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町の人口（令和 4年１0月 １ 日現在）
人　口	 7,078人	 減	 10人
　男	 3,530人	 減	 1人
　女	 3,548人	 減	 9人
世帯数	 4,217世帯	 減	 11世帯

期間内
の異動

世帯数 男　 女　 人口計
三　根 2,033 1,743 1,699 3,442
大賀郷 1,392 1,147 1,152 2,299
樫　立 264 225 229 454
中之郷 360 297 341 638
末　吉 168 118 127 245
全　体 4,217 3,530 3,548 7,078

転入・出生	22人	（うち転入18人出生4人）
転出・死亡	31人	（うち転出22人死亡9人）

※外国人含む

2 令和 4年度自治振興委員の集い
3-7 令和 3年度公営企業会計決算のあらまし／令和 4年度公営企業会計予算の状況

8 税のお知らせ／物価対策キャッシュレスキャンペーン事業
9 国保だより

10 国民年金／老人クラブ活動
11 「こころの健康づくり」講演会／都民公開講座／赤十字募金・赤い羽根共同募金
12 子ども定期予防接種／母子保健／ウクライナ人道危機救援金受付延長
13 子ども家庭支援センター／１１月は児童虐待防止推進月間
14 環境だより／言語機能訓練
15 一般廃棄物処理手数料改定／し尿・雑排水収集運搬休業日／水道だより

16 交通安全ポスター、環境啓発ポスター
17 火災予防ポスター・標語入選作品／秋の全国火災予防運動／シルバー人材センター募集
18 町営住宅入居者募集
19 八丈島パブリックロードレース参加者大募集／自衛官候補生募集
20 八丈島	RAINBOW	CUP	2022	フットサル大会結果／来島者数・観光客数推計
21 八丈高校やろごんプロジェクト／八丈高校標準服制度アンケート　ほか

22 教育委員会だより
23 図書館お知らせ／八丈町コミュニティセンター駐車場一部閉鎖／アスタのSėkmės	スパイス！
24 八丈病院お知らせ／Let’s	be	healthy	!
25 くらしの法律税金相談会／無料法律相談会／航路ダイヤ

目 次 ※掲載の日程などは全て編集時点の予定であり、情勢により変更等行う場合がございます。

昨今の情勢に対応する各種施策のご案内
八丈町では、昨今の物価高などの情勢に、地域の事情に即した支援を行うため、

以下の事業を実施します。

水道料金全額補助の期間を延長します
・対　象：八丈町の水道を使用している全ての方（官公庁を除く）
・期　間：１１月～ １月請求分まで（１0月～１2月検針分）

物価対策キャッシュレスキャンペーン事業 詳細は折込をご覧ください

物価上昇における対策とともに、デジタルを活用した地域経済の活性化を目的として、キャッシュレス
決済によるポイント還元を実施します。
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令和 4年度自治振興委員の集い
新型コロナウイルス感染症にともなう諸般の事情に配慮し、「自治振興委員の集い」は書面開催とし、次のとおり

意見交換が行われました。

【大賀郷地域】

要望 １ 野良猫の管理について
野良猫が多くなり衛生面でとても困っている。飼い猫は家で飼い、他人に迷惑をかけないというこ

との指導を徹底してほしい。アレルギーの問題や猫から人への感染症なども心配です。避妊手術をし
たあとに集めて飼育する場所を作るなどの対応をお願いします。

回答 １ 現在、町が実施している野良猫対策はTNR活動というもので、飼い主のいない猫の繁殖を抑え、
自然淘汰で数を減らしていくことを目的に、捕獲（トラップ）して・不妊手術（ニューター）を施し・
元の場所に戻す（リターン）活動を行っていますが、猫が寿命を全うするまでには、時間を要するな
ど、短期間で野良猫の数を減らしていくのは困難であると認識しています。
そのため、今後は新たに、地域の合意を得た地域猫活動のルール作りなどを進めていかなければな

らないと考え、ご自身の飼い猫以外への餌やりはやめていただくなど、住民の方々にご協力をお願い
していきたいと思います。併せて、猫に限らずペットの飼い方などについても、引き続きご理解、ご
協力をお願いしてまいります。

