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町の人口（7月1日現在）
 （先月 1 日比）

6月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （7月1日現在）※外国人含む

 人　口 7,588人 減 13人 
 男 3,771人  減 9人
 女 3,817人 減 4人
世帯数 4,386世帯 減 11世帯

 世帯数 男 女 人口計

三　根 2,084 1,814 1,809 3,623

大賀郷 1,438 1,236 1,247 2,483

樫　立 294 247 255 502

中之郷 374 322 354 676

末　吉 196 152 152 304

母子保健／障害者巡回相談（18 歳以上対象）を実施します▶▶10

子どもの定期予防接種／８月は○乳 ○子 医療証の現況届の提出月です▶▶11

図書館からのお知らせ／子ども家庭支援センターからのお知らせ▶▶12

平成 29 年度地域振興に係る補助事業（第２回）の募集／町立八丈病院職員募集　ほか▶▶14

教育委員会だより／ホストファミリー募集　ほか▶▶13

がじゅまる広場・とびっこクラブ指導員募集中！！／８月の航路ダイヤ　ほか▶▶15

都立八丈高校　公開講座のご案内／八高定時制　夏の天体観測教室　ほか▶▶09
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国民年金▶▶04

国保だより／住民係からのお知らせ▶▶05

水道だより／８月し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ▶▶06

環境だより▶▶07

転入・出生　   13人（うち転入10人、出生3人）

転出・死亡　26人（うち転出21人、死亡5人）

第 18 回八丈島納涼花火大会／観光　おじゃれ 11 万人　ほか▶▶08

小笠原親善訪問／島民専用の航空運賃が設定されました！▶▶02

税のお知らせ／臨時福祉給付金（経済対策分）の申請はお済みですか？▶▶03

小笠原親善訪問

97 名の訪問団が、新しくなった「おがさわら丸」に乗り訪問しました。
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小笠原親善訪問／島民専用の航空運賃が設定されました！

訪問団長　八丈町副町長　持　丸　孝　松
　６月２２日から６月２７日までの６日間、９７名の参加者とともに、３６回目の小笠原親善訪問に行っ

てきました。

　小笠原諸島が世界自然遺産に登録され６年が経過し、昨年７月よりおがさわら丸も１１，０３５ｔと新

しくなり、船内設備も更に充実し、航海時間も短縮されたことにより、東京からの旅行者が大勢乗船して

いて、更に注目されていることを実感しました。

　２３日午前中には船上にて、第二次世界大戦中に八丈島から動員され、潜水艦の攻撃を受け戦死した方々

の追悼式を行いました。

　正午頃、灼熱の太陽が眩しい、小笠原父島二見港に到着し、多くの島民の皆さんに出迎えていただきま

した。

　小笠原の人達は、明るく親切で、滞在期間中は、森下村長をはじめ役場の職員の方々や関係各位の方々

に大変お世話になりました。

　歓迎交流会に参加し、小笠原の芸能文化にふれるとともに、八丈町も八丈太鼓を披露するなど交流を深

めました。

　小笠原は、財産である自然を守る取り組みが徹底され、島民にも浸透しています。そして観光業を中心に、

島の基幹産業を支える若い世代が次々に育っており、八丈町も見習う必要があると痛感しました。

　今後も、小笠原村との友好都市交流事業を継続し、相互の親善、交流を図っていきます。

　また、来年度は小笠原諸島返還５０年の節目の年であり、年間を通じて様々なイベントが行われる予定

となっております。

　来年の親善訪問も、是非多くの町民の皆さんの参加をお願いします。

　八丈島－羽田間の航空路線について、平成２９年９月１日搭乗分よりご利用いただける、島民専用の割

引運賃「八丈島アイきっぷ」が設定されました。

　「八丈島アイきっぷ」の利用には、「東京都離島住民航空割引カード」が必要です。カードの発行には申

請が必要ですので、航空便の利用予定がある方は、手続きをお願いします。

■カード発行の対象者

　八丈町に住民登録している方（八丈町に住民票がある方）

■申請時に必要なもの

　① 申請書（八丈町ホームページでダウンロード、または町役場企画財政課および各出張所で配布してい

ます。）

　②写真（６カ月以内に撮影。縦 30mm、横 25mm）

　③本人確認書類（パスポート、運転免許証、健康保険証など）

　④代理人による手続きの場合は、委任状

　⑤印鑑

　※ 申請の詳細は、八丈町ホームページ、または申請書配布先に設置している「申請の手引き」をご覧く

ださい。

　※カードを郵送で受け取りたい方は、切手を貼り付けた返送用封筒をご用意ください。

　※郵送による申請および、各出張所での申請は受け付けていません。

■備考

　・カードの発行には、町役場の開庁日数で数えて３日間程度かかります。

　　土日祝日やその他閉庁日を挟むと、その日数分発行まで時間がかかりますのでご了承ください。

　・カードは、航空券の購入時や空港での搭乗時に利用します。

　　詳しい利用方法は「利用の手引き」をお渡ししますのでご覧ください。

■受付窓口・問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2 － 1120

小笠原親善訪問

島民専用の航空運賃が設定されました！
－離島住民航空割引カードの申請をお願いします－
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税のお知らせ／臨時福祉給付金（経済対策分）の申請はお済みですか？

