
はちじょう
広報

（先月 １日比） 各地域の人口・世帯数

発行／八丈町　編集／企画財政課　毎月 １ 回 １ 日発行　〒１００−１４９８　東京都八丈島八丈町大賀郷 ２55１番地 ２

TEL… ０ ４ ９ ９ ６ − ２ − １ １ ２ ０ 　ホームページアドレス…http://www.town.hachijo.tokyo.jp/

2020

2月

No.702

町の人口（令和 2年 １月 １日現在）

人　口	 7,326人	 減	 17人
　男	 3,671人	 減	 2人
　女	 3,655人	 減	 15人
世帯数	 4,286世帯	 減	 9世帯

期間内
の異動

世帯数 男 女 人口計
三根 2,055 1,795 1,755 3,550

大賀郷 1,416 1,205 1,203 2,408
樫立 274 232 226 458

中之郷 357 302 327 629
末吉 184 137 144 281
全体 4,286 3,671 3,655 7,326

転入・出生	 9人	（うち転入7人出生2人）
転出・死亡	25人	（うち転出16人死亡9人）
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1月12日（日）　第39回パブリックロードレース

　エントリーは818名、島外申し込みは614名（共に過去最高）、途中小雨が降る場面もありましたが、
熱いレースが繰り広げられました。
　応援、運営にご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
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令和 2 年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表

令和 2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25名、女子27名の計52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」をご紹介します。

※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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令和 2 年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表広報はちじょう

誓いの言葉
本日は、成人を迎えた私たちの門出に対し、このような盛大な式典

を開催していただき、誠にありがとうございます。
さて、これまで歩んできた20年間を振り返ると、看護学生として、

また一人の人間として多くの選択や判断力を使う機会がありました。
家族や周囲の人々の助言や勇気づけによって、人生というレールを歩
んできたように思います。そして、二十歳となった今でもそれは続い
ているように感じます。

今日、私たちがここに集い、成人式を迎えることができるのは、支
えてくれた家族や親族、教え導いてくださった先生方、温かく見守っ
てくださった地域の方々、そしてともに歩んできた友人、同級生たち
のおかげです。

この感謝の気持ちと、八丈島で育った誇りを胸に、この先の人生を
歩んでゆくことを誓い、挨拶とさせていただきます。

誓いの言葉
皆さま、新年あけましておめでとうございます。
本日は私たち新成人のためにこのような盛大な式典を催していただ

きましたこと、心よりお礼申し上げます。
昨年消費税が10％になりました。今年は東京オリンピックの開催な

ど、日本として大きく動いているように私たち新成人も大きな一歩を
踏み出す時です。

私は現在、社会に貢献できる大人を目指し、地域の人々との交流を
大切にしながら、仕事に取り組んでいます。これから先、どんな困難
がやってこようとも、成人としての自覚と責任を持ち、人のために、
そして私の夢を叶えられるよう、精一杯努力していこうと思います。

最後になりましたが、お祝いや激励の言葉をいただいた八丈町長山
下様をはじめ、ご来賓の皆さま、今も変わりなく私たちを応援してく
ださっている方々に心より感謝申し上げ、私の誓いの言葉とさせてい
ただきます。

意見発表
新年明けましておめでとうございます。
本日は、このような素晴らしい成人式を催していただきまして、あ

りがとうございます。
新元号と共に成人を迎えられた事、とても嬉しく思います。
私は今、音楽大学でトロンボーンを専攻し、教職課程を履修しなが

ら学んでいます。
私は中学生の頃からずっと、教師になりたいと口に出してきました。

そんな私がトロンボーンを専攻し続けている理由はひと言では言い表
せませんが、私の師事している先生の影響がとても大きいです。 2 年
生になった今は、無条件にオーケストラなどを履修することが出来た
1 年生の頃とは違い、実力に左右されてしまうため、履修したいとい
う思いだけでは通用しないのが現実です。また、日々の練習がレッス
ンやオーディションで身を結ばず悔やんだり、出来なかった事が出来
るようになって喜んだりと、毎日音楽に囲まれる環境は、一喜一憂の
繰り返しです。
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日々プレッシャーに押し潰されそうになるような、音楽の世界の厳しさが、私を大きく成長させてくれていることは間
違いありません。時にここまでしてトロンボーンを専攻し続ける意味ってなんなのだろうと頭を抱えることもありますが、
そのような時に思い出すのは、私の憧れの音、そして八丈島の音でした。

八丈に帰ってきて演奏をする機会があった時、ここで鳴った音を聴いて、私はここで夢を見つけて追いかけていたと思
い出す事ができました。

八丈島で育つ子どもたちから生まれる音は、本当に美しいです。これは理屈では言い表せません。小さな島なので、自
ら足を運ばなければプロの演奏を聴く機会も多くはなく、地道に楽器と向き合いながら音を作り上げています。ですが、
八丈の子どもたちが純粋に地道に八丈島の中で作り上げているものはある意味特別なもので、だからこそ心に訴えるもの
が圧倒的に違いました。確かに音楽大学はレベルの高い音楽が追求できますが、そんな中でも八丈で生まれる音は美しい
です。やはり私にとっては原点だと思えます。だからこそ音楽の教員として、八丈島の教育に携わりたいと思っています。

将来の夢を見つけた当初、幼いながらに無邪気に語っていた理想や憧れは、いつしか真剣なものへ変わっていきました。
そして、語ると言えば、教師は語る力が必要だと言われた事があります。相手の心に訴えなければなりません。それは、

生徒はもちろん、保護者かもしれないし、はたまた教員同士かもしれません。教育の現場には絶えず課題があり続けます。
思う、形にする、伝える力が必要です。それは、音楽も同じです。手段が歌であったり、楽器になるか言葉になるか。

自分の言葉で、語れることは必ず強みになると思っています。今日ここで話をする人たちも、そうでない人も、何か自
分が語れる物を持っていることは大切だと思います。それは思わぬところで役に立ちます。将来の夢になっているかもし
れません。誰が何を言おうと自分の言葉で夢を、憧れや理想を語れる人であって欲しいです。それは、未来の子どもたち
にもそう願っています。理想だけで上手くはいきませんが、現実を見ていくうちに、思いも言葉も変わっていきます。

ここでは伝えきれませんが 4 歳から習い続けている日本舞踊にも漠然とした目標があります。音楽も当然続けたいので
行く行くは二足の草鞋…なんて事を考えています。まぁこれもまた夢の語り始めです。あわよくばなんて言っていいほど
甘くないことは承知しています。

さて、ここにいる成人の皆とは、幼い頃から一緒に過ごして来ました。他愛のないことで笑い合った日々が、もう遠い
過去のようにも感じます。そんな私たちが泣いたり笑ったりした学校で、私は教師として、歩んでいきます。本音を言え
ば、大学を卒業したらすぐにでも八丈島で教師をしたいと思う日々ですが、来るべき時にここへ戻ってくるのだなと私は
思っています。それは近い 2 年後かも知れないし、もう少し先になるかもしれませんが。

最後に、こんな私を20年大切に育ててくれた家族を始めとする、地域の方々、今日まで出逢った沢山の方に、感謝申し
上げます。これまで受けてきた数えきれないほどのご恩は、決して無駄にはしません。何年掛かるかは分からないけれど、
必ず自分なりの形にして、恩返しをする事をここでお約束致します。大変長くなってしまいましたが、ご清聴いただきあ
りがとうございました。

意見発表
新年あけましておめでとうございます
本日はこのような素晴らしい成人式をこうして多くの仲間達と揃っ

て迎えられたことを大変うれしく思います。これから一社会人として
社会に出て行くと思うと大変身の引き締まる思いがいたします。また
このような盛大な式典を企画してくださった八丈町や関係者の方々に
感謝申し上げます。

さて、私は現在、八丈高校を卒業して都内の大学に通っております
が、私には小学生の頃から今に至るまで続けているものがあります。
それは野球です。今日はその野球を通して考えてきたことを述べてい
きたいと思います。

私は小学 4 年生の時から野球を始めましたが、その時から現在まで
野球を嫌いになったことは 1 回もありません。まさに夢中になって野
球を続けていました。
「努力は夢中に勝てない」という言葉があります。努力していると

思っている人は夢中で楽しんでいる人には勝てないという意味です。
皆さんの中にはおそらく、好きなことをしていたら知らず知らずのうちに何時間も経っていたという経験をしたことがあ
る人もいるのではないでしょうか。その感覚が夢中という感覚です。私がこの言葉を知ったのは最近のことですが、この
言葉を知った時にすごく腑に落ちる感覚がありました。今まで私は野球の練習をしている時に努力しているとは思っては

令和 2 年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表
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おらず、周りからは一生懸命だとか言われることもありましたが、ただ単純に好きだからやっているという感覚でした。
努力というのは苦痛や我慢が伴うものだと思いますが、夢中にはそう言ったものは無く、むしろ快感や達成感のようなも
のがあると思います。

この経験というのは夢中になれるものを探すのが大変だと言われる今の世の中で本当に貴重なものであると思います
し、誰もが経験出来ることでもないと思います。この先人生は続いていきますが必ずこの経験は役立っていくと確信して
います。