要望 ２ 西見・甚太地区の水道について
西見・甚太地区の水道水については、平成22年に地区で問題になり、町と折衝をしました。水質検

査の結果では法的な問題はないということでしたが、西見・甚太地区には鴨川水源の水と西見井戸水
源の水を混ぜて配水しているということでした。
この状況は変わっていないのではないかと思いますが、現在でも不安を感じている住民もいますの

で、可能なら全て鴨川水源の水でまかなうことはできないものでしょうか。

回答 ２ 西見・甚太地区の水道水については、現状、寺山浄水場と大賀郷浄水場からの配水となっています。
ご要望にあります「西見・甚太地区の水を大賀郷浄水場の水でまかなうことはできないか」につい

てですが、大賀郷地区は広範囲なため、大賀郷浄水場のみでの水量では足りません。このため寺山浄
水場との組み合わせにより、水を供給しているところでありますので、ご理解をお願いします。
また、水質についても、毎月検査を行っており、問題が無いことを確認していて、結果については

町のホームページで公開していますので、ご確認をお願いします。

要望 3 西見地区の町道の安全について
南原スポーツ公園入口から空港側へ向かう道の最初のカーブは、カーブミラーが設置されてはいる

が、この部分はどちら側から進入しても、見通しが悪く、交通事故がおきかねない。この町道は、南
原スポーツ公園に行く途中であり、小・中学生や高校生が自転車でこの道を通ってスポーツ公園に行
くことが多いので、割り合い交通量も多い。また、この町道はダンプカーなども利用するので事故の
可能性がある。
見通しを悪くしている理由は、内側にホンコンの樹木が茂っているので、どちら側でも見づらい。

更に、ビローも生えているのでより見通しが悪い。ホンコンの伐採を土地所有者にお願いしてほしい。

回答 3 8 月26日に実施済みであることを確認しました。
今後も、町道の支障木については、随時対応しますので、ご理解とご協力をいただけますよう、お

願いします。

■問い合わせ■　総務課庶務係　電話 2 −1121

令和 4 年度自治振興委員の集い
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令和 3 年度公営企業会計　決算のあらまし
　八丈町は、水道事業・一般旅客自動車運送事業・病院事業・浄化槽設置管理事業の 4 事業につい
て、地方公営企業法の規定の全部適用を受け、それぞれ特別会計を設けて、独立採算制の企業会計
方式により経営しています。

1 ．水道事業会計
本事業は、町民により安全でおいしい水を供給するために、水道施設の整備を図りながら安定給水の確保に努めました。

本年度の主な建設改良事業は、次のとおりです。

工事の目的 工事名称

老朽管更新により漏水を減少させ、水量を安定確保するための工事 配水管等布設工事、鴨川導水管更新工事

老朽化した浄水場を更新するための工事 大川浄水場改修造成工事

本年度の総収益は440,854千円（前年比１8,770千円減）、総費用は4１１,１45千円（前年比１5,１9１千円減）で、当年度純利益
が29,709千円となりました。
一般会計繰入金総額235,１49千円のうち、資本勘定に35,460千円、損益勘定に１99,689千円を繰入れました。

（ １ ）　収益的収入および支出
【収益的収入】	 （単位：千円） 【収益的支出】	 （単位：千円）

区　　分 決算額（税抜） 区　　分 決算額（税抜）
給水収益（水道料金） 62,388 人件費 １9,9１5
負担金（給水装置負担金） １,300 物件費 74,760
雑収益 690 減価償却費 274,780
一般会計補助金 １99,689 資産減耗費 １6,253
長期前受金戻入 １59,028 支払利息 １9,6１5
資本費繰入収益 １5,475 雑支出 5,822
特別利益 2,284 合　　計 4１１,１45

