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町の人口（8月1日現在）  （先月 1 日比）

7月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （8月1日現在）※外国人含む

 人　口 7,591人 増 3人 
 男 3,776人  増 5人
 女 3,815人 減 2人
世帯数 4,392世帯 増 6世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,087 1,817 1,807 3,624
大賀郷 1,442 1,238 1,250 2,488
樫　立 292 246 253 499
中之郷 374 322 353 675
末　吉 197 153 152 305

転入・出生　   22人（うち転入19人、出生3人）
転出・死亡　19人（うち転出12人、死亡7人）

哀川 翔さんに「自然とマナー。八丈島 大使」を委嘱しました
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哀川 翔さんに「自然とマナー。八丈島 大使」を委嘱しました　ほか

　７月29日、町長より、人気俳優 哀川 翔さんに「自然とマナー。八丈島　大使」の委嘱を行ないました。「自
然とマナー。八丈島　大使」は八丈島の喫煙環境の整備や環境美化の取り組みなどについて積極的なＰＲ
をしていただくもので、哀川さんは「大好きな八丈島のために貢献したい」と意気込みを語ってくれました。
翌日（30 日）には、底土海水浴場で海浜清掃に参加、夏真っ盛りの八丈島で心地よい汗を約 200 名の
参加者といっしょにかいていました。

■問い合わせ■企画財政課企画情報係
　電話２－１１２０　　

　八丈島－羽田間の航空路線に設定された島民専用の割引運賃「八丈島アイきっぷ」を利用するためには
「東京都離島住民航空割引カード」が必要です。カード発行には申請が必要ですので、ご利用予定の方は
手続きをお願いします。
■カード発行対象者　八丈町に住民登録している方
■申請時に必要なもの
　①申請書（町役場や各出張所で配布しており
　　八丈町ホームページでも入手できます）
　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委任状（代理人による手続きの場合）
　⑤印鑑
　⑥返信用封筒（切手を貼り、送付先を明記したもの）
・カードの発行は即日ではなく、申請から数日かかります。
・カードは航空券の購入時や空港での搭乗時に必要となります。上京時には必ずお持ちください。
・詳しい利用方法はカード交付時にお渡しする「利用の手引き」や、八丈町ホームページをご覧ください。

哀川翔さんと花香よしあきさん（翔さんのモノマネタレ
ント）が参加者をねぎらいました。

９月１日より樫立・中之郷・末吉出張所でも受
付をはじめます。
申請からカード受け取りまで一週間程度の期
間を必要としますので、ご利用予定の方は余
裕をもっての手続きをお願いします。

返信用封筒を用意すると、カードが自宅へ届
きます。窓口へ受領しに行く手間が省くこと
ができます。
※封筒や切手は申請する方がご用意ください

海浜清掃参加者と記念撮影

哀川 翔さんに「自然とマナー。八丈島 大使」を
委嘱しました

「八丈島アイきっぷ」がスタートしました！
－離島住民航空割引カードの申請を受け付けています－
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はちじょうトピックス　愛らんどリーグ 2017　ほか

第１回AIIT 八丈島セミナー
日時：9 月 25 日（月）午後３時～５時　（午後２時 30 分～受付）
場所：八丈支庁３階　大会議室
内容：セミナーと意見交換会
　１．國澤教授（（一社）日本デザイン学会副会長）「PBL を活用した地域デザイン」
　２．海老澤教授（元㈱本田技術研究所常務）　　　「観光価値の多様化」
　３．板倉教授（地域振興プランナー）　　　　　　「離島発地域活性化の挑戦」
■問い合わせ■　産業技術大学大学院　国際・企画係　担当：大山・新井　電話 03－3472－7840

秋の交通安全運動　９月21日（木）～30日（土）
　この運動は、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるよう呼びかけ、町民一人ひとり
に交通安全意識の普及・浸透をはかるとともに、町民自身による道路交通安全環境の改善に向けた取組を
推進することにより、交通事故防止の徹底をはかることを目的として実施します。
■問い合わせ■　総務課庶務係　電話 2－1121

愛らんどリーグ 2017フットサル大会が開催されました
　８月４日（金）から８月６日（日）にかけて、八丈島では４年ぶりとなる伊豆諸島・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、南原スポーツ公園にて開催されま
した。伊豆諸島・小笠原諸島の小学生 117 人が集まり、八丈島からは坂下ＦＣと坂上ＦＣの２チームが
出場し、坂下ＦＣが優勝、坂上ＦＣは６位と健闘しました。
　今大会は台風５号の影響で開催が危ぶまれましたが、開催期間中は大きな天候の崩れもなく、４日の島
じまん発表会 ･ 組合せ抽選会から始まり、八丈島スポーツ親善大使の木場克己氏によるアップトレーニン
グや FC 東京コーチ陣のサッカークリニック、お楽しみ交流会など、八丈島での熱い３日間を終えること
ができました。

■最終順位
　優勝　坂下 FC
　２位　大島マリンズ FC
　３位　父島キッカーズ
　４位　FC 三宅
　５位　神津 FC
　６位　坂上 FC
　７位　スール青小サッカークラブ
　８位　フォルサ母島
　９位　FC toshima tsubakids
１０位　新島 FC
１１位　御蔵 FC
１２位　式根島 SC

■島じまん大賞
【最優秀賞】スール青小サッカークラブ
【優秀賞】FC toshima tsubakids
　　　　 坂上 FC

■個人賞
【ＭＶＰ】坂下 FC　　菊池　健介
【得点王】FC toshima tsubakids　　内藤　大寛
【ベストゴールキーパー】大島マリンズ FC　　鶴﨑　颯馬
【ベストレディース】坂上 FC　　篠原　葉月
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東京都・八丈町・青ヶ島村合同総合防災訓練／町長上京日記　ほか

　訓練には、航空機や巡視船等の参加も予定されていますので、航空機の飛来の場合は騒音などでご迷惑
をおかけしますがご協力・ご理解をお願いします。
　また、三根・大賀郷地域の海抜 30 ｍ以下にお住まいの方の避難訓練や樫立・中之郷・末吉地域の避難
所より底土港までの島外避難訓練を予定しています。対象となる方へのご連絡は、自治振興委員様を通じ
て、後日ご連絡します。ご協力をお願いします。
実施日：11 月５日（日）　場所：都立八丈高校（メイン会場）底土港（海難救助等）
※詳細については、広報はちじょう 11 月号に掲載します。

〈いざというときに備えて〉
・ 今一度、非常持ち出し品を確認し、電池や非常食の使用期限などの確認をお願いします。（「はちじょう

暮らしの便利帳」23 ページに非常持出一覧をご活用ください。）
・ 台風などの接近前に十分に準備し（飛散しそうなものは、片付ける）、避難準備情報等が出されなくても、
「自らの身は自分で守る」という自助の考え方を下に、身の危険を感じたら躊躇なく自主的に避難する
ことも大切です。避難所以外に避難する場合は、強固な（鉄筋コンクリート造）の安全な場所にいるこ
とも避難行動のひとつです。

