて表示します。
○沿岸でプレジャーボートなどを使用する際には、
遊泳者に十分注意を払い、運転してください。
○釣りの際には一人での釣行を避け、必ず救命具
を着用し、波やうねりには細心の注意を払って
ください。また、
ゴミは必ずお持ち帰りください。
○周辺海域では、水中銃の使用禁止のほか、イセ
エビ、トコブシ、テングサなどの水産動植物を
とることなどが制限されています。
□その他
○八丈島警察署では、空港港湾施設や海水浴場、
釣り場、キャンプ場などにおいて警戒を実施し
ます。また、交通違反の指導取り締りを強化し
ます。

広報はちじょう

○食中毒や伝染病などが多い季節です。
十分な注意を払ってください。
●平成 29 年 夏期の道路交通案内図（港）
対策日時：7 月 1 ５日（土）～ 8 月 31 日（木）
午前 8 時 30 分～ 10 時
※上記期間・時間以外は臨時駐車場の使用は
できません
・神湊（底土）港

臨時駐車場

新船客
臨時駐車場入口
待合所

駐車場

■問い合わせ■
産業観光課観光商工係 ２－１１２５

夏期路線バス運行案内
７月 21 日（金）～８月３１日（木）までの間、末吉～洞輪沢行きは運休となり、東畑～神湊間は底土
まわりとなります。お間違えないよう、ご注意ください。
■問い合わせ■ 企業課運輸係 電話 2－1126

東京都共同募金会からのお知らせ
（福）東京都共同募金会では、赤い羽根募金による地域福祉の向上を目的として、地域配分（Ｂ配分）
の申請を受け付けています。
申請額は、
１施設・団体 10 ～ 30 万円。対象事業は、
備品整備、
小破修理、
利用者主体の事業などです。
（施
設・団体維持のための運営費は対象外）申請書の提出期限は、８月 31 日（木）< 必着 > です。詳しくは、
東京都共同募金会ホームページをご覧ください。http://www.tokyo-akaihane.or.jp
※地域配分（Ｂ配分）とは・・それぞれの地域で集められた寄付金（10 月に実施する赤い羽根共同募金
運動の寄付金）の一定割合を、その地域で活用するものです。地域性の高い施設・団体がおこなう地域
福祉の増進を目的とした具体的な事業が対象となります。
■問い合わせ■ 東京都共同募金会事業部 配分担当
電話 03－5292－3183
FAX 03－5292－3189
e-mail:haibun@tokyo-akaihane.or.jp

16

町営住宅入居者募集（平成２９年度第 2 回） INFORMATION ●

広報はちじょう

町 営 住 宅 入 居 者 募 集（平成 29 年度第 2 回）
町営住宅の入居者を次のとおり募集します。
島外の方も申し込める住宅があります。詳しくは下記連絡先まで問い合わせください。
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

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（※2浴槽無）

２人以上世帯向け

三根 群ヶ平第二団地 ３－２０１

3DK
55.6㎡

S62

15,100 ～ 鉄筋コンクリート造
29,800 ２階建（※3）(浴槽バランス釜）

２人以上世帯向け

地域

大賀郷

樫立

団地名

棟・部屋番号

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（※1）
２人以上世帯向け

八重根団地

２０２

1K
36.1㎡

H14

11,500 ～
22,700

鉄筋コンクリート造
２階建

単身世帯向け

八蔵団地

８－１０１

1LDK
54.2㎡

H8

17,100 ～
33,600

鉄筋コンクリート造
３階建

高齢者専用（※1）
単身世帯向け

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
（3人以上優先）

康政里第二住宅

1号

3LDK
74.9㎡

H17

22,300 ～
43,800

木造一戸建

康政里第二住宅

4号

3LDK
74.9㎡

H18

22,800 ～
44,800

木造一戸建

康政里第二住宅

5号

3LDK
75.0㎡

H19

23,000 ～
45,200

木造一戸建

三原住宅

2号

3LDK
75.3㎡

H16

22,500 ～
44,100

木造一戸建

三原住宅

3号

3LDK
75.8㎡

H17

22,800 ～
44,900

木造一戸建

名古住宅

1号

4K
77.1㎡

H16

23,000 ～
45,200

木造一戸建

中之郷

末吉

子育て家族優先(※4）
3人以上世帯向け
単身者期限付入居可(※5）
子育て家族優先(※4）
3人以上世帯向け
単身者期限付入居可(※5）
子育て家族優先(※4）
3人以上世帯向け
単身者期限付入居可(※5）
子育て家族優先(※4）
3人以上世帯向け
単身者期限付入居可(※5）
子育て家族優先(※4）
3人以上世帯向け
単身者期限付入居可(※5）
子育て家族優先(※4）
3人以上世帯向け
単身者期限付入居可(※5）