そして今までこうして好きな野球を続けてきましたが、これは自分一人の力ではなく、周りの方々の支えがあったから
こそだと思っています。中でも感謝しているのが両親と指導者の方々です。

まず指導者の方々には技術はもちろんのこと、野球を通じて礼儀やコミュニケーションなど様々なことを学びました。
特に高校時代の監督には毎日のように練習を見ていただいて色々なご指導をいただいて本当に感謝していると同時に、毎
回同じような失敗ばかりして大事な時間を奪ってしまったこと、ご迷惑をおかけしたことをこの場を借りてお詫び申し上
げます。

次に両親は私が小学 4 年生の春、野球をやりたいと言った時に反対することなく快く応援してくれましたし、試合があ
ればほぼ毎回観に来てくれたり、朝早くに起きて送り迎えや弁当を作ったりと本当に色々なことをしてもらいました。こ
のような両親の支えがなければ野球は続けられていなかったと思いますし、この場でこうして立っているということも無
かったと思います。両親には本当に感謝してもしきれません。本当に私は幸せ者だと思います。

そしてこれからは私がこのような経験を子どもたちにさせてあげる番だと思います。野球を通じて子ども達のために何
か少しでも伝えることが出来ればという思いです。私は大学を卒業したら八丈島に帰ってきて、八丈島のために働き、そ
して野球の指導者として現役時代に出来なかったことや後悔したこと、自分が勉強して学んだことを伝えていくことがこ
れからの夢です。

そのためにこれからも野球を続け、様々なことを勉強し、慢心することなく何歳になっても常に考え方をアップデート
していきたいと思います。

重ね重ねになりますが本日はこのような場をご用意していただいた八丈町の方々や関係者の方々、そしてこの式にご臨
席いただいた皆様に感謝申し上げます。以上で意見発表とさせていただきます。

意見発表
皆様、明けましておめでとうございます。そして本日はこのような

華やかな式典を催していただき感謝しております。
私は、現在、焼鳥三年目JSBを経営しております。 1 つの夢であり

目標であった八丈島へ本物の焼鳥を持ってくるという事が令和元年11
月11日に叶いました。都内での修業は期間としてはとても短かったで
すが、働く中で多くの事を学び、全部に食らいついてがむしゃらに働
きました。私の修行先である「中目黒鳥よし本店」は焼台に立つのに
5 年から10年はかかると言われておりましたが、私は半年でその立場
にたどり着きました。歴代で 1 年以内に焼台に立ったのは 3 人という
壁を超えたのです。毎月休みは 1 、2 回。拘束時間は一日平均20時間。
元は鳥をさばいてみたいというところから鳥よしを選び入社したもの
の、昔ながらの和を基調とした日本一の焼鳥屋と言われる星持ちの名
店でした。また、そこの本店で焼くということにプレッシャーを感じ、
仕事の帰り道に草刈された後のような土と緑の匂いを嗅ぎ、故郷八丈
島を思い出し自分自身の無力さと技術に対し涙を流したことを今でも

覚えています。悔しい気持ちは本当に次のステップにつながりました。この世の誰よりも濃い時間を過ごしてきたと思っ
ています。

過去の話はここまでにして話を変えます。
なぜ私が意見発表をする事を決めたのかと言いますと、感謝の気持ちを家族、友人、八丈島に言葉として伝えられる機

会が成人式しかないと思い決断しました。まず、あまり遊ぶ機会はなかったけど、何かあると話を聞いてくれるたかちゃ
ん、ゆうとありがとう。休みの日に仕事のことを忘れられるほど楽しませてくれた同級生のみんなにありがとう。家族の
みんなにはうまく言葉に出来ないけれどありがとう。僕を除く 7 人の兄弟、弟妹はいつも電話すると藍にーちゃんと言っ
てくれ、それだけで元気をくれてありがとう。お兄ちゃんはツンデレだけどいつも頼りになるし、東京の店でも、島でも

令和 2 年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表
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店に来てくれて元気づけてくれてありがとう。東京では近所に住んでいて、一緒にご飯を食べて騒いでくれるお姉ちゃん
と旦那の新しいお兄ちゃんのワタル君いつも元気を分けてくれてありがとう。元気な子を産んでください。お母さんとお
父さん、やる事成す事、台風のようなこんな私をここまで厳しく育ててくれましたね。負けじと反抗しましたが、美味し
いご飯を食べさせてくれてありがとうございます。飲食の道に走ったのは職にこだわりの強いお父さん、お母さんの背中
を見ていたからだと思います。八丈島、もはや緑しかないのではというほどの大自然、とても居心地のいい空気感。八丈
島で、焼鳥で勝負できる環境を作って頂いた方々、店にご来店して頂いた方々、すれ違うと車からでも声をかけてくれる
方々、すごく力になります。心よりありがとうございます。

そして、まだ人生始まったばかり、八丈での焼鳥は一つの夢であり今としてはまだ通過点です。口だけではなく形に出
来る人間、できない人間がいます。僕は夢を形にする星の下に生まれてきました。また、東京にも出ます。八丈島の皆さ
んには僕の今後を期待ではなく、 1 つの楽しみにしてもらいたいと思っております。私事ではありましたがこれで意見発
表とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。

意見発表
皆さん、人生とはなんなのか考えたことはありますか。私たちは常

に時間というものを消費しながら生きています。どのように時間を消
費するのかによりますが、自分自身に大きな影響を与えることになる
ものになります。時間は時によって大きく価値が異なります。例えば、
自分が一番好きなことをした 1 時間と自分が一番嫌なことをした 1 時
間では、その価値は違うと思います。そしてこの約20年間過ごしてき
た価値は、皆さん人それぞれで違うでしょう。私の話を聞きながら自
分が生まれてきた日から今までを思い返してみてください。

私は、東京に出てきてからの 2 年間で自分の人生の価値というもの
に対して毎日考えるようになりました。自分はなぜ生まれてきたのか。
なんのために今を生きているのか。夢や目標は何かということです。
この 2 年間で皆さんはどんな夢や目標を見つけることができました
か。学生の皆さんと、もうすでに社会人になっている皆さんとで異な
ると思います。どんな人間になりたいのか、どんな人生を歩んでいき
たいのか、考え始めていかなければなりません。

これから自分自身で人生を歩んでいかなければならない中で、夢や目標を決めることで人生の価値がより大きなものに
なり、選択肢が増えると私は考えています。まだ夢や目標を決めることができていない人もいるかと思います。焦って決
めるのではなく、自分が何をしたいのか、何をすべきなのか、これを決めることができていれば、それはもうすでに夢で
あり目標なのです。私がこれからどのようにして人生を歩んでいきたいのか、聞いてください。

私は高校を卒業した後、大学生になり八丈島を見てきました。私はスポーツツーリズムについて研究しています、スポー
ツツーリズムとは、スポーツを見に行くための旅行や、スポーツを体験しに行くための旅行で、それに加えて周辺観光す
ることを目的とした観光方法のことです。このスポーツツーリズムを島に取り入れることで多くの観光客、そして多くの
移住者が増えると思います。八丈島にはスポーツをする環境が多くあります。都会と違い交通費や時間がかかることがあ
りません。また交通機関を利用することなく手軽にスポーツをすることができるのです。またそれに加えて、八丈島の自
然を観光することができ、地域の人々と交流を深めることもできます。この八丈島の良さを披露するために多くのイベン
トが行われています。皆さんは参加したことがありますか。調べてみると、私たちが知らない間に多くのイベントが行わ
れているのです。これが、私が都内に出てから感じたことです。

私は今、八丈島に着眼点をおいて過ごしています。八丈島を発展させていかなければならないと考え、私たちが次世代
として担っていかなければなりません。どの時代も世代交代というものがあります。島の子どもが減っている中で、誰が
世代交代をしていかなければならないのかと考えたとき、私がやろうと思いました。誰かがやらなければなりません。私
たちの大好きな八丈島を残し、多くの人に知ってもらいたい。私はこの気持ちが日に日に強くなっています。皆さんはこ
の八丈島にどんなイメージを持っていますか。良いイメージもあれば悪いイメージもあるかと思います。これも人それぞ
れです。しかし、私たちはこの八丈島で生まれ八丈島に育てられたのです。私たちの保護者、先生、地域の人々、多くの
人に育てられてきました。まだ成人したばかりの私たちでは何もできません。何ができるのか。それはこれからの私たち
は自分自身で人生を歩んでいくことです。自分の未来は誰にもわかりません。とてつもなく不安だと思います。私はとて
つもなく不安です。しかし、まだ未来がわかっていないという楽しみでもあります。この気持ちを抱きながら毎日、一分

令和 2 年成人祝賀式　誓いの言葉・意見発表
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一秒を大事にすることで人生の価値観は大きく変わると思います。そして自分にも価値を見出そうとしてくると思います。
私はこの自分自身の人生の価値をこの八丈島という生まれた町に見出し、費やしていきたいと思いました。価値観なんて
人によって全く異なります。しかし、思い出という価値を与えてくれた島への気持ちはみんな一緒だと思います。私たち
の手でこの島を、地域の人々、私たちの親から意志を受け継いで、大きな価値のあるものにしていきたいです。皆さんも
ぜひ考えてみてください。

