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3月
町の人口（2月1日現在）  （先月 1 日比）

1月中
の異動

各地域の人口・世帯数      （2月1日現在）※外国人含む

 人　口 7,536人 減 24人 
男 3,753人 減 10人
女 3,783人 減 14人

世帯数 4,368世帯 　　　  減　16世帯

世帯数 男 女 人口計
三　根 2,087 1,825 1,788 3,613
大賀郷 1,429 1,227 1,251 2,478
樫　立 284 238 243 481
中之郷 370 314 352 666
末　吉 198 149 149 298

転入・出生　16人（うち転入11人、出生5人）
転出・死亡　40人（うち転出19人、死亡21人）

第２８回　八丈島産業祭
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税のお知らせ／町税の滞納処分を強化しています　ほか

■問い合わせ■　税務課　電話 2－1122税のお知らせ税のお知らせ
■軽自動車の手続き ( 廃車・所有者変更・転出など ) はお早めに
　軽自動車税は毎年４月１日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽自動車を所有
している方にかかる税金で車輌の主たる定置場のある市町村で課税されます。
　転出や使用しなくなった車輌を譲ったり、廃車する場合には４月１日までに届出が完了するように手続き
を行ってください。
　車輌を廃棄しても、廃車届の手続きが完了していないと課税されます。廃車届や名義変更の手続きをほか
の人に頼んだ時は、手続きが完了したか確認をしましょう。

区分 手続窓口
原動機付自転車

（排気量１２５cc 以下）
（ミニカ－排気量５０cc 以下）

八丈町税務課　電話２－１１２２
東京都八丈島八丈町大賀郷２５５１－２小型特殊自動車

（農耕作業用・その他）

軽自動車
三輪、四輪

軽自動車検査協会東京主管事務所
電話 ０５０－３８１６－３１００（コールセンター）
東京都港区港南３－３－７

二輪
（排気量１２６cc ～２５０cc)

関東運輸局東京運輸支局　
電話０５０－５５４０－２０３０
東京都品川区東大井１－１２－１７

二輪の小型自動車
( 排気量２５１ｃｃ以上 )

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。役場の業務時間内または、役場の業務時間内に来庁できない方は、電話申し込みによ
り業務時間外（午後５時１５分～午後７時）に納付相談を行っています。
●延滞金
　八丈町では、税金を納期限内に納めていただいている方との公平性を保つため、納期限を過ぎても納付
いただけない方からは、延滞金を徴収しています。納期限を過ぎても納付されていない場合、その期間な
どにより、高額な延滞金になる場合がありますので、期限内納付をお願いします。

交通少年団員募集
■問い合わせ■　八丈島警察署　交通係　交通少年団担当　電話 2－ 0110

　春の交通安全パレードや夏まつりパレードで行う演奏などの活動を通じ、交通事故をなくす呼びかけを
行う「交通少年団」に入団するお友達を募集します。
・今年小学校３年生以上になる子（男女問わず）２年生以下は要相談
・進んで交通ルールを守り、他の子どもたちの模範となれる子
・パレードなどの楽器の演奏に興味があり、練習を頑張れる子
■申込期限　3 月 30 日（金）まで　※申込書は警察署または各駐在所にあります。
■申込先　　八丈島警察署または各駐在所
■入（卒）団式は５月中に実施予定
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東京税理士会 芝支部・八丈町青色申告会・八丈町商工会による合同申告相談　ほか

東京税理士会 芝支部 ・ 八丈町青色申告会 ・ 八丈町商工会による
合同申告相談

　パソコンによる申告書作成指導を中心に申告相談を行います。マイナンバーカードをお持ちの方はもち
ろんお持ちで無い方もデータ送信による提出が可能です。
　税理士が、下記の日程でみなさんの相談に無料で応じますので、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。
また、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

３月　1 日（木）
八丈町役場１階　町民ギャラリー

午前 10 時～午後４時

３月　2 日（金） 午前 ９時～午後３時
※各日とも正午から午後１時の間を除く

平成 30 年度 町 ・ 都民税の申告の受け付けについて

　平成 30 年度（平成 29 年分）町・都民税申告の受付を下記の日程で行いますので、申告書の提出をお
願いします。また、お越しの際は収支の資料、生命保険・地震保険の控除証明書、国民年金・国保税・医
療費などの領収書、給与や公的年金の源泉徴収票、昨年の申告書の控え、印鑑、マイナンバー確認証（通
知カードなど）、身元確認証（運転免許証など）、「確定申告のお知らせ」のはがきなどを必ずお持ちください。
申告の必要な人
　１ 　平成 30 年１月１日に八丈町に住んでいた人。
　２  　平成 29 年１月１日から 12 月 31 日の間に給与所得があり、給与支払報告書が事業所から八丈