≪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、お体の不自由な方の世帯専用のバリアフリー住宅です。
（※２）
「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。
（※３）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。
（※４）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。
（※５）条件次第では単身の方も申し込める住宅です。
（期限付）ご希望の方は建設課管財係までご相談ください。
■受付期間
■申し込み添付書類
７月３日（月）～７月１０日（月）
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）
＊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！＊
午前８時30分～午後５時15分
②入居者全員の最新の八丈町の所得証明書（平成2８年分）、最近転入
※土日祝日は除く。郵送の場合は受付期間内必着
された方は、現時点の収入見込証明書
■応募できる方
③印鑑
①現在八丈町にお住まい、または転入見込の成年者
■入居者の決定方法
※ただし、八丈町にお住まいの方優先
書類審査のうえ入居の可否をお知らせします。書類審査の結果、不可の
②現に同居し、または同居しようとする親族（婚約者な
場合については、受付期間終了日の翌日までに連絡します。
どを含む）がある方（単身向け住宅を除く）
応募者が複数の場合は公開抽選を行い決定します。
③世帯の所得が月額15万8千円以下（義務教育終了前の ■抽選会：７月１３日（木）午後１時15分～
子どもを含む世帯や高齢者世帯などは21万4千円以
町役場１階 相談室１
下）の方
※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、
④町税、保険料、使用料などを滞納してない方
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。
⑤現在、住宅に困っていることが明らかな方
■入居決定後の手続き
⑥暴力団員でないこと。
①家賃３カ月分の住宅保証金の納付
■申し込み方法
（住宅保証金を用意するにあたり、保証金額を知りたい場合は個別に試
町役場建設課管財係で申込書を配布します。
算しますので、住宅使用申込書の欄外に、その旨を記入ください）
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。
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、八丈
町営住宅にお住まいでない方）

◆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となっています。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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がじゅまる広場・とびっこクラブ指導員募集中 !! ほか
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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
業務内容

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（高校生要相談）
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、教員免許等保持者は優遇します。履歴書へご記入してください。
）
※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

町立若草保育園に勤務していただける方を募集します
若草保育園に勤務していただける臨時職員（※登録者含む）を募集しています。
※登録者が多い場合は、欠員が出たときに随時ご連絡します。
●勤 務 先
若草保育園
●募集人数
１名～
●業務内容
保育の補助業務
●勤務時間
シフト制（１日４時間～月 20 日以内）
●時
給
970円
●応募資格
健康で子どもが好きな 18 歳～ 65 歳の方（高校生を除く）
保育に必要な経験（子育て経験・児童福祉施設の勤務経験・実習経験など）があること【資
格は問いません】
●必要書類
町指定の履歴書（福祉健康課７番窓口または八丈町のホームページからもダウンロードで
きます。
）に必要事項を明記し、福祉健康課厚生係へ提出してください。
●選考方法
面接により決定
●そ の 他
保育士、教員免許、看護師等の資格がある方は、証明できる書類をお持ちください。時給
の優遇があります。労災加入有。勤務状態により雇用保険、社会保険等加入有。
■問い合わせ■ 福祉健康課厚生係 電話 2－5570

町立八丈病院職員募集
～職員募集～
募集職種 看護師 若干名
対象者
資格保有者
１次試験 書類選考

■問い合わせ・申し込み■ 町立八丈病院事務局 電話2－1188

助産師 １名
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
２次試験（１次試験通過者のみ）口述試験（面接）

～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
内 容
調理員
提出書類 履歴書

選考方法
勤務時間

面接など
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お受け取りください。
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八丈町職員募集／町立八丈病院臨時診療日その他、専門外来診療

広報はちじょう

八丈町職員募集

■問い合わせ・申し込み■

ほか

総務課庶務係

INFORMATION ●

電話 2－1121

募集職種・人数
応募資格

事務職・若干名 保育職・若干名 保健師 １名
事務職 昭和 57 年４月２日以降に出生で高等学校既卒の方
保育職 昭和 57 年４月２日以降に出生で保育士資格を有する方
保健師 保健師の資格を有する方
特に定めない

勤務場所
提出書類
全職共通書類 履歴書、健康診断書、エントリーシート、82 円の切手を貼った返信用封筒
事務職のみ 最終学歴がわかる書類の写し
保育職・保健師 資格を証する書類の写し
１次試験 書類選考
２次試験 事務職・保育職 一般教養、論文、面接
保健師 面接
※履歴書などの様式は八丈町 HP よりダウンロード、または総務課庶務係にてお受け取りください。その
他詳しくは八丈町 HP をご覧ください。

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 7 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）

○７月の航路ダイヤ
【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>
復路（東京行き）は 9/24 まで大島を経由

