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町の人口（9月1日現在）  （先月 1 日比）

8月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （9月1日現在）※外国人含む

 人　口 7,585人 減 6人 
 男 3,772人  減 4人
 女 3,813人 減 2人
世帯数 4,388世帯 減 4世帯

 世帯数 男 女 人口計
三　根 2,089 1,819 1,807 3,626
大賀郷 1,437 1,235 1,252 2,487
樫　立 291 246 250 496
中之郷 373 320 353 673
末　吉 198 152 151 303

転入・出生　   49人（うち転入46人、出生3人）
転出・死亡　54人（うち転出36人、死亡18人）

第13回ユニバーサルキャンプin八丈島
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ユニバーサルキャンプは、ダイバーシティ（多様性の受け入れ）の考え方のもと、「みんなが一緒に
いきいき暮らせる社会」の実現を目指し、障がいの有無・年齢・性別・国籍に関わらず、多様な
参加者が集まって行われる交流イベントです。
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八丈町防災についてのお知らせ／東京都シルバーパスシルバーパス制度をご存知ですか

八丈町防災についてのお知らせ ■問い合わせ■　総務課庶務係　電話 2－1121

　今年度、八丈町では防災の日（１０月５日）と、東京都・八丈町・青ヶ島村との合同防災訓練（11 月５日）
の防災に関する訓練を各１回予定しております。

１、平成 29 年度八丈町役場避難訓練
　八丈町の防災の日に際して、町役場本庁舎内で避難訓練を実施します。当日は、来庁者の皆さんにも、
訓練への参加をお願いすることがありますので、ご理解ご協力をお願いします。
日　　時　平成 29 年 10 月５日（木）　午前８時 30 分～９時 30 分まで
会　　場　八丈町役場本庁舎および商工会・シルバー人材センター、八丈町多目的ホールおじゃれ
災害想定　庁舎内で火災が発生したことを想定し避難訓練を行います。
訓練概要  庁内放送にて、火災による避難訓練の放送を行い、避難誘導員の指示に従い庁舎外へ避難を実

施、避難者名簿の作成・報告を経て講評を行います。

２、平成 29 年度東京都・八丈町・青ヶ島村合同総合防災訓練
　広域的に避難が必要となる災害を想定し、大規模な防災訓練を実施します。
日　　時　平成２９年１１月５日（日）　午前８時３０分～
対象地域　①火山による島外避難訓練　樫立・中之郷・末吉地域
　　　　　②津波による避難訓練　三根・大賀郷地域
会　　場　①底土船客待合所
　　　　　②都立八丈高校
訓練概要　①樫立・中之郷・末吉の各公民館から大型バスにて底土へ移動。
（予定）　海難救助訓練（見学）、護衛艦乗船など島外へ避難が必要になった時を想定した訓練を行います。
　　　　　②三根・大賀郷地域の海抜 30 ｍ以下の住民を対象に八丈高校へ避難。

倒壊家屋からの救助訓練や航空機を使用しての救助訓練、自衛隊・赤十字奉仕団による炊き出
し訓練や各機関の防災に関する展示などを行います。

そ の 他　①・②の会場とも駐車場を用意しますので、訓練の様子を見学できます。
　　　　　なお、航空機飛来の際は、騒音などが予想されますので、ご理解ご協力をお願いします。

東京都シルバーパス
シルバーパス制度をご存知ですか
　満70 歳以上の都民の皆さんの積極的な社会参加を支援
するために、東京都の支援のもとに実施している制度です。
発行は申し込み制で、利用期間中は下記のバスなどが自由
にご利用になれます。

利用できるバスなど
八丈町営バス　　都内路線バス　　都営地下鉄（大江戸線、
新宿線など）　　日暮里・舎人ライナー　　都電

利用期間（今回申請分）　平成 30 年９月 30 日（月）まで

対象区分 費　用 必　要　書　類

満70歳以上の都民
区市町村民税が非課税の方
または
課税で合計所得金額125万円
以下の方

1,000 円

①住所・氏名・生年月日が確認できる書類
（例：健康保険証、運転免許証など）
② 平成 29 年度区市町村民税非課税の方は課税状況が確

認できる書類
（例：住民税非課税証明書、介護保険料納入通知書など）

満70歳以上の都民 で
上記以外の方 20,510 円 ①住所・氏名・生年月日が確認できる書類

（例：健康保険証、運転免許証など）

（見　本）

■問い合わせ・申し込み■
企業課運輸係　電話 2－1126
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第 56 回　町民体育大会／『ルドルフとイッパイアッテナ』　人形劇団・ポポロ