合　　計 440,854
当年度純利益 29,709

（ ２ ）　資本的収入および支出
【資本的収入】	 （単位：千円） 【資本的支出】	 （単位：千円）

区　　分 決算額（税込） 区　　分 決算額（税込）
企業債 １09,000 施設改良費 300,１99
一般会計補助金 １7,022 企業債償還金 １34,96１
一般会計出資金 １8,438 合　　計 435,１60
国庫補助金 36,796
都補助金 296,9１3
固定資産売却代金 40

合　　計 478,209
資本的収入（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額１69,935千円除く。）が資本的支出に不足する額１26,886千円は、当年度分消費税資本
的収支調整額7,903千円、当年度分損益勘定留保資金１１6,530千円、減債積立金2,453千円で補てんした。

2 ．一般旅客自動車運送事業会計
本事業は、町民の身近な公共機関として、また、観光客の便利な交通手段として、引き続き安全・安心な輸送サービス

の提供や接遇の向上を図りながら、一人でも多くの方に利用いただけるよう努めました。
運送状況は、一般乗合が79,962人（前年比１,322人減）、貸切が586回、１0,83１人（１84回増、2,608人増）となりました。

本年度の総収益は１43,１89千円（前年比１,902千円増）、総費用は１4１,467千円（前年比１,097千円増）で、当年度純利益が１,722
千円となりました。
一般会計繰入金総額１06,000千円のうち、資本勘定に１5,000千円、損益勘定に9１,000千円を繰入れました。

令和 3 年度公営企業会計　決算のあらまし
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（ １ ）　収益的収入および支出
【収益的収入】	 （単位：千円） 【収益的支出】	 （単位：千円）

区　　分 決算額（税抜） 区　　分 決算額（税抜）
乗合収益 １2,456 人件費 １03,540
貸切収益 37,044 物件費 22,44１
雑収益 １66 減価償却費 １4,993
一般会計補助金 9１,000 資産減耗費 0
都補助金 １07 支払利息 0
長期前受金戻入 34 雑支出 493
特別利益 2,382 合　　計 １4１,467

合　　計 １43,１89
当年度純利益 １,722

（ ２ ）　資本的収入および支出
【資本的支出】	 （単位：千円） 【資本的支出】	 （単位：千円）

区　　分 決算額（税込） 区　　分 決算額（税込）
一般会計出資金 １5,000 建物整備費 １5,973

合　　計 １5,000 企業債償還金 3,60１
合　　計 １9,574

資本的収入額が資本的支出額に不足する額4,574千円は、当年度分消費税資本的収支調整額１,423千円、当年度分損益勘定留保資金3,１5１千円で補
てんした。

3 ．病院事業会計
町立八丈病院は、東京の島々の中で唯一の自治体病院であり、離島における医療確保のため、内科・外科・小児科・産

婦人科のほか１2の臨時診療（専門外来）を実施し、伊豆諸島における中核的病院としての役割を果たしています。本年度
は電子カルテ等システムを整備し、医療サービスの充実を図りました。
本年度の総収益が１,462,１94千円（前年比62,78１千円増）、総費用は１,406,696千円（前年比5１,897千円増）で、当年度純利

益が55,498千円となりました。
一般会計繰入金378,236千円のうち、資本勘定に85,１88千円、損益勘定に293,048千円（一般会計負担金26,490千円、一般

会計補助金266,558千円）を繰入れました。
（ １ ）　収益的収入および支出
【収益的収入】	 （単位：千円） 【収益的支出】	 （単位：千円）

区　　分 決算額（税抜） 区　　分 決算額（税抜）
入院収益 267,4１2 給与費 664,238
外来収益 407,303 材料費 １62,597
その他医業収益 45,369 経費 328,280
都補助金 29１,967 研究研修費 １,335
一般会計負担金 26,490 減価償却費 １70,１59
一般会計補助金 266,558 資産減耗費 １0,4１7
他会計補助金 １,333 支払利息 １7,608
患者外給食収益 2,606 患者外給食材料費 3,560
その他医業外収益 １5,073 雑支出 45,949
長期前受金戻入 50,708 特別損失 2,553
資本費繰入収益 85,１88 合　　計 １,406,696
国庫補助金 250
特別利益 １,937 当年度純利益 55,498