　断続的な大雨により大きな被害のあった九州北部地方（福岡県・大分県）の被災された方々を支援する

ため、義援金を受け付けています。ご協力をお願いします。義援金は全額被災された方々へ届けられます。

受付期限　平成２９年８月３１日（木）まで　受付場所　福祉健康課厚生係７番窓口または各出張所

■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2 － 5570

　臨時福祉給付金（経済対策分）の受付は８月 31 日（木）で終了します！対象となる可能性がある方には、

５月末に案内をお送りしています。

支給対象者　　平成 28 年度臨時福祉給付金（３千円）の支給対象者の方

※ 平成 28 年度分の住民税が課税されていない方。ただし、課税者に扶養されている方や、生活保護受給

者は除きます。

給付額　　　１人１万５千円（支給は１回です）

受付期間　　平成 29 年８月 31 日（木）まで（開庁日の午前８時 30 分から午後５時まで）

受付場所　　福祉健康課厚生係および各出張所

受付期間を過ぎますと、申請（請求）できなくなります。受付期間内に申請してください。

■問い合わせ■　申請に関すること　　福祉健康課厚生係　電話２－５５７０

　　　　　　　　住民税に関すること　税務課課税係　　　電話２－１１２２

平成29年７月５日からの大雨災害義援金

臨時福祉給付金（経済対策分）の申請はお済みですか？

■問い合わせ■　税務課　電話 2－1122税のお知らせ税のお知らせ
税金の納付には口座振替が便利です。
○口座振替のできる金融機関

・七島信用組合の本店・支店　　・みずほ銀行の本店・支店　　・全国のゆうちょ銀行

○口座振替の手続き　金融機関への申し込み

・上記の預貯金口座のある金融機関に預貯金通帳、届出印、納税通知書、預貯金口座依頼書

　自動払込利用申込書を提出してください。

　おおむね２カ月後以降の納期分より振替になります。

町税の滞納処分を強化しています　～税負担の公平性を確保するために～
●納付にお困りの方は必ずご相談ください

　病気や怪我、事業の休廃止などの事情により、納期限までに納付できずにお困りの方は、必ず納付相談を行っ

てください。業務時間内に来庁できない方へは、電話申込により業務時間外（午後５時１５分～７時）に納付相

談を行っていますのでご利用ください。

納付は納期限までに！

申告の受け付け

　下記の日程で、申告の受付・記入の相談を行います。申告がまだお済みで無い方や扶養控除、障

害者控除などを申告漏れした方は、この機会をご利用ください。

　■日時　８月３日 ( 木 ) ～８月４日 ( 金 )　　午前９時～午後４時

　■会場　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。
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国民年金

国民年金
■住民課医療年金係　電話2－1123

■港年金事務所　　　電話03－5401－3211

■日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/

【６カ月前納のお知らせ～口座振替での前納のお申し込みはお早めに～】

　平成 29 度の国民年金第１号被保険者および任意加入被保険者の１カ月当たりの保険料は 16,490 円

ですが、まとめて前払いすると、前納割引が適用されるのでおトクです。

　例：10 月分から翌年３月分までの６カ月分の納付

納　付　方　法 納付額合計 割引額

毎月納付 98,940 円

現金・クレジットカードなどでの前納 98,140 円 800 円

口座振替による前納 97,820 円 1,120 円

【口座振替とクレジットカードによる10月分から翌年３月分までの前納の申込締切日　８月末日】

　申込書類の不備などによりご登録が遅れ、手続きが間に合わない場合がありますので、利用を希望する方

は、お早めに住民課医療年金係または金融機関などに申し込みください。

※口座振替での平成 29 年度分１年前納・６カ月前納（４月～９月分）・２年前納の申し込みは締切りました。

※ 既に口座振替で前納されている方は、再度の申し込みは必要ありません。ただし、１年前納から２年前納

への変更など、振替方法を変更される場合は、再度申し込みが必要です。

※保険料が一部免除された方は、口座振替の前納制度はご利用になれません。

※ 初めて口座振替で前納制度 [ ２年前納、１年前納、６カ月前納、当月末振替 ( 早割 )] を申し込まれた場合は、

直前の３月分 [ ６カ月前納の場合→４月末振替時は３月分、10 月末振替時は９月分、当月末振替 ( 早割 )