最後になりましたが、このような式を開いていただいた地域の皆さん、本当にありがとうございました。そして生んで
くれたお父さん、お母さん、ありがとう。私はまだまだ成長します。これからの人生を見守っていてください。本当にあ
りがとうございました。

意見発表
新年、明けましておめでとうございます。本日は私達の成人に際し、

このような式をご用意いただき、誠にありがとうございます。私は今
回、成人式に際する意見発表として、自分の大学での経験と人生の目
標について、お話しさせていただきます。

私は一昨年、八丈高校を卒業した後、宇都宮大学に進学し国際関係
を中心とした政治学や社会学などを学んでいます。その中では、実際
に海外へ行くことも含めて、実体的に世界の問題について考える機会
が多くありました。

最も大きかったのは、昨年の 3 月に、大学の授業の一環でスリラン
カを訪れたことです。私が訪問したのは、中部のキャンディという都
市を中心とした紅茶の産地で、紅茶農園内の小学校で日本が行なって
いる学習活動の支援事業を見学しました。

スリランカにおいて、紅茶農園のコミュニティに生まれた子ども達
は、そのほとんどが紅茶農園の労働者になります。紅茶農園で働く人々
は、農園の労働者であるというだけで、社会において対等に扱われる

ことはありません。また、給与や生活環境についても、利潤を追求する農園主が労働者に良い処遇を与えることはありま
せん。

画面越しには、こういった現状があると知っていたとしても、現地でその当事者に触れて感じた衝撃は、とても大きな
ものでした。日本は、紅茶輸入の約 4 割をスリランカに頼っています。しかし日本において、紅茶生産地の悲惨な現状を
知る人々は多くはありません。こうした現状を踏まえて、現在私の大学では、学生による支援活動および現状に関する広
報活動を行なっています。私もこの活動に関わっていますが、この活動から強く感じたことは「伝えること」「知ること」
の重要性でした。

世界的な問題に限らず、世の中の全ての課題に共通して言えることは、知らなければ何も始まらないということです。
これは、その問題の当事者にとっても重要なことであり、スリランカを例にとって言えば、彼らは農園コミュニティの外
部については多くを知りません。貧しいという実感はあっても、先進諸国の価値観で語られる「貧困」や「被差別者」と
いう自覚があるとは限らないのです。ここからは「知識がある」もしくは「知識を得る機会がある」ことが、いかに恵ま
れたことであるかが分かります。そして裏を返して言えば、「伝える」「伝える事が出来る」ということの重要性も分かり
ます。

こうした経験をした私の今の目標は報道記者になることです。新聞・テレビ等々様々な媒体がありますが、グローバル
な視点についてもローカルな視点についても、情報を集め精査し、それを広く伝えるという職業の形態や、働きながらも
新たに学ぶ事が出来る点に、魅力を感じています。

また、報道というものは八丈島のような離島にとっても重要な意義をもつものです。昨年10月の台風19号の際、大島や
新島など、伊豆諸島北部の島々は甚大な被害を受けました。しかし、メディアが取り上げていたのは首都圏の人口が集中
した地域ばかりであり、離島のような人口の少ない地域に焦点を当てた報道は、あまり見られませんでした。人口の差異
がある以上、報道の熱量に違いが生まれることは仕方のないことかもしれません。しかし、どのような時代においても、
離島は国内の構造の中で常に周辺化されてきました。その代表例の一つが報道ですが、私は、全ての人の声を公平に聞き、
その情報を全ての人に公平に伝える事が、報道のあるべき姿ではないかと思います。

もちろん、これは空論と言えるでしょうし、自分が報道の大勢を変えられるなどとは考えていませんが、もし報道に携
わることが出来たならば、離島のような周辺地に住む人々を切り捨てるような報道、また、そんな社会にならぬよう、心
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がけていきたいです。それが、離島に生まれ、その故郷を離れ、社会で活躍する中で、自分ができる恩返しの一つである
と思います。

最後に、これまで支えてくれた友人、島の地域の皆様方、そして何より両親に感謝を申し上げます。私がこうして、あ
る意味では大きすぎる目標を持てるまでに成長できたのも、単に皆さんのおかげです。ありがとうございました。そして、
まだまだ未熟な私ではありますが、今後とも、よろしくお願いします。

以上を持ちまして、私の新成人としての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。

意見発表
2020年新成人の皆様、保護者の皆様、ならびに関係者の皆様、あけ

ましておめでとうございます。本日は、多くの方にお集まり頂き、素
晴らしい式典を催して下さったことに感謝申し上げます。

私は、高校入学から卒業までの 3 年間を八丈島で過ごしました。こ
こにいる殆どの人よりも島での思い出は少ないし、代表としてここに
立つことに対し、なんとなく抵抗がありました。しかし、母や祖母、
叔母からの半ば強制的な圧力によってここに立つことになってしまい
ました。少々困った家族を持ち、役場の方にも迷惑をかけたかもしれ
ません。ですが、今までやりたいことを全力で応援してくださり、何
不自由なくここまで育てて頂き本当に感謝しています。

また、何を話そうか迷っていた時に、八丈島が私の人生の出発点だ
と感じました。今日は、その家族と八丈島に対して感謝と敬意を込め
た意見発表にしたいと思います。

私は現在、滋賀県で一人暮らしをしています。ラーメン屋と焼肉屋
しかない田舎ですが、京都駅まで電車で15分、大阪まで乗り換えなし

で 1 時間といったとても便利な町です。
私は、立命館大学、食マネジメント学部という新しい学部の一期生として入学しました。食に観点を当てマネジメント、

テクノロジー、カルチャーの三領域に渡って勉強しています。面白い授業としては、味覚を統計学的に評価する官能評価
の実験や、cook padと提携してSNSで魅力的に発信する方法を学ぶ授業があります。

また、グローバルカリナリーアーツ・アンド・マネジメントプログラムという日本で初めての取り組みにも挑戦してい
るところです。ここでは、フレンチを通して調理技術やキッチンシステム、経営などを学びます。長期休業になると、大
学にある調理室がフランスのキッチンへと変身します。シェフのフランス語と通訳さんの日本語と、私たちの「ウィシェ
フ」という大きな返事が飛び交い、毎日が新鮮な空間です。同じ志を持つ16名の同期と、時には辛い時も励まし合いなが
ら、頑張っています。

このような、食にどっぷり浸かった毎日を過ごしていますが、食マネジメント学部を希望したきっかけは実家が民宿で
あったことでした。民宿の一番の売りは、食事の提供で、食を通じて多くの人と出会い、お客さんの笑顔を見てきました。
そこでは、食事を通して、八丈島という土地に触れ、会話のきっかけとなり、時にはもう一度仕事を頑張ろうと思ったり
することを感じていました。母や祖母が独学で、お金のやりくりを含めた経営をする姿をみて、自分が経営を学び伝えた
いと考えるようになったのです。

また、八丈島特有の「くさや」や「ぶど」といった郷土料理が身近な存在であることにも影響されました。この美味し
い食べ物をもっと多くの人に知ってもらいたいと感じています。それをきっかけに、他の地域でしか食べられていない物
が無数にあると感じ、世界の食を知りたいと思いました。私の学びの原点はいつも八丈島にあります。

私の将来の夢は、たくさんあります。食イベントの企画・運営に携わる企業への就職か、フードライターのような食を
魅力的に発信する立場になること、また、自分のお店を持ちたいとも考えています。民宿を継ぎたいとも思います。欲張
りなようですが、自分の軸をしっかりと持ち、いまは的を絞らず、働くまでの猶予期間があることに感謝し、残りの大学
生活を楽しみたいです。これから始まる20代は、自分の弱さを認め、強い大人へと成長します。

以上を持ちまして意見発表を終わります。ありがとうございました。
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八丈町おしごと掲示板（web）／住民係からのお知らせ　ほか

八丈町おしごと掲示板（web）
～全国移住ナビへ八丈町内の求人情報を掲載しています～

【求人情報募集中】
　求人情報掲載申込書（企画財政課窓口にて配布、もしくは八丈町公式サイトからダウン
ロードできます）に必要事項を記入の上、企画財政課または出張所へ申し込んでください。
　掲載は無料です。くわしくは、八丈町公式サイト「おしごと掲示板」のページをご覧く
ださい。

【全国移住ナビとは？】　https://www.iju-navi.soumu.go.jp/ijunavi/
　総務省による関係省庁や全国の自治体と共同で居住・就労・生活支援などの情報を提供
するポータルサイトです。
※	八丈町が職業紹介や斡旋をするものではありません。また、募集事業主と求職者の間で
いかなる損害が生じても、八丈町はその責を負いません。

■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2 −1120

おしごと掲示板
（八丈町HP）

全国移住ナビ

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。
　また、マイナンバーカードを所持されている方は届出と同時に券面事項の追記とカード内情報を更新しなければ
なりませんので、ご注意ください。（カード内情報の更新には、交付時に設けた数字 4桁の暗証番号が必要になります。）
　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。
個人番号カードの申請後、交付通知書（ハガキ）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？　過去に申請された方は、
ご連絡ください。