町税務課に提出されていない人。
　３　平成 29 年１月１日から 12 月 31 日の間に給与所得以外の所得があった人。
　　※給与所得以外の所得の例　 ○事業所得（自営業、漁業、保険外交、内職、農業等）
  ○不動産所得（地代、家賃等）
  ○雑所得（定期年金、互助年金、講師謝礼等）
  ○一時所得（生命保険や損害保険の満期（解約）返戻金等）
　　※ 年末調整をした給与所得者で、給与所得以外の所得が 20 万円以下の方は所得税の確定申告は不要

ですが、住民税の申告は必要です。
　４ 　失業、退職等で収入が全くなく、誰の扶養にもなっていない人。
　　　「収入がなかった」という申告をしてください。
　５ 　収入が非課税所得（遺族年金、障害者年金等）のみで、誰の扶養にもなっていない人 。
　　　「課税所得がなかった」という申告をしてください。

期間 会場 時間

３月４日（日）、５日（月）
八丈町役場１階
町民ギャラリー

午前９時～午後４時

３月　６日（火） 末吉公民館

３月　７日（水） 中之郷公民館

３月　８日（木） 樫立公民館
３月９日（金）

３月 11 日（日）～ 14 日（水）
八丈町役場１階
町民ギャラリー
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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
　

◆水道の届出を忘れずに
　新生活のスタートする季節は、引っ越しが多くなります。３月下旬から４月上旬の時期は、水道の開栓・閉栓の
お手続きで窓口が大変混み合います。引っ越しの日が決まりましたら、早めの手続きをお願いします。

【水道の手続き】
　引っ越しされる際には、事前に水道使用の開始・中止の手続きが必要になります。印鑑をお持ちのうえ、八丈町
企業課水道係または各出張所にお越しください。手続きをせずに引っ越しをされた場合、引っ越しの後もお客さま
使用分として水道料金の請求が発生しますので、必ず届出をお願いします。（さかのぼっての中止はできません。）
※届出の際には、「水道使用料のお知らせ」に記載の「お客様番号」をお知らせください。

◆各種届出◆
状況 提出書類 手続き時期 提出先

転入時 水道使用開始届

３日前 企業課水道係
各出張所

転出時 水道使用中止届
転居時 水道使用開始届・水道使用中止届
使用者の名義が変わるとき 水道使用開始届
給水装置の所有者名義が変わるとき 給水装置所有者変更届 すみやかに

■問い合わせ■　企業課水道係　電話2－1128
ＦＡＸ2－7231

※水道料金のお支払いは納付期限内にお願いします。便利な口座振替をご利用ください。

住民係からのお知らせ ■問い合わせ■　住民課住民係　電話 2－1123

●引っ越しに伴う住所異動の手続きをお忘れなく！
～日常生活に密接な関係がある住所～
　３月、４月は就学や就職、転勤などで引っ越しが多くなります。印鑑登録、国民健康保険への加入などみなさ
んの生活に密接に関係する制度は、住所を正しく届けていないと受けることができなくなることがあります。み
なさんの生活の基礎となる届出ですので忘れずにきちんと手続きをしてください。
～３月下旬から４月上旬は、窓口の混雑が予想されます～
　例年３月下旬から４月上旬にかけては、「転出届」「転入届」「転居届」などの住民異動届や証明書などの交付申
請が集中するため、窓口が大変混雑し、お待ちいただく時間が長くなります。
時間に余裕があればこの時期を避けることをお勧めします。（転出届は引っ越し予定日の 14 日前から、転入・転
居届は引っ越し後 14 日以内に届け出てください。）
～就学のために引っ越しをされる方～
　就学のため八丈町から引っ越しをされる方も、忘れずに転出届を行ってください。
　国民健康保険に加入されている方は、マル学制度を申請いただければ、転出届をしても今の保険証を継続して
お使いいただけます。マル学制度については、医療年金係に問い合わせてください。
～住民異動の手続きには、通知カード・マイナンバーカードをお持ちください～
　転入・転居などで住所が変わったときは、通知カードやマイナンバーカードに記載された住所も修正する必要
があります。手続きの際にお持ちください。

３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し込みください。

４ 日（日） 10 日（第２土） 11 日（日） 18 日（日）
21 日（祝・水） 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や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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１７日～１８日
◉ ANA1892 便にて上京
◉ふるさと村所有者への訪問
◉ ANA1891 便にて帰島

１９日～２２日
◉ ANA1894 便にて上京
◉都道府県土地改良事業団体連合会長
　事務責任者合同会議
◉第 17 回神田小川町雪だるまフェア
◉八丈島郷友会総会及び新年会
◉ ANA1891 便にて帰島