の場合→前月分 ] の保険料が未納の場合は、前納保険料額と同時に振替となります。

【平成 29 年度「わたしと年金」エッセイを募集しています！】

応募資格 中学生以上

応募締切 ９月４日（月）消印有効

応募作品 公的年金制度をテーマにしたエッセイ。日本語で 1,000 ～ 2,000 文字以内

※詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

▶▶各種問い合わせ　　

※第２土曜日を除く祝日はご利用になれません。

●一般的な年金相談に関する問い合わせ

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

受付時間 月　曜　日：午前８時30分～午後７時　　 火～金曜日：午前８時30分～午後５時15分

 第２土曜日：午前９時30分～午後４時

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後７時まで受付。

●ねんきん定期便・ねんきんネット・ねんきん特別便に関する問い合わせ

0570－058－555（ナビダイヤル）　PHS、IP電話、海外からは03－6700－1144（一般電話）

受付時間 月～金曜日：午前９時～午後７時　第２土曜日：午前９時～午後５時

●国民年金保険料後納制度（保険料の納付の延長）に関する問い合わせ

0570-011-050（ナビダイヤル）　PHS、IP電話、海外からは03－6731－2015（一般電話）

受付時間 月　曜　日：午前８時30分～午後７時　火～金曜日：午前８時30分～午後５時15分

 第２土曜日：午前９時30分～午後４時

※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後７時まで受付。
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国保だより／住民係からのお知らせ

国保だより ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話2 － 1123

住民係からのお知らせ ■問い合わせ■　住民課住民係　電話 2－1123

個人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。

必要書類　　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（例にないものはご相談ください）

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・運転経歴証明書（交付年月日が平成 24 年 4 月 1 日以降のものに限る）・旅券・身体障害者手帳・

精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・住民基本台帳カード（写真付きに限る）・在留カード・特別永住者証

明書など

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、預金通帳、医療受給者証、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類など

個人番号カードの交付通知書を受けとられた方へ

　個人番号カードの交付通知書が届いたあと、そのままになっていませんか？

　交付通知書がお手元に届きましたら、住民係の窓口にて個人番号カード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。

◎被保険者証の更新

　国民健康保険被保険者証（以下「保険証」）は、１０月１日更新となります。新しい保険証は、９月下

旬ごろに各世帯主あてに郵送します。

　上京などの予定があり、郵送される保険証を受け取ることが出来ない方は、事前に住民課医療年金係に

ご連絡ください。また、被保険者証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。記入は任意であり、義

務付けるものではありませんが、意思表示にご協力をお願いします。

保険証の有効期限について

○退職被保険者証をお持ちの平成２９年度中に６５歳を迎える方…

　有効期限は誕生月の月末までと設定されています。新しい一般被保険者証は、町役場から有効期

限前に郵送します。

○平成２９年度中に７５歳を迎える方…

　有効期限は、誕生日の前日に設定されています。新しい後期高齢者被保険者証は、広域連合より

郵送されます。

◆「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。

　日時：８月２５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
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水道だより／８月　し尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日のお知らせ

水道だより水道だより
　

●水道関係の届出は忘れずに

　町から給水を受けている方で次の場合は、企業課水道係または各出張所へ届け出てください。

　○使用者または所有者が死亡した場合

　○転入・転出にともない給水を開始、中止する場合

　○量水器（水道メーター）に接続されていない給水管を発見した場合

●給水装置工事は一部の簡易なものを除き、八丈町指定給水装置工事事業者でなければ施工できません。

　次の場合は八丈町指定給水装置工事事業者へご相談ください。

　○新築・増築・改築に伴い宅内配管の新設、追加、改造などの給水装置工事を行う場合

　○解体などで敷設の水道を撤去する給水装置工事を行う場合

　　※ 八丈町指定給水装置工事事業者以外が給水装置工事を行った場合には、八丈町給水条例第37条に基

づく給水停止を執行することがあります。

●お盆期間中の八丈町指定給水装置工事事業者当番

８月（お盆期間中）

11 日（金） 12 日（土） 13 日（日） 14 日（月） 15 日（火）

沖山産機（株） （株）佐々木住設 高橋建設（有） （有）秋田設備 沖山設備（有）

2 － 1402 7 － 0525 2 － 1441 7 － 0772 2 － 2605

●水道メーターの検針について

　検針員は、ハンディターミナルという機器を持って各戸を訪問し、メーターボックスのふたを開けてメー

ターの指示数を読み、ハンディターミナルに指示数を確認後、｢水道使用量のお知らせ｣という用紙を投函い

たします。

ご利用の方へのお願い

　○メーターボックスの上に物を置いたり、駐車しないようにしてください。

　○飼い犬がメーターボックスに近づかないようにしてください。

　○メーターボックスの中は、清潔に保ってください。

　○ この時期、草が生い茂り、検針の際に水道メーター器が見えづらくなる場合がありますので、水道メー

ター器周りはきれいにしておいてください。

※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

８月　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。

　今月は依頼が増えますので、収集運搬が必要な方は余裕をもって休業日前にお申込みください。

６日　  （日） 11 日　  （祝） 12 日（第２土） 13 日　（日）

20 日　（日） 26 日（第４土） 27 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または各出張所でお支払いできます。