・台風などが近づくときは、気象情報や防災無線の情報などを確認してください。
・防災行政無線機（個別受信機）は世帯主、施設の管理者の方々に貸与しています。
　貸与希望する方は、印鑑を持参し、八丈町総務課庶務係または、各出張所でお手続きください。
　また、故障などの場合は、総務課庶務係にご連絡ください。
■問い合わせ■　総務課庶務係　電話 2―1121

東京都・八丈町・青ヶ島村合同総合防災訓練　テーマ：噴火・津波

町 長 上 京 日 記　7月
６日～８日
◉ANA1892便にて上京
◉平成30年度離島振興の促進に関する要望運動
◉平成29年度全国民間空港関係市町村協議会総会
◉ANA1891便にて帰島
１１日～１３日
◉ANA1892便にて上京
◉平成29年度第1回東京都へき地医療対策協議会
◉東京管区気象台訪問
◉石原ひろたか国会事務所訪問
◉ANA1895便にて帰島
１８日～１９日
◉ANA1892便にて上京
◉関東地区港湾所在地市区町村意見交換会

◉関東地区港湾整備振興協議会理事会
◉ANA1891便にて帰島
２４日～２８日
◉ANA1892便にて上京
◉東京都島嶼町村会東京湾海上視察・意見交換会
◉平成29年度東京都自治体病院開設者協議会定時総会
◉道路整備促進期成同盟会総会
◉東京都簡易水道協会通常総会
◉平成29年度第2回東京都町村長会議
◉東京都島嶼町村会町村長の意見交換会
◉東京都町村会・東京都町村議会議長会合同会議
◉東京都土地改良事業団体連合会理事会
◉平成30年度東京都予算編成に対する要望活動
◉ANA1891便にて帰島

第２期スケジュール　※現在講師調整中！
10/14（土）

開校式 11/18（土） 12/9（土） 1/13（土） 2/10（土） 3/17（土）
修了式

それぞれ翌日曜日に課外授業（フィールドワーク中心）を実施しています。
■問い合わせ・申し込み■　企画財政課企画情報係　電話 2―1120
　　　　　　　　　　　　　MAIL：ha130@town.hachijo.tokyo.jp

もういちど７歳の目で世界を・・・
　　「八丈島熱中小学校」第２期生募集　締め切り迫る！
募集人数：残り 20 名程度　費用：1 学期 6,000 円　
申込期間：随時。中途入学も費用は変わりません。
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平成 29 年度 シルバーパス更新手続きのお知らせ　ほか

●受付期間　９月１日（金）～ 10 月 31 日（火）
　　　　　　※新規の方は 10 月 2 日（月）より、受け付けます。
●受付窓口　◎お住まいの地域の各出張所　　◎大賀郷地域の方は、企業課運輸係
　　　　　　※ 11 月以降の受付窓口は、企業課運輸係となります。
■有効期限が平成 29 年９月 30 日までのシルバーパスをお持ちの方は、なるべく９月中に更新手続きを
　お済ませください。
①更新費用について
シルバーパス費用 対象

1,000 円
平成 29 年度　住民税「非課税」の方
平成 29 年度　住民税「課税」だが、前年の合計所得 125 万円以下
平成 28 年度　経過措置により、1,000 円でパスの発行を受けている方

20,510 円 平成 29 年度　住民税が「課税」で、上記経過措置の対象でない方
②更新にお持ちいただくもの
　　・更新申込書
　　・これまでご使用のシルバーパス
　　　※９月中は、これまでご使用のシルバーパスが無いと新しいパスへの更新ができません。
　　・保険証または運転免許証など　※パスポート、住民票は使用できません。
　　　（国民健康保険被保険者証、運転免許証、介護保険被保険者証、住民基本台帳カード（写真付）、
　　　身体障害者手帳、後期高齢者医療の被保険者証など、住所・氏名・生年月日が確認できるもの。）
　　・費用
　　・ 1,000 円で発行を受けられる方のみ、平成 29 年度住民税が非課税であることを確認できる書類
　　　として、次のいずれかの提示が必要です。
　　　　◎平成 29 年度介護保険料納入（決定）通知書
　　　　◎生活保護受給証明書
　　　　◎市区町村民税非課税証明書など
■問い合わせ■　企業課運輸係　電話 2―1126

　現在、八丈町老人優待乗車券をご利用中の方は１０月１日で更新となります。

受付期間、費用については、上記シルバーパスの記事内の「①更新費用について」と同様です。

　●受付窓口　福祉健康課高齢福祉係および各出張所
○更新にお持ちいただくもの
　　　・住所、氏名、生年月日が明記された本人を確認できる書類（保険証、免許証など）
　　　・これまでご使用の八丈町老人優待乗車券
　　　・費用　　・印鑑　　・費用１，０００円の方のみ、下記のいずれかをご用意ください。
◎平成 29 年度介護保険料納入（決定）通知書
◎市区町村民税非課税証明書など

老人優待乗車券は、八丈町内の路線バスのみご利用いただけます。
■問い合わせ■　福祉健康課高齢福祉係　電話 2―5570

70 歳以上の方へ

　　平成 29 年度 シルバーパス更新手続きのお知らせ

65 歳～ 69歳の方へ

　　八丈町老人優待乗車券の更新について
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税のお知らせ／第 13 回ユニバーサルキャンプ in 八丈島

■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ヵ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場合は電話申し込みにより業務時間外（午後５時１５分～７時）
に納付相談を行っています。
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。

納付は納期限までに！

第 13 回ユニバーサルキャンプ in 八丈島

期間：9 月 9 日（土）～ 11 日（月）
　八丈町と NPO 法人ユニバーサルイベント協会の共催で「第 13 回ユニバーサルキャンプ in 八丈島」が底土野
営場他で開催されます。
　皆さん、男性はこうあるべき、女性はこうあるべき、障害者は健常者よりも劣った存在、なんて思っていませ
んか？そもそも人は誰しも苦手なことや、出来ないことがあります。そして誰しも良いところ、得意なことがあ
ります。皆ひとりひとり違ったかけがえの無い存在であり、価値観も人それぞれ。だから上も下もなく、互いに
相手に歩み寄り、対等な関係で支え合うことが大切なんだ、そんなことを体感するためのキャンプイベントです。
　島民の皆さまにもご参加いただけるコーナーもありますので、ぜひお気軽にお越しください！
●ダイバーシティ・コミュニケーションに参加しませんか？
　「ユニバーサルキャンプ」の参加者たちが、自分の個性や可能性、生活上の工夫やコミュニケーションの違いな
どについて語ります。「一人ひとりがみんな違う」。参加者たちの話を聴きながら、多様性を受け入れ、新たな発
見をしてみませんか？
日時：9 月 10 日（日）午前 8 時 30 分～正午
場所：三根小学校校庭（雨天時：三根小学校体育館）
●ユニバーサル盆踊り（通称ユニボン）においでください！
　今年も「ユニバーサル盆踊り」を行います。婦人会や加茂川会による伝統芸能や、コウリマナニエの皆さんに
よるフラダンス、見て、歌って、踊れるイベントが盛りだくさん！　婦人会、朝市会の方々による出店もあり、
美味しいものもたくさん並びます。
　また、ユニバーサルキャンプならではの特性を生かした出し物を行う予定です。皆さんぜひお誘い合わせのうえ、
遊びに来てください。
日時：9 月 10 日（日）午後 5 時 30 分～ 8 時 30 分　　場所：三根小学校体育館
■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　電話２－１１２５
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「気づいてください！　体と心の限界サイン」　ほか