第78回八丈島民大学講座
日本人はどこから来たか　─ 遺伝子で探る日本人のルーツ ─

【講座概要】
　DNA分析技術の発展によって、現在では縄文人や弥生人の骨からもDNAを回収して分析することができるように
なっています。本講座では、古代人のDNA分析によって明らかになった日本人の起源と成立について説明します。
■日時およびテーマ　両日とも　午後 7時～ 8時30分（開場：午後 6時30分）
　① 2月１8日（火）　DNAで解明する人類の起源と拡散
　② 2月１9日（水）　DNAが語る日本人の成り立ち
■講　師　篠田　謙一　（国立科学博物館副館長）
■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■
八丈島大学講座運営委員会事務局
電話090−8036−1826
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税のお知らせ ■問い合わせ■　税務課　電話 2 −1122

納期限および口座振替日　 3 月 ２ 日（月）
　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。

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き
　○給与支払報告書
　○固定資産税　	償却資産申告
　○法人市町村民税申告
□利用手続きについてはホームページ
　https://www.eltax.lta.go.jp/ をご利用ください。

税金の納付は口座振替で
　町税などの納付については、口座振替（自動払込）
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。

ご確認ください
　償却資産申告書および給与支払報告書は １月3１日
（金）までに税務課に提出しなければなりません。
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。

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となっております。
下記をご確認のうえ納め忘れの無いよう、ご注意ください。

税目 平成3１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 令和 2年 3月１6日（月）まで 4月2１日（火）
贈与税 令和 2年 3月１6日（月）まで

個人の消費税
・地方消費税 令和 2年 3月3１日（火）まで 4月23日（木）

※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。

税のお知らせ

税務署からの確定申告のお知らせ
～ 所得税・贈与税の申告書の提出期限・納期限は 3月16日（月）です ～

《計算方法》　 １ 年間（ １ 月 １ 日～１２月3１日）に生じた所得の金額または贈与を受けた財産の価額の合計額について計算します。
申告書作成会場

開設期間 会　　場 所在地 時　　間
２ 月１7日（月）～ 3 月１６日（月）
※土、日及び祝日を除きます。

注 １

芝税務署　 5階会議室 芝 5− 8− １ 受付：午前 8時30分～午後 ４ 時まで
　　　（提出は午後 5時まで）注 ２
相談：午前 9時１5分～午後 5時まで麻布税務署　別館会議室 西麻布 3− 3− 5

注 １　	ただし、 2月24日（月）及び 3月 １ 日（日）は東京国税局 １階において相談・受付を
行います。

注 ２ 　 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 3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。

■芝税務署　　〒１０８−８４０１　芝 5 − ８ − １ 　　　電話０3−3４55−０55１
■麻布税務署　〒１０６−８６3０　西麻布 3 − 3 − 5 　電話０3−3４０3−０5９１
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税のお知らせ（つづき）

　税理士や税務署の職員が、下記の日程でみな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、台風による被害が
あった方は、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
2 月１8日（火）

八丈町多目的ホール
「おじゃれ」

午前 9時～午後 4時
2月１9日（水） 午前 9時～午後 4時
2月20日（木） 午前 9時～午後 3時

※正午から午後 １時の間は昼休みとなりますので、ご承知おき願います。

芝税務署・東京税理士会による出張申告相談

　令和 2年度（平成3１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いたし
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 　令和 2年 １月 １日に八丈町に住んでいた人
2　	平成3１年 １ 月 １ 日から令和元年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3１年 １ 月 １ 日から令和元年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 2 日（月） 八丈町民ギャラリー

（町役場 １階）

午前 9時～午後 4時

　　 3日（火）
　　 4日（水） 末吉公民館
　　 5日（木） 中之郷公民館
　　 6日（金） 樫立公民館
　　 8日（日） 三根公民館
　　 9日（月）～１3日（金） 八丈町民ギャラリー

（町役場 １階）3月１5日（日）

令和 2 年度　町・都民税の申告の受け付けについて

税のお知らせ
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税のお知らせ（つづき）

令和元年台風１5号災害　伊豆大島災害派遣報告書
　　税務課　課税係長　　米田　眞理　（第 ２ 陣　１０月１7日～２3日）
　　税務課　課税係　　　水野　滉人　（第 3 陣　１０月２１日～２６日）
　　税務課　課税係　　　大岩　秀明　（第 １ 陣　１０月 3 日～１１日）

　令和元年１0月、東京都町村会からの派遣要請を受け、私たち税務課職員 3名は 3回に分かれて、台風１5号によ
る風水害により被災した大島町へ行ってまいりました。
　 9月 8日から 9日にかけての暴風・大雨に見舞われた大島町は、派遣直前の 9月27日時点で既に住家において
全壊 4棟、半壊80棟、一部損壊655棟の被害が確認されていました。台風１5号は、その被害の大きさから、被災
者生活再建支援法が適用される災害に指定されました。このことにより被災者に対し、支援法に基づく様々な支
援を受けることが可能となり、その根拠となるのが、家屋の被害状況を証明する「り災証明書」です。
　「り災証明書」とは、「誰が」、「どこで」、「どの程度の被災をしたか」を被災者と行政との合意の下に発行され
る証明書です。今回の私たちの主な業務は「り災証明書」を発行するためのものでした。

　まず第 １陣で派遣された職員の任務は、膨大な量の家屋被害調査票の内容を被災者生活再建支援システムに入
力し、その場所を地図データに落としこむ作業でした。１0月 4 日時点で入力すべき件数は１,323件ありました。
この作業は後にり災証明書を発行する際の基礎になるものです。また、一連の行程の中で最も人手が必要な作業
であり、さらにり災証明書の発行日は既に決まっていたので、それまでに入力を一通り終わらせなければなりま
せんでした。被害の特徴としては南部地域の波浮港、差木地といった集落の被害が特に甚大で、件数も多く半壊
以上の重大な損壊を被った家屋が多くみられました。

　第 １陣の作業が終わり、7日後に第 2陣が、１0日後に第 3陣が大島町に向けて出発しました。第 2、3陣では、
各出張所などにおいて、住民の方に「り災証明書」の発行をすることが主な業務でした。大島町の職員を含め 3
人 １組でチームになり、り災証明書の発行にあたりました。システムを用いた、り災証明書発行の研修は一度受
講していたものの、いざ実践となると、研修通りにいかないことが多く苦労しました。
　家屋被害調査の際に撮影した写真で被害か所を確認しながら、丁寧に説明しますが、納得いただけないケース
もありました。そういう方には二次調査に回っていただくことになりますが、二次調査で、より詳細な調査を行っ
た結果、かえって判定が低くなる可能性もあります。それをどのように説明し、納得いただくかが、大変難しい
と感じました。
　ただ大島町での、り災証明書の発行事務は、ある程度の混乱があるかと予想されましたが、現地の職員や住民
の方は比較的、落ち着いているように感じられました。早い段階で、り災証明書をいつ頃発行するという、明確
なスケジュールが発表されたことで、住民の方もある程度、冷静に「待つ」ことができたのだと思います。り災
証明書の発行には、まずは家屋の被害調査が必要で、大規模災害になれば人手が限られており、ある程度の時間
を要します。
　このことは、住民のみなさまにもご理解をいただきたいところですが、大島町においてはその情報の伝達を含
め、初動の体制が上手くいっていたと感じました。
　大島町での経験は、八丈町と重なることが多く、「もし八丈町で、同様の被害が起こったら」ということを具
体的にイメージしやすく、非常に得るものが多かったです。実際、１0月１2日に八丈町に最接近し暴風をもたらし
た台風１9号に対する家屋被害調査、判定、り災証明書発行の一連の行程は大島町での経験や教訓を生かし、これ
まで以上にスムーズに行うことができました。
　また、今回の派遣で応援を受ける側の「受援体制」も整えておく必要があると痛感しました。せっかく応援の
職員が全国から来ていても、それを生かさなければなりません。今回の派遣には東京都の総合防災部の職員が同
行していました。その方が被災自治体と応援職員の間に入り両方の意見を聞き調整していただいたことにより、
私たちは集中して業務に当たる事ができました。
今回の経験を活かし、り災証明書発行業務をはじめとする、今後の八丈町の防災対策につなげていきたいと思い
ます。
　最後になりますが、大島町はもとより、今回の派遣に携わった全てのみなさまに改めて御礼を申し上げ、派遣
の報告とします。

税のお知らせ
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◆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ますと、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、水道係にお問い合わせください。

ここが回っていないか確認して
ください。

丸ハンドルは時計回りに回して止水。

蝶ハンドルは管に対して直角に回して止水。

◆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
させていただきます。

※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 ■問い合わせ■　企業課水道係　電話 2 −1128
　FAX 2 −7231

八丈町コミュニティセンター主催　第 8回ボウリング大会　結果
　１2月１5日（日）八丈町コミュニティセンター主催	
第 8 回ボウリング大会を開催し、幅広い年代の方々、
49名にご参加いただきました！
　たくさんのご参加ありがとうございました。
　今後もたくさんのみなさまのご利用をお待ちしてお
ります。
　大会結果は以下のとおりです。