２４日～２５日
◉ ANA1892 便にて上京
◉港湾関係団体新春賀詞交歓会
◉ ANA1895 便にて帰島

環境だより／都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」に参加中です！　ほか

■問い合わせ■　住民課環境係　電話2－1123

アズマヒキガエル
　島内でアズマヒキガエルが発生しています。
　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、素手で触れないよ
う注意してください。１月中旬から４月頃までが繁殖期となり、池や
水たまりなどに産卵します。卵は、ひも状の透明な寒天質で内部に黒
い卵が確認できます。庭先に池がある方は、大量に発生する可能性が
ありますのでご注意ください。
空き缶（スチール缶）・ペットボトルを売却します
　平成 30 年度に、八丈町が収集する空き缶（スチール缶）・ペットボトルを入札により売却します。入
札を希望する方は、３月 9 日 ( 金 ) までに、建設課管財係（2－1124）へ申し込みください。
一般廃棄物処理手数料（前期・後期）は納めましたか？
　３月 30 日 ( 金 ) は、お店や事業所などの事業者が納付する、一般廃棄物処理手数料（清掃手数料）
の後期の納期限です。納め忘れのないようお願いします。また、新たにお店や事業を始められる方の一
般廃棄物処理手数料にかかる申請を、随時受け付けますので申請してください。
カラスネット
　古くなったカラスネットは、紐等で縛りごみと判る状態（張り紙など）にして集積所にお出しください。
引っ越しなどで不用品を処分する際は、特に次のことに注意してください
○布団や毛布など大きなもの（一辺の長さが 50㎝以上あるもの）
　クリーンセンターの焼却炉の扉に挟まり事故や故障の要因になりますので、集積所では収集しません。
有明興業 ( 株 ) へ持ち込むか、粗大ごみ収集（有料）をご利用ください。
　※５０cm 以下に細かく切ったものはごみ袋に入れて集積所にお出しください。
○家具類
　有明興業㈱へ持ち込むか、または粗大ごみ収集（有料）を依頼してください。
　※粗大ごみ収集（有料）で依頼できる粗大ごみは、重量 30㎏以内とします。
　　30㎏を超える場合や多量の粗大ごみを処分する場合は、粗大ごみ収集業者に別途相談してください。
　※市販のごみ袋（90ℓ以下）に入る小型サイズのものは、集積所にお出しください。
○家電製品
　家電４品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機および衣類乾燥機）は、家電リサイクル法により適
正な処理（有料）をしなければなりません。
　家電販売店または有明興業㈱に処理を依頼してください。
　その他、ごみの出し方、処理方法がわからない場合は、環境係まで問い合わせください。
◆有明興業　電話 2 － 4165　粗大ごみ収集業者（八丈島衛生総合企画）　電話 2 － 0855

都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」に参加中です！平成31年3月31日まで
　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ています。
　ご協力宜しくお願いします。

町 長 上 京 日 記　1月
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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

【国民年金保険料学生納付特例制度のご案内】
　国民年金は、20 歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。しかし、学生の方は一般的に所
得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例
制度」があります。対象となる方は、学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等
専門学校、専修学校および各種学校（修業年限１年以上である課程）に在学する学生などで、ご本人の前
年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。

【所得の目安】118万円＋{扶養親族などの数×38万円}
　学生納付特例の承認期間は４月から翌年３月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予定であ
る場合は、４月始めに再申請の用紙が届きます。引き続き、学生納付特例制度の申請のご希望の場合は、
必要事項を記入の上、ご返送ください。

【国民年金保険料学生納付特例のハガキによる申請について】
　学生納付特例制度により、平成 29 年度に保険料納付を猶予されている方で、平成 30 年度も引き続き
在学予定の方へ、３月末に基礎年金番号などが印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書を送付します。
　同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入して返送いただくことにより、平成
30 年度の申請ができます。（この場合、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です。）
　なお、平成 30 年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付をご希望の場合は、納付書を作成し
て送付します。区市町村窓口または、年金事務所までお問い合わせください。

【健康保険組合および共済組合の被扶養配偶者に基づく３号期間不整合勧奨を実施しています。】
　３号不整合期間※を有する可能性がある方（配偶者が健康保険組合および共済組合に加入されている方）
へ、第３号被保険者から第１号被保険者への種別変更届の提出が必要ないかをご確認いただくため、「確
認いただきたい第３号被保険者期間」を記載したお知らせを送付しています。
　種別変更届を提出された方のうち、特例追納制度が利用できる方については、平成 30 年３月 31 日ま
で国民年金保険料を納付することが可能です。
　特定保険料納付申込書をご提出いただくことで、最大 10 年分の保険料を納付することができ、年金額
を増やすことができる場合があることをお知らせします。必ずしも該当するわけではありませんので、区
市町村窓口または年金事務所までお問い合わせください。
※３号不整合期間：実態は第１号被保険者であるにもかかわらず、第３号被保険者のまま管理されている
期間をいいます。
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国保だより／介護給付費通知書について　ほか