「気づいてください！体と心の限界サイン」（九都県市統一標語）
9月は東京都の自殺対策強化月間です「自殺防止！東京キャンペーン」
特別相談

＊フリーダイヤル以外は有料　＊ 0570 で始まるナビダイヤルは携帯電話の無料通話、かけ放題プラン等の対象外
３　こころといのちの講演会「若者の自殺予防を考える」

（１）日時 ９月３０日（土曜日）午後２時から５時まで（※午後１時３０分開場）
（２）場所 東京福祉大学　池袋キャンパス９号館（地下１階）
（３）対象 都内在住・在学の学生、大学・民間団体・自治体職員、一般都民
（４）定員 約１５０名
（５）内容 第一部 ○講演「生きていく力とは？－若者の居場所、生きがい－」
　　　　　　　　　　　鈴木　康明　氏（東京福祉大学心理学部長　教授）
  ○区市町村の取組事例紹介「若者のいのちを守る」ハートプロジェクト事業
　　　　　　　　　　　豊島区
 第二部 大学生によるパネルディスカッション

（６）企画・運営協力 東京福祉大学・大学院　東京福祉大学心理学部鈴木康明研究室
（７）申込方法　東京都福祉保健局ＨＰをご覧ください。
　　　URL：http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/tokyokaigi/rinji1/kouenkai.html

町立八丈病院運営協議会議事要旨
７月 14 日（金）午後６時　会議室
報告事項　１）平成 28 年度収支状況について　　　２）平成 28 年度患者数調等について
　　　　　３）医師および職員の異動について　　　４）その他　
委員の意見など
○ 島外の医療機関への紹介状を書いてもらう際に、患者自身の選んだ病院への紹介も可能か
　基本的には可能です。
○台風などの強風時には何か窓ガラスに対策をしているのか
　ガラス自体が特殊な強化ガラスになっている他、強風が予想される場合には特殊な養生テープを貼って
います。
　貴重なご意見有り難うございました。　　　　　　　■問い合わせ■　町立八丈病院　電話 2―1188
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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/

▶▶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00分～午後５時

【あなたの年金簡単便利なねんきんネットで確認してみよう！】
◆２４時間いつでもどこでも、パソコンやスマートフォンで、最新の年金加入記録を確認できます。
年金記録照会で確認できること
・これまでの年金加入記録
・厚生年金加入記録
　（○厚生年金の加入月数、○資格取得・喪失年月日、○お勤め先の名称、○標準報酬月額・標準賞与額など）
・国民年金加入記録（○国民年金の加入月数、○各月の納付状況、○納付可能な月など）
◆国民年金保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期間について、納付可能な月数や金額を確認できます。
追納・後納可能月数と金額の確認で確認できること
・後から納付（追納）する場合の金額（保険料額）や納付した場合に老齢基礎年金額が増えることなどの年
金見込額も確認できます。
◆将来受け取る年金の見込額をさまざまな条件に応じて試算できます。
年金見込額試算で確認できること
・現在の年金制度で 60 歳まで年金を納付した場合の試算ができます。
・今後の職業や収入を質問に答えて試算できます。
・詳細な条件をご自身で設定して試算できます。
・年齢ごとの年金の見込額
・年金受給開始の年齢
◆年金の支払いに関する通知書をパソコンなどからダウンロードできます。
年金の支払いに関する通知書の確認で確認できること
・日本年金機構から書面で送付された年金の支払いに関する通知書（年金振込通知書や源泉徴収票など）を
確認およびダウンロードすることができます。
※基礎年金番号は年金手帳などに記載されている 10 ケタの番号です。
※ アクセスキーをお持ちの方は、この番号を使用してお申し込みいただくことで、即時にユーザＩＤを取得できます。アクセ

スキーは平成 29 年度「ねんきん定期便」などに記載されている 17 ケタの番号です。
※ アクセスキーをお持ちでない方には、ご利用登録の日から概ね 5 日程度で「ねんきんネット」ユーザＩＤを記載したハガキ

をお送りします。

スマートフォンでのご利用登録はこちら
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国保だより

国保だより ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話2 － 1123

高齢受給者証を発送しました！

高齢受給者証について
　７０歳になると、所得などに応じた自己負担割合が記載された高齢受給者証が、加入している医療
保険から交付されます。
　誕生月の翌月に交付しますが、１日生まれの方は誕生月から交付します。
　高齢受給者証は、前年の課税所得で判定するため、毎年８月で更新されます。

・新しい高齢受給者証の有効期限　　平成２９年８月１日から平成３０年７月３１日まで
ただし、平成３０年７月３１日までに７５歳になられる方は、誕生日の前日までが有効期限です。（７５
歳から後期高齢者医療制度へ加入されるため）

・病院の窓口負担割合　２割もしくは３割
ただし、『２割（７５歳到達まで特例措置により１割）』の表示がされている方は、いままでどおり窓口
で払う自己負担割合は 1 割のままです。

・病院などの窓口における負担割合と負担限度額表

所得区分 自己負担割合
自己負担限度額

外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）
※現役並み所得者 ３割 ５７，６００円 ★１　★２

一般 ２割 １４，０００円 　５７，６００円★２
低所得Ⅱ ２割

８，０００円
　２４，６００円　　

低所得Ⅰ ２割 　１５，０００円　　

★１　現役並み所得者の自己負担限度額＝ 80,100 円 ＋（総医療費－ 267,000 円）×１％
　　　…医療費総額が 267,000 円を超えた場合は、80,100 円に超えた分の１％を加算します。
★２  過去１年間に４回以上高額療養費の対象になると、４回目以降の自己負担限度額は 44,400 円に

なります。

※現役並み所得者とは
　７０歳以上で課税所得 145 万円以上の方がいる世帯のことです。その世帯は、負担割合が３割に
なります。ただしその方たちの収入が、１人世帯で 383 万円未満、２人以上の世帯で 520 万円未満
のときに、その旨申請があった場合は、負担割合が一般区分になります。