高校生・一般クラス　男子 高校生・一般クラス　女子 小学生（ 5 年生以上）・中学生クラス
優　勝 篠崎　猛 優　勝 沖山　美恵子 優　勝 辻井　愛治
準優勝 奥山　和則 準優勝 江田　碧 準優勝 松代　慧斗

水道だより／第 8 回ボウリング大会　結果
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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
　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。
　 2月のし尿・雑排水などの収集運搬業務の休業日は次のとおりです。

2 月の休業日

2 日（日） 8日（第 2土） 9日（日） １１日（祝・火） ◆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 2−0855１6日（日） 22日（第 4土） 23日（日） 24日（祝・月）

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等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

汚泥再生処理センター肥料の有料配布
汚泥再生処理センター肥料の有料配布受付を行います。
（既に昨年肥料を受取されている方も申し込み可能です。）

■問い合わせ■
　住民課浄化槽係　電話 2 −1123

＊ 受付期間中でも予定受付数量に達し次第、受付を中止します。ご了承ください。

受付期間：	2 月１0日（月）から１4日（金）＊
　　　　　※祝日は除きます
申込上限：	１ 世帯35袋まで
費　　用： １袋200円（１0kg）
　　　　　	※	申し込み時に肥料袋詰手数料（肥料代）を

お支払いください。
受付場所：	住民課浄化槽係および各出張所（三根出張所

を除く）

配布日時：	2 月１5日（土）、 2月29日（土）、
　　　　　 3月 7日（土）、 3月2１日（土）
　　　　　午前１0時から正午、午後 １時から 3時
　　　　　※受取の順番は受付の順番となります。
配布場所：汚泥再生処理センター
肥料内容：	窒素全量2.70％、りん酸全量2.65％、加里全

量0.5％未満、その他水分等有機物

地震対策は大丈夫？� ■問い合わせ■　総務課庶務係　土屋　電話 2 −1121

家具転倒防止を行わないと地震発生時に起こりうる危険
家具が転倒した場合……
　➡　家具の下敷きになる
　➡　家具が暖房器具などに倒れた場合は火災につながる
　➡　ドアの前に倒れた場合は、避難が困難になる
　このような状態を防ぐために事前に家具転倒防止策や家具の配置を
考えることが大事です。

　購入先やどのような対策器具があるかご不明な方は、担当まで問い
合わせください。

※取り付け状態が適切でない場合は機能を発揮しませんので、取扱説明書どおりに使用してください。

し尿・雑排水など収集運搬業務休業日／肥料の有料配布　ほか
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環境だより ■問い合わせ■　住民課環境係　電話 2 −1123

3 月から、発泡スチロールと発泡トレイの資源ごみ収集を始めます
　 3月から「白色の発泡スチロールと発泡トレイ」が、資源ごみ収集日の新たな分別項目として加わります。発泡スチロー
ル類だけを袋に入れて、集積所へ出していただくことになります。
　・シール、ラベル、テープなどは剥がす。
　・流水で汚れをすすぎ、水気を切る。
　・魚箱は、ぬめり、血液、ウロコ等よく落とす。
　・	袋に入れて出す。（白色トレイ、発泡スチロールの表面に直接印刷された

文字や模様、マジックペンの文字はそのまま出せます。）
　・袋に入らないものは紐でくくり、風などで飛散しないようにする。
　・直接持ち込むときは、クリーンセンターへ。
※ カップめんの容器、汚れたもの、海ごみの発泡スチロール・トレイは、資源ごみとして出すことはできません。青、緑、

黒、黄色など色付きの発泡スチロールは対象外です。

白色で、PSマークが付いているもの
特徴：つまようじが簡単に刺さる、
　　　パリッと割れる

PEマーク、PPマークが付いているもの、
汚れているもの、臭いの付いたもの、
色付きのもの、
カップめんの容器

資源ごみ収集
できるもの

資源ごみ収集
できないもの

来年度からの一般廃棄物処理手数料（事業者及び粗大ごみ）改定等について
　平成3１年 4 月に改正された「八丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例」に基づき、ごみの排出抑制やリサイクル推進、
並びに排出量に応じた負担の適正化等を図るため、下表のとおり手数料改定をおこない、令和 3年度まで段階的に施行い
たします。
　また、中之郷埋立処分場において、これまで坂上在住の方に限り粗大ごみの受け入れを実施してきましたが、都合によ
り 4月 １日以降は受け入れ中止といたします（伐採木及びガラス・陶器類を除く）。
皆様のご理解ご協力をよろしくお願いします。

一般廃棄物処理手数料改定表　（八丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第１１条第 ２ 項関係）
区　　　分 　　手数料　※

ごみ
（資源ごみを除く）

・

粗大ごみ

事業活動に伴って生じた分（ １事業
所につき １ヶ月あたり25キログラム
を最低基本排出量とする）

現　在 １キログラムにつき 6 	円
令和 2年 4月 １日から
令和 3年 3月3１日 １ キログラムにつき ８  円

令和 3年 4月 １日以降 １キログラムにつき １０ 円

１ 回につき１00キログラムをこえる
多量の廃棄物で臨時処理分（粗大ご
み有明興業搬入分）

現　在 １0キログラムにつき 60	円
令和 2年 4月 １日から
令和 3年 3月3１日 １0キログラムにつき ８０ 円

令和 3年 4月 １日以降 １0キログラムにつき １００ 円
※手数料に消費税相当額が加算されます。

アズマヒキガエルの駆除を実施しています
　アズマヒキガエルは大型で雑食性のカエルです。食欲旺盛で繁殖力が強く、島の生
態系への影響が懸念されるため、侵略的外来種として積極的な駆除をおこなっていま
す。もともと八丈島には生息していませんでしたが、平成25年に和泉親水公園の池を
埋め尽くすほどの大発生が見られ、その後島内全域に拡散しています。昨シーズンは、
ホタル水路や富士グラウンド周辺等で約4,500匹を駆除しました。
　八丈島では、１2月から 2月にかけて繁殖活動のため各地の池や水たまりに集まって
産卵します。町では、発生状況の調査と駆除を実施していますので、池や水たまりに
ヒキガエルやオタマジャクシが現れたら、環境係へ連絡をお願いします。

アズマヒキガエル（繁殖期）

環境だより
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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。
◆「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。

◎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１4日（金）午前 8時30分頃～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

国保だより／八丈島無料法律相談会

　健康トピック　　冬野菜を食べて免疫力UP！
　寒さで体温が下がると免疫力も低下してしまいます。
　冬野菜には身体を温める特徴があり、免疫力向上や粘膜の保護、
他にも身体によい栄養素がたっぷり入っています。
◎代表的な冬野菜
　　〇大根…	根の部分は消化酵素等が豊富　葉の部分はβ−カロテン・ビタミンＣ等が豊富
　　〇ねぎ…冷えた身体を温め、疲労回復効果があり　ビタミンＣ・カルシウム等が豊富
　　〇ほうれん草…鉄分・β−カロテン・カリウム等が豊富
　　〇白菜…低カロリーで、ビタミンC・食物繊維・カリウムが豊富
　まだまだ寒い日が続きます。冬野菜を食べて健康的に寒さを乗り越えましょう！

　　　　 健康相談はどなたでも、福祉健康課保健係で実施しています。お気軽にご利用ください。 　　　　

第47回
八丈島無料法律相談会
　相続問題、借金問題、離婚問題、賃貸借、売買、
その他法律問題かどうかわからなくても大丈夫
です。お気軽に相談ください。予約された方を
優先させていただきます。
　相談をご希望の方は事前に右記予約先まで電
話またはメールにてご予約ください。

■日時　 2月29日（土）　午後 0時30分～ 3時30分
■会場　七島信用組合八丈島支店
■相談時間　40分（予定）
■相談責任者（予約先）
　弁護士　蔭山枝里奈（東京弁護士会）
　　　　　弁護士法人リオ・パートナーズ
　電話　　03−5１56−8883
　※土・日・祝日を除く午前 9時～午後 7時まで受け付け
■ホームページ　http://zenkikai.net/（法友全期会で検索）
■メール　ekageyama@rio-partners.or.jp

主催：東京弁護士会法友全期会（東京弁護士会所属弁護士グループ）
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【２０歳になったら国民年金】
　国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働いてい
る世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。国民年金は、20歳以上60歳未満の方は加入すること
が義務付けられており、20歳になると、日本年金機構から国民年金加入のお知らせが届きます。

□　将来の大きな支えになります！
　　国民年金は20歳から60歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。
　　国が責任をもって運営するため、安定しており、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
□　老後のためだけのものではありません！
　　国民年金は、年をとったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。
　　障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。
　　	また、遺族年金は加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族（「子のあ

る配偶者」や「子」）が受け取れます。

□　「学生納付特例制度」
　　	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

付が猶予される制度です。
　　	対象となる学生は、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、

専修学校及び各種学校（修業年限 １年以上である過程）、一部の海外大学の日本分校に在学する方
です。

□　「納付猶予制度」
　　	学生でない50歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に国民年金保険料の納