■問い合わせ■　住民課浄化槽係　電話 2－1123
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環境だより

■問い合わせ■　住民課環境係　電話2－1123

ヤンバルトサカヤスデ対策

　ヤスデは、湿気の多い場所を好むため、堆積した落ち葉の下などに多く生息しています。

　本格的なヤスデの移動が始まる前に、家屋の周りの落ち葉などを取り除き、水はけ・日当たりを良

くする（ヤスデは、直射日光が苦手です。）などして、ヤスデが家屋の周辺で繁殖しにくい環境をつ

くりましょう。

　家屋侵入防止対策用として薬剤（コイレット）を来年３月まで配付しますが、自然環境を考慮し乱

用防止のため、一世帯あたり１カ月に１袋（３㎏入り）とし、６カ月分（６袋）まで引換券を、７袋

目からは半額の助成券をお渡しします。大賀郷地域にお住まいの方は住民課環境係、他の地域にお住

まいの方は各出張所にて引換券または助成券をお受け取りください。

　町では、薬剤の配付のほかにヤスデの発生調査（現場確認や薬剤の配付状況など）や集中・大量発

生箇所（大賀郷永郷地域）における駆除を本年度も実施します。

海岸清掃について

　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。

運営協議会委員の公募について

　東京都島嶼町村一部事務組合では、八丈島一般廃棄物管理型最終処分場周辺の環境を保全し、住民

生活の安心安全を確保する観点から、供用中の処分場に関する管理運営などについて、島民の代表者

の方も交えて意見交換や協議することを目的に、処分場に運営協議会を設置しています。

　このたび、現在の運営協議会の委員の任期が平成 29 年 10 月４日に終了することにともない、改

めて一緒に活動していただける委員を公募します。

運営協議会は原則として年１回、処分場内の会議室で開催し、会議終了後は埋立地の視察などを行う

ことを予定しています。なお、前回まで委員であった方の応募も可能ですので、奮ってご応募願います。

募集人員 ３名（定員を超えた場合は抽選となります。）

応募資格 満 20 歳以上で八丈町に住所がある方

応募方法

応募用紙に、住所・氏名・年齢・電話番号・職業を明記のうえ、東京都島嶼町村一部事務

組合へ郵送してください。なお、応募用紙は、八丈町住民課環境係または当組合のホームペー

ジで入手できます。

応募締切 平成 29 年 8 月 18 日（金）消印有効

任期・報酬等 任期は２年間。報酬・交通費などは支給されません。

応募用紙

送付先

〒 105-0022　東京都港区海岸一丁目４番１５号　島嶼会館２階

　　　　　　　　東京都島嶼町村一部事務組合　廃棄物対策課

問い合わせ先 東京都島嶼町村一部事務組合（電話番号　03-3432-4961）

「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」に参加します。

　八丈町では、町役場１階・各出張所に回収ボックスを設置し、東京２０２０組織委員会が主催する使

用済携帯電話回収プロジェクトに参加します。ご協力よろしくお願いします。

　実施期間　平成 29 年８月１日～平成 31 年３月３１日



　● INFORMATION　 広報はちじょう

8

第 18 回八丈島納涼花火大会／観光　おじゃれ 11 万人　ほか

愛らんどリーグ２０１７開催のお知らせ
　８月５日（土）～６日（日）にかけて、伊豆諸島・小笠原諸島地域力創造対策協議会主催の愛らんどリー

グ２０１７フットサル大会が４年ぶりに八丈町南原スポーツ公園で開催されます。伊豆諸島・小笠原諸島

の島しょ地区の児童が一堂に会し、普段の練習の成果を、スポーツを通じて発揮します。

　開催地ということで坂下地域代表、坂上地域代表の２チームが八丈島から出場します。

■愛らんどリーグ２０１７大会

　○会　場　八丈町南原スポーツ公園

　○日　程　８月５日（土） 午前９時３０分～　開会式

 午前１０時～　　　アップトレーニング・

 　　　　　　　　　サッカー教室

 正午～　　　　　　予選リーグ

　　　　　　８月６日（日） 午前９時３０分～　決勝トーナメント

この大会にむけ、各島のチームは一生懸命練習に励んできました。

八丈島で躍動する少年少女たちへの熱いご声援をよろしくお願いします。

観光 おじゃれ11万人 ■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　電話2－1125

来島者数・観光客数推計
空　　　路 海　　　路 合　　　計 観光客（推計）

前年比
29 年度 28 年度 29 年度 28 年度 29 年度 28 年度 29 年度 28 年度

4 月 7,341 6,844 1,981 1,389 9,322 8,233 6,446 5,693 13.2%

5 月 8,278 6,970 2,904 1,769 11,182 8,739 10,680 8,347 28.0%

6 月 5,752 5,287 1,339 1,400 7,091 6,687 5,360 5,055 6.0%

計 21,371 19,101 6,224 4,558 27,595 23,659 22,486 19,095 17.8%

※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、６月