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。
９月２９日（飛行機欠航の場合中止）
　場所：町立八丈病院外来待合室　時間：８：３０頃～３０分程度
　◆「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
　◆国保税は国保制度の重要な財源です。納め忘れのないようご注意ください。
　◆国保税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
　◆ 病気や事故等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。
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水道だより／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
　

●水道の名義変更などには下記書類の提出が必要です

状況 必要な書類 届出先
八丈町に転入するとき 水道使用開始届

水道係、各出張所
八丈町から転出するとき 水道使用中止届

島内での引っ越しのとき
水道使用開始届
水道使用中止届

死亡、売買により水道の所有者が変わったとき 給水装置所有者変更届

状況 手続き
新築や畑などに給水装置を新設するとき

いずれかの場合も、八丈町指定給水装置工事事業者
に相談のうえ、給水装置工事申込書によりお申込み
ください

解体などで給水装置を撤去するとき
メーターの場所を変えるとき
メーターの口径を変えるとき

●滞納による給水停止の解除
　滞納により給水停止になると、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。給水停止による開栓は１回につき手数料１，０８０円（税込）がかかります。
※ 再開栓は、平日の午前８時３０分から午後４時３０分までに水道係にて支払の確認がとれたものは、支

払確認日、午後４時３０分以降にお支払いの場合は、翌営業日の８時３０分以降の開栓となります。
　なお、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。

●臨時事務員の募集
○対象者　　心身ともに健康な方　　○募集人数　１名
○業務内容　毎月の水道料金納入通知書発送業務
○勤務時間　毎月 12 日～ 14 日（２～３日間）の午前９時～午後５時まで
　　　　　　※ただし、いずれかが土日、祝日の場合には勤務日が変更することもあります。
○選考方法　面接など　　　○提出書類　履歴書
※履歴書は八丈町ＨＰからダウンロードするか、八丈町企業課水道係でお受け取りください。
※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

９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。
収集運搬が必要な方は余裕をもってに申込みください。

　3 日　（日） 　9 日（第２土） 10 日　 （日） 17 日　（日）
18 日（祝・月） 23 日（祝・第４土） 24 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／住民係からのお知らせ

■問い合わせ■　住民課環境係　電話2－1123

ごみは正しく分別して出しましょう
○資源ごみ（ダンボール類）の間に生ごみなどを混入して出す人がいます。
　汚れや臭いでリサイクルができなくなります。きちんと分別してお出しください。
○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のプラスチックや金属製のキャップやふたのうち、取り外せるキャップやふたは、
取り除いてください。

○ 廃棄物保管施設における発火事故の原因になりますので、電化製品などに入っている乾電池類は必ず抜いて
お出しください。

○ 生ごみを狙って、ねこやカラスが集積所のごみを散らかしています。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。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。

○ ごみは、当日の午前 8 時 30 分までに最寄りの集積所へ出してください。正しい分別がされてない無記名の
ごみ袋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。

　※ ごみを出す際は、必ず名前を記入し正しく分別することが求められています。
　　ご協力お願いします。

粗大ごみの個別回収（有料）
　集積所に出せない粗大ごみは、有明興業（株）八丈島営業所に持ち込んでください。
　布団などの寝具類は粗大ごみです。集積所には出さないでください。

持ち込みができない場合は、家電４品目（テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機）以外の粗大ごみの個別回収
を有料（１個 1,000 円　１個追加ごとに 500 円）で行います。

　申し込み　八丈島衛生総合企画　電話 2-0855　（月～金）

一般廃棄物処理手数料（事業者対象）
　今月は、一般廃棄物処理手数料前期（Ⅰ期）の納期限です。納め忘れのないようお願いします。
　なお、前期・後期の一括支払いも可能です。

ヤンバルトサカヤスデ対策
　９月から１月ごろまで、本格的なヤスデの移動時期を迎えます。町では今年度も、家屋侵入防止用薬剤（コ
イレット）の無料引換券を配布しています。
　自然環境を考慮し、薬剤を散布するだけではなく家屋周辺の落ち葉などを取り除き、水はけ・日当たりを良
くすることでヤスデの生息しにくい環境を作るとともに、家屋の基礎部分に表面のツルツルした素材のテープ
を貼るなど、ヤスデの侵入を防ぐ環境づくりを試みてください。

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

閉庁日の死亡届取り扱い事務
　閉庁日に死亡届をされる方は下記の内容を確認の上、来庁される前に町役場（2-1123）に必ずご連絡
ください。
○死亡した方の氏名・生年月日・住所・本籍地
○届出人の氏名・生年月日・住所・本籍地
　（届書を持って来庁するのは届出人本人でなくてもかまいません）
○火葬場の利用する日
来庁いただく時間にあわせて担当職員が登庁し、
（１）死亡届の受領・内容の審査
（２）火葬許可証の交付・火葬場の予約・使用料の受領を行います。
※ 死亡した方と届出人の親族関係が八丈町にある戸籍や住民票で確認できない場合（死亡した方または届

出人の住所・本籍地がともに八丈町にない場合など）は死亡届の審査を完了できないため、平日の窓口
業務時間内に再度お越しいただくことがあります。
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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

今月の学校行事
■各小・中学校　始業式　１日（金）
■学校公開
　三根小学校　　　６日（水）～１２日（火）
　大賀郷小学校　２５日（月）～２９日（金）
■三根小学校　作品展　６日（水）～１２日（火）
■大賀郷小学校　夏休み作品展　６日（水）～１５日（金）
■三原小学校　作品展　７日（木）～14日（木）
■小学校　合同遠泳　８日（金）　／　会場：八重根新堤
　三原小学校　　　午後１時～１時５０分
　大賀郷小学校　　午後１時４５分～２時３５分
　三根小学校　　　午後２時２５分～３時１５分
■運動会
　富士中学校　　１７日（日）午前９時～午後２時３０分
　大賀郷中学校　１７日（日）午前９時～午後２時３０分
■三原小・中学校　オリ・パラの日　２２日（金）午後１時２５分～午後３時
■三根小学校　道徳授業地区公開講座　２４日（日）
■第１１回八丈町立小学校連合音楽会　２９日（金）午後１時３０分開場・午後１時５５分開演
　場所：八丈町多目的ホール　おじゃれ

■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）

◎規則正しい生活リズムを
　子供たちが健やかに成長していくためには、適切な運動やバランスのとれた食事、十分な休養と睡眠
が大切です。成長期の子供たちにとっては、この ｢規則正しい生活リズム｣（基本的な生活習慣）が最も
重要であり、乱れてしまうと【学習意欲の低下】や【気力・体力の低下】につながります。
　いよいよ新学期がスタートします。早寝・早起き・朝ごはん…「規則正しい生活リズム」で学校生活
が更に充実するよう、ご家庭でのご協力をお願いします。