国保だより ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話2 － 1123

就学のために転出される方へ～学生の被保険者証の特例制度について～
　就学のため転出される方に、今までの被保険者証がそのまま使用できる学生特例制度があります。該当
される方は転出の手続きをする際、国保窓口に申し出てください。
　既に学生特例制度を受けている方で、昨年度に引き続き学生の方は、平成 30 年度分の在学証明書、ま
たは学生証のコピーを４月末日までに提出してください。
　また、卒業などで該当しなくなった方は、非該当の届け出が必要となりますので町役場国保窓口または
各出張所で手続きをしてください。
◆「相互扶助」で成り立つ国保制度です。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
◆国保税は国保制度の重要な財源です。被保険者の皆さん、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、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：３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

介護給付費通知書について	 ■問い合わせ■　福祉健康課　高齢福祉係　電話2－5570

　町は、介護保険のサービスを利用されている方に、毎年 1 回介護給付費通知書をお送りしています。
　通知書の内容は平成 29 年７月～９月サービス分で、通知書は３月中に発送予定です。

《介護給付通知書とは》
　この通知書は、介護保険制度をご理解いただくためのものです。
　どのようなサービスを利用されたかをお知らせしています。
　※領収書や請求書ではありません。

《ご確認いただきたいこと》
　・「介護給付通知書」と介護事業者からの「サービス利用票」、「領収書」の内容を見比べてください。
　・利用したサービスの内容や費用（利用者負担額）等に間違いがないかどうか確認してください。
　・介護給付通知書の内容に誤りやご不明な点があれば、下記までご連絡ください。

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。
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３月子どもの定期予防接種のお知らせ／母子保健　ほか

日本脳炎集団接種    １日（木） 午後３時～４時
Ｂ型肝炎集団予防接種    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
水痘集団接種     15日（木） 午後３時～３時30分
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

３月子どもの定期予防接種のお知らせ

　

3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
１歳児歯科健康診査 　　　７日（水）　受付：午前９時15分～10時
　○対象　平成28年12月7日～平成29年3月7日生まれの幼児
１歳６か月児健康診査 　　13日（火）　受付：午後1時15分～1時45分
　○対象　平成28年7月17日～平成28年9月13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
13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
19日（月）　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。

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。

3 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）親子でリトミック（小金沢有希さん）
14 日（水）人形劇（石田よし江さん）
28 日（水）春の自然散策（大類由里子さん）

☆ひろば催しのご案内☆　
　28 日（水）大類由里子さんガイドのもと、春の植物公園散策を楽しみましょう！
晴天時：午前 10 時 25 分支援センター集合（時間厳守でお願いします）
雨天時：交流ひろばでおはなしを聞きます。
詳細は支援センターのホームページに掲載しますので、ご覧ください。
■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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３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」　ほか

平成 30年度ちょこっと共済～みんなで一緒に。ちょこっとサイズのたしかな安心～
交通災害共済「ちょこっと共済」に加入しませんか？
　「ちょこっと共済」は東京都39全市町村の住民（東京都の市町村に住民登録のある方）が会費を出し合い、
交通事故にあった時に見舞金を受け取ることが出来る制度です。
平成 30 年度加入受付：平成 30 年３月１日より
共済期間：平成 30 年４月１日～平成 31 年３月 31 日です。
　平成 30 年３月 30 日までに加入された方は、平成 30 年４月１日より共済が適用されます。
　４月１日以降に加入される場合は、加入日の翌日から適用されますので、ご注意ください。

〈選べる２コース制〉 A コース：ひとり年額 1,000 円の会費で最高 300 万円の見舞金
 B コース：ひとり年額  500 円の会費で最高 150 万円の見舞金
申し込み先：八丈町福祉健康課７番カウンター　または　各出張所
　　　　　   ☆土日曜・祝日を除く　午前８時 30 分から午後５時まで☆
　詳しくは、折込の加入申込書付パンフレットをご覧ください。
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2 － 5570

○３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」
○「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）
東京都のキャンペーン事業
　３月特別電話相談
　　相談受付時間の延長や、24 時間対応等を行います。

　　※フリーダイヤル以外の相談先は通話料がかかります。
こころといのちの講演会「ひきこもりと自殺　いかに対話するか」

日時：平成 30 年３月 14 日（水曜日）午後３時から５時まで　※午後２時 30 分開場
場所：東京都庁　東京都議会議事堂１階　都民ホール
対象：都内在住・在勤・在学の方　定員：約 200 名（先着順）
講師：斎藤　環　氏（医学博士・筑波大学 医学医療系 社会精神保健学教授）
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

【担当】東京都福祉保健局保健政策部　保健政策課自殺総合対策担当　電話 03-5320-4310
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教育委員会だより／八丈島歴史民俗資料館の閉館について

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
■富士中学校	 作品展示会　一般公開 ３日（土）午後4時～7時　／　会場：体育館
      ４日（日）午前８時３０分～４時　／　会場：体育館
■学習発表会	 ４日（日）　大賀郷中学校　会場：体育館
   展示　午前８時～11時45分　　舞台発表　午前８時20分～10時40分
■大賀郷小学校	 開校記念日　13日（火）
■卒業式　　　　	 各中学校　２０日（火）　各小学校　２２日（木）
■各小・中学校　	 修了式　　２３日（金）
■各小・中学校　	 春季休業　２６日（月）～４月５日（木）