１９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。

行事
予定

 8 月 八丈島浜遊び（底土カヌー揚場） 　６日（日）

 八丈島納涼花火大会（底土海岸） １０日（木）、１１日（金）

 盆踊り（各地域） １３日（日）～１５日（火）

 ぱしふぃっくびぃなす寄港 ２５日（金）

第 18 回八丈島納涼花火大会　Supported by LIGHT UP NIPPON

場所　底土海岸にて開催
８月１０日（木）　前夜祭　　午後４時３０分　開場

８月１１日（金）　大会当日　午後４時３０分　開場　　午後８時１１分　花火打ち上げ
※今回は、花火打ち上げ後に東日本大震災の追悼・復興記念花火を３分程度打ち上げます。

■花火大会実行委員会からのお願い■

　イベント中の小型無人飛行機（ドローン）の使用は、ご遠慮ください。

■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

 9 月 ユニバーサルキャンプ（底土野営場ほか）  　９日（土）～１１日（月）

舞台プログラム

赤ちゃんハイハイレース・バンド演奏

八丈太鼓・踊り・フラダンスなど

その他にも多数出演予定！！

赤ちゃんハイハイレース参加者募集中！

　前夜祭に行う赤ちゃんハイハイレースに参加す

る、１歳前後の赤ちゃんを募集しています。

　参加希望の保護者の方は、ご連絡ください。
○受付　沖山　重彦
　電話：090 － 1535 － 1999　FAX：2 － 1682
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都立八丈高校　公開講座のご案内／八高定時制　夏の天体観測教室　ほか

都立八丈高校　公開講座のご案内
○講座名　趣味の園芸と食品加工講座

○内　容　ランの育て方、コサージュの作り方、和菓子・ジャム・パンの作り方についての講義・実習

10 月 21 日（土） 10 月 28 日（土） 11 月 18 日（土） 11 月 25 日（土） 12 月 2 日（土）

各日とも午後１時 30 分～４時 30 分

和菓子作り ランの育て方 コサージュの作り方 パンの製造 ジャムの製造

○場　所：都立八丈高校　実習棟１階　農業基礎実習室　　○定　員：15 人

○費　用：受講料 3,000 円（事前納付）※受講料 1,500 円＋実費 1,500 円

○その他：納付の方法や持ち物などの詳細は、当選者に追って連絡します。

○募集期間　８月 21 日（月）～ 9 月 11 日（月）必着

○応募方法　往復はがきに講座名、住所、氏名、年齢、性別および電話番号をご記入下さい。

　　　　　　下記ＵＲＬから電子申請も可能です。電子申請には申請者の情報登録が必要です。

都立学校公開講座一覧　http://www.schoolopen.metro.tokyo.jp/kokaikoza/html/kokaikoza.html

定員を超えた場合は抽選となります。

■応募・問い合わせ■　〒 100 － 1401　東京都八丈島八丈町大賀郷 3020 番地

　　　　　　　　　　　八丈高等学校　公開講座担当　電話 2 － 1181

八高定時制　夏の天体観測教室
八丈高校の大型天体望遠鏡を使って夏の星空を見てみませんか？

○日　時：下表のとおり。　○定　員：各日とも 10 名

※雨天・曇天中止。28 日、29 日はスマホでの月の撮影会を行います。

８月 21 日（月） 22 日（火） 23 日（水） 28 日（月） 29 日（火）

午後６時 30 分～８時 30 分

○申込方法

　①電子メールにて氏名、年齢、参加希望日、参加人数、代表者の電話番号をご連絡ください。

　②件名は必ず「天体観測教室の申込み」としてください。（迷惑メールとの区別のため）

　③ 未成年者の場合は保護者が申し込みください。また、中学生以下は保護者同伴となります。ご不明の

点がありましたら八丈高校定時制課程までメールか電話で問い合わせください。夏季休業中は返信が

遅れることがありますが、先着順で対応しますのでご了承ください。

■問い合わせ・申し込み■　八丈高等学校定時制課程　電話 2 － 1181（平日　午後２時～８時）

　　　　　　　　　　　　　Mail：S1000213@section.metro.tokyo.jp

　

郷土料理教室
事前予約制 ８月１日（火）から 31 日（木）まで ※定員（16 名）になり次第締切

第２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？

　年に４回開催予定しています。第２回目は八丈島の食材を使って料理しよう！

■日　　時　９月７日（木）　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・包丁・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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母子保健／障害者巡回相談（18 歳以上対象）を実施します　
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　8日（火） 受付：午後1時15分～1時45分