＊金田章宏先生（千葉大学教授）と八丈方言を学びませんか＊
-------- 事前申込制 --------

　消滅危機言語に指定された八丈語（八丈方言）、その大きな特徴は文法にあると言われています。
　前半は文法を学び、後半は声に出して話し方を体験します。身近に方言が学べ、初心者でも楽しめる内
容となっていますので、お気軽にご参加ください。※20人ほどの少人数講座を計画しています。

＜プログラム（予定）＞
●第９回　八丈方言文法講座（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」について、ご自身よりわかりやすく解説し
ていただきます。今回は、複文（条件文・仮定文など）を扱います。

●八丈方言：話し方教室
　三根方言の特徴を知り、イントネーションやアクセントを学びながら、会話集の例文を声に出し
て体験し、楽しみましょう。

日　　時：平成２９年９月１７日（日）　午後２時～午後４時
場　　所：八丈町役場１階　商工会研修室　…正面玄関から入って左に進んでください。
申込期限：９月１３日（水）　
申し込み・問い合わせ：教育課生涯学習係　電話２－７０７１
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こどもと親のこころの健康教室／子ども家庭支援センターからのお知らせ　ほか

●「災害は、忘れた頃にやってくる」～９月１日は防災の日～
　大正１２（１９２３）年９月１日、関東大震災が発生しました。この
日を忘れず災害に備えようと、昭和３５（１９６０）年、防災の日が制
定されました。また、この日は二百十日とも呼ばれます。立春から数え
て２１０日目頃にあたり、台風の来襲時期でもあります。台風、豪雨、
地震などの災害に日頃から備えましょう。
　図書館では防災や避難に関する本や紙芝居を展示します。貸出もできます。
　期間：９月１日（金）～３０日（土）　カウンター前展示コーナー
●今月のおはなし会 　９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

『影裏』 沼田 真佑 著　　　　　　　　　　　　　　 『ボコ・ハラム』 白戸 圭一 著
『メアリと魔女の花』メアリー・スチュアート 著　 『たいふうのひ』 武田 美穂 作
　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、２３日（土・秋分の日）、２９日（金・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！＊
■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、祝日はお休みです。

☆「ベビーマッサージ」参加ご希望の方へ☆
首すわり～ゴロゴロ期位の0歳児のお子さんを対象に行います。（5組限定）
ご希望の方は、電話や来所時にご予約ください。持ち物などはその際にご案内します。
■問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話2－4300

9 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！
   ６日（水）交通安全講話（八丈島警察署の方々）
１３日（水）ベビーマッサージ（講師：村上麻理子さん）
２０日（水）運動会にむけ旗作り
２７日（水）おはなしシアター（石田よし江さん）

９月は第２土曜日の９日が

開放日となります！！

未就学児（０－３歳児）対象　こどもと親のこころの健康教室
 『かぜのうた』　（わらべうた遊びと舞台作品上演）
　　ちいさな子どもたちに届ける　あそぶ時間とみる時間
開催日時：9 月 9 日（土）開場　午前９時 50 分　　開演　午前 10 時～ 11 時
会　　場：八丈町保健福祉センター　ホール
対 象 者：０～３歳までの乳幼児とその保護者
　　　　　＊４歳以上のお子さんの同伴はできませんのでご了承ください。
出演・うた：大沢　愛（NPO 法人表現教育研究所代表理事、表現教育家）
演者紹介： 乳幼児のための表現活動、小中学生のための演劇表現活動、大人向けのコミュニケーションプ

ログラムなど、地域に根ざしたコミュニケーションアートの企画・実践を行っている。ワーク
ショップ、舞台は毎回好評。

◎申込期間：8 月１6 日（水）～ 9 月 6 日（水）　（定員２０組になり次第、受付終了）
■主催・申し込み■　福祉健康課保健係　電話 2－5570
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第29回八丈島文化フェスティバル　出演者・スタッフ募集　ほか

第 29 回八丈島文化フェスティバル　～出演者・スタッフ募集！～
『第 29 回八丈島文化フェスティバル』の出演者および出展者を募集します。
島内で文化活動や製作活動を行っている方でしたら、どなたでも参加できます。
日頃の成果を発表してみませんか？
■開 催 日　平成30年２月18日（日）　※作品展部門は２月12日（月）展示開始
■会　　場　八丈町多目的ホール「おじゃれ」および八丈町民ギャラリー
＜募集概要＞

【舞 台 部 門】
●ジャンル　音楽・踊り・演劇など舞台で表現可能なあらゆるライブパフォーマンス

【作品展部門】
●ジャンル　絵画、書道、クラフト、写真などのアート作品
　（１点のみの出展もできます）
★応募期間　９月15日（金）～ 30日（土）
★申込方法 　募集要項をご確認のうえ、所定の申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸまたは持参
★募集要項・申込書入手方法
①　八丈島文化協会ＨＰ（http://8jobunka.jimdo.com）からダウンロード
②　富士見地区公会堂で配布（受付時間：平日　午前 9 時30分～11時30分）
■問い合わせ■　八丈島文化フェスティバル実行委員会（八丈島文化協会事務局内）
TEL・FAX：2－2833　携帯：070－3175－7253
～スタッフ募集中です！～
　本番（2 月 18 日）およびリハーサル（2 月 11 日、17 日）の手伝いが出来る方。舞台スタッフも随
時募集しています。詳しくは問い合わせください。

八丈島空港「空の日」イベント開催のお知らせ
　八丈島空港では、空港をもっと身近に感じていただくため、「空の日」を記念
したイベントを開催します。普段、近くで見ることができない航空機の展示も行
います。この機会にぜひ、ご家族、お友達もお誘い合わせのうえ八丈島空港へお
越しください。

日時　9 月 30 日（土）午前９時～午後３時 30 分　　駐機場開放時間　午前 10 時～午後３時（予定）
場所　八丈島空港内
＜主なイベント＞

■屋外
・航空機の展示
・ANA1893 便到着放水アーチ
・ANA 子供マーシャリング体験
・空港内場周道路自転車ツアー
・八丈高校吹奏楽部による演奏
・空の日ミニ縁日

■屋内
・レストラン 空の日ワンコインランチ
・ANA キッズ写真館スタジオ HAT
・ANA キッズアナウンスコンテスト
・紙飛行機大会

※ 天候その他の事情により、イベントの内容変更、または中止となる場合があります。あらかじめご了承
願います。

※ 詳しいイベントの内容は、八丈島空港ターミナルビル（株）のホームページなどをご覧ください。
　http://hachijoapo.net/　詳細が決まり次第掲載します。
主催：八丈島空港「空の日」実行委員会
■問い合わせ■　八丈島空港「空の日」実行委員会　電話 2－0163

◇空の日キャラクター「くにまる」くん
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観光 おじゃれ 11 万人／平成２９年　ミス八丈島　ほか

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%
7 月 8,758 9,030 3,524 2,664 12,282 11,694 9,538 9,081 5.0%
計 30,129 28,131 9,748 7,222 39,877 35,353 32,024 28,176 13.7%