第56回　町民体育大会　10月８日（日）
主　催：各地域実行委員会　　共　催：東京都・八丈町教育委員会

　各地域で町民体育大会が次のとおり開催されます。
　スポーツを通じて、さわやかな汗をながし、親睦を深めましょう！！

三根地域
●開会式　午前９時：富士グラウンド
●プログラム
　◎フットサル（小学生以上）：富士グラウンド
　◎ゲートボール：富士ゲートボール場
　◎バレーボール（小学生高学年以上）：
　　富士中学校体育館
　◎卓球：三根小学校体育館
　◎体力測定：三根小学校体育館

中之郷地域
●開会式　午前９時：中之郷運動場
●プログラム
　午前　
　　①ドッヂボール　　　　
　　②三色対抗浮き球ベースボール
　　③ビーチボールバレー
　　④玉入れ
　午後　
　　①宝ひろい
　　②三色対抗リレー
　　③ゲートインワンチャンスも１回
　　④グランドゴルフ
　　⑤フットサル（サッカー）

末吉地域
●開会式　午前９時３０分：末吉運動場
●プログラム
　午前　
　　①ゲートボールリレー　　　　
　　②宝ひろい　　　　　　　　　
　　③メディシング＆ビンたおし　　　
　　④玉入れ
　　⑤リレー
　　⑥いめみごささげリレー
　　⑦綱引き
　　⑧スプーンレースで玉入れホイ
　午後　
　　◎ゲートボール　グランドゴルフ

大賀郷地域
●開会式　午前８時３０分　大賀郷小学校校庭
●プログラム
　①宝ひろい　　　　　　⑥しり相撲
　②玉入れ　　　　　　　⑦１５００ｍ競争
　③ボール蹴り競争　　　⑧わっぱまわし
　④綱取り　　　　　　　⑨ゲートボール競争
　⑤ボウリング競争　　　⑩リレー

樫立地域
●開会式　午前９時：樫立運動場
●プログラム
　午前　
　　①ゲートボール　　　⑤中・高・一般リレー
　　②宝ひろい　　　　　⑥キャタピラ競争
　　③小学生リレー　　　⑦ボウリング競争
　　④大玉ころがし　　　⑧綱引き
　午後　
　　◎バレーボール　
　　◎グランドゴルフ・輪投げ

■問い合わせ■
教育課生涯学習係　電話 2－7071
各出張所（大賀郷地域は八丈町総務課庶務係）

あそびと文化のNPOあびの実～八丈島の子供たち無料ご招待公演～
『ルドルフとイッパイアッテナ』　人形劇団・ポポロ

　教科書にも掲載され、映画化もされた「ルドルフとイッパイアッテナ」。変幻自在な舞台と生演奏で、
楽しさいっぱいの人形劇です。主人公は黒猫ルドルフ。ある日、ひょんなことで乗ったトラックで東京へ
運ばれています。そこで出会ったのがボス猫のイッパイアッテナ。イッパイアッテナに教えられ、鍛えられ、
そんなある日 ･･･。
■日時　１０月７日（土）午後７時　開演（開場は午後６時３０分）　■会場　三根小学校体育館
■入場　・高校生以下の方は無料です。
　　　　・大人の方は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。）
　今回は子ども文庫連絡会、図書館の会の協力で、公演に先立って原作本の読み聞かせやご紹介をしてい
ただくことになりました。地域の文庫や図書館の読み聞かせにもぜひご参加ください。
●主催：あそびと文化の NPO あびの実、八丈島文化協会　　●後援：八丈町、八丈町教育委員会
■問い合わせ■　あそびと文化のＮＰＯあびの実事務局
　　　　　　　　電話：090－5817－3266　Mail：abinomi8jo@yahoo.co.jp
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町税の滞納処分を強化しています／国民年金

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
　病気やケガ、事業の休廃止などの事情により、やむを得ず納期限までに納付ができずお困りの方は、必
ず納付相談を町役場にて行ってください。町役場の業務時間内または、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。
納付相談に関するＱ＆Ａ
Q．納付相談をしたいけど、何を話せばいいのか分からない。
A．まずはご連絡いただき、納期内の納付が出来ない、または出来なかった理由を職員に伝えてください。

来庁時は『今後、どのように納付して滞納町税を完納していくか』の誓約書を書面で八丈町に提出し
ていただきます。印鑑と毎月の収入や支出などがわかる資料もご用意ください。

Q．納付相談をする上で、大切なことは？
A．重要なポイントは『出来るだけ短期間で滞納を解消し納期限内の納付が出来るようになる計画』を自

分自身で立てることです。滞納分の解消が長期間にわたる納付計画は原則として認められません。
Q．毎月の収入額が不安定で計画が立てられない。
A．特に自営業の方は収入が多い時期、少ない時期があることが予想されます。収入が多く見込める時期

