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2月
町の人口（1月1日現在）  （先月 1 日比）

12月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （1月1日現在）※外国人含む

 人　口 7,560人 減 4人 
男 3,763人 増 2人
女 3,797人 減 6人

世帯数 4,384世帯  減　　1世帯

世帯数 男 女 人口計
三　根 2,094 1,831 1,793 3,624
大賀郷 1,435 1,226 1,256 2,482
樫　立 285 239 244 483
中之郷 371 318 353 671
末　吉 199 149 151 300

転入・出生　12人（うち転入8人、出生4人）
転出・死亡　16人（うち転出9人、死亡7人）

第３７回八丈島パブリックロードレース

エントリーは768人（島外は過去最高の547人）
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町立八丈病院職員募集／出火のおわび　ほか▶▶21

図書館からのお知らせ／体育施設の通年使用希望調査　ほか▶▶15
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平成 30 年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表

平成 30 年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表
　１月５日、八丈町多目的ホール「おじゃれ」で行われ、男子２９名、女子２９名の計５８
名が参加しました。成人を迎えた方々のご活躍が期待されます。
　祝賀式より、新成人による「誓いの言葉」、「意見発表」を紹介します。  

※個人情報保護のため、内容を一部削除しています。
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平成 30 年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表

本日は、私たちのためにこのような素晴らしい式典を催して
いただき誠にありがとうございます。このように八丈島で成人
式を迎えられたのは、成長の手助けをしていただいた両親や地
域の方々、また、小学校、中学校、高校と過ごしてきた先生方、
そして、共に歩み、支えあってきた友人のおかげです。この場
をお借りして心からお礼を申し上げます。

さて、話は変わりますが、私は東京都北区の専門学校に通っ
ております。専門学校で出会った友人と仲良く学生生活を過ご
していますが、石野とも寛喜とも呼ばれません。

実は私はあだ名で「島」と呼ばれています。「島」と呼ばれ
る度に、友人に八丈島について知ってもらえているのだなと感

動すると同時に、八丈島の自然豊かな風景や温厚な地域の方々と生活してきたことを思い出し、私
にとって八丈島で過ごした時間は絶対に一生の宝物になると確信しました。

そして、そのような素晴らしい場所で私達は子どもから大人へと新たな一歩を踏み出します。大
人としてまだまだ未熟ですが、どんな困難にも一心不乱に立ち向かい、大人として社会に、そして
いずれは八丈島に貢献していくことを誓います。

簡単ではございますが、これを持ちまして誓いの言葉とさせていただきます。

新年明けましておめでとうございます。本日はこのような式
典を開催していただきありがとうございます。

私は１年間の浪人を経て、昨年の４月から音楽の教員を目指
し大学に通っています。人に教えることが好きということや、
教員という立場から音楽に携わりたいということから教員を目
指し始めました。それは今も変わっていません。ですが実際に
教育に触れたことで教員としての責任の重さを再認識しまし
た。自分が発する一言一句で子どもたちはそれについて考えま
す。疑問が生じたり、納得できたり、知識として累積されたり、
子どもたちのレスポンスは様々です。そしてそれに応ずるリア
クションをとります。これらはコミュニケーションとして当た

り前のことです。でもその当たり前のこと一つ一つを重んじる必要があると思います。私はそこに
やりがいを見つけました。

教員は子どもたちが人生の中で出会うたくさんの人のうちのたった一人でしかありませんが、逆
にたくさん出会う中の一人になることができます。だからこそ自分がこれから出会う子どもたち全
員の人生の中にきちんと存在できる教員になりたいと新たに思うようになりました。その理想像に
近づくにはまだまだ知識や経験は足りません。いつまでかかるのかもわかりません。でもめげずに

意見発表

誓いの言葉
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平成 30 年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表

芯をしっかりと持ち続けいつまでもこの理想像を追っていきたいと思います。いつかまた再会した
時、私が胸を張って「あー、今どこの学校で先生を続けている」と言えていたら、「うまくいって
いるんだな」って優しく微笑んでください。

さて話は変わりますが、私は八丈島が好きです。これは島を離れてから思うようになりました。
島にいたときはコミュニティの狭さを窮屈だと感じていました。でも不思議と離れるとその窮屈さ
が恋しくなりました。当たり前だったことが当たり前じゃなくなることで価値が生まれます。島の
豊かな景色や穏やかな空気、暖かい地域関係すべてのことが当然のものとしてずっとそばにありま
した。この環境は当たり前ではないとわかっていましたが、離れたことでやっと特別だと実感でき
ました。つまり何が言いたいのかと言うと、当たり前のことが当たり前のことであるうちから価値
を認識し大切にできるような、当たり前のことが特別だと思えるような人生をこれから送っていき
たいです。

最後になりますが、言葉にしたことはすべて実現します。私が今日話した展望も然り、逆に言葉
にすれば実現できます。何を言われても言葉にすればこっちのものです。

拙い話でしたが以上で意見発表とさせていただきます。ご静聴ありがとうございました。

本日は私たちのために盛大な式典を催していただき誠にあり
がとうございます。また、お忙しい中、御臨席くださった来賓
の皆様には重ねて御礼申し上げます。

さて、成人式を迎えるにあたり、私ごとではありますが、自
分の過去について振り返ろうと思います。私は幼いころから父
の職業である薬剤師の仕事を間近で見て来ました。三人兄弟の
一番上だった為、将来は自分がこの家業を継がなければならな
いのだと幼いながらに考えていました。また、小学校半ばまで
の私は運動が苦手だったため、図書室にこもる日々が多く友人
と呼べる人も少ない、いわゆる陰キャラでした。

あるとき、数少ない友人の勧めでクラスの前で変顔をする機
会がありました。そのときにクラスのみんなが笑ってくれたので「あ、こんなことでみんなは僕の
ことを見てくれるんだ。もっと自分を知ってもらいたいな。色々な人と関わりたい！」と強く思い
ました。今思い返せばここが自分を変えたターニングポイントです。中学生の頃、薬剤師になるた
めの近道は何かを考えた時に、今の環境では意識が低く薬剤師になるための実感が湧かないと思い、
高校は島を出ようと決意しました。