※海路には、4/4、5/23、7/22、7/27 にっぽん丸、4/14Europa 号、5/26 ぱしふぃっくびいなす、6/19 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  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）

平成２９年　ミス八丈島

　小
こ み や ま

宮山　千
ち

聖
さと

さん

　『一年間、よろしくお願いします。』

　7 月 22 日 ( 土 )、夏まつりのステージで平成 29 年ミ
ス八丈島の発表会が行われ、小宮山千聖さんが紹介され
ました。八丈島生まれの小宮山さんは、八丈高校卒業後、
音楽関係の専門学校へ進み、管楽器のリペアを学びまし
た。八丈島の美しい自然が忘れられず、島に帰ってきま
した。現在は、島内の商店で働いています。美川憲一さ
んから「一年間頑張るのよ」と激励のお言葉をいただき
ました。

フリージアで八丈島を彩りましょう！！！（フリージア球根無料配布のお知らせ）

　第 52 回フリージアまつりの開催に伴い、希望する地区にフリージアの球根（一袋１０球入り）を無料
配布します。町民や観光客の方から見える場所にフリージアの花を咲かせて春の八丈島を彩りましょう！
■申し込み　自治振興委員にご連絡ください。自治振興委員は申請書（別途送付）を９月１５日（金）ま
でに産業観光課観光商工係まで地区単位でお願いします。（個人での申し込みは受け付けません）　
数量に限りがありますので、申し込み多数の場合は、数量調整します。
■配布日　　１０月４日（水）　午後１時～３時　　■配布場所　ＪＡ八丈島本店集荷場　
※上記の内容には都合により変更することがあります。その際は、自治振興委員にご連絡します
■問い合わせ■　産業観光課観光商工係　電話 2－1125　
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平成29年度八丈町「子育て家族」写真展作品募集
11 月第３日曜日は「家族の日」
　内閣府では、平成 19 年度から 11 月の第３日曜日を「家族の日」、その前後１週間を「家族の週間」と定め、
生命を次代に伝え育んでいくことや、子育てを支える家族と地域の大切さが国民一人ひとりに再認識され
るよう呼びかけています。これを受け、八丈町では、子育てを家族で支えることの大切さ、子育ての楽し
さや素晴らしさを、幅広い世代やこれから親となる方々に伝えることを目的として、写真展を実施します。

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

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

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

に必ず承諾を得ること）。
・作品の著作権は応募者に帰属しますが、八丈町に対して無制限の使用権を承諾するものとします。
・応募した写真の返却はできません。
・写真の内容によっては展示できないことがあります。

写真展　　期間　11 月 13 日（月）～ 24 日（金）　展示場所　八丈町役場１階　町民ギャラリー

賞　　・ベストファミリー賞　１点（賞状・副賞）　・グッドファミリー賞　１点（賞状・副賞）

入賞発表　入賞者に直接通知します。
■応募・問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話 2－4300
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メール：kodomo@town.hachijo.tokyo.jp

小児救命講習会
■日　　時：10 月 14 日（土）午前９時から正午まで　■定　　員：30 名
■場　　所：保健福祉センター　１階ホール　または　消防本部会議室
■対 象 者：原則として中学生以上で、島内在住、在勤、在学の方
■講習内容：普通救命講習Ⅲ（小児、乳児、新生児の心肺蘇生法・ＡＥＤ・止血法など）
■留意事項： 実技中心の講習のため、動きやすい服装でお越しください。受講料は無料で、受講者には修

了証が交付されます。
■申込方法：電話またはメールにて申し込みください。
　※ メールの件名を「普通救命講習Ⅲ参加申し込み」とし、氏名、年齢、性別、連絡先を記入してください。

■申し込み・問い合わせ■
八丈町消防本部警防係　電話 2－0119　E-mail：keibou_hfd@town.hachijo.tokyo.jp

平成 29 年度八丈町「子育て家族」写真展作品募集／小児救命講習会



INFORMATION●　広報はちじょう

17

　

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　12日（火）　　　　受付：午後１時15分～１時45分
　○対象　平成28年1月12日～平成28年3月12日生まれの幼児
１歳児歯科健康診査　６日（水）　　　　　受付：午前９時15分～10時
　○対象　平成28年6月8日～平成28年9月6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
12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
22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。
こどもおやつ教室（要電話予約）　　　　会場：保健福祉センター
25日（月）　午前10時～11時30分
　発育盛りの子どもにとって、おやつは食事の一部、大切な栄養源と考えて与えることが大切です。
　家庭でのおやつの大切さ、作り方について学び、試食、歯のお話をする教室です。皆さんの参加をお
待ちしています。
　○対象：未就学児とその保護者（定員：親子10組程度）　○持ち物：母子健康手帳、エプロン
　○締め切り：９月20日（水）

Ｂ型肝炎集団予防接種    １４日（木）　午後２時３０分～３時
四種混合集団接種    １４日（木）　午後３時～３時３０分
水痘集団接種     ２０日（水）　午後３時～３時３０分
日本脳炎集団接種　    　５日（火）　午後３時～４時
      ２１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  ２８日（木）　午後３時～３時３０分
予約制個別接種     １４日（木）　午後３時３０分～４時
      ２８日（木）　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

9月 子どもの定期予防接種

～　みんなで作ろごん！　鉢野菜　～
　『家庭菜園の土づくり、育て方の講話・実演』
事前予約制９月４日（月）から９月２９日（金）まで　　先着５０名
食べることも食育ですが、作って食べることも食育の１つです。家庭菜園をこれ
から始めたい方、やってみたいがなかなか上手く出来ない、場所がないけれども
など、わかりやすく講師が教えます。自分で作った土で冬野菜を育てて食べて見ませんか？
多くの方の参加をお待ちしています。
日　時：10月15日（日）　午後１時30分～3時30分
場　所：ＪＡ東京島しょ本店農産物集出荷場　　講　師：田中　一廣　氏
参加費：無料　　　　　　　　　　　持ち物：軍手、筆記用具、持っている方はシャベル
■問い合わせ・申し込み■　福祉健康課保健係　電話 2－5570

母子保健／ 9 月 子どもの定期予防接種　ほか
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大賀郷・末吉地域 敬老会 開催！／地域福祉計画の策定に係る地域懇談会を開催します！　ほか

大賀郷・末吉地域 敬老会 開催！
　大賀郷・末吉地域にお住まいの高齢者の方々への感謝とともに、長寿をお祝いする敬老会を開催します。
大賀郷地域　　　　　　　　　　　　　
日　時　９月18日（月・敬老の日）
　　　　午前10時30分～午後１時
場　所　大賀郷公民館