には多く納付するなど、毎月の一定の納付額にこだわらず、柔軟な納付計画を立てることをお勧めし
ます。

Q．納付の相談をしても差押をされる？
A．町税の滞納がある方に対しては、納付相談の有無に関わらず財産の調査を行います。そして納付の相

談をしたときの納付計画が守られていない場合は、滞納処分の対象となります。

口座振替は納め忘れもなくたいへん便利です
○口座振替ができる金融機関　七島信用組合・みずほ銀行・ゆうちょ銀行
○申込方法  各金融機関へ預（貯）金通帳、届出印、納税通知書を持参し、備付の「預金口座振替依頼書・

自動払込利用申込書」にて申し込みください。

■問い合わせ・申し込み■
　税務課徴収係　電話 2－1122

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～午後５時

社会保険料控除（国民年金保険料）控除証明書が発行されます。～年末調整・確定申告まで大切に保管を～
　国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の
１月１日から 12 月 31 日までに納付した保険料が対象となります。
　社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。このた
め、平成 29 年１月１日から９月 30 日までの間に国民年金保険料を納付された方については、「社会保険
料（国民年金保険料）控除証明書」が本年１１月上旬に日本年金機構本部から発送されますので、年末調整
や確定申告の際には必ずこの証明書（または、領収証書）を添付してください。
　また、平成 29 年 10 月１日から 12 月 31 日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方に
ついては、翌年の２月上旬に送付されます。
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますの
で、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。「社会保険料（国民年金保険料）控
除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示されている電話番号に問い合わせください。
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国保だより／「あいさつ運動」にご協力お願いします

国保だより ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話2 － 1123

平成３０年４月から国民健康保険制度が変わります
　国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成 30 年４月から、これまでの市町村に加え、都道府
県も国民健康保険制度を担うことになりました。

〈見直しの背景〉
　国民健康保険制度は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組ですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」

「所得水準が低く保険料の負担が重い」「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多く、財政
赤字の保険者も多く存在する」という構造的な課題を抱えていました。
都道府県内での保険料負担の公平な支え合い
・ 都道府県内で保険料負担を公平に支え合うため、都道府県が市町村ごとの医療費水準や所得水準に応じ

た国保事業費納付金 ( 保険料負担 ) の額を決定し、保険給付に必要な費用を全額、保険給付費等交付金
として市町村に対して支払います。これにより、市町村の財政は従来と比べて大きく安定します。

・ 都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を提示（標準的な住民負担の見える化）し、市町村間で比較で
きるようになります。

保険料の賦課・徴収
・ 市町村はこれまで個別に給付費を推計し、保険料負担額を決定してきましたが、今後は都道府県に納付

金を納めるため、都道府県の示す標準保険料率等を参考に、それぞれの保険料算定方式や予定収納率に
基づき、それぞれの保険料率を定め、保険料を賦課・徴収します。

サービスの拡充と保険者機能の強化
・ 都道府県は、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保のため、市町村との協議に基づき、都道府県

内の統一的な運営方針としての国民健康保険運営方針を定め、市町村が担う事務の効率化、標準化、広
域化を推進していきます。

・ 広域化により、平成 30 年度から、同一都道府県内で他の市町村に引っ越した場合でも、引っ越し前と
同じ世帯であることが認められるときは、高額療養費の上限額支払い回数のカウントが通算され、経済
的な負担が軽減されます。

・ 今後、市町村は、より積極的に被保険者の予防・健康づくりを進めるために様々な働きかけを行い地域
づくり・まちづくりの担い手として、関係者と連携・協力した取組を進めます。

国民健康保険は、国民皆保険の最後の砦です。 
持続可能な社会保障制度の確立を図るため、平成 30 年度からの制度見直しにご理解、ご協力をお願いい
たします
　国民健康保険の窓口は、平成 30 年 4 月以降も引き続き住民課医療年金係です。
　その他、国民健康保険証や制度について分からないこと、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。
　10 月 20 日（金）（飛行機欠航の場合中止）　時間：午前８時 30 分ごろ～ 30 分程度
　場所：町立八丈病院外来待合室

「あいさつ運動」にご協力お願いします
　社会福祉協議会では、地域住民同士の繋がりの活性化を目指して、「あいさつ運動」を実施しています。
秋は、10 月１日～ 31 日を「あいさつ運動月間」として活動します。この運動を通して、地域住民の皆
さんが積極的にあいさつをするきっかけになればと考えています。
　八丈島では全国平均より高齢化が進んでいて、今後も高齢者世帯や認知症高齢者の増加が予測されてい
ます。こうした状況の中、地域住民同士の「見守り」や「声かけ」がさらに重要になってきます。
　この状況に対応する為、社会福祉協議会では「地域住民同士の繋がり」の再強化を目指し、その具体的
な方法として「あいさつ運動月間」を実施します。期間中、住民の皆さんの積極的なあいさつの実践をよ
ろしくお願いします。
■問い合わせ■　八丈町社会福祉協議会　電話 2－2609
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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／環境だより