付が猶予される制度です。

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　https://www.nenkin.go.jp/

国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
と

「
納
付
猶
予
制
度
」

　保険料を未納のまま放置すると、年金の給付を受け取ることができない場合
があります。また保険料には学生納付特例・納付猶予制度の他にも免除制度が
あります。国民年金のご相談・お手続きについては町役場または年金事務所ま
でお問い合わせください。

▼  各種問い合わせ 受 付 時 間

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）

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）

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）

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

※	祝日（第 2土曜日を除く）はご利用いた
だけません。

国民年金
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言語機能訓練（予約制） ■問い合わせ・申し込み■　福祉健康課保健係　電話 2 −5570
　
　言語聴覚士による言語機能訓練を月 １回実施しています。	  
○日時： 3月１6日（月）　午前 9時１5分～午後 4時
○場所：保健福祉センター

予約制です。事前に上記までご連絡ください。
○申込締切　 3 月 ２ 日（月）

2 月の老人クラブ活動 ◎ 町内在住のおおむね６０歳以上の方が対象です ◎

　下記の日程で各地域老人クラブは定例会を開催します。
　　　三根老人クラブ　　　１4日（金）　三根公民館　　午前 9時30分～午後 2時
　　　大賀郷老人クラブ　　休み
　　　樫立老人クラブ　　　 7日（金）　樫立公民館　　午前 9時30分～
　　　中之郷老人クラブ　　１3日（木）　中之郷公民館　午前 9時１5分～
　　　末吉老人クラブ　　　 4日（火）　末吉公民館　　午前 9時30分～
　その他、老人クラブごとに様々な活動を行っています。ご興味のある方はご連絡ください。

■問い合わせ■
　三根　　浅沼美智夫　電話 2 −2138　／　大賀郷　奥山妙子　電話 2 −0498　／　樫立　結城眞　電話 7 −0673
　中之郷　山下和彦　　電話 7 −0127　／　末吉　　沖山義人　電話 8 −0425

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
は令和元年 7月～令和元年 9月サービス分で、通知書は 2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、ご連絡ください。

成人歯科「歯と口の健康診断」受診期限 2 月末まで
　対象者には、歯の健診を １回無料で受けられる、「歯と口の健康診断」のご案内を令和元年 6月初旬にお送りして
います。歯周病は万病のもと。年に一度は歯の健診を受けましょう。
【対　　象】　 八丈町に住民票があり、令和 2年 4月 １日までに	

４０歳、5０歳、６０歳、7０歳になる方
【使用期限】　令和 2年 2月末
※詳細はお手元にある方は 6月発送の通知文をご確認ください。
　その他、ご不明な点ありましたら問い合わせください。

■問い合わせ■　福祉健康課保健係　電話 2 −5570

介護給付費通知書について／老人クラブ活動　ほか
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2 月　東京法務局　特設登記所開設
　東京法務局では、職員派遣による特設登記所を開設し、不動産や商業・法人の登記申請、相続や抵当権に関する相
談、その他の登記について相談を実施します。
　◎特設登記所へ相談でお越しの際は、お手持ちの資料をご用意ください。
　◎郵送等で届出や申請をする際は、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：１９日（水）　午後 ２ 時3０分～ 5 時
　　　２０日（木）　午前 ９ 時～正午、午後 １ 時～ ４ 時3０分
　　　２１日（金）　午前 ９ 時～正午
場所：八丈町役場 １ 階相談室 １ ・ ２

■予約・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、終了時間の
3０分前までです。

※予約者が優先です。

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

～パート募集～
募集職種　小児科医師　　看護助手　　看護師　　薬剤師　（小児科医師と看護師、薬剤師は資格が必要です）
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

～職員募集～
募集職種
・看護師……若干名
・助産師……… １名
・薬剤師……… １名
対 象 者
　資格保有者

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 3 cm× 3 cm・履歴書に貼ること）
③資格を証する書類の写し
④エントリーシート（町指定のもの・自筆）
⑤	書類選考の結果書の送付先を明記し、84円切手を貼った
返信用封筒（定形23.5×１2cm）

※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。

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）

骨密度測定会のお知らせ� ■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。

◎日時： 日 ２ 月２８日（金） ２ 月２９日（土） 3 月 １ 日（日） 3 月 ２ 日（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：事前予約検査費用は必要ありません。
　　　　　　　スリッパの準備もありますが、お持ちの方は上履きを持参ください。

骨密度測定会／東京法務局　特設登記所開設／町立八丈病院職員募集
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今月の健康診査 　　会場：保健福祉センター　※健診の対象者には個別通知します
3 ～ ４ か月児・産婦健康診査 ４ 日（火）　受付：午後 １ 時１5分～ １ 時４5分
　○対象　令和元年 9月１１日～令和元年１１月 4 日生まれの乳児とその産婦
3 歳児健康診査　１８日（火） 受付：午後 １ 時１5分～ １ 時４5分
　○対象　平成28年１2月１8日～平成29年 2 月１8日生まれの幼児
２ 歳児歯科健康診査 １９日（水）　受付：午前 ９ 時１5分～１０時
　○対象　平成29年１１月１4日～平成30年 2 月１9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
１８日（火）　午前 ９ 時～午後 ４ 時　　○対象　 １歳 6か月以上の未就学児
　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
１０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・助産師・管理栄養士・歯科衛生士が応じます。	
身長、体重の計測もできます。母子健康手帳を持参してください。

2 月の母子保健 ■問い合わせ・申し込み■
　福祉健康課保健係　電話 2 −5570

2 月子どもの定期予防接種のお知らせ
Ｂ型肝炎集団予防接種	 １4日（金）午後 2時～ 3時
四種混合集団接種	 １4日（金）午後 3時～ 3時30分
ＢＣＧ集団接種	 28日（金）午後 １時30分～ 2時
日本脳炎集団接種	 28日（金）午後 2時～ 3時
ヒブ集団接種＆小児用肺炎球菌集団接種	 28日（金）午後 3時～ 3時30分
予約制個別接種	 １4日（金）午後 3 時3０分～ ４ 時
	 28日（金）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、事前予約が必要です。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

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　交流ひろばの催し　　毎週水曜日　午前10時30分～11時
　 5 日（水）　ガラクタ楽器であそぼう♪
　12日（水）　おひなさま作り
　19日（水）　ふれあいわらべうたあそび
　26日（水）　支援センターでひなまつり

☆ひろば催しのご案内☆
２ 月２６日（水）　	一足早いひなまつりになりますが、１2日のおひなさま作りと併せてご参加ください。
■問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話 2 −4300

今月は
２ 月２２日（土）です♪

親子で楽しめる催しを企画しています。

子どもの定期予防接種／母子保健／子ども家庭支援センター
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来島者数・観光客数推計
空路 海路 合計 観光客（推計）

前年比
3１年度 30年度 3１年度 30年度 3１年度 30年度 3１年度 30年度

4月 8,240 8,348 2,389 １,544 １0,629 9,892 7,350 6,840 7.5％
5 月 8,953 8,768 2,433 2,087 １１,386 １0,855 １0,875 １0,368 4.9％
6 月 6,296 5,766 98１ １,465 7,277 7,23１ 5,50１ 5,466 0.6％
7 月 9,238 9,609 2,300 2,964 １１,538 １2,573 8,960 9,764 −8.2％
8 月 １3,087 １１,7１6 3,928 4,642 １7,0１5 １6,358 １4,402 １3,846 4.0％
9 月 8,485 8,356 2,205 2,253 １0,690 １0,609 8,9１１ 8,843 0.8％
１0月 7,740 8,545 975 １,373 8,7１5 9,9１8 5,756 6,55１ −１2.１％
１１月 8,979 8,505 １,437 １,595 １0,4１6 １0,１00 7,225 7,006 3.１％
１2月 7,427 7,5１0 １,20１ １,１45 8,628 8,655 5,１09 5,１25 −0.3％
計 78,445 77,１23 １7,849 １9,068 96,294 96,１9１ 74,089 73,809 0.4％

観光 おじゃれ１１万人 ■問い合わせ■　産業観光課観光係　電話 2 −1125

ひょんはーもちつき・えこの春まつり
　えこ・あぐりまーとにて、上記のイベントを開催します。皆様お誘い合わせの上、ご来場ください。
日　時　 2月１6日（日）
　　　　午前１0時～午後１2時30分
場　所　えこあぐりまーと

内　容　	ひょんはーもちつき（午前１0時30分～）、レモン加工品・芋料理
の販売

※もち・料理はなくなり次第終了しますので、お早めにご来場ください。

■問い合わせ■　えこ・あぐりまーと　電話 7 −1808（営業時間　午前10時～午後 4 時）

八丈町産業振興青年研究会連絡協議会研究発表会のお知らせ
　八丈町の産業振興を目的とした研究発表会が次のとおり開催されます。
　皆さんお誘いあわせのうえ、ご来場ください。

■問い合わせ■　産業観光課産業係　電話 2 −1125

◆日　時　 2月１4日（金）　午後 5時～
　　　　　（開場　午後 4時50分）
◆場　所　八丈町役場内　商工会研修室
※	駐車スペースに限りがありますので、
　なるべく乗りあわせでご来場ください。