そして、人と関わるのが好きになった私は、島だけに限らず本土でも友人を作りたい気持ちが大
きくなり、島を離れるための想いを後押ししました。本土での高校生活は今までとは違い、小さい
頃からずっと一緒だった島のみんながいなかったので、最初の頃は心寂しく感じたり、八丈高校で
仲良くするみんなの状況を耳にすると自分も同じ高校に進めばよかったな。と後悔する日が多々あ
りました。

意見発表
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ですが、長期休みの時に島へ帰ると、以前と変わらず仲良くしてくれたので「繋がりが切れてい
なくてよかった。こっちで自分は頑張ろう。」と思うことが出来ました。そして時間が経つにつれ
高校でも友人が増えました。

私は今、幼い頃からの夢を叶えるべく薬学部に在籍しています。大学では、薬に関する専門知識
を育むための講義内容や時間割、また学生会に所属した為、大学の顔としての活動はとても辛く、
大変なものではありますが、島に限らず、私を支えてくれる友人がたくさんいるので、とても充実
した学生生活を送れています。私は、これまでの２０年間で時に競い高めあい、悩みを抱えたら真
剣な相談に乗ってくれたり挫けそうになったら支えてくれる友人の存在は本当にかけがえのないも
のなのだと実感しました。

将来は薬剤師の国家資格を取得し薬剤師になり、家業である薬局を継いで持ち前の明るさと人と
関わることが好きな自分の特徴を活かして島に住む皆さんを支え、笑顔にし、また、頼られる存在
になりたいです。

最後に、私を変えるきっかけを作ってくれた友人、今もこれからも私と仲良くしてくれるみんな。
一旦島のみんなとの生活する距離が開いた事で尚更、絆を実感することができました。ありがとう。
これからもよろしくお願いします。拙く纏まりのない文章ではありますが、これで意見発表とさせ
ていただきます。ありがとうございました。

皆様、明けましておめでとうございます。 
本日は私たちのためにこのような式典を開いていただきあり

がとうございます。 またこのような貴重な時間をいただき感
謝しています。

私は生まれる時にトラブルがあり、緊急の帝王切開で生まれ
ました。命は助かりましたが「脳性マヒ」という障害が残りま
した。生まれたときには歩くことや話すことは難しいかもしれ
ないと言われたそうですが、様々なリハビリを受けてここまで
回復することができました。 その後多くの方のお力添えを頂
き、年長の１年間を若草保育園、小、中学校は特別支援学級に
通いました。この 10 年間は、先生方をはじめ、友達や島の皆

さまに温かく見守っていただきのびのびと充実した幸せな学生生活を送る事ができとても感謝して
います。

そんな中、中学校の修学旅行で、世田谷にある光明特別支援学校を見学させていただいた私は一
目で行きたくなりました。その後家族とも見学に行き、両親や先生方と話し合いを重ね、光明特別
支援学校高等部に進学し、寄宿舎での生活が始まりました。最初は親と離れ離れで寂しかったけれ
ど、だんだん友達もできて楽しくなってきました。 

私が高校生活で一番楽しかったことはスポーツです。体が不自由な私にスポーツはできないと諦
めていたのですが、入学して間もない５月に東京都の障害者スポーツ大会に出場させていただき、

意見発表
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皆さん、あけましておめでとうございます。本日は私たち平
成 30 年成人一同のために盛大な式典を開催頂きましたこと、
関係者の皆様に心より御礼申し上げます。本日はありがとうご
ざいます。

私が生まれたのは、この八丈島ではありませんが、この島の
温かいみなさまと、たくさんの指導をしてくださった先生方と
出会えたこと、そして今日、ここ八丈島で、共に学校生活を送っ
た友人たちと成人式を迎えられたことをとても嬉しく思いま
す。

私は現在、神奈川県にある大学で JAZZ という音楽を勉強し
ています。中学生の頃まで持っていた夢と、大きく進路変更を

しました。このように至るまでに、たくさんの出会いがあり、そのことなしでは今の自分を語るこ
とはできないと思っています。 

私は、幼いころから都会での暮らしに憧れを持っていました。都内に比べたらとても小さく狭い
世界の八丈島ですが、私の視野を広く大きくしてくれる出会いがありました。それは、恩師との出
会い、初めて触れる音楽との出会いでした。小学校入学前から習い事で音楽を続けてきましたが、

意見発表

思いがけずメダルを獲得することができ、私でもスポーツができるのだと感動しました。この大会
には今も毎年出場しています。

また、進学して初めてハンドサッカーというスポーツに出会いました。ハンドサッカーは都内の
肢体不自由学校の先生方が、動ける人だけではなく、重い障がいを持っている人でもみんなが参加
できる団体スポーツを体験させたいという気持ちで試行錯誤を繰り返し作り上げてきた球技です。
そのため細かいルールがあり、覚えるのが大変で、始めたばかりの頃は諦めかけたこともありまし
たが、練習をするたびにどんどん楽しくなっていきました。私はハンドサッカーを通じて学んだこ
とがあります。それは人と協力することです。 

ハンドサッカーは、簡単に言うと、体が動くメンバーがボールをつなぎ、動けないメンバーに
シュートチャンスを作る球技なので、メンバーと意見を出し合い、協力することがとても大切だと
いうことを改めて学ぶことができました。 こちらも今は卒業生のチームに所属し、練習や大会に
参加しています。

私は、この学校に進学して本当によかったと思っています。在学中に仕事に対する心構えや姿勢
などを学び、島の作業所に入所した今もその気持ちを忘れずに仕事を頑張っています。 私は自分
でできないこともたくさんありますので、多くの方々に助けていただきながらにはなりますが、諦
めずにこれからも色々なことに挑戦したいと思っています。 