■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）

小学校にラーニングルーム
■平成 30 年度から「通級」が変わります
　東京都教育委員会では、公立小学校の「通級指導
学級」を「特別支援教室」とし、
　○ 　児童と保護者の負担を軽くした指導のしくみ

をととのえていく
　○ 　指導にかかわる教員どうしのつながりをいっ

そう強化し、指導の内容を充実させる
　○ 　教員や保護者が指導内容をたしかめる機会を

ふやし理解しやすくすること
…などの改革を進めています。

　現在、八丈町の各小学校でも、一部の児童が「通
級指導学級」の制度を利用して、特別に個別学習を
おこない効果を上げていますが、平成 30 年度から
は「特別支援教室」（通称：ラーニングルーム）の
しくみのもとで学習することになりました。
■ラーニングルームで変わること…
　①　特別支援教育支援員が加わる

　指導にかかわる教員間の連絡調整と、個々
の児童の課題に応じた教材作成、児童の見守
り・記録の作成を担当します。（非常勤職員）

　

②　心理の専門家が巡回相談
　児童のようすを見て、学習や学校生活でこまっ
ていることに対して必要な心くばりを、指導に
関わる教員に助言します。（年間 10 回程度）

■ラーニングルームでも変わらないこと…
①　指導を受けられる児童

　特定分野の理解がむずかしい。宿題が一人で
できない。勉強に集中できない。友だちづくり
がうまくできない…など。（登校をいやがる児童
の支援については、学校または教育相談室にご
相談ください。）

②　指導を受けられる時間と日数　
　　週のうち、１～８時間　
③　指導の内容

　コミュニケーションなどの自立活動や教科の
補充をマン・ツー・マンや小集団で学習します。

＊　　＊　　＊
　中学校では、なおしばらくの間、「通級指導学級」
での指導を行います。

（教育相談室　　伊藤　宏）

八丈島歴史民俗資料館の閉館について
　八丈島歴史民俗資料館は、現在利用している建物の耐震性の問題から、３月３１日をもちまして、閉館することと
なりました。これまで多くの皆さまにご愛顧いただき、ありがとうございました。今後は、新たな資料館の整備につ
いて、八丈島にとってよりよい形で行えるよう、住民の方も交えた八丈島歴史民俗資料館移転・整備検討委員会で検
討していきます。
　なお、新たな資料館が出来るまでの間、一時的に移転を予定しております。移転先での開館時期については改めて
広報などでお知らせしますので、開館までいましばらくお待ちください。
　ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

平成 30 年３月　八丈町長　山下　奉也　
■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2－7071
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八丈町奨学資金のお知らせ／八丈町コミュニティセンター主催　第６回ボウリング大会　ほか

八丈町奨学資金のお知らせ
学校教育法に規定する大学・短期大学・専修学校・医療系技術学校（※）へ進学し在学生含む）、
奨学資金の給付または貸付けを希望する方へ
　八丈町奨学金制度は、優れた学生に奨学金の給付または貸付けを行うことにより、八丈町に有用な人材の
育成に資するとともに、定住化を図ることを目的としています。奨学生を希望する方は、定められた奨学生
基準等により選考の上、奨学生に採用されます。
※看護師、助産師、薬剤師、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士の養成学校
　申込資格や奨学金月額、手続き方法等についての詳細はホームページ（教育委員会窓口案内）に掲載して
いますのでご覧ください。また、教育課庶務係でも配布しています。
■問い合わせ■　八丈町教育委員会教育課庶務係　　電話 2 － 7071

八丈町コミュニティセンター主催　第６回ボウリング大会
日　　時 ３月４日（日）午前 10 時～午後５時（参加自由）
会　　場 八丈町コミュニティセンター　ボウリング場
大会内容 ①小学生（５年生以上）・中学生クラス　②高校生・一般クラス
 いずれも個人戦。２ゲームの内、スコアの高い方で競います。
 ※小学生が参加する場合には、必ず保護者同伴でお願いします。
参加費 無料（２ゲームまで）
参加資格 小学５年生以上でボウリングに興味のある方ならどなたでもＯＫ♪
申込期限 当日申込制。会場にて申し込みください。

皆さんのご参加をお待ちしています。

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2 － 7071

八丈島歴史民俗資料館企画展示　
第８回　集団離島した八丈小島
　八丈小島は、かつては、人が住んでいましたが、現在は無人島で、離島してから今年がちょうど 50 年に
あたります。
　小島の歴史や地図、人口動態、引き揚げ頃の集落などの様子や引き揚げ時の写真、為朝神社、小島の関係
者である江戸時代の戯作者・式亭三馬のこと、天保時代に代官羽倉外記に随行した絵師の永村茜山の描いた
絵、現在注目を浴びているクロアシアホウドリのことなどを展示中です。ぜひ、この機会に資料館へお越し
ください。
■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2 － 7071
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町営住宅入居者募集 ( 平成 29 年度　第 6 回 )