◆内　容　【研究発表】　午後 5時20分～ 7時30分
　・商工会青年部先進地視察報告
　・関東東海花の展覧会準備および視察報告
　・全国農業担い手サミット報告
　・	伊豆諸島・小笠原諸島地域力創造対策協議会主催先進地共同視察

報告
※	発表内容により時間が前後する場合が御座いますご了承ください。

ひょんはーもちつき・えこの春まつり／観光 おじゃれ11万人　ほか

「赤い羽根共同募金」へのご協力ありがとうございました
　赤い羽根共同募金は、高齢者、障がい者、子どもたちなどへの地域の福祉活動を支援する募金です。また、災害時
には「災害ボランティアセンター」の設置や運営など、被災地支援にも役立ちます。
　地域で集めた募金は、集めた地域で使われています。
　令和元年度は 784,411円 の募金が集まりました。
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2 −5570
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都市計画法に基づく都市計画案の公告・縦覧および�
意見書の受付
　対象となる計画案は以下のとおりです。

都市計画案 臨港地区都市計画案
新八丈町クリーンセンター（ごみ焼却場）

都市計画案

縦覧期間および
意見書の提出

2 月１9日（水）～ 3月 4日（水）※土日祝日を除く
午前 8時30分～午後 5時

縦覧場所 企画財政課企画情報係・各出張所 住民課環境係・各出張所

縦覧方法 本計画案の複写（有料）および写真撮影は可能ですが、貸出はできません。

意見書記載事項
住所、氏名を記入のうえ、本計画案へのご意見をご記入ください。提出様式は任意としま
すが、住所および氏名の記載が無いものは無効となります。

意見書提出方法 電子メール、FAX、郵送または直接お持ちください。

提出先

共通：〒１00−１498　東京都八丈島八丈町大賀郷255１番地 2

八丈町企画財政課企画情報係
FAX：04996− 2 −4824
MAIL：ha１30@town.hachijo.tokyo.jp

八丈町住民課環境係
FAX：04996− 2 −7027
MAIL：jyumin@town.hachijo.tokyo.jp

※各出張所では持参の場合のみ受け付け。

各計画案における今後の予定
①臨港地区都市計画案
　東京都都市計画審議会付議および都知事同意（都市計画法第１9条）……令和 2年 5月１9日予定
　都市計画決定・告示（都市計画法第20条）…………………………………令和 2年 7月予定
②新八丈町クリーンセンター（ごみ焼却場）都市計画案
　東京都都市計画審議会付議および都知事同意（都市計画法第１9条）……令和 2年 5月１9日予定
　都市計画決定・告示（都市計画法第20条）…………………………………令和 2年 5月下旬予定
　用地造成工事及びプラント建設工事競争入札………………………………令和 2年１１月予定
　工事契約締結および工事着手…………………………………………………令和 2年１2月予定
　完成・供用開始…………………………………………………………………令和 6年 4月予定

■問い合わせ■　臨港地区都市計画案について　　　　　　企画財政課企画情報係　電話 2 −1120
　　　　　　　　新八丈町クリーンセンター都市計画案　　住民課環境係　　　　　電話 2 −1123

政治・選挙教養講座　開催
　時事通信社の方を講師にお招きし、政治・選挙教養講座を開催します。昨今の政治状況、選挙を振り返ってみて、
今後の政局など、ジャーナリスト目線からのお話をしていただく予定です。
　事前の申し込みは必要ありません。皆さまお気軽にご来場ください。
◇日　時　 2月 6日（木）　午後 5時30分～ 7時
◇場　所　八丈支庁大会議室

■問い合わせ■　八丈町選挙管理委員会（総務課内）　電話 2 −1121

都市計画法に基づく都市計画案の公告・縦覧および意見書の受付　ほか
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１８日～２１日
●ANA１892便にて上京
●令和元年度第 １回東京都離島航空路地域協議会

●離島振興懇談会
●離島振興予算対策本部合同会議及び要望活動
●ANA１893便にて帰島

町 長 上 京 日 記　12月

事前予約制 ２ 月 3 日（月）から１９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？
年に 4回開催予定しています。第 4回目は、八丈島の野菜・芋を使って料理しよう！
日　時： 2月25日（火）　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

郷土料理教室 ■問い合わせ・申し込み■　
　福祉健康課保健係　電話 2 −5570

出張所だより ■問い合わせ■　中之郷出張所　電話 7 −0002

平成31年度コミュニティ助成備品
　末吉自治会では一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業による宝くじの助成金を受け、地域行事用
音響機材として次の備品を購入しました。コミュニティ助成事業は、コミュニティ活動の促進と健全な発展を図ると
ともに、宝くじの社会貢献広報を目的としています。

●スピーカー

●ミキサーアンプ

●マイク

●スピーカースタンド

●舞台照明

●マイクスタンド

●ピンマイク

●フォグマシン（霧）

●バブルマシン（しゃぼん玉）

出張所だより／郷土料理教室／町長上京日記
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今月の学校行事
■大賀郷中学校　開校記念日　 １日（土）
■学芸会
　三根小学校　　 2日（日）　午前 8時40分～［開場 8時１0分］　／　会場：三根小学校体育館
　大賀郷小学校　 2日（日）　午前 8時40分～［開場 8時30分］　／　会場：大賀郷小学校体育館
■三原学園（三原小学校・三原中学校）三原文化発表会　
　 2日（日）　午前 8時30分～　／　会場：三原小学校体育館
■P連作品展
　１5日（土）　午後 １時～午後 5時、　１6日（日）　午前 9時～午後 3時　／　会場：三原中学校体育館
　＊「地域・保護者と教職員の集い」１6日（日）　午前１0時～１１時　／　会場：三原中学校　視聴覚室
■学校公開
　富士中学校　　１0日（月）～１5日（土）
　三根小学校　　25日（火）～28日（金）
　大賀郷小学校　22日（土）
■各小学校第 5 学年　雪山体験教室　１8日（火）～2１日（金）
■都立高校一般入試　2１日（金）

　2009年ユネスコによる「八丈語（八丈方言）は消滅危機言語のひとつ」という指定を受け、八丈町教育委員会で
は、様々な普及継承活動に取り組んできました。その活動の一環として、今年の 3月に、平成28年度より千葉大学
金田章宏教授が主宰している八丈方言研究の最終報告会を行います。是非ご参加ください。おじゃりやれよーい！

〈第１０回　八丈方言講座　「八丈語の保存継承のための総合研究」　最終報告会〉
◎日時：令和 2年 3月１5日（日）　午後 2時から 4時まで
◎場所：三根公民館　 １階　集会室
　【 １ 部】　研究者の報告　　金田　章宏　（千葉大学教授）　　　「今回の研究の成果と課題」
　　　　　　　　　　　　　当山　昌直　（沖縄生物学会長）　　「島の宝−動植物の方言の知識」
　　　　　　　　　　　　　三樹　陽介　（目白大学講師）　　　「八丈島であまり知られていない特徴の再発見」
　　　　　　　　　　　　　和田　健　　（千葉大学准教授）　　「八丈島のイモについて」
　【 ２ 部】　八丈島民話の聞き比べ　……　 5地域の語り部による八丈島民話を楽しんでください。
　　　　　「人捨て穴」「たなばたさま」のDVDの鑑賞　…　島在住の方に語ってもらいました。
　　　　　語り部：三　根（沖山　操）　　　　大賀郷（浅沼　研）　　　　樫　立（矢田　美津）
　　　　　　　　　中之郷（山下　芙美子）　　末　吉（菊池　すま子）　
　　　　　　　　　※敬称略。解説は金田　章宏先生が行います。

■問い合わせ■　教育課　 2 −7071

■八丈町教育相談室　　　　　　電話 2 −0591　　　　毎週火・水・金曜日：午前 9 時～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）

教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話 2 −7071

教育委員会だより

「八丈語の保存継承のための総合研究」最終報告会
令和 ２ 年 3 月１5日（日）　三根公民館にて
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図書館からのお知らせ　ほか

図 書 館 か ら の お 知 ら せ
●八丈町立図書館推進委員を募集します
　任期満了に伴い、八丈町立図書館推進委員を募集します。図書館の円満かつ効率的な運営を図るため、意見を述べ
ていただきます。
　◎任　　期：令和 2年 4月 １日～令和 4年 3月3１日
　◎応 募 数： 2 名（応募多数の場合、書類審査などを行います）
　◎応募方法：図書館で配布している申込書にご記入の上、図書館にお持ちください。
　◎応募条件：20歳以上の方
　◎応募締切： 2 月１6日（日）

●ご存知ですか？「予約・リクエスト・協力貸出」
　図書館で読みたい本が見当たらない時は、カウンターまでお尋ねください。
予約・リクエスト・協力貸出を行います。
◇予約：本などが貸出中の時に、予約できます。

種　　類 予約可能点数
本・雑誌・紙芝居 １人 5冊まで
DVD・ビデオ １人 3点まで

◇リクエスト：図書館で持っていない『本』は、購入を依頼（リクエスト）できます。
　　※冊数や金額などの制限があります。
◇協力貸出：絶版などを理由に購入できない『本』を他の図書館から借り受けて提供します。
　　※本によっては借りられないものや、館内での利用に限るものがあります。
　◎	準備ができたら電話連絡します。来館時、申請者の図書貸出カードを忘れずにお持ちください。（ほかの図書貸