最後になりますが、これまで私を支えてくれた先生方、友人たち、島の皆さま、そしてここまで
育ててくれた両親に心からの感謝を申し上げ、私の意見発表とさせていただきます。 ありがとう
ございました。
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それまで身近になかった JAZZ という音楽に出会えたこと、今の私の原点とも言えるイベントに
出会えたこと、本当に感謝しています。

「出会い」 とは人が生きていくなかで経験する非常に大きな出来事だと思います。私がこれま
で 20 年という人生を生きてきて、幾つの出会いがあったかと聞かれたら、決して数え切れません。
ですが、たった 20 年でもそれほどの出会いを経験しているわけです。この先 30 歳、40 歳と順調
に歳を重ねていくことができれば、今までの何倍もの出会いを経験できる。そう思うと歳をとるこ
とも悪いことではないと、今から楽しみで仕方がありません。

友人との出会い、恋人との出会い、先生との出会いや人と人との出会いは人生のなかでは多くあ
りますが、海や星空などの自然、スポーツとの出会い、アートや音楽などの芸術作品との出会いも、
生きていく上で何かの刺激になっているはずです。進んで行く道に迷った時、つまずいた時に答え
のきっかけをくれるような出会い、前に進む勇気をくれる出会い、時にはその出会いで人生が大き
く変わることもあると思います。

私は、つい先日まで、自分のやりたいことがわからず、何かわからない不安に駆られ、何もやり
たくない日が続いていました。そんな時、前に進む元気をくれたのが生演奏の音楽であり、たくさ
んの温かいメッセージでした。

最近は八丈島でも文化系のイベントが増えているように感じます。歌やダンス、バンドの生演奏
に触れられる機会や、伝統芸能に出会えるチャンスがあること、プロの演奏を聴ける機会も増えて
きていて、出会いのチャンスは多くあります。

私は、音楽や親身になって支えてくれる方、そしてここにいる 66 期のみんなに出会えたこと、
本当に嬉しく思っています。みんな、ありがとう。

以上、みなさんとの出会いと感謝を最後に、意見発表とさせていただきます。

新年明けましておめでとうございます。
本日は、私ども新成人の門出に際し、このような盛大な式典

を催していただき、誠にありがとうございます。また、ご多用
のところ、八丈町長山下奉也様をはじめ、多数のご来賓の方々
にご列席をいただきましたこと、重ねて御礼申し上げます。

私は、本日ここに大好きな八丈島で成人式を迎えられました
ことに、大きな喜びを感じています。

八丈島を離れてから、２年余りが過ぎようとしており、東京
での大学生活にも大分慣れましたが、八丈島を愛する気持ちは
今も変わりません。一昨年の夏休みに船で帰省した際、海を眺
めていてとても感動しました。こんなにも海は青く、きれいに

輝くものなのか、とたった数か月前まで毎日のように見ていた海と同じであるはずなのに、初めて
見たような衝撃を受けたのを覚えています。そして、故郷の素晴らしさを改めて感じました。

この先もずっと素晴らしい故郷のままであってほしいと願っていますが、現在、八丈島は人口減

意見発表
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少や高齢化などによる過疎の問題に直面し、姿を変えようとしています。平成 29 年 11 月現在の
人口を調べて驚きましたが、八丈町の人口は 7,560 人、そして私の地元末吉地区の人口は 301 人で
した。人口減少は以前から大きな問題として認識していましたが、予想していたよりはるかに速い
スピードで進んでいるのだと感じました。中でも末吉地区はとても深刻な状況です。私が通ってい
た末吉保育園は６年前に閉園となり、翌年には末吉小学校も閉校となってしまいました。そのこと
で一層、人口減少へ拍車がかかり、過疎の問題は深刻さを増していきました。私は、小学１年生の
時に、末吉地区の人口は 450 人くらいと教わったことを記憶しています。それから十数年が経ち、
300 人を下回るのではないかという人口にまで、減少してしまったのです。

また、盆踊りや庁祭りなどの地域行事も縮小の方向にあり、私が子供のころのような賑やかさは
感じられなくなってしまいました。子供のころに楽しい思い出をたくさん残してくれた地域行事が、
ずっと続いていくものと思っていましたが、地元の姿は大きく変化していっています。

そのような地元のために何かできることがあるのではないかと考え、行動したくて、私は児童会、
生徒会役員として活動し、島外の学生との交流会などにも積極的に参加してきました。様々な交流
を通し、意見を交わす中で、八丈島での経験を紹介していると、貴重な経験をしてきたことがわか
り、そのような地元があるというのは特別なことであると感じました。楽しい思い出をたくさん提
供してくれた地元は、私の誇りであります。その誇りである地元が衰退していくのは、とても淋し
いことに感じるのです。

八丈高校を卒業すると進学や就職のために、島を離れる人がほとんどですが、東京でしっかりと
力を蓄えて、その力を還元できたら、島が活気づくのではないでしょうか。人が少ない、就職先が
ない、遊ぶところがない、だから島には帰らないという人も多いかと思います。私も、今住んでい
る東京の環境に比べれば、八丈島は若者が満足できる環境が整っている場所だとは思いません。し
かし、八丈島は、生まれ育ち遊び学んだ私たちの故郷であり、存続させていかねばならない大切な
コミュニティであると思うのです。故郷が衰退し、姿を変えていくことは、皆さんもやはり悲しい
ことだと思うのではないでしょうか。その危機感を共有し、行動していくことが大切だと思います。
島に帰ることばかりが選択肢なのではなく、それぞれが場面は違えど、貢献できることがあるので
はないでしょうか。私たち若者が力を発揮し、八丈島の衰退を食い止め、そしてさらなる発展の一
助となること、それは私たちだけを含む八丈島に関わるすべての人の将来を明るくしていくと信じ
ています。

私は、故郷のために力を発揮する若者の代表でありたい、強くそう思います。
結びに、本日このような意見発表の機会を設けていただきましたことに心より感謝申し上げます。

ありがとうございました。
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税のお知らせ

■問い合わせ■　税務課　電話 2－1122税のお知らせ税のお知らせ
納期限および口座振替日　２月 28 日（水）
　固定資産税　　　　　　４期（最終納期）
　国民健康保険税　　　　８期（最終納期）
※納期を過ぎた町税は早めに納付してください。