町 営 住 宅 入 居 者 募 集 ( 平成 29 年度　第 6 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。≫
部屋の構造、住宅型別資格の詳しい内容については、管財係にお問い合わせください。

■問い合わせ・申し込み■　建設課管財係　電話 2－1124

■受付期間 ３月２日 ( 金 ) ～３月９日 ( 金）
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。
■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印鑑をご持参ください
■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、抽選会の前々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： ３月１５日（木）午後１時５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

神湊第３団地 Ａ - ２０２ 3LDK
72.7㎡ H11 23,200 ～

45,600 鉄筋コンクリート造３階建 2 人以上世帯向け
(3 人以上優先）

神湊第３団地  - ３０２ 3LDK H1 鉄筋コンクリート造３階建 2 人以上世帯向け

桜平団地 Ａ - ３０２ ２LDK
69.3㎡ H13 22,600 ～

44,300 鉄筋コンクリート造３階建 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 ～

44,300 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 ～

39,300 鉄筋コンクリート造２階建 ２人以上世帯向け

新道団地 ２０５ ２LDK
59.4㎡ H21 20,000 ～

39,300 鉄筋コンクリート造２階建 ２人以上世帯向け

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 

（浴槽無）
2 人以上世帯向け
(3 人以上優先）

群ヶ平第二団地 ３－２０２ ３DK
55.6㎡ S62 15,100 ～

29,700
鉄筋コンクリート造２階建

（浴槽バランス釜）
２人以上世帯向け
(3 人以上優先）

大賀郷

八蔵団地 ４－１０２ 3DK
58.8㎡ H2 17,200 ～

33,700 鉄筋コンクリート造２階建 ２人以上世帯向け
(3 人以上優先）

八蔵団地 １－２０４ 3LDK
68.3㎡ H5 20,800 ～

40,800 鉄筋コンクリート造３階建 2 人以上世帯向け
(3 人以上優先）

寺山団地 ３－１０１ 2LDK
58.2㎡ H9 18,000 ～

35,400 鉄筋コンクリート造３階建 高齢者優先
２人以上世帯向け

寺山団地 ３－２０１ 3LDK
79.5㎡ H9 24,600 ～

48,300 鉄筋コンクリート造３階建 2 人以上世帯向け
(3 人以上優先）

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 2 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 人以上世帯向け
単身者期限付入居可

康政里第二住宅 2 号 3LDK
74.9㎡ H17 22,300 ～

43,800 木造一戸建
子育て家族優先

3 人以上世帯向け
単身者期限付入居可

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 人以上世帯向け
単身者期限付入居可

康政里住宅 ２号 3LDK
74.5㎡ H14 21,800 ～

42,800 木造一戸建
子育て家族優先

3 人以上世帯向け
単身者期限付入居可

中之郷

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 人以上世帯向け
単身者期限付入居可

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

2 人以上世帯向け
単身者期限付入居可

尾越第２住宅 ２号 3LDK
75.5㎡ H20 23,200 ～

45,600 木造一戸建
子育て家族優先

3 人以上世帯向け
単身者期限付入居可

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 人以上世帯向け
単身者期限付入居可

Ｂ 70.2㎡ 2 22,500 ～
44,300
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第52回八丈島フリージアまつり／第10回八丈島一周＆八丈富士エコジャーニーマラソン　ほか

第５２回八丈島フリージアまつり
３月 25 日（日）～４月８日（日）午前 10 時～午後４時 30 分

メイン会場：大賀郷　八形山フリージア畑
　八丈富士を望む広大なフリージア畑で、約 35 万本の黄色、白、ピンク、紫、赤など、色とりどりの愛
らしい花に囲まれて、春の訪れを満喫してください。
●八形山会場（メイン会場）イベント
　・フリージアのつみ取り（島外の方のみ） ・特産品の販売 ・八丈太鼓演奏　など　
●大越アロエ園会場イベント
　・アシタバの無料摘み取り（島外の方のみ）
●島内スタンプラリー
　・専用台紙に島の観光スポットなどに設置しているスタンプを集めて応募してください。
　　抽選で素敵なプレゼントが当たります。
フリージアインフィオラータ in 八丈島　４月７日（土）・４月８日（日）
メイン会場：八丈町役場多目的ホール「おじゃれ」 / 八丈町役場ロビー
サテライト会場：八丈島空港ロビー
　フリージアインフィオラータに参加しませんか？フリージアの花摘み、そしてインフィオラータの製作
者を募集中！花絵を一緒につくりましょう！！
※花絵制作は４月７日午前９時から午後３時
ホームページ  http://www.infiorata88.com/freesiafesta/
■問い合わせ■　八丈島観光協会　電話 2－1377

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%

1 月 6,974 6,473 830 800 7,804 7,273 4,885 4,553 7.3%
計 81,938 76,506 22,031 18,137 103,969 94,643 79,137 71,625 10.5%