■問い合わせ■　住民課環境係　電話2－1123

「農業資材などの廃棄について」
　畑で使用したマルチビニール等の野焼きは、煙や臭気が発生し、人体への悪影響を含め洗濯物や家の
中が煙臭くなるなど、生活環境にも悪影響（近所への迷惑）を与えるため、法律及び条例により禁止さ
れています。
　長さが 50 ｃｍ以上のマルチビニールや農業用ネットなどを廃棄する場合は、有明興業（株）八丈島
営業所へ持ち込んでください。※住民の方が持ち込む場合料金はかかりません。
　集積所に出す場合は、50 ｃｍ以内に切ってごみ袋に入れた状態で出してください。
　有明興業（株）八丈島営業所　　住所　大賀郷 8316-1　電話 2-4165　
受付時間　午前８時 30 分～午後５時※正午～午後１時除く　休業日　日曜日
家電４品目の適正処理をお願いします
　家電４品目（①エアコン、②テレビ、③冷蔵庫・冷凍庫、④洗濯機・衣類乾燥機）は家電リサイクル
法により適正処理しなければなりません。

（処理方法）
①買い替えの場合

引き取り義務は新しい商品を購入する店舗購入
時、または購入後に店舗に依頼しましょう。

②処分のみの場合
　引き取り義務は商品を販売した店舗。
　以前商品を購入した店舗に依頼しましょう。

③その他の場合は有明工業㈱八丈島営業所へ直接持ち込んでください。
例　・通信販売で購入した。　　・以前購入した店舗が廃業してしまった。
　　・引越し等により購入した店舗が遠方である。　　・どこで購入したかわからない。
　　・人から譲り受けたなど
※リサイクル料金は同社へ問い合わせ（電話 2-4165）ください。

　不法投棄者に対しては、警察と連携をとり厳しい対応を図ります。家電４品目の適正処理にご協力を
お願いします。

10 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。

　1 日　（日） 　8 日　（日） 　9 日（祝・月） 14 日　（第２土）
15 日　（日） 22 日　（日） 28 日（第４土） 29 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
浄化槽清掃作業経費の住民負担軽減措置について
　浄化槽の清掃作業に要する経費の一部を１年度につき１回負担します。
◎対象条件（町の設置および町へ寄付した浄化槽ではない浄化槽が対象です。）
①環境大臣が指定する構造に適合する浄化槽であること
② 事業所以外の住宅および小規模店舗が併設されている住宅に設置されているもの
③ 浄化槽法に基づき保守点検（法第 10 条）、清掃（法第 10 条）、法定検査（法第７、11 条）を実施して

いるもの
※申請時にご提出いただく 11 条検査結果書は１年度に１回しか利用できません。
※申請者に町税、保育料、水道料、病院医療費などの滞納がある場合、軽減措置の対象になりません。
※法定検査結果の判定が「不適正」と出ているものは、軽減できない場合があります。
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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水道だより／住民係からのお知らせ　ほか

水道だより水道だより
　

公平性を保つために料金未納措置として『給水停止』を行います
　水道事業は皆さんにお支払いいただく料金収入により運営しています。
　料金未納があると、お支払いいただいている方との公平性を保つことができなくなります。お支払いい
ただけない場合は、水道法および八丈町給水条例に基づき給水停止を行います。

納付相談をご利用ください！
　お支払いが困難な方には、相談に応じて現状にあった支払方法を提案します。
　事前連絡の上、開庁日の業務時間内に企業課水道係にお越しください。
※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

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

電話での個人情報に関する問い合わせについて
　個人情報の内容については、たとえ本人であっても電話での回答はできません。必要に応じて証明書な
どを請求いただき、記載内容をご確認ください。

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？
　交付申請書に手書きされている期日が過ぎても受け取れますが、一定期間の保管ののち、受け取りのな
いカードは破棄します。早めの受け取りをお願いします。
　また、交付通知書を受け取ったが紛失したという方は住民係までご連絡ください。

町 長 上 京 日 記　8月
８日～１０日
◉ANA1892便にて上京
◉狭山市役所市長訪問
◉東京都議会各会派への要望実行運動
◉ANA1891便にて帰島

２０日～２３日
◉ANA1892便にて上京
◉羽田空港よりANA469便にて那覇空港へ
◉那覇空港よりANA1775便にて石垣空港へ
◉全国離島交流中学生野球大会開会式・試合観戦
◉石垣空港よりANA1764便にて那覇空港へ
◉那覇空港よりANA462便にて羽田空港へ
◉ANA1895便にて帰島