税金の納付は口座振替が便利です
　ご希望の際は、町内の金融機関・町役場・各
出張所に備えてある口座振替依頼書に記入し、
お申し込みください。

電子申告をご利用ください
□八丈町で利用できる電子申告の手続
　○給報支払報告書
　○固定資産税　 償却資産申告
　○法人市町村民税申告
□利用手続についてはホームページ
　http://www.eltax.jp/ をご利用ください。

償却資産申告書および給与支払報告書
提出締切１月３１日 ( 水 ) まで
提出先：税務課
まだ提出されていない事業者の方は至急提出し
てください。

　税理士や税務署の職員が、皆さんの相談に無料で応じます。税務署から申告書が郵送されてきた方、
土地や建物を売却した方、株による収入がある方、台風による災害がある方は、この機会をご利用くだ
さい。相続税・贈与税の申告については、八丈町役場では対応しておりませんので、ご質問のある方は
必ずこの期間にご来場ください。

期　　　間 会　　　　場 時　　　間

２月 21 日（水）～ 23 日（金） 八 丈 町 多 目 的 ホ ー ル
「 お じ ゃ れ 」

午前９時～午後４時
※ 23 日は午後３時まで

※各日とも正午から午後１時の間を除きます

ご存知ですか？国税申告と納付の期限
　所得税などの国税は、申告の締め切りが納期です。納め忘れの無いよう、ご注意ください。

税 　 　 目 平 成 29 年 分 の 申 告 書 提 出 の
期 限 と 税 金 納 付 の 期 限

振 替 納 税 を 利 用 し た
場 合 の 振 替 日

所 得 税
復興特別所得税 平成 30 年３月 15 日（木）まで ４月 20 日（金）

贈 与 税 平成 30 年３月 15 日（木）まで

個 人 の 消 費 税
地 方 消 費 税 平成 30 年４月 2 日（月）まで ４月 25 日（水）

※確定申告に関する情報は、国税庁ホームページ (http://www.nta.go.jp/)　をご覧ください。

芝税務署・東京税理士会による出張申告相談

インターネット公売実施結果
　八丈町では、滞納者から差押えた財産を、インターネット公売（官公庁オークション）を利用して、公
売（せり売り）を実施しました。（期間：平成 29 年 11 月８日～ 30 日）
　結果は次のとおりです。

公売物件数 参加申し込み件数 落札件数 落札代金（合計）
10 件 29 件 ８件 11,040 円

　落札代金については、滞納金に充当しました。
　今後も、納期限内に納めない、納付相談を行わない、納付相談の要請に応じない場合には、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、調査および差押を行っていきます。
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税のお知らせ／国保だより

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～
差押などの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ただい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。
　また、給食費、住宅使用料などの私債権については簡易裁判所へ支払督促申立てを行っています。
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。役場の業務時間内に来庁できない方は、電話申込により業務時間外（平日　午後５時
１５分～午後７時）に納付相談を行っています。
平成 30 年１月１日以降の期間に対応する町税における延滞金の割合
　延滞金　⇒　年 8.9%　（納期限後１カ月以内　⇒　年 2.6%）

■問い合わせ■　税務課徴収係　電話2－1122

芝税務署からのおしらせ
　所得税および復興特別所得税・贈与税・消費税および地方消費税の申告書作成会場を次のとおり開設し
ます。会場が混雑している場合には、受付を早めに締め切ることがありますので、なるべく午後４時まで
にお越しください。
　また、混雑の状況によっては、長時間お待ちいただくこともありますので、ご了承ください。

開設期間 ( 注 ) 会場 所在地 時間
2 月 16 日（金）から
3 月 15 日（木）まで

芝税務署
５階会議室

港区
芝 5-8-1

受付：午前８時 30 分～
相談：午前９時 15 分～

（注） 土、日を除きます。ただし、２月 18 日（日）および２月 25 日（日）は、東京国税局１階において相談・
受付を行います。

国保だより ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話2 － 1123

ジェネリック医薬品（後発医薬品）の差額通知
　八丈町では、東京都国民健康保険団体連合会への委託により、「ジェネリック医薬品（後発医薬品）に
関する差額通知」を該当する方に通知しています。ジェネリック医薬品とは、国が新薬（先発医薬品）と
同等と認めた安価な薬で、最初に作られた薬（先発医薬品）の特許終了後に、有効成分、用法、効能・効
果が同じ医薬品と厚生労働省の認可を受け製造・販売された薬です。
　この通知は、服用されている新薬をジェネリック医薬品に切替えた場合の自己負担額の差額をお知らせ
するものですので参考にしてください。
　なお、ジェネリック薬品は、処方を受けた病院や薬局により取扱いが異なります。詳しくは、ハガキに
記載されたコールセンターへお問い合わせください。
　※ハガキの送付については２月末～３月上旬になる予定です。
◆「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わからないことや、疑問に思うことなど、いつでもご相談くだ

さい。
糖尿病教室のおしらせ
　町立八丈病院では毎月１回、糖尿病教室を開催しています。どなたでもご参加できます。
　日時：２月 23 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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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～午後５時

【港年金事務所による出張「年金相談」のお知らせ】
港年金事務所による「年金相談」を実施します。

日　時 ２月８日（木）
午前９時～正午、午後１時～４時

２月９日（金）
午前９時～正午、午後１時～４時

場　所 八丈町役場１階　相談室１・２

★ 年金相談は事前に港年金事務所にご予約いただきますようお願いします。ご予約の際は、基礎年金番号
をお伝えのうえ「八丈町役場の出張相談の予約」とお申し付け下さい。