※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10 回八丈島一周＆八丈富士エコジャーニーマラソン
日　時　５月１９日（土）　午前６時 スタート
コース　スタート・ゴール　大賀郷公民館より八丈島一周＆八丈富士（63.3 Ｋｍ）
エントリー料　9,500 円（参加記念品・スポーツ傷害保険・エイドの飲食費を含む）
　　　　　　　※懇親会参加の場合は別途 2,500 円
参加資格　自身で健康管理できる方
申　　込　４月 18 日（水）までに参加申込書を提出し、エントリー料をお振り込みください。
　　　　　〒 134-0083 東京都江戸川区中葛西 1-31-4-107
　　　　　エコ・ジャーニークラブ大会事務局　八丈島一周係　　電話／ＦＡＸ 03-3688-6814
ホームページ：http://eco-journey.org/　e-mail：info@eco-journey.org
■問い合わせ■　八丈島観光協会　電話 2－1377　ＦＡＸ 04996－2－2573

 ３月　 フリージアまつり 　　　　　　　　八形山フリージア畑　２５日（日）～４月８日（日）

 4 月　 フリージア・インフィオラータ　　町役場庁舎　７日（土）～８日（日）
 島めしフェスタ

行事
予定
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図書館からのお知らせ／第 74 回八丈島民大学講座

● ≪返し忘れゼロ≫ にご協力ください！
　３月は卒業、異動などで島外に出る人が多くなる時期です。引っ越し作業で大変、
という方も多いのではないでしょうか。でも、待ってください！
　図書館から借りた本・雑誌・ＤＶＤなどを、返し忘れていませんか？
　返し忘れたまま島外に出てしまった場合、図書館から連絡することができなくなる
場合があり、次に借りたい人が借りられなくなってしまいます。
　図書館の本・雑誌・ＤＶＤなどは、住民の大切な財産です。返し忘れがないようご協力ください！
●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：八丈町立図書館（三根）
　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。
　『口笛の上手な白雪姫』 小川 洋子 著　　　 『あたらしいマフィン』 長田 佳子 著
　『外来生物のひみつ』 今泉 忠明 監修　　　 『ともだちのやくそく』 ひろかわ さえこ え
　図書館ホームページの新着案内で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・21 日（水・春分の日）・30 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。
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

第74回八丈島民大学講座
「中東から見える世界と日本」～中東問題とは何か？～
【講座概要】

　イラク戦争から「イスラーム国」、そしてシリア内戦と、中東では紛争が絶えません。なぜ、現代の国
際政治のなかで中東が常に台風の目になってきたのでしょうか？本講義では、9.11 米国同時多発テロ事
件以降、イラク戦争やアラブの春などの、中東と世界の対立の現状を解説します。同時に、なぜこれらの
問題が今起きているのか紐解くために、中東発祥の起源である第一次世界大戦後の現代史を概観します。

　東京オリンピック・パラリンピックを機会に世界の国々への理解を深めようと、さまざまな取り組みが
進んでいます。今回は、石油を通じて密接な関係にありながら、その歴史や文化に触れることの少ない中
東について学ぶ講座を計画しました。

■日時およびテーマ　

①３月 15 日（木）　現代中東の紛争を読み解く　～ 9.11 事件からイラク戦争他～

②３月 16 日（金）　現代中東問題の根源　～中東の発祥起源とパレスチナ問題～

　両日とも　午後７時～８時 30 分　（開場：午後６時 30 分）

■講　師　酒井　恵子　（千葉大学教授　イラク政治研究専攻）

■会　場　七島信用組合八丈島支店　２階ホール

■入　場　無料　※賛助会費１口：500 円

●主催：八丈島文化協会　●協賛：七島信用組合　●後援：八丈町教育委員会

■問い合わせ■　八丈島文化協会事務局（担当：伊藤）　電話 090－8036－1826
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八丈島熱中小学校／おじゃりやれ！東京へ第 36 回八丈島三根会総会開催

おじゃりやれ！東京へ
第 36回八丈島三根会総会開催

日時：平成 30 年５月 26 日（土）正午より

場所：中野サンプラザ　ＪＲ中央線「中野駅」北口より３分

スケジュール　・総会の部　　・懇親会の部　

参加費　10,000 円　　＊当日パーティ会費　＊通信・印刷費など含む

申込方法　 学年幹事へ連絡いただくか、学年幹事のいない方は知人の幹事、または直接事務局へハガキか
お電話で申し込みください。（名前・住所・小学校卒業年度記載の上）