末吉地域
日　時　９月18日（月・敬老の日）
　　　　午前11時30 分～午後２時
場　所　末吉公民館

※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）

例年と時間が異なりますのでご注意ください。

■問い合わせ■　福祉健康課高齢福祉係　電話 2－5570

自動車運転免許出張試験本受付のお知らせ
　本年も自動車運転免許出張試験を、10月～12月にかけて実施します。
　受験を希望される方は、次のとおり申請をしてください。
○免許の種別　普通一種免許（ＡＴ、ＭＴ）、普通一種免許ＡＴ限定解除、大型特殊免許
○取得の条件　 仮免許試験時点で、普通一種免許、大型特殊免許とも18歳以上で、八丈島、青ヶ島に住

民登録されている方
○受 付 日 時　９月３日（日）、４日（月）午前９時～午後５時
○受 付 場 所　八丈島警察署
○必要なもの　①住民票（本籍地記載のもの）１通
　　　　　　　② 証明写真（縦３ｃｍ×横２．４ｃｍ、無背景で眼鏡を外し、髪で目が隠れていないもの）

普通一種免許受験者は６枚、大型特殊免許受験者は４枚
　　　　　　　③免許保有者の方は、現在取得している免許証（仮免許含む）
　　　　　　　④過去に免許取消処分を受けた方は、取消処分講習終了証明書（有効期限１年）
　　　　　　　※本受付当日、住民票をお持ちでない方は受付できません。
○留 意 事 項　仮視力検査を行いますので、必ず受験者本人が来てください。
　　　　　　　７月に行ったのは希望調査です。受験される方は今回必ず受付してください。
　　　　　　　１回目の試験は10月下旬を予定しています。
■問い合わせ■　八丈島警察署交通係　電話 2－0110

地域福祉計画の策定に係る地域懇談会を開催します！
　町では、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を目指して、現在、地域福祉計画の策定に取り組んで
います。この計画は今年度中には策定する予定です。
　つきましては、住民の皆さんからのご意見をいただきながら、より実効性の高い計画づくりを進めるた
め、住民懇談会を下記のとおり開催しますので、是非ご参加ください。

【内容予定】
　〇地域福祉計画策定作業の進捗状況（報告）
　○社会福祉協議会の取り組み（声かけ・あいさつ運動）
　○意見交換（各地域の課題について）

【時間・場所】
　○三　根　　平成２９年９月２０日（水）午後７時　　保健福祉センター集会室
　○大賀郷　　平成２９年９月１４日（木）午後７時　　大賀郷公民館集会室
　○樫　立　　平成２９年９月２１日（木）午後７時　　樫立公民館集会室
　○中之郷　　平成２９年９月２８日（木）午後７時　　中之郷公民館集会室
　○末　吉　　平成２９年９月２７日（水）午後７時　　末吉公民館集会室
■問い合わせ■　福祉健康課高齢福祉係　電話 2－5570



INFORMATION●　広報はちじょう

19

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・技術をわかりやすく伝える講座です。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　９月２１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　『入浴介護用品、排泄介護用品の選定取り扱いについて、他』
申込　９月１５日（金）までに電話でお申し込みください。　　参加費　無料
■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

家族介護教室『ケアケア交流講座』／八丈島と戦争（再）実施中　ほか

９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 : 20 日（水）午後２時 30 分～５時
 21 日（木）午前９時～正午、午後１時～４時 30 分　　
 22 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　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。

八丈島歴史民俗資料館　企画展示　第７回　八丈島と戦争（再）実施中
　第７回企画展示「八丈島と戦争」を実施中です。第２回で
実施した内容を一部変更して展示しています。八丈島の戦跡
などは、日本全国を見ても非常に珍しいものがたくさんあり
ます。人間魚雷・回天や特攻用舟艇・震洋の壕跡、朝鮮人労
働で作られた海軍飛行場から硫黄島に飛び立った特攻機な
ど、特攻兵器３種が揃うような島は、沖縄など大きな島を除
き、他にありません。戦後 70 年余りが経ち、戦争体験者が
少なくなっていく中で、戦争について考える機会となれば、
幸いです。
■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2－7071

アシナガバチ多数発生！巣に注意！
　現在、八丈島内でアシナガバチが多く発生しています。おとなしい性格のハチですが、巣に危険が及び
そうになると、巣を守ろうとして攻撃してきます。巣は、藪や草むらの中の低い位置に作りますので、草
刈や農作業などで藪に入る時には、近くに巣がないか十分に注意してください。
■問い合わせ■　産業観光課産業係　電話 2－1125
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＊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 3 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）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。
（※４）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。

　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。

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（※2 浴槽無）

２人以上世帯向け
（3人以上優先）

桜平団地 Ｂ－２０２ ２LDK
69.3㎡ H13 22,600 ～

38,400
鉄筋コンクリート造 

３階建 ２人以上世帯向け

新道団地 ２０２ ２LDK
59.4㎡ H21 20,000 ～

34,000
鉄筋コンクリート造 

２階建 ２人以上世帯向け

中道団地 D－２０１ ２LDK
57.1㎡ H19 18,900 ～

32,100
鉄筋コンクリート造 

２階建 ２人以上世帯向け

中道団地 I－２０３ ２LDK
63.5㎡ H26 21,600 ～

36,700
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－１０１ ２LDK
61.5㎡ H28 21,100 ～

41,400
鉄筋コンクリート造 

２階建
高齢者優先（※1）
２人以上世帯向け

大賀郷
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

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）

樫立

康政里第二住宅 1 号 3LDK
74.9㎡ Ｈ17 22,300 ～

43,800 木造一戸建
子育て家族優先(※３）

3人以上世帯向け
単身者期限付入居可(※４）

康政里第二住宅 4 号 3LDK
74.9㎡ Ｈ18 22,800 ～

44,800 木造一戸建
子育て家族優先(※３）

3人以上世帯向け
単身者期限付入居可(※４）

康政里第二住宅 5 号 3LDK
75.0㎡ Ｈ19 23,000 ～

45,200 木造一戸建
子育て家族優先(※３）

3人以上世帯向け
単身者期限付入居可(※４）

中之郷
中之郷団地 １０７ ２LDK

59.6㎡ H10 18,800 ～
31,900

鉄筋コンクリート造 
３階建

高齢者優先（※３）
2人以上世帯向け

単身者期限付入居可(※４）

中之郷団地 ２０３ 3LDK
82.9㎡ H10 26,100 ～

44,400
鉄筋コンクリート造 

３階建
子育て家族優先(※３）

3人以上世帯向け
単身者期限付入居可(※４）

末吉 名古住宅 1 号 4K
77.1㎡ Ｈ16 23,000 ～

45,200 木造一戸建
子育て家族優先(※３）

3人以上世帯向け
単身者期限付入居可(※４）

■受付期間
　９月１日（月）～９月 11 日（月）
　午前８時30分～午後５時15分
　※土日祝日は除く。郵送の場合は受付期間内必着
■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
　町役場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。

◆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

■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2８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
■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。書類審査の結果、不可の