　（予約の受付は平成 30 年２月６日（火）まで）港年金事務所予約専用電話　03-5401-5663

【前納制度のご案内】
参考：平成 29 年度の振替方法別割引額　※（　）は毎月納める場合と比較した割引額です。

【口座振替による保険料額と割引額】

６カ月前納 １年前納 ２年前納

平成 29 年度 97,820 円　（1,120 円） 193,730 円　（4,150 円） 378,320円　（15,640円）

【現金およびクレジットカード納付による保険料と割引額】

６カ月前納 １年前納 ２年前納

平成 29 年度 98,140 円　（800 円） 194,370 円　（3,510 円） 379,560円　（14,400円）

※保険料額は厚生労働省告示により確定した金額です。
申し込み期限　平成 30 年 2 月末日
　すでに口座振替で前納されている方は、再度の申し込みの必要はありません。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、再度の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。郵送による申し込みの場合、郵便物の到着まで日数
がかかりますので、早めに投函してください。
　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））をお申し込みさ
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 30 年４月中旬に届く「国民年金保険料口座振替額通知書」で実際に口座から振替される金額を確
認し、預金残高にご注意ください。残高不足で口座からの振替ができなかった場合は、次の振替日（２年
前納、１年前納の場合は翌年４月末）までの間、割引がない翌月末振替になります。
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住民係からのお知らせ／環境だより　ほか

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

住民登録は正しく行われていますか？
　住民登録は、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金
など各種行政サービスの基礎となっています。
　お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするために、引っ越しなどにより住所
を移した方は速やかに住民登録の届出を行ってください。また、現住所で住民登録をされていない方や登
録が抹消されたままの方は、正しい住民登録が必要です。
　住民登録の手続きは、本人または同じ世帯の方が可能です。代理人が手続きする場合は、本人または同
じ世帯の方が署名・捺印した委任状が必要となります。
　実態と一致した正確な登録のため、ご理解とご協力をお願いします。
個人番号カードの交付通知書が届いた方へ
　個人番号カードの交付通知書（ハガキ）が届いたあと、そのままになっていませんか？
　交付通知書に手書きされている期日が過ぎても受け取れますが、一定期間保管ののち、受け取りのない
カードは廃棄します。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。

■問い合わせ■　住民課環境係　電話2－1123

ペットの死骸の処理方法
　墓地にペットの死骸を埋めることは法律で禁止されています。
　以下の方法で適正な処理をお願いします。
　・飼い主が自己所有地へ埋葬する。・飼い主が、民間事業者へ埋葬を依頼する。
　※八丈町火葬場ではペットの火葬はできません。
ごみの正しい出し方について
○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にプラスチックや金属製のキャップやふたが付いたまま出されています。
取り外せるキャップやふたは、取り除いてください。

○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。
　生ごみは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。
　生ごみの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 分までに自宅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

い無記名のごみ袋については、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。

○布団・毛布類は、そのままの状態でごみ袋に入れて出した場合は収集できません。５０ｃｍ以内に切っ
　てごみ袋に入れて出すか、有明興業 ( 株 ) 八丈島営業所へ持ち込んでください。
　※ごみを出す際、正しく分別することが求められています。ご協力をお願いします。
アズマヒキガエル
　環境係では発生地域および生態調査を実施しています。島内でアズマヒキガエルを見かけた時は、環
境係までご連絡ください。アズマヒキガエルは、他のカエルと比べて動きが俊敏ではありませんが、刺
激を与えると目の後ろの耳腺という器官から毒を出しますので、十分に注意してください。

２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申込みください。

4 日（日） 10 日（第２土） 11 日（日） 12 日（祝・月）
18 日（日） 24 日（第４土） 25 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　　電話番号　２－０８５５
手数料、使用料等の納め忘れはありませんか？
　し尿・浄化槽汚泥の汲取り手数料や、町設置の合併処理浄化槽の使用料などは納期限内に納めてくださ
い。納入通知書を紛失されても町会計課および各出張所でお支払いできます。
■問い合わせ■　住民課浄化槽係　電話 2－1123
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水道だより／町長上京日記　ほか

町 長 上 京 日 記　12月

※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。

水道だより水道だより
　

◆毎日使わない水道でも確認を！
　普段生活している家の水道メーター以外にも、無断使用や配管など給水装置の漏水を防ぐために、お客
様が管理されている畑や空き家などもこまめに確認してください。水道メーターの青い蓋を開けると、赤
と銀の羽根車が見えますので、蛇口が全て閉じた状態でも動いているようなら漏水している可能性があり
ます。
　漏水が疑われる場合は、町指定給水装置工事事業者に調査・修理を依頼し、長期不在や普段使用しない
場合には、メーター横にある止水栓を止めるなど漏水防止にご協力をお願いします。詳しくは、水道係に
問い合わせください。

◆水道メーターの再検針を行っています。
　先月と比較して水道メーターの指針が明らかに異常な数値を示している場合には、水道係職員と検針員
が再検針に伺います。使用していないにも関わらずメーターが動いている場合には漏水している可能性が
ありますので、直接お声がけをするか、留守の場合や畑の場合には止水栓を止めた上で不在票、またはご
自宅にお電話するなどしてお知らせします。

◆管路工事について
　皆さんへきれいな水をお届けするため、古くなった配水管の更新や新たに配水管を入れるなど、水道管
の敷設工事を行っています。工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

■問い合わせ■　企業課水道係　電話2－1128

丸ハンドルは時計回りの方向へ、蝶ハンドル
は配管と垂直にすると止水できます。

ここが回っていないか確認して
ください。

「裏見ヶ滝温泉」改修工事に
伴う臨時休業のお知らせ
　中之郷自治会で運営している「裏見ヶ滝温泉」は、
あずまや改修工事のため、下記の期間臨時休業し
ます。大変ご迷惑をおかけしますがご理解とご協
力をお願いします。
期　間：１月 29 日（月）～２月７日（水）
■問い合わせ■　中之郷出張所　電話 7－0002