合　　計 １,462,１94

（ ２ ）資本的収入および支出
【資本的収入】	 （単位：千円） 【資本的支出】	 （単位：千円）

区　　分 決算額（税込） 区　　分 決算額（税込）
企業債 １73,000 固定資産購入費 227,0１１
一般会計負担金 85,１88 企業債償還金 １82,682
都補助金 40,77１ 合　　計 409,693
他会計補助金 5,500

合　　計 304,459
資本的収入額が資本的支出額に不足する額１05,234千円は、当年度分損益勘定留保資金43,2１6千円、過年度分損益勘定留保資金62,0１8千円で補て
んした。

令和 3 年度公営企業会計　決算のあらまし
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4 ．浄化槽設置管理事業会計
生活排水の適切な処理のため、合併処理浄化槽の普及・設置を進めました。本年度の浄化槽設置数は20基、年度末時点

では全体で340基の浄化槽を管理運営しています。
本年度の総収益が45,１83千円、総費用は48,297千円で、当年度純損失が3,１１4千円となりました。
一般会計繰入金27,786千円のうち、資本勘定に4,404千円、損益勘定に23,382千円を損益勘定に繰入れました。

（ １ ）　収益的収入および支出
【収益的収入】	 （単位：千円） 【収益的支出】	 （単位：千円）

区　　分 決算額（税抜） 区　　分 決算額（税抜）
浄化槽使用料 １0,037 人件費 １9,074
一般会計補助金 23,382 物件費 １4,779
長期前受金戻入 １0,367 減価償却費 １3,505
資本費繰入収益 １,397 支払利息 939

合　　計 45,１83 合　　計 48,297

当年度純損失 3,１１4

（ ２ ）資本的収入および支出
【資本的収入】	 （単位：千円） 【資本的支出】	 （単位：千円）

区　　分 決算額（税込） 区　　分 決算額（税込）
企業債 9,600 施設改良費 29,１20
一般会計補助金 １,404 企業債償還金 2,8１１
一般会計出資金 3,000 合　　計 3１,93１
国庫補助金 １2,033
都補助金 706
工事負担金 １,36１

合　　計 28,１04
資本的収入額が資本的支出額に不足する額3,827千円は、当年度分消費税資本的収支調整額１,4１9千円、過年度分消費税資本的収支調整額１,１43千
円、引継現金１,265千円で補てんした。

令和 4 年度公営企業会計予算の状況
1 ．水道事業会計

（ １ ）　収益的収入および支出
【収益的収入】	 （単位：千円） 【収益的支出】	 （単位：千円）

区　　分 予算額（税込） 区　　分 予算額（税込）
給水収益（水道料金） 202,976 人件費 2１,063
負担金（給水装置負担金） 770 物件費 96,１94
雑収益 25,708 減価償却費 275,１42
一般会計補助金 79,233 資産減耗費 30,000
長期前受金戻入 １65,670 支払利息 １8,6１9
資本費繰入収益 １6,１27 消費税 １
特別利益 0 特別損失 １

合　　計 490,484 予備費 200
合　　計 44１,220

令和 3 年度公営企業会計　決算のあらまし／令和 4 年度公営企業会計予算の状況
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（ ２ ）　資本的収入および支出
【資本的収入】	 （単位：千円） 【資本的支出】	 （単位：千円）

区　　分 予算額（税込） 区　　分 予算額（税込）
企業債 １6１,000 施設改良費 766,843
一般会計補助金 １7,808 企業債償還金 １34,470
一般会計出資金 36,376 合　　計 90１,3１3
国庫補助金 72,094
都補助金 438,79１

合　　計 726,069
資本的収入額が資本的支出額に不足する額１75,244千円は、当年度分消費税資本的収支調整額20,630千円、当年度分損益勘定留保資金１23,345千円、
減債積立金3１,269千円で補てんする。