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。
　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：９月14日（木）午後１時10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
　（ 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

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）
　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）

町営住宅入居者募集（平成２９年度第 3 回）
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犬の登録・狂犬病予防注射のお願い	 ■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2－5570

　狂犬病予防法により、犬を飼育する際には、市町村への登録と年１回の予防注射が義務付けられていま
す。次に当てはまる方は、八丈動物病院にて注射および登録を行ってください。　
　①狂犬病予防注射をまだ済ませていない犬を飼っている方
　②新たに犬を飼いはじめた方
　③島外から転入してきた犬を飼っている方
　※ ただし、注射は生後９１日以上の犬に限ります。また、犬が高齢や病気であるなど、注射に不安のあ

る方は、動物病院までご相談ください。
　　飼っていた犬が死亡した場合、犬を譲渡した（された）場合にはご連絡ください。

＜狂犬病の発生を防ぐために、愛犬には予防注射を！＞
　狂犬病とは、狂犬病ウイルスを持つ動物に、咬まれたりひっかかれるなどしてできた傷口から、
だ液に含まれるウイルスが侵入して感染する病気です。犬と人だけでなく、全てのほ乳類が感染し、
発症してしまうとほとんどの場合死に至る大変恐ろしい病気です。現代医学においても発症してか
らの有効な治療法はありません。
　ＷＨＯ（世界保健機関）は、全世界で毎年 35,000 人～ 50,000 人の方が、狂犬病によって亡
くなっていると推計しています。わが国においては、人での発生は 1954 年以降、犬などの動物
での発生は 1957 年以降ありません。しかし、国際交通手段の発達した現代において、海外から
狂犬病が侵入する可能性は否定できません。
　毎年１回の予防注射は、飼い犬の感染予防・感染拡大予防に非常に効果的であり、飼い主の義務
として求められています。狂犬病予防へのご理解とご協力をお願いします。

料金
○予防注射料金　　　3,650 円

（内訳：注射料 ……… 3,100 円
注射済票交付手数料……550 円）
○登録手数料　　　　3,000 円

注射・登録
○八丈動物病院
　住所：大賀郷 2539
　電話：2－1433

９月 20 日から 26 日は動物愛護週間です
　動物愛護週間は、ひろく国民の間に、命あるものである動物の愛護と適正な飼育についての関心と理解
を深めるために、「動物の愛護および管理に関する法律」に基づいて設けられたものです。この機会に、
私達が飼っている動物、身近にいる動物たちについて、もう一度考えてみましょう。

◆不幸な野良猫を増やさないために
　庭などで猫に餌を与えている方は、その周囲で猫が増えていないか改めて注意と確認をした上で、少し
ずつ慣らして不妊手術をしましょう。手術をしなければ、結果として不幸な野良猫を増やすことになりま
す。数が増えて、手に負えなくなってからの相談では手遅れです。１匹のうちに手術をしましょう。また、
餌を出しっぱなしにせずその都度回収すれば、他のネコは寄り付きません。また、猫の糞尿や鳴き声など
による相談が増えています。ご近所で糞尿をしないように、庭などに猫用のトイレを設置しましょう。

生き物と接する以上、責任が生じてくるということをよく考えましょう
八丈町で活動する動物愛護活動団体「捨て猫をなくす会」では、

会員に対して飼主のいない猫への不妊手術費用補助を行っています。

　不妊手術などに関するご相談は、問い合わせください。
■情報提供・相談・問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2－5570

愛情と責任を持って最期まで飼いましょう 繁殖を望まない場合は不妊・去勢手術を

犬の散歩はルールを守って行いましょう 飼い主が分かるよう名札などをつけましょう

９月 20 日から 26 日は動物愛護週間です／犬の登録・狂犬病予防注射のお願い



　● INFORMATION　 広報はちじょう

22

東京都児童相談センター秋季巡回児童相談／町立八丈病院職員募集　ほか

東京都児童相談センター秋季巡回児童相談

　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（児童福祉司、児童心理司、医師）が出向いて行う相談です。児童相談センターへの相談をお考
えの方はぜひこの機会をご利用ください。
開 催 日　10 月５日（木）～６日（金）　開催場所　八丈町役場
対 象 者　18 歳未満の児童とその保護者
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
申込方法　来所にて申し込み（簡単な面談を行います）
※ 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、来所される前に電話などで問い合わ

せください。
申込期間　９月１日（金）～ 20 日（水）　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　電話 2－4300

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　9 月 29 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）

～パート募集～
募集職種　調理員　　事務員（医局事務）　　看護助手　（いずれも資格は不要です。）
対 象 者　健康状態が良好な方　　選考方法　面接など　　提出書類　履歴書　勤務時間　応相談
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がじゅまる広場・とびっこクラブ指導員募集中！！／９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 14：00 14：55 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 9/1 ～ 9/30 22,390 15,190

※「八丈島アイきっぷ」利用の場合は 13,790 円（片道）

※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。

○ 9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



9月2017 9月2017
日 月 火 水 木 金 土

1 2
老人クラブ定例会

10：00 ～ 12：00

3 4 5 6 7 8 9

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

１歳児歯科健診
9：15 ～ 10：00 受付

郷土料理教室
10：00 ～ 13：00

こどもと親のこころの健康教室
10：00 ～ 11：00

図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00
し尿収集運搬休業日

10 11 12 13 14 15 16

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

１歳６か月児健診
13：15 ～ 13：45 受付

こども心理相談
9：00 ～ 16：00

老人クラブ定例会
10：00 ～ 12：00

老人クラブ定例会（三根）
10：00 ～ 12：00

17 18 19 20 21 22 23

し尿収集運搬休業日

大賀郷・末吉地域敬老会
10：30 ～ 13：00
11：30 ～ 14：00

し尿収集運搬休業日
図書館休館日

老人クラブ定例会
10：00 ～ 12：00

すくすく相談
9：00 ～ 11：00

し尿収集運搬休業日
図書館休館日

24 25 26 27 28 29 30

し尿収集運搬休業日

こどもおやつ教室
 10：00 ～ 11：30

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

9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 1 2 1 2

燃・害 金属 金属

3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

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

10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16

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

17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23

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

24 25 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

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

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

町役場開庁日 平日 8：30 ～ 17：15

町立八丈病院
臨 時 診 療 日

診　療　日 診療時間
糖尿病教室 9 月 29 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。

温 泉 休 業 日 ※定休日が祝日の場合は営業します。

休　　業　　日
ふれあいの湯 4 日　11 日　25 日　 毎週月曜日

みはらしの湯 5 日　12 日　19 日　26 日 毎週火曜日

ザ・ＢООＮ 6 日　13 日　20 日　27 日 毎週水曜日

やすらぎの湯 7 日　14 日　21 日　28 日 毎週木曜日

9/21～9/30　秋の交通安全運動

9/21～9/30　秋の交通安全運動