20 日～ 22 日
◉ ANA1894 便にて上京
◉東京都産業労働局訪問
◉自由民主党三合同会議
◉全国離島振興懇談会
◉ ANA1891 便にて帰島
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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
■大賀郷中学校　開校記念日　１日（木）
■学芸会
　三根小学校　　４日（日）午前８時３０分～　／　会場：三根小学校体育館
　大賀郷小学校　４日（日）午前８時３０分～　／　会場：大賀郷小学校体育館
■三原小・中学校　三原文化ウィーク　日時：４日（日）午前９時～１１日（日）午後０時５分
　・　展覧会　４日（日）～１１日（日）／ 会場：三原小学校多目的スペース・三原中学校２階ホールほか
　・　三原中学校　学習発表会　　４日（日）午前９時～　／　会場：三原中学校体育館
　・　三原小学校　学芸会　　　１１日（日）午前８時３５分～　／　会場：三原小学校体育館
　＊三原文化ウィーク中は学校公開期間です。
■Ｐ連作品展　１７日（土）午前１０時～午後４時
　　　　　　　１８日（日）午前９時～１１時３０分　／　会場：大賀郷小学校体育館
■学校公開
　富士中学校　　１９日（月）～２４日（土）
　三根小学校・大賀郷小学校　　２６日（月）～３月２日（金）
■各小学校第５学年　雪山体験教室　１6日（金）～１９日（月）
■都立高校一般入試　２３日（金）

■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（教育相談一般）　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）

八丈方言に関するイベント紹介
　消滅危機言語に指定されている「八丈方言」について、島民の皆様の御理解により、その継承・保存活
動が少しずつですが、進んでいます。今月号では、２月に行われる八丈方言に関するイベントを紹介します。

　１　八丈方言が入った劇「嵐の中の子どもたち」
日時：２月４日（日）午前１１時ごろ～　／　場所：三根小学校体育館
　毎年行われる小学校学芸会の方言劇が、今年は三根小学校で行われます。地元の方々から方言直し
のご協力を得て、６年生が普段使っていない方言を入れた劇に挑戦します。どなたでも、鑑賞できま
すので、お気軽にご来場ください。
　なお、この劇は文部科学省の『文化芸術による子供の育成事業（コミュニケーション能力向上事業）』
の採択を受け、６年生と劇団 SET がワークショップをしながら劇づくりをしています。

　２　第１１回八丈方言文法講座－金田章宏先生（千葉大学教授）
日時：２月６日（火）午後７時～９時　／　場所：大賀郷中学校ミーティングルーム
　恒例の文法講座も第１１回を数えます。今回は、八丈方言でよく使われる感嘆詞について、地域に
よる多少の違いの解説を交え、金田先生が講義します。後半は、会話の学習をします。どなたでも参
加できますので、どうぞいらしてください。初めての方は、事前申し込みが必要です。（２月２日（金）
まで）

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2－7071
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図書館からのお知らせ／体育施設の通年使用希望調査　ほか

●鬼を 追い出せば 春が来る？
　本来「節分」とは、立春・立夏・立秋・立冬、それぞれの前日のことでした。
季節の分かれ目をあらわしたのです。なかでも春は一年の始まりとして重要視さ
れ、その前日に邪気を払ったことから、現在の形になっているそうです。
　今回のテーマ本展示は〈節分と鬼のおはなし〉。節分の本や鬼の絵本を紹介して
います。
●今月のおはなし会 
　10 日（土）午前 10 時～ 11 時　こどものほんのへや
　読み聞かせ：くに文庫（大賀郷）（都合により変更する場合があります）
　絵本の読み聞かせや工作遊びをします。みんなでおじゃりやれ♪
●今月の新着図書から。
　『天翔ける』 葉室 麟 著　　　　 『にんじん、たまねぎ、じゃがいもレシピ』 山田 英季 著
　『ＮＥＷスポーツを学ぼう！ 2』 高橋 義雄 監修　 『ふしぎなどうぶつランド』 高畠 純 え
　図書館ホームページの新着案内では、随時情報を更新しています。　こちらもご覧ください！
●休 館 日　毎週月曜日・11 日（日・建国記念日）・28 日（水・館内整理日）
●開館時間　午前９時 30 分～午後５時

　返却期限を過ぎてはいませんか？　お手元の本・雑誌・DVDなどの返却日をご確認ください。
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

平成 30 年度八丈町体育施設および八丈町立学校体育施設の
通年使用希望調査
　八丈町教育委員会では、年間を通しての施設使用を希望する団体に対し、希望調査票の受付を行ってい
ます。調査票は、八丈町教育委員会および各出張所に備えています。
○対象施設
　樫立屋内外運動場、中之郷屋内外運動場、末吉屋内外運動場、各小中学校屋内外運動場
※原則として１団体が希望および申請できるのは、週に１施設２時間程度とします。
※ ただし、希望調査後の各団体からの申請受け付け後に、空いている曜日や時間帯のある場合は、追加申

請することができます。
※希望団体多数の曜日や時間帯については、抽選などにより調整します。
○申請期限：２月２３日（金）　　○受付場所：八丈町教育委員会および各出張所　
○希望団体向け説明会　予定されている団体は必ずご出席ください。
　日時：２月６日（火）午後７時より　場所：町役場２階大会議室
■問い合わせ先■　八丈町教育委員会　教育課生涯学習係　電話 2－7071

町立八丈病院臨時診療日その他、専門外来診療
糖尿病教室　２月 23 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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母子保健／子どもの定期予防接種　ほか

　

２月 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　13日（火）　受付：午後1時15分～1時45分
　○対象　平成29年9月13日～平成29年11月13日生まれの乳児とその産婦
３歳児健康診査　　　　　　　20日（火）　受付：午後1時15分～1時45分
　○対象　平成26年12月20日～平成27年2月20日生まれの幼児
２歳児歯科健康診査　　　　　14日（水）　受付：午前9時15分～10時
　○対象　平成27年11月16日～平成28年2月14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
20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
23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。

Ｂ型肝炎集団接種 　８日（木）　午後２時３０分～３時
四種混合集団接種 　８日（木）　午後３時～３時３０分
ＢＣＧ集団接種 １４日（水）　午後３時～３時３０分
日本脳炎集団接種 １５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 ２２日（木）　午後３時～３時３０分
予約制個別接種 　８日（木）　午後３時３０分～４時
 ２２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