平成 29年度　八丈町健康づくり講演会
　からだとこころの健康づくり　フェルデンクライス健康法
　日ごろからくせになっているからだの動かし方や姿勢・呼吸に気づき、からだを整え、腰痛や肩こりを
改善し、転倒を予防する健康法です。誰にでも簡単にできる心地よい運動を紹介します。
　どなたでも参加可能で、事前予約は必要ありません。直接会場に来場ください。

○日　時　10 月 16 日（月）午後１時～２時 30 分　　○場　所　八丈町保健福祉センター
○講　師　順天堂大学名誉教授　日本フェルデンクライス協会会長　武井正子氏
○持ち物  ストレッチマットまたは大きめのバスタオル、スポーツタオル・フェイスタオル動きやすい服

装でお越しください。

■問い合わせ■　福祉健康課保健係　保健師　電話 2－5570
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子どもの定期予防接種／母子保健　ほか

Ｂ型肝炎集団予防接種 １２日（木）　午後２時３０分～３時
四種混合集団接種 １２日（木）　午後３時～３時３０分
ＢＣＧ集団接種 １９日（木）　午後３時～３時３０分
麻しん風しん第１期集団接種 １９日（木）　午後３時３０分～４時
ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種 ２６日（木）　午後３時～３時３０分
予約制個別接種 １２日（木）　午後３時３０分～４時
 ２６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集団接種の機会を逃した方や時間の都合がつかない方な
どのための制度です。ご希望の方は、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

10月 子どもの定期予防接種

　

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　10日（火）　　受付：午後１時15分～１時45分
　○対象　平成29年5月9日～平成29年7月10日生まれの乳児とその産婦
３歳児健康診査　17日（火）　　　　　　　受付：午後１時15分～１時45分
　○対象　平成26年8月16日～平成26年10月17日生まれの幼児
４歳児歯科健康診査　11日（水） 　　　　 受付：午前９時15分～10時
　○対象　平成25年7月13日～平成25年10月11日生まれの幼児
５歳児健康診査　21日（土）　　　　　　　受付：午前９時～11時
　○対象　平成24年4月2日～平成25年4月1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
17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
26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。

平成 29年度八丈町子どもの発達障害サポート事業
　発達障害の特性がある子どもの自立を目指して、支援者にできること、親にできることについて、専門
家による事例を交えた講演会を開催します。
■日時・場所　平成 29 年 10 月 13 日（金）午後２時～４時　商工会研修室（八丈町役場１階）
■講師　　　　公立福生病院　医師　五

そ う と め
月女友

ゆ
美
み

子
こ

　氏（小児科医、子どもの心相談医、臨床心理士）
■参加対象　　子どもの発達支援に関心のある方
■申込方法　　10 月 12 日（木）までに電話、メール、窓口のいずれかの方法で申し込み
　　　　　　　 （※メールの際は、件名を「講演会」とし、本文に氏名、連絡先を記入してください）
■問い合わせ・申し込み■　八丈町子ども家庭支援センター　
　　　　　　　　　　　　　電話：2－4300　メール：kodomo@town.hachijo.tokyo.jp

日本赤十字社東京都支部より
災害救援用車両が配備されました。
　皆さんより頂いた赤十字活動資金は、
私たちの町のために役立っています。
■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　ほか

●蔵書点検のため休館します。　10 月 11 日（水）～ 21 日（土）
　「蔵書点検」とは、図書館にある本・雑誌・ＤＶＤなどの所蔵データと現物をつけ合わせる、
棚卸し作業のことです。皆さんが利用する本・雑誌・ＤＶＤなどを確実にお届けするため、
年に一度、この作業を行う必要があります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力を
お願いします。
　休館中も返却はできます。図書館入口の返却ポストをご利用ください。
●今月のおはなし会 
　28 日（土）《１４日は特別整理休館中のため、開催日を変更します！》
　午前 10 時～ 11 時　こどものほんのへや
　読み聞かせ：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。

『淳子のてっぺん』唯川 恵 著　　　『なくなりそうな世界のことば』吉岡 乾 著
『涙倉の夢』柏葉 幸子 著　　　　　『くろくんとちいさいしろくん』なかや みわ さく・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（水）～ 21 日（土）蔵書点検
●開館時間　午前９時３０分～午後５時

　返却期限を過ぎてはいませんか？　お手元の本・雑誌・DVDなどの返却日をご確認ください。
坂上各出張所でも返却できます。（平日午前８時30分～午後５時15分/正午から午後１時を除く）

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話2－0797

図書館からのお知らせ

　
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４土曜日　午前９時～正午(交流ひろばのみ）
休館日　第４土曜日以外の土、日、祝日はお休みです。

☆ひろば催しのご案内☆
１０月４日（水）ミニ運動会の会場は、支援センター隣り「商工会研修室」となります。
　　 11日（水） おえかきバスに乗って出かけましょう！午前10時25分支援センター集合です。時間厳