【ANA】
電話
便名

0570－029－222
羽田発

八丈島着

【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
機体情報

最大乗員数

A320

166 人

B738

167 人

機種

便名

八丈島発

羽田着

機種

1891

7：30

8：25

B738

1892

9：00

9：55

B738

1893

12：15

13：10

A320

1894

14：05

15：00

A320

1895

15：50

16：40

A320

1896

17：10

18：10

A320

※運航事業者の都合により、急な
区

間

羽田＝八丈島

期 間

普通運賃

往復割引（片道）

7/1 ～ 7/31

22,590

15,290

時刻変更などありますので、ご
注意ください。

町へのご意見など
八丈町へのご意見などがありましたらお寄せください。電話、郵送、FAX、電子メールいずれの方法で
も構いません。ただし、氏名・住所・ご連絡先の記載のないものについては回答をいたしかねますのでご
了承ください。
■問い合わせ■ 〒100－1498 東京都八丈島八丈町大賀郷 2551－2 八丈町企画財政課企画情報係
電話 2－1120 FAX：2－4824 メール：ha130@town.hachijo.tokyo.jp
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7月

2017
日

月

火

水

木

金

土
1

2

3

4

5

6

7

8

老人クラブ定例会 図書館おはなし会

老人クラブ定例会
10：00 ～ 12：00

10：00 ～ 11：00

10：00 ～ 12：00

コミュニティセンター休館日
し尿収集運搬休業日 図書館休館日
10
11
9

12

13

し尿収集運搬休業日
15

14

老人クラブ定例会（三根） 4 歳児歯科健康診査 老人クラブ定例会 老人クラブ定例会
10：00 ～ 12：00

受付 9：15 ～ 10：00

10：00 ～ 12：00

10：00 ～ 12：00

1歳6か月児健康診査
受付 13：15 ～ 13：45

コミュニティセンター休館日 こども心理相談
9：00 ～ 16：00
し尿収集運搬休業日 図書館休館日
17
18
16

19

20

21

22

胃・肺・大腸がん検診/特定健診/長寿医療制度健診（後期高齢者医療制度）/Ｂ・Ｃ型肺炎ウイルス検診
※詳しくは今月号の折込をご覧ください
八丈島夏まつり

し尿収集運搬休業日
し尿収集運搬休業日 図書館休館日
24
25
23
コミュニティセンター休館日
し尿収集運搬休業日 図書館休館日
31
30
コミュニティセンター休館日
し尿収集運搬休業日 図書館休館日

し尿収集運搬休業日
26

28

29

小学生親子クッキング

9：00 ～ 11：00

町役場開庁日

平日 8：30 ～ 17：15

町立八丈病院
臨時診療日

受付時間／ 8：00 ～ 11：00

温泉休業日

診療時間
8：30 ～
9：00

日程調整中です。別途防災無線などで周知します。

10：00 ～ 13：00

※定休日が祝日の場合は営業します。

休

※初めて町立病院にかかる方は
8：30 から受付。

診 療 日
７月 21 日（金）

糖尿病教室
耳鼻咽喉科

27
すくすく相談

業

日

ふれあいの湯

3日

10 日

毎週月曜日

みはらしの湯

4日

11 日

毎週火曜日

ザ・ＢООＮ

5日

12 日

毎週水曜日

やすらぎの湯

6日

13 日

毎週木曜日

※その他の専門外来診療は予約制のためご相談ください。
7月16日
（日）～8月31日（木）まで夏季営業期間につき、各町営温泉は休まず
飛行機欠航の場合、休診となることがあります。
営業します。
予約：院内予約係窓口、
または電話（2 － 1188 平日 8：30 ～正午）

7月のゴミ分別回収
三
日
2

根

月
3

大

火
4

水
5

木
6

10

11

12

金属 燃・害 資源
16 17

18

19

25

26

金属 燃・害 資源
30 31

金属

土
1

日

8

2

14

15

びん 燃・害
20

21

28

燃・害

3

郷

樫立・中之郷・末吉

火
4

水
5

9

10

11

22

16 17

18

23 24

25

燃・害 資源

6

金
7

土
1

日

8

2

13

14

19

20

21

27

28

燃・害 金属

30 31

燃・害

※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。

3

火
4

9

10

22

16 17

11

23 24

燃・害
30 31

燃・害

5

木
6

金
7

土
1
8

12

13

14

15

資源 燃・害 金属
18

19

20

21

22

燃・害
資源
金属
びん

燃・害
29

水

資源
燃・害 金属
古着

燃・害

燃・害
金属
びん
26

月

燃・害
15

燃・害 金属

燃・害 資源
29

木

燃・害 金属
12

燃・害 資源

燃・害
27

賀

月

資源
燃・害
古着

燃・害
13

金属 燃・害 資源
23 24

金
7

資源
金属 燃・害
古着
9

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

25

26

27

28

資源 燃・害 金属

29