　○対象　平成29年3月14日～平成29年5月8日生まれの乳児とその産婦

3歳児健康診査　22日（火） 受付：午後1時15分～1時45分

　○対象　平成26年6月21日～平成26年8月15日生まれの幼児

2歳児歯科健康診査　9日（水） 受付：午前9時15分～10時

　○対象　平成27年5月18日～平成27年8月9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

22日（火）　午前9時～午後4時　　○対象　1歳6カ月以上の未就学児

　言葉が遅い・落ち着きがない・身体の動きがぎこちない・癖が気になるなど心配なことがありました

ら、専門の心理相談員が相談に応じます。

すくすく相談（要電話予約） 会場：保健福祉センター

16日（水）　午前9時00分～11時00分

　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。

両親学級（要電話予約）日時：下記4回コースで行います。　会場：保健福祉センター

　新しい命を迎える準備をしましょう。お母さんの体調が良い時にいらしてください。お父さんも歓迎

します。

1回目　  4日（金）午後1時30分～3時30分 妊娠中の生活の工夫、お母さんと赤ちゃんの栄養

2回目　10日（木）午後1時30分～3時30分 お産を迎える準備（お産の進み方、呼吸法）

3回目　17日（木）午後1時30分～3時30分  歯の健康（歯科健診・口腔内の健康の話）、

 マタニティ体操、沐浴

4回目　24日（木）午後1時30分～3時30分 赤ちゃんの健診・病気、産後の話

もぐもぐ離乳食（要電話予約） 会場：保健福祉センター

29日（火）　午前10時～11時30分

　生後7カ月から11カ月（中期）の保護者を対象として、お子さんの月齢や発達に合った離乳食の進

め方についての教室を開催しています。安心して離乳食を進めることができるように実際に試食しなが

ら、離乳食についての不安を一緒に解決しましょう。

　○持ち物：三角巾、エプロン、母子手帳、おんぶ紐（必要な方）

障害者巡回相談（18歳以上対象）を実施します

　東京都心身障害者福祉センターでは、巡回相談を下記の日程で

実施します。

○日時　10 月 12 日（木）・13 日（金）（13 日は午前のみ）

○場所　八丈町役場新庁舎　ギャラリー特設ブース

　※予約人数によってはいずれか１日になる場合があります。

　　予約制のため、下記の日時に予約をしてください。

　　時間などを追って通知します。

○予約期間　8 月 1 日（火）～ 7 日（月）

○受付時間　平日　午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く）

・ご相談内容によっては、病院への受診を優先いただくことがあります。

・巡回相談では医療行為（診察・治療など）は行いません。

■申し込み・問い合わせ■

福祉健康課障がい福祉係　電話 2 － 5570

対象者

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

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

※ ただし、介護保険法対象者（65 歳
以上の障害者・特定疾病による 40
歳～ 64 歳の障害者）の方は車いす

（標準型）の交付を除きます。

③ 愛の手帳（知的障害者手帳）を新規
取得したい方、または上記手帳所持
者で程度変更を希望される方（児童
時に取得した方でも成人時の再判定
が済んでない方は申し込みください）
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子どもの定期予防接種／８月は○乳 ○子 医療証の現況届の提出月です