守でお願いします。
　　 18日（水） 消防本部施設見学は事前申し込みが必要となります。来所または、お電話にて申し込み

ください。（申し込み手続きをされていない方は参加できません）
　　　　　　　　申し込み期間：10月2日（月）～16日（月）
■問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話2－4300

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！
   ４日（水）ミニ運動会
１１日（水）おえかきバスツアー
１８日（水）八丈町消防本部施設見学
２５日（水）支援でハロウィン

１０月から土曜のひろば解放日が

第４土曜日に変更となります！！

１０月は２８日です。

平成29年度　赤い羽根共同募金運動「この街の未来に・・・赤い羽根。」
　赤い羽根共同募金運動が、10 月１日（日）から始まります。
　皆さんの深いご理解とご支援により、昨年の八丈町募金総額は 846,355 円でした。寄付金には、個人
所得税の寄付金控除など、税制優遇措置があります。今年も、ご協力をよろしくお願いします。
　寄せられた募金は、配分され地域で使われています。詳しくは、今月の折込をご覧ください。
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2－5570
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教育委員会だより／八丈高校授業公開のお知らせ

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
■第57回八丈管内中学校陸上競技記録会　１日（日）午前９時～　／　会場：富士中学校
■三原小・中学校　合同運動会　22日（日）午前８時５０分～
■大賀郷中学校　音楽会　29日（日）　開場：午前9時15分／開演：午前９時30分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会場：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）

三原小・中学校
三原大運動会

 
 

 
 

 

 

　昨年度から始まった、三原小・中学校の小中一貫の取組である「三原大運動会」が、
今年度も 10 月 22 日（日）に開催されます。
　運動会に向けて、種目や演技の練習だけでなく、小学生と中学生が共に知恵を出し
合う紅白会議や実行委員会の活動にも熱心に取り組んでいます。
　すべては、10 月 22 日（日）の本番をよりよいものにするためです。自分たちのた
め、いつもそばで見守っていてくれている家族のため、そしてこの運動会を楽しみに
してくれている地域の方々のため、児童・生徒は今、心を一つにして頑張っています。
※ 三原大運動会についての詳細は、7-0057（担当：三原中副校長）までお気軽に問

い合わせください。

 

 

 

小学生にも伝わ
るように丁寧に
説明する中学生
〔�昨年度の紅白
会議の様子〕

昨年度の合同練習の様子

八丈高校授業公開のお知らせ（定時制）
日時　10 月 10 日 ( 火 ) ～ 12 日 ( 木 )　午後５時 30 分～９時 10 分
　どなたでもご覧いただけます。詳しい時間割などについては、問い合わせください。
■問い合わせ■　都立八丈高等学校　定時制　電話 2－1181
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観光おじゃれ 11 万人／八丈島夢伝大会参加者大募集！

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%

8 月 12,835 11,869 5,647 3,987 18,482 15,856 15,664 13,421 16.6%

計 42,964 40,000 15,395 11,209 58,359 51,209 47,688 41,597 14.6%

※ 海路には、にっぽん丸（4/4、5/23、7/22、7/27）、Europa 号（4/14）、ぱしふぃっくびぃなす（5/26、8/25）、シルバー
ディスカバラー（6/19）の大型客船寄港分が含まれています。

行事
予定

10 月 ２４時間チャレンジ八丈太鼓（底土港船客待合所）　　２８日（土）～２９日（日）

第 1５回八丈島夢伝大会参加者　大募集！～増田明美さんも来島します！～
　八丈島夢伝実行委員会では、第１５回八丈島夢伝大会を、今年も次の通り開催します。「より良く生き
たい」という「夢」を「伝える」ことを目的とした「夢伝大会」は、障がい者中心のウォーキング・マラ
ソン大会です。参加者がお互いに励ましあい、交流を深めながら、共にゴールに向かってがんばるさわや
かな大会です。ぜひ、お気軽にご参加ください。
■日　　時　　10 月 15 日（日）　午前９時～午後１時　＊今年は 10 月開催です。お間違いなく！
　　　　　　　広報はちじょう 9 月号に折込チラシ ( 参加申込書 ) を入れています。
■申込期限　　10 月 5 日 ( 木 ) まで
■場　　所　　大潟浦園地～ヤケンヶ浜～大潟浦園地～南原園地～大潟浦園地
■参加方法　　１．ウォーキング　２．マラソン　３．車イス　４．電動車イス　５．スタッフ
■参 加 費　　競技出場者・スタッフ一律
　　　　　　　参加費 500 円  弁当・お茶代 600 円　合計  1,100 円
■主　　催　　八丈島夢伝実行委員会　　■会　　長　　増田明美氏