☆楽しい総会を企画しています。ぜひご参加ください。
☆「八丈島三根会のホームページ」をご覧ください。

※現在、若い世代の方（50 歳代以下）の参加がありません。知人、友人お誘いの上ぜひご参加ください。

八丈島三根会　会長　小宮山　肇

■問い合わせ■　三根会事務局　峯元信博　電話 03－3330－7260

　　八丈島熱中小学校
明日の熱中小学校を考えるワークショップを開催しました
　２月 10 日に１期生、２期生合同で行い、熱中小学校の今後のあり方
について議論しました。これを受けて来期はより島の実情に沿ったもの
へバージョンアップを行っていきます。地方創生事業の一環で行われる
本事業を通じ、引き続き地域の人材育成、島内外の交流の促進に務めて
まいりますので、よろしくお願いします。

【取り組み内容】
　通常授業　10 月～３月　月１回土曜日　
　　　　　　60 分×２コマ　講義形式
　課外授業　通常授業の翌日曜日午前中　
　　　　　　体験型授業やワークショップを主に行っています。
　※第３期運営方針の検討により変更となることがあります。

【特別ワークショップのお知らせ】

　八丈島熱中小学校× SHIP（Shere　Heart　Islander　Program）の協業でワークショップを行い
ます。運営は高校生を含めた SHIP メンバーと八丈島熱中小学校で行います。詳細は今月号折込をご覧
ください。
　日時：３月１８日（日）午前９時３０分～正午　会場：午前９時　場所：八丈町商工会研修室（町役場内）

■問い合わせ■
企画財政課企画情報係（熱中小学校担当）　電話 2－1120
MAIL：ha130@town.hachijo.tokyo.jp
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がじゅまる広場・とびっこクラブ指導員募集中！！／八丈町立図書館臨時職員募集　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、事業の運営維持が大変厳しい状況にあります。
運営を維持するためには、地域・保護者の皆さんのご協力が必要です。
　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！
　ご協力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優遇。履歴書に記入のこと
※ 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）。
○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

八丈町立図書館臨時職員募集
◇勤務時間：午前９時～午後５時４５分／月５日程度（土日勤務あり、増減あり）
◇主な仕事内容：カウンター業務（利用者応対、パソコン、インターネット使用）、資料登録、本棚整理など
◇時　　給：９６０円
◇必要書類：履歴書（町指定様式／図書館で受け取るか、町ホームページからダウンロード）
◇応募資格： 八丈町に住所を有する方（見込み含む）、パソコン操作（エクセル、ワード）ができ、業務

に対応できる方
◇応募締切：3 月 13 日（火）　　後日面接を行います。
■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2 － 0797

民生委員・児童委員について ■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2 － 5570

　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣が委嘱した地域福祉のボラン
ティアです。介護が必要な方や子育てで悩んでいる方などの相談や支援
を行ったり、行政との橋渡し役として活躍しています。現在、右表の地区
について、民生委員・児童委員が欠員となっています。欠員地区の方で、
ご相談がある場合は、問い合わせください。

【選出方法と欠員地区の補充】
　八丈町民生委員推薦会（注）、八丈町長の推薦、東京都知事を経て厚生労働大臣が、広く社会の実情に通じ、
社会福祉の増進に熱意のある住民に委嘱します。年３回（４月、８月、12月）の欠員となっている地区の民生
委員を委嘱する「欠員補充」で後任者を推薦できるよう、現在、地域住民の方々の推薦などを受け、八丈町福
祉健康課で適任者にお声かけをしていますので、ご理解・ご協力をお願いします。
　（注）町議会議員、民生委員、社会福祉事業従事者、教育関係者など７名で構成しています。

欠員のある地区
三　根 出廻・底土・東畑

大賀郷
金土川１、２、３
八戸
西見１、２
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町立八丈病院職員募集／町立八丈病院臨時診療日その他、専門外来診療　ほか

 

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　　
　　　　　調理員　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　　看護助手（いずれも資格は不要です。）　臨時看護師（資格要）
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。

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

【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

※一部の期間で時間と機種の変更がございます。

【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 3/1 ～ 3/31 23,590 15,290

※「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。

○ 3月の航路ダイヤ

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　3 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）



3月2018 3月2018
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
老人クラブ定例会

10：00 ～ 12：00

骨そしょう症健診
13：00 ～ 15：00 受付

骨そしょう症健診
9：00 ～ 11：00 受付
13：00 ～ 15：00 受付

4 5 6 7 8 9 10
骨そしょう症健診

9：00 ～ 11：00 受付
13：00 ～ 15：00 受付

し尿収集運搬休業日

骨そしょう症健診
9：00 ～ 11：00 受付

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

1 歳児歯科健診
9：15 ～ 10：00 受付

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

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６ヶ月児健診
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（三根）
10：00 ～ 12：00

18 19 20 21 22 23 24

し尿収集運搬休業日

すくすく相談
9：00 ～ 11：00

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

図書館休館日
し尿収集運搬休業日 し尿収集運搬休業日

25 26 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 図書館休館日

3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 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31

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 3 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　12 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　28 日　 毎週水曜日

やすらぎの湯 １日　８日　15 日　22 日　29 日　 毎週木曜日

3/25 ～ 4/8　第 52 回八丈島フリージアまつり