Ｂ型肝炎集団予防接種    １０日（木）　午後２時３０分～３時

四種混合集団接種    １０日（木）　午後３時～３時３０分

ＢＣＧ集団接種     １６日（水）　午後３時～３時３０分

日本脳炎集団接種※    １７日（木）　午後３時～４時

      ３１日（木）　午後３時～４時

ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種  ２４日（木）　午後３時～３時３０分

予約制個別接種     １０日（木）　午後３時３０分～４時

      ２４日（木）　午後３時３０分～４時

※８月の日本脳炎の集団接種は第２期（小・中学生）の対象者へ個別通知します。

　第１期（３歳・４歳）の対象者の接種日は９月５日（火）、２１日（木）に設けています。

　上記日程での接種が難しい場合は９月の集団接種日、または予約制個別接種をご利用ください。

●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

8月 子どもの定期予防接種

８月は○乳 ○子 医療証の現況届の提出月です

　現在、お持ちの乳幼児医療証（マル乳）および義務教育就学児医療証（マル子）は、９月 30 日で有効期

間が終了します。既に医療証をお持ちの方へは７月末日に現況届を発送しますので、８月中に提出してくだ

さい。また、これまでに所得制限により対象外となった方で平成 28 年中の所得が下がった方は 10 月より

本制度の対象となる可能性がありますので申し出てください。

●助成制度の概要

　医療機関の窓口にて健康保険証と併せ医療証を提示することにより、医療費の自己負担分を助成します。

　○乳幼児医療費助成制度：総医療費の２割　○義務教育就学児医療費助成制度：総医療費の３割

●助成対象児童　　八丈町に住所を有する医療保険の加入者

　○乳幼児医療費助成制度（義務教育就学前までの乳幼児）平成 23 年４月２日以降に生まれた児童

　○義務教育就学児医療費助成制度　平成 14 年４月２日～平成 23 年４月１日に生まれた児童

●申請者　上記対象児童を養育している方（保護者）

●助成対象外

　・申請者の平成 29 年度（平成 28 年分）の所得額が下記の限度額を超える方

　　例　扶養親族０人　所得制限限度額 622 万円　収入額目安 833.3 万円

　　　　扶養親族が１人増えるごとに所得制限限度額は 38 万加算

　・生活保護受給者

●申請に必要なもの

　①医療証交付申請書兼現況届

　②印鑑（認印）

　③申請者と対象児童（全員）の健康保険証

　　※八丈町の国民健康保険に加入されている方は不要です。

　④ 平成 29 年１月２日以降、八丈町に転入された方は、平成 29 年度所得証明書を前住地の役所にて取り

寄せてください。（児童手当の現況届時に厚生係へ提出された方は不要です。）

●受付窓口　福祉健康課厚生係および各出張所

●受付期間　平成 29 年８月１日（火）～８月 31 日（木）

■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2 － 5570
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図書館からのお知らせ／子ども家庭支援センターからのお知らせ

●職場体験を行いました。

　６月７日～９日、富士中学校２年生の職場体験を行いました。

　図書館の〈裏方の仕事〉を知ってもらうため、本や雑誌の登録や装備、紙芝居の整理、

おはなし会のポスター作りなどを体験してもらいました。

【感想】僕がいつも図書館を利用する時の印象的な仕事内容は、カウンターで本の貸し出しをしたり、利

用者が困っているようなときにたずねたりすることくらいでした。しかし実際に体験してみると、大変

だということがわかりました。たとえば、重い紙芝居の整理、おはなし会のポスター作りや入ってきた

本の登録など、様々なことをやらなければならないのです。

　利用者の視点からでは、仕事が簡単そうに見えるかもしれません。しかし、実際は大変なことをして

いるんだと思い、改めて働いている方々に感謝すべきだと強く感じることができました。

●今月のおはなし会　１２日（土）午前１０時～１１時　こどものほんのへや

　読み聞かせ：八丈町立図書館（三根）（都合により変更する場合があります）

　絵本の読み聞かせなどを行います。みんなでおじゃりやれ♪

●今月の新着図書から。

『茄子の輝き』　滝口 悠生　著　　　　　　　　　　『ワンオペ育児』　藤田 結子 著

『子どもの手芸レッスンＢＯＯＫ』　松村 忍 監修　  『手おけのふくろう』　あべ 弘士 え

　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、１１日（金・山の日）、３１日（木・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

　
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）

休館日　第２土曜日以外の土、日、祝日

☆「中庭で水あそび」に参加される皆さんへ☆

　入水前に必ず体温を測り、お子さんの体調に合わせてご参加ください。

　日差しが強いので、紫外線対策（帽子・ラッシュガードの使用など）をお願いします。

■問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話2－4300

8 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。お越し下さい！

☆水あそび開催時間：午前 10 時～ 11 時☆

   ２日（水）中庭で水あそび

   ９日（水）中庭で水あそび

１６日（水）中庭で水あそび

２３日（水）中庭で水あそび

３０日（水）食育のはなし（講師：栄養士　天田志奈子さん）

　８月は第２土曜日の 12 日が

開放日となります！！

＜持ち物＞

・バスタオル

・着替え一式

・飲み物
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教育委員会だより／ホストファミリー募集　ほか

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話2－7071

　５月２７日（土）に東京都教育員会の「オリンピック・パラリンピック

教育推進事業」を受け、三原小中学校合同で「オリ・パラの日」を行いま

した。

　小学校では、昨年度も本校に来ていただいた、駐日ベネズエラ・ボリバ

ル共和国大使夫人のコロン・石川・エリカさんのご協力で、今年は駐日ポ

ルトガル共和国大使夫人のイルダ・エステべスさんに、ポルトガルのこと

についてお話していただきました。

　そして、本校６年生からもポルトガル共和国について調べたことをパネ

ルにしたり、他の学年は、ショメ節や八丈太鼓を披露したりしました。

　また、ベネズエラの音楽を演奏していただき、独特なメロディーに酔い

しれました。

　他国の文化を肌で感じることができたことは、諸外国への興味関心を深めるとともに、八丈島の文化を

伝えることで、八丈島のことをさらに愛情を深めることができました。

三原小学校　オリンピック・パラリンピック教育

■八丈町教育相談室 電話　２－０５９１
 　毎週火・金曜日　午前８時３０分～午後５時
■東京都教育相談センター 電話　０３－３３６０－８００８
 　平日　午前９時～午後９時　土・日・祝日　午前９時～午後５時
■東京いじめ相談ホットライン 電話　０１２０－５３－８２８８（２４時間）
■東京いのちの電話 電話　０３－３２６４－４３４３（２４時間）