※雨の日は、おじゃれホールにてゲーム大会を行います。（午前９時～ 11 時）
　お弁当がありますので必ずお越しください。当日防災無線でお知らせします。
※夢伝コース草刈り　10 月 3 日 ( 火 ) 午前 9 時半～大潟浦園地トイレ側駐車場集合
■申し込み・問い合わせ■　ちょんこめ作業所　電話２－3678
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電話で弁護士に相談できる「島しょ法律相談」のご案内　ほか

電話で弁護士に相談できる「島しょ法律相談」のご案内
　相談は無料です。ご相談者のプライバシーは固く守られますので、安心してご相談ください。
相談日・時間　月・水・金曜日　午後１時～４時（祝日・年末年始の閉庁日を除く )
※ 相談時間中は、直接、電話でご相談いただけますが、相談中の場合もございますので、事前にご予約いただく

と確実です。
事前予約　月～金曜日　午前９時～午後５時（祝日・年末年始の閉庁日を除く）　
■相談・予約・問い合わせ■　東京都生活文化局広報広聴部都民の声課　電話 03－5388－2245

平成 29 年度　下半期　島しょ法律相談日　カレンダー
平成 29 年 平成 30 年

10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月
月 水 金 月 水 金 月 水 金 月 水 金 月 水 金 月 水 金
2 4 6 1 1 5 2 2

11 13 6 8 10 4 6 8 10 12 5 7 9 5 7 9
16 18 20 13 15 17 11 13 15 15 17 19 14 16 12 14 16
23 25 27 20 22 24 18 20 22 22 24 26 19 21 23 19 23
30 27 29 25 27 29 31 26 28 26 28 30

※　斜線の日程（祝日・年末年始）は、相談はお休みです。

10月16日（月）～22日（日）は行政相談週間です
　国、東京都、町の仕事などについて「要望や苦情をどこで相談したらよいかわからない」、「処理が間違っ
ている」など、このようなときは行政と住民のパイプ役として行政相談委員が相談に応じます。
　相談は、口頭、電話、手紙、いずれの方法でも結構ですので、気軽にご相談ください。
　日時　10 月 10 日（火）午前 10 時～正午　　　　場所　町役場 1 階　相談室 1
■八丈町の行政相談委員　近藤勝重　　大賀郷 7701 　電話 2－2720
■行政苦情110番　電話 0570－090－110　　■東京総合行政相談所　電話 03－3987－0229
■総務省のホームページ　http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html
■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2－1120

第219回東京都都市計画審議会
日時：12 月 20 日（水）午後１時 30 分　　場所：東京都庁会議室　　定員：15 人（事前抽選）
申込…11 月 29 日（水）( 消印有効 )。
　　　住所・氏名・電話番号を記載した往復ハガキ（一人一通のみ有効）。
　　　〒163-8001　東京都都市整備局都市計画課へ。
　付議予定案件は都庁都市整備局ホームページ
（http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/keikaku/shingikai/yotei.htm）または電話にて。
※個人のプライバシーに関わる案件などがあるときは、会議が一部非公開となることがあります。
■問い合わせ■　東京都都市整備局都市計画課　電話 03－5388－3225

東京都最低賃金改正
10 月１日より、時間額 958 円　
　東京都内で働く全ての労働者に適用されます。
■各種問い合わせ■
　東京労働基準部賃金課　電話 03－3512－1614（直通）
　東京都最低賃金総合相談支援センター　電話 0120－311－615
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10 月東京法務局特設登記所開設日　ほか

10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 : 17 日（火）午後２時 30 分～５時
 18 日（水）午前９時～正午、午後１時～４時 30 分　　
 19 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。

八丈町農業担い手育成研修センター　第４期研修生募集開始！！
　八丈町では新たな農業者を育てるために、八丈町農業担い手育成
研修センターで農業の研修を行っており、第４期研修生を募集して
います。

募集期間：10 月１日（日）～ 11 月 15 日（水）
研修期間：平成 30 年４月から３、４年間
対 象 者：研修終了後、引き続き独立して農業を営む意欲のある方
作　　目： フェニックスロベレニー、ルスカス、レザーファン、キ

キョウラン、ストレチア、レモン、あしたばの７品目
募集要綱など：八丈町 HP をご覧いただくか問い合わせください。

■問い合わせ■　産業観光課産業係　電話 2 － 1125

八丈町産業観光課

道路に張り出している樹木などの
伐採のお願い
建築限界を守り、樹木の管理をお願いします
　夏の間に育った樹木などが道路に張り出し、歩
行者や車両の通行に支障をきたしている箇所が多
く見受けられます。事故を未然に防ぐために、私
有地から張り出している樹木などの管理をお願い
します。
※私有地から張り出している樹木などは、土地の
所有者の方が剪定または伐採をしてください。