出カードでは貸出できません）
　◎	取り置き期間は連絡後 １週間です。期間が過ぎた時は取り置きがキャンセルされますので、ご注意ください。
　◎	協力貸出は、相手館への返却期限により、貸出期間が 2週間より短くなることがあります。

●今月のおはなし会
　 8日（土）　午前１0時～１１時　　こどものほんのへや
　読み聞かせ：こっこめ文庫（三根）　（都合により変更する場合があります）
　絵本の読み聞かせや工作などを行います。みんなでおじゃりやれ♪

●休 館 日　	毎週月曜日、１１日（火・建国記念の日）、23日（日・天皇誕生日）、	
28日（金・館内整理日）

●開館時間　午前 9時30分～午後 5時
●八丈町立図書館ホームページ　http://www.hachijo-library.jp/Library/

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）

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2 −0797

町立図書館ホームページ

予　　約
リクエスト
協力貸出

募金の報告等について� ■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右表の義援金を
日本赤十字社へ振り込みましたので、報告しま
す。
※義援金は全額、被災された方へ届けられます。

　温かいご支援・ご協力ありがとうございました。

　なお「令和元年 8月豪雨災害義援金」は令和 2年 2 月2１日まで、「令和元年台風第１9号災害義援金」は令和 2年 3
月27日まで受け付けしています。

募金の名称 振込済額 受付終了日

令和元年台風１5号東京都災害義援金 3６,１7４ 円 R１.１１.27

令和元年台風１5号千葉県災害義援金 ９０,０４7 円 R１.１2.20
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八丈町放課後子どもプラン

放課後子供教室がじゅまる広場・

　放課後児童クラブとびっこクラブ

全校児童受入 を目標に、三根小学校の “がじゅまる広場” の指導員を募集しています。

　全校児童の受入を達成するには、地域・保護者の皆さんのご協力が必要です。下記の勤務時間に当てはま
らなくても、ご相談いただければある程度の調整が可能です！　ご協力いただける方を募集しています。

対 象 者　　体力に自信があり、子どもが好きな方（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（放課後子供教室がじゅまる広場・放課後児童クラブとびっこクラブ）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　　八丈町立の各小学校（三根小学校・大賀郷小学校・三原小学校）
勤務時間（シフト制）
　学校の授業のある日（平日）

実施日
三根小学校・大賀郷小学校 三原小学校

水曜日以外 水曜日 水曜日以外 水曜日

3 ～１０月 １4：00～１7：00 １3：30～１7：00
１4：00～１6：30 １3：30～１6：30

１１～ ２ 月 １4：00～１6：30 １3：30～１6：30

　　※学校の行事予定などにより、出勤時間の変更をお願いする場合があります。
　　　例……１2：30からの勤務、１8：30の退勤など
　学校の休業日（土曜日・振替休業日・夏休み・冬休み・春休み）
　　　 8：00～１3：00（１3：30）、１3：00（１3：30）～１8：30　の二交代制
　　※実施内容や人員配置の都合で勤務時間が変更となる場合があります。
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（学生1,020円）
※ 特別支援学級に在籍する児童が、がじゅまる広場・とびっこクラブに参加する際の安全管理を行う特別支援サポー

ターも募集しています。　勤務地は三根小学校となります。その他の勤務形態は他の指導員とほぼ変わりません。
※保育士、幼稚園教諭、教員免許等保持者は賃金単価を優遇します。履歴書に記入してください。
※	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）。

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2 −7071

指導員
募集中!!

がじゅまる広場・とびっこクラブ指導員募集
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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１4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 ・甲状腺内科 ・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）

○ 2 月の航路ダイヤ
【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〉

【ANA】電話　０57０−０２９−２２２ 機体情報　最大乗員数 B738：１67人　　32G：１80人

【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
１89１ 7 ：30 8 ：25 B738
１893 １2：１5 １3：１0 32G
１895 １5：50 １6：45 B738

便名 八丈島発 羽田着 機種
１892 9 ：00 9 ：55 B738
１894 １3：55 １4：50 32G
１896 １7：25 １8：20 B738

※編集時点の情報です。運航事業者の都合により、急な時刻変更などありますので、ご注意ください。

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

町立八丈病院臨時診療日その他、専門外来診療／救急外来のご案内とお願い　ほか

救急外来のご案内とお願い� ■問い合わせ■　町立八丈病院　電話 2 −1188

　夜間や休日など、かかりつけ医や病院の外来診療が行われていない時間に体調が悪くなった時の不安は強いもので
す。救急外来は、こうした急病やけがに対して緊急対応するための外来です。
　当院では、医師 １名が当直し24時間対応しています。しかし、少数の人員と最小限の検査等で対応している夜間や
休日に通常の診療体制を組むことは難しく、こうした限られた体制においては、より生命の危険を伴う緊急性のある
患者さんが優先となります。
　患者さんの病状によっては、診療の順番が前後したり、処置に時間がかかって、長時間お待たせすることもあります。
　また、生命に危険のある重症患者さんが救急搬送された場合は、その患者さんに全力で対応するため、かかりつけ
の患者さんであっても診療ができないこともあります。
　なお、各科の医師が交代で対応に当たるため、常に希望する専門医が診察することはできません。当番医が初期対
応をした上で、後日、専門外来を受診していただくことになります。
　緊急時などやむを得ない場合以外は、お早めに通常診療時間の外来を受診するようご協力をお願いいたします。

町立八丈病院の受付・診療時間

▼受付時間　●初診の方……午前 8時30分～１１時　／　●再診の方……午前 8時～１１時（再来受付機にて受付）

▼診療時間　午前 9時～　　 ▼休診日　土・日曜日、祝日、年末年始（１2月29日～ １月 3日）



SCHEDULE
2020

八丈町役場　出張所／三根： ２－０３４９　樫立： ７－０００３　中之郷： ７－０００２　末吉： ８－１００３ ７０％再生紙を使用しています

三 根
公民館

大賀郷
公民館

樫 立
公民館

中之郷
公民館

末 吉
公民館

八丈町保健
福祉センター

町 立
八丈病院

多目的ホール
「おじゃれ」2月

日 月 火 水 木 金 土
1

2

し尿収集運搬休業日

3

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

4
3 ～ 4 か月児産婦健診
保福  受付１3:１5～１3:45

5 6 7 8
図書館おはなし会
 １0:00～１１:00
し尿収集運搬休業日

9

し尿収集運搬休業日

10
すくすく相談
保福  9:00～１１:00

（要予約）
コミュニティセンター休館日
図書館休館日

11

図書館休館日
し尿収集運搬休業日

12 13 14 15

16

し尿収集運搬休業日

17

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

18
3 歳児健診
保福  受付１3:１5～１3:45

こども心理相談
保福  9:00～１6:00

（要予約）

19
2 歳児歯科健診
保福  受付 9 :１5～１0:00

20 21 22

し尿収集運搬休業日
23

図書館休館日
し尿収集運搬休業日

24

図書館休館日
し尿収集運搬休業日

25
郷土料理教室
保福  １0:00～１3:00

（要予約）

26 27 28

図書館休館日

29

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
１

２ 3 ４ 5 ６ 7 ８

金属 燃・害 資源
古着 燃・害

９ １０ １１ １２ １3 １４ １5
金属 燃・害 資源 びん 燃・害 ※

１６ １7 １８ １９ ２０ ２１ ２２

金属 燃・害 資源 燃・害

２3 ２４ ２5 ２６ ２7 ２８ ２９
金属 燃・害 資源 燃・害

日 月 火 水 木 金 土
１

２ 3 ４ 5 ６ 7 ８

燃・害 資源
古着 燃・害 金属

９ １０ １１ １２ １3 １４ １5
燃・害 資源 燃・害 金属 ※

１６ １7 １８ １９ ２０ ２１ ２２

燃・害 資源 燃・害
びん 金属

２3 ２４ ２5 ２６ ２7 ２８ ２９
燃・害 資源 燃・害 金属

日 月 火 水 木 金 土
１

２ 3 ４ 5 ６ 7 ８

燃・害 資源
古着 燃・害 金属

９ １０ １１ １２ １3 １４ １5
燃・害 資源 燃・害 金属 ※

１６ １7 １８ １９ ２０ ２１ ２２

燃・害 資源 燃・害
びん 金属

２3 ２４ ２5 ２６ ２7 ２８ ２９
燃・害 資源 燃・害 金属

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

大 樫 中 末 おじゃれ三 保福 町病

診　療　日 診療時間
糖尿病教室 2月１4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）

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

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。

休　　業　　日
ふれあいの湯 3日　１0日　１7日	 毎週月曜日
みはらしの湯 4日　１8日　25日	 毎週火曜日
ザ・ＢＯＯＮ 5日　１2日　１9日　26日	 毎週水曜日
やすらぎの湯 6日　１3日　20日　27日	 毎週木曜日

温 泉 休 業 日町役場開庁日 平日 8 ：30～17：15 ※定休日が祝日の場合は営業します。

※　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。