ホストファミリー募集
　八丈町では、東京都立八丈高等学校に島外からの生徒を受け入れるためのホームステイ制度を実施して

います。ホームステイ（居室・食事（３食））の受け入れができる方を募集します。

　費用など詳細は問い合わせください。

募集期間　平成２９年８月３１日（木）まで

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話２－７０７１

町 長 上 京 日 記　6月
６日～９日

◉ANA1892便にて上京

◉国土審議会離島振興対策分科会

◉東京海区漁業調整委員会

◉ANA1891便にて帰島

１６日～１９日

◉ANA1892便にて上京

◉在宅高齢者の見守り対策についての説明会

◉ＪＲＡ「八丈島特別レース」表彰式

◉ＨＡＴ定時株主総会

◉ANA1895便にて帰島
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平成 29 年度地域振興に係る補助事業（第２回）の募集／町立八丈病院職員募集　ほか

平成29年度地域振興に係る補助事業（第２回）の募集
　東京都島しょ振興公社では、島しょ地域にお住まいの地域振興を図ることを目的に事業を実施する団体・

個人に対し、その経費の一部を補助しています。

募集期間 平成 29 年 8 月 1 日（火）～ 8 月 18 日（金）

対象事業 ・地域振興に係る特産品に関する事業

 ・地域振興に係る観光振興に関する事業

 ・地域振興に係る島おこしを担う人材育成に関する事業

 ・その他地域振興に資する事業

 　（1）地域振興に係る第一次産業活性化に関する事業

 　（2）地域振興に係る環境保全に関する事業

 ※（1）～（2）は平成 29 年度限定で追加されたテーマです。

補助対象団体 ・５名以上の東京都島しょ地域在住者で組織し、代表者・会則・名簿などのある団体など

 ・ 島しょ地域内に主たる事業所を有する小規模企業者・組合・財団法人・社団法人・特定

非営利活動法人・その他東京都島しょ地域の活性化に資する取組を行うと認められる法

人など

 ・島しょ地域内の個人事業者

 ※中小企業、創業予定者は対象外

補助金額  補助対象経費の５分の４以内で 100 万円（特に必要と認められる事業については 200

万円）を限度とする。

事業の期間 事業開始から平成 30 年 7 月 31 日まで

申込方法  所定の申請書により平成 29 年 8 月 18 日 ( 金 ) までに企画財政課へお持ちください。提

出された書類に基づき、島しょ振興公社が審査、決定をします。

詳 細 は 企 画 財 政 課 で 配 布 す る 募 集 案 内 ・ 交 付 要 綱 を ご 覧 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　電話 03 － 5472 － 6546

　　　　　　　　企画財政課企画情報係　　　　　　　　電話 2 － 1120

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　　放射線技師　１名

　　　　　臨床検査技師　１名　　薬剤師　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）

町立八丈病院臨時診療日その他、専門外来診療
糖尿病教室　8 月 25 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）
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がじゅまる広場・とびっこクラブ指導員募集中！！／８月の航路ダイヤ　ほか

八丈町放課後子どもプラン

がじゅまる広場・とびっこクラブ指導員募集中!!
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

【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

【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 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

【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 8/1 ～ 8/31 23,590 15,290

※八丈島アイきっぷの利用は 9/1 以降の搭乗分からです。

※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。

○ 8月の航路ダイヤ

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



8月2017

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
両親学級１日目

 13：30 ～ 15：30

6 7 8 9 10 11 12

し尿収集運搬休業日

コミュニティセンター休館日

図書館休館日

３～４か月児産婦健康診査

 受付 13：15 ～ 13：45

2 歳児歯科健康診査

 受付 9：15 ～ 10：00

八丈島納涼花火大会
（前夜祭）
両親学級 2 日目

 13：30 ～ 15：30

八丈島納涼花火大会

し尿収集運搬休業日
図書館休館日

図書館おはなし会

10：00 ～ 11：00

し尿収集運搬休業日

13 14 15 16 17 18 19

し尿収集運搬休業日

コミュニティセンター休館日

図書館休館日

すくすく相談

9：00 ～ 11：00

両親学級 3 日目

 13：30 ～ 15：30

20 21 22 23 24 25 26

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

 受付 13：15 ～ 13：45

こども心理相談

 9：00 ～ 16：00

両親学級 4 日目

 13：30 ～ 15：30

し尿収集運搬休業日

27 28 29 30 31

し尿収集運搬休業日

コミュニティセンター休館日

図書館休館日

もぐもぐ離乳食

 10：00 ～ 11：30

図書館休館日

温 泉 休 業 日

8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

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

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

燃・害
資源
古着

燃・害
資源
古着

燃・害 金属
資源
古着

燃・害 金属

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

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

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

金属 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源
燃・害
びん

金属 燃・害 資源
燃・害
びん

金属

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

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

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

金属 燃・害 資源 燃・害 資源 燃・害 燃・害 資源 燃・害

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

町役場開庁日 平日 8：30 ～ 17：15

休　　業　　日

ふれあいの湯

みはらしの湯 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営業します。ザ・ＢООＮ

やすらぎの湯

町立八丈病院

臨 時 診 療 日

診　療　日 診療時間

糖尿病教室 8 月 25 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）

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。