2月 子どもの定期予防接種

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）
　　　　第４土曜日以外の土、日、祝日はお休みです。

2 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。
  7 日（水）親子リズム体操（田中由美子さん）
14 日（水）劇団かぶつ公演「うぐいすの屁」
21 日（水）おひなさま作り
28 日（水）ひなまつり

☆ひろば催しのご案内☆　
　２月７日（水）親子リズム体操・14 日（水）劇団かぶつ公演「うぐいすの屁」共に会場は
　支援センター隣り「商工会研修室」となります。お間違えのないようご注意下さい。
■問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話 2－4300

　　今月は
24日（土）です！
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観光 おじゃれ 11 万人／『第５２回八丈島フリージアまつり』　協賛店舗募集！！　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%

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

9 月 8,308 8,324 2,091 2,393 10,399 10,717 8,668 8,933 －3.0%

10 月 7,445 7,785 1,083 1,387 8,528 9,172 5,633 6,058 －7.0%

11 月 9,083 7,021 1,594 1,338 10,677 8,359 7,406 5,798 27.7%

12 月 7,164 6,903 1,038 1,010 8,202 7,913 4,857 4,686 3.6%

計 74,964 70,033 21,201 17,337 96,165 87,370 74,252 67,072 10.7%

※ 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。

『第５２回八丈島フリージアまつり』　協賛店舗募集！！
　フリージアまつり開催期間中（３月 25 日 ( 日 ) ～４月８日 ( 日 )）に、来店されたみなさんへのユニー
クなサービスで、フリージアまつりを一緒に盛り上げましょう！

（サービス例）　★あしたば料理一品サービス　★○○製品１０％ OFF　★焼酎一杯無料　　など
応募方法　応募用紙をお渡ししますのでお気軽にご連絡ください。
締　　切　２月９日（金）　
　参加いただいた協賛店は、観光協会ホームページや店舗案内リーフレットなどでご紹介します。
■問い合わせ■　八丈島観光協会　電話 2－1377

八丈町コミュニティセンター主催　第 13回テニス大会結果
　12 月 23 日（土）コミュニティセンターテニスコートにおいて、テニス大会（硬式）が開催されました。
男子・女子ダブルスともに熱戦が繰り広げられました。結果は次のとおりです。
●男子ダブルス　　　　　　　　　　　　　　　　　●女子ダブルス
　優　勝　　渡辺　穣　　・　吉田　太朗　　　　　　優　勝　　北浦恵美子　・　笹本明里子
　準優勝　　山下　卓哉　・　岡崎　光平　　　　　　準優勝　　高橋　希　　・　早川　數美
　３　位　　佐々木眞理　・　奥山　高史　　　　　　３　位　　奥山　繁美　・　玉置寿賀子
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４月１日から地図の交付サービスが変わります／行政相談

４月１日から地図の交付サービスが変わります
　建設課では、八丈町の地図の閲覧・交付サービスを提供していますが、４月１日以降、新たに航空写真
を重ねた地図など、複数の種類の地図の交付ができるようになります。

地図・情報の種類 単　　位 手　数　料

地番図　（地番が記載された地図） 1 枚 300 円

筆情報　（所有者・地目・地籍情報） 1 筆 40 円

航空写真図
　※実際の土地境界線とはズレがあります。
　※写真は最近のものではありません。

1 枚 2,000 円

一筆図形　（土地の形状・所有者・地目・地籍） 1 筆 40 円

SIMA データ　（測量用の座標データ等）
　※ USB 等が必要です。

1 筆・区域 40 円

地番図（１枚）　【３００円】 一筆図形（１筆）　【４０円】

一筆図形（２筆）　【８０円】 一筆図形（１筆）＋航空写真　【２, ０４０円】

行政相談	 ■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2－1120

　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、行政と住民のパイプ役として行政相談員が相談に応じます。
日　時　　2 月 13 日（火）午前 10 時～正午　　　場　所　　町役場 1 階　相談室 1
相談員　　近藤　勝重

■問い合わせ■　建設課管財係　電話 2－1124
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東京法務局特設登記所開設日／骨粗しょう症検診のお知らせ　ほか

※登記相談の受付は、
　終了時刻の 30 分前までです。

2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 :	14 日（水）午後２時 30 分～５時
 15 日（木）午前９時～正午、午後１時～４時 30 分　　
 16 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）

　

郷土料理教室
事前予約制 ２月１日（木）から 21 日（水）まで ※定員（16 名）になり次第締切

第４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４回開催のうち最終回となる今回は八丈産の野菜・野草を使用した料理です。
■日　　時　２月２７日（火）　　　　■時　　間　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

骨粗しょう症検診のお知らせ	 ■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2－5570

　最近、背中が縮んだ、背中や腰が曲ったように感じる、たばこをよく吸う、お酒をよく飲む、かたよっ
た食事、体を動かすことが少ない、閉経した、ダイエットをしたことがある。このような項目にこころあ
たりがある方は、骨の量が減っているかもしれません。あなたの健康への取り組みの一環として活用くだ
さい。
検診対象者：八丈町に住所のある 20 歳以上の方で、一人で立位が保てる方
　　　　　　＊ 80 歳以上の方は 80 歳相当としてみなして測定する為、参考値となります。

日 ３/ ２（金） ３/ ３（土） ３/ ４（日） ３/ ５（月）
午前 － ９時－１１時 ９時－１１時 ９時－１１時
午後 １時－３時 １時－３時 １時－３時 －

検診場所：八丈町保健福祉センター　ホール
検査方法：超音波骨密度測定法（超音波でかかとの骨の骨密度を測定する検査です。）
　　　　　  ＊検査当日は素足になりやすい服装でお越しください。
そ の 他：事前予約及び検査費用は必要ありません。