建築限界とは
　道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の
高さの範囲内に通行の障害となるものを設けては
ならない区域のことです。

■問い合わせ■　建設課建設係　2 － 1124
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島嶼会館宿泊モニター募集／町立八丈病院職員募集　ほか

島嶼会館宿泊モニター募集
■募集期間　10 月２日（月）～ 11 月 10 日（金）※郵便の場合：必着
■募集定員　30 名以内（島しょ全町村）
■応募資格  満２０歳以上の島嶼地域在住者（ただし、公務員、各議会議員、町村の行政委員を除く。）で、

島嶼会館の運営に関心のある方（性別は問わない。）
■宿泊モニターの業務
　① 島嶼会館の運営、サービス、施設に関する意見を述べること。
　② 事務局が依頼するアンケートに回答すること。
　③ その他、事務局が依頼する内容について意見を提出すること。
■任　期　１年間
■宿泊モニターの条件
　任期期間中において１回以上島嶼会館に宿泊すること
■モニターが宿泊する場合の宿泊料の減免
　任期期間中に島嶼会館に宿泊したときは、宿泊モニター１人につき１泊までを限度として宿泊料の減免
を受けることができます（１人１泊まで宿泊料が無料）。ただし、事前の申請が必要となります。
■応募方法（※電話・ＦＡＸ不可）
　お名前、フリガナ、年齢、郵便番号、ご住所、電話番号を記入しご応募ください。
　①郵便はがき　
　　〒105－0022　港区海岸 1－4－15　島嶼会館２階　島嶼会館事務局　宿泊モニター受付係
　② インターネット　島嶼会館ホームページ＜島嶼会館宿泊モニター申込みフォーム＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（https://ws.formzu.net/fgen/S92828173/）
■問い合わせ■　島嶼会館事務局（東京都島嶼町村一部事務組合）　　電話 03－3432－4961

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　10 月 20 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）

 

提出書類　
①履歴書（町指定のもの・自筆）
② 写真（上半身脱帽正面向３cm ×３cm・履

歴書に貼ること）
③資格を証する書類の写し
④健康診断書（町指定のもの）
⑤エントリーシート（町指定のもの・自筆）
⑥ 書類選考の結果書の送付先を明記し、82 円

切手を貼った返信用封筒（定形 23.5 ×
12cm）

町立八丈病院職員募集 ■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
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　　清掃員　（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
※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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がじゅまる広場・とびっこクラブ指導員募集中 !! ／ 10 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  960円（予定）（※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>

【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 10/1 ～ 10/31 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。

○ 10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



10月2017 10月2017
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

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

8 9 10 11 12 13 14

し尿収集運搬休業日
し尿収集運搬休業日
図書館休館日

3～4カ月児産婦健康診査
13：15 ～ 13：45 受付

4 歳児歯科健康診査
9：15 ～ 10：00 受付

図書館休館日

老人クラブ定例会
10：00 ～ 12：00

図書館休館日

老人クラブ定例会（三根）
10：00 ～ 12：00

図書館休館日
し尿収集運搬休業日
図書館休館日

15 16 17 18 19 20 21
家庭菜園育て方教室
ＪＡ東京島しょ本店
農産物出荷場
13：30 ～ 15：30
第１５回八丈島夢伝大会

し尿収集運搬休業日
図書館休館日

健康づくり講演会
13：00 ～ 14：30

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

3 歳児健康診査
13：15 ～ 13：45 受付

こども心理相談
9：00 ～ 16：00

図書館休館日 図書館休館日 図書館休館日 図書館休館日

5 歳児健康診査
9：00 ～ 11：00 受付

すこやか講演会
14：00 ～ 15：30

図書館休館日
22 23 24 25 26 27 28

し尿収集運搬休業日
コミュニティセンター休館日
図書館休館日

すくすく相談
9：00 ～ 11：00

八丈町グラウンドゴルフ大会
南原スポーツ公園
9：30 ～ 14：00

図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00

し尿収集運搬休業日
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

10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 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2

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

8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 9

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

15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 16

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

22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 23

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

29 30 31 29 30 31 29 30 31 30

金属 燃・害 燃・害 資源 燃・害

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

町役場開庁日 平日 8：30 ～ 17：15

町立八丈病院
臨 時 診 療 日

診　療　日 診療時間
糖尿病教室 10 月 20 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 2 日　16 日　23 日　30 日　 毎週月曜日

みはらしの湯 3 日　10 日　17 日　24 日　31 日 毎週火曜日

ザ・ＢООＮ 4 日　11 日　18 日　25 日 毎週水曜日

やすらぎの湯 5 日　12 日　19 日　26 日 毎週木曜日

１０月１１日（水）～２１日（土）
図書館　特別整理休館（蔵書点検）