募金の報告	 ■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2－5570

　皆さんよりお寄せいただいた次の義援金を日本赤十字社へ振り込みましたので、報告します。温かいご
支援・ご協力ありがとうございました。

募金の名称 振込済額 受付終了日

平成 29 年台風第 18 号災害義援金 24,932 円 平成29 年12 月28 日

★義援金は、全額被災された方々へ届けられます。
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東京都教育庁八丈出張所一般職非常勤職員募集案内　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!!
指導員不足により、広場の運営維持が大変厳しい状況にあります。
運営維持のため、お手伝いいただける方を募集しています。
※特に三根小学校の指導員が大変不足しています。
　勤務いただける方、お待ちしています！
 対 象 者  体力に自信があり、子どもが好きで、町内に住所を有する方（高校生についてはご相談ください）
業務内容  八丈町放課後子どもプラン（がじゅまる広場・とびっこクラブ（学童））に参加する小学生児童へ

の安全管理、指導など　
 ※参加する児童は、八丈町で保険に加入しており、大きな怪我などの対応は町で行います。
勤務場所 各小学校
勤務時間 放課後（おおよそ午後２時、場合によって午後０時30分）から午後６時30分（日祝除く）
（シフト制） （長期休暇（夏休みなど）や、土曜日は午前8時からの勤務もあります）
応募方法  八丈町の指定する履歴書に写真を貼付のうえ必要事項を記入し、福祉健康課厚生係または教育課

生涯学習係まで持参してください。
時　　給  １,０５０円
 ※保育士、幼稚園教諭、教員免許等保持者は賃金単価を優遇。履歴書に記載のこと。
※ 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）。
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か？
○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

平成 30 年度 東京都教育庁八丈出張所　一般職非常勤職員 募集案内
採用予定職　社会教育指導員１名
勤務場所　　東京都教育庁八丈出張所（八丈支庁内）
職務内容 　 八丈町及び青ヶ島村における社会教育の振興を図るために必要な事項の指導など上記に付随

する業務
応募要件　以下の要件を全て満たす者
・社会教育に関して、見識を有すること。
・パソコン（Excel、Word 等）の基本的な操作能力を有し、迅速に業務を遂行することができること。
・健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行すると認められること。
雇用予定期間　平成 30 年４月１日から平成 31 年３月 31 日（４回まで再度任用可）
主な勤務条件
　勤務日数　１月当たりの勤務日数 16 日（年間所定勤務日数 192 日）
　報 酬 額　月額 194,400 円（予定）　　休 暇 等　年次有給休暇、夏季休暇など
応募方法　次の（１）および（２）の書類を郵送または持参
　（１）一般職非常勤職員申込書（第１号様式）　（２）一般職非常勤職員応募用紙（様式Ａ）
　様式は、教育庁八丈出張所の窓口で受け取るか、ホームページからダウンロードすること。
応募締切　２月 16 日（金）必着
選考方法
　第一次選考　書類選考　第二次選考（一次合格者のみ）面接選考を実施　予定：３月１日（木）
選考結果　３月上旬に本人宛に通知
■申込・問い合わせ■　〒100－1492　東京都八丈島八丈町大賀郷 2466－2
　　　　　　　　　　　東京都教育庁八丈出張所　担当：大島　電話：2－0742

平成28年度決算報告の修正 ■問い合わせ■　企画財政課財政係　電話 2－1120
　広報はちじょう１月号で掲載した決算報告において、誤りがあったため次のとおり訂正します。
修正箇所　６ページ　基金　28 年度末現在高について
誤　26億8,356万7千円　→　正　29億7,501万7千円
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町立八丈病院職員募集／出火のおわび　ほか

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

 

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　　
　　　　　臨床検査技師　１名　　薬剤師　１名
　　　　　調理員

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　　日直　（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。

【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 14：05 15：00 A320

　1895 15：50 16：45 A320 　1896 17：20 18：15 A320

※一部の期間で機種の変更があります。

【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 2/1 ～ 2/28 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。

○ 2月の航路ダイヤ

出火のおわび
　1月 8 日のふるさと村での出火に際しましては、町民の皆様、なかでも近隣の皆様には、多大なご不安
とご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。
　また、消防団や警察署、関係機関の皆様方には、強風のなか消火活動にご尽力いただきましたことに、
心より御礼申し上げます。
　今回は、八丈町の管理する施設からの出火であり、原因の究明はもとより、二度とこのようなことのな
いよう管理を徹底してまいる所存です。
　あらためて、心よりおわび申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 30 年 1 月 9 日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八丈町長　山　下　奉　也



2月2018 2月2018
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
老人クラブ定例会

10：00 ～ 12：00

4 5 6 7 8 9 10

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

図書館おはなし会
10：00 ～ 11：00

し尿収集運搬休業日
11 12 13 14 15 16 17

図書館休館日
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
し尿収集運搬休業日

3～4ヶ月児産婦健診
13：15 ～ 13：45 受付

２歳児歯科健診
9：15 ～ 10：00 受付

老人クラブ定例会（三根）
10：00 ～ 12：00

熱中小学校第６回授業

18 19 20 21 22 23 24

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歳児健診
13：15 ～ 13：45 受付

こども心理相談
9：00 ～ 16：00

すくすく相談
9：00 ～ 11：00

し尿収集運搬休業日
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

郷土料理教室
10：00 ～ 13：00

図書館休館日

2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 1 2 3 1 2 3

燃・害 燃・害 金属 燃・害 金属

4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

金属 燃・害 資源
古着 びん 燃・害 燃・害 資源

古着 燃・害 金属 燃・害 資源
古着 燃・害 金属

11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17

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

18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24

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

25 26 27 28 25 26 27 28 25 26 27 28

金属 燃・害 資源 燃・害 資源 燃・害 資源

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

町役場開庁日 平日 8：30 ～ 17：15

町立八丈病院
臨 時 診 療 日

診　療　日 診療時間
糖尿病教室 2 月 23 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 　5 日　19 日　26 日　 毎週月曜日

みはらしの湯 　6 日　13 日　20 日　27 日 毎週火曜日

ザ・ＢООＮ 　7 日　14 日　21 日　28 日 毎週水曜日

やすらぎの湯 　1 日　　8 日　15 日　22 日 毎週木曜日