2 ．一般旅客自動車運送事業会計
（ １ ）　収益的収入および支出
【収益的収入】	 （単位：千円） 【収益的支出】	 （単位：千円）

区　　分 予算額（税込） 区　　分 予算額（税込）
乗合収入 １6,6１7 人件費 １08,305
貸切収入 79,09１ 物件費 34,586
雑収益 27,１03 減価償却費 １１,456
一般会計補助金 70,000 資産減耗費 769
都補助金 １20 雑支出 50
長期前受金戻入 444 消費税 １
特別利益 7１9 特別損失 33,000

合　　計 １94,094 予備費 200
合　　計 １88,367

（ ２ ）　資本的収入および支出
【資本的収入】	 （単位：千円） 【資本的支出】	 （単位：千円）

区　　分 予算額（税込） 区　　分 予算額（税込）
企業債 １23,000 建物整備費 284,4１4
都補償金 67,000 企業債償還金 24,１48
一般会計出資金 84,000 合　　計 308,562

合　　計 274,000
資本的収入額が資本的支出額に不足する額34,562千円は、当年度分消費税資本的収支調整額2１,946千円、当年度分損益勘定留保資金１１,78１千円、
過年度分損益勘定留保資金835千円で補てんする。

3 ．病院事業会計
（ １ ）　収益的収入および支出
【収益的収入】	 （単位：千円） 【収益的支出】	 （単位：千円）

区　　分 予算額（税込） 区　　分 予算額（税込）
入院収益 280,625 給与費 720,538
外来収益 42１,568 材料費 １99,774
その他医業収益 38,672 経費 397,950
都補助金 １62,508 研究研修費 4,205
一般会計負担金 38,989 減価償却費 204,463
患者外給食収益 2,7１9 資産減耗費 6,000
その他医業外収益 3１7,993 支払利息 １4,924
一般会計補助金 １58,68１ 患者外給食材料費 4,069
他会計補助金 300 消費税 2,467
長期前受金戻入 47,756 特別損失 29
資本費繰入収益 9１,１73 予備費 200
特別利益 １0 合　　計 １,554,6１9

合　　計 １,560,994

令和 4 年度公営企業会計予算の状況
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（ ２ ）資本的収入および支出
【資本的収入】	 （単位：千円） 【資本的支出】	 （単位：千円）

区　　分 予算額（税込） 区　　分 予算額（税込）
企業債 54,000 建物整備費 3,１34
一般会計負担金 9１,１73 固定資産購入費 75,3１5
都補助金 49,328 企業債償還金 １94,90１
他会計補助金 8,800 合　　計 273,350

合　　計 203,30１
資本的収入額が資本的支出額に不足する額70,049千円は、当年度分損益勘定留保資金70,049千円で補てんする。

4 ．浄化槽設置管理事業会計
（ １ ）　収益的収入および支出
【収益的収入】	 （単位：千円） 【収益的支出】	 （単位：千円）

区　　分 予算額（税込） 区　　分 予算額（税込）
浄化槽使用料 １2,294 人件費 １9,526
雑収益 9,000 物件費 20,424
国庫補助金 225 減価償却費 １5,068
都補助金 １１2 支払利息 977
一般会計補助金 24,463 予備費 200
長期前受金戻入 １１,１2１ 合　　計 56,１95
資本費繰入収益 １,865

合　　計 59,080

（ ２ ）資本的収入および支出
【資本的収入】	 （単位：千円） 【資本的支出】	 （単位：千円）

区　　分 予算額（税込） 区　　分 予算額（税込）
企業債 １0,800 施設改良費 44,１58
一般会計補助金 １,893 企業債償還金 3,800
一般会計出資金 １0,000 合　　計 47,958
国庫補助金 １4,358
都補助金 953
工事負担金 304

合　　計 38,308
資本的収入額が資本的支出額に不足する額9,650千円は、当年度分消費税資本的収支調整額2,639千円、引継現金7,0１１千円で補てんする。
	

解説 公営企業で使われる用語

・収益的収入および支出
　	　公営企業の営業活動から生ずる収益や費用で、収益的収入には使用料収入などがあり、収益的支出には、人件費・物
件費などの諸経費のほか、減価償却費などの現金の支出を伴わない費用も含まれます。

・資本的収入および支出
　	　公営企業の諸施設の整備、拡充などにともなう収支で、資本的収入には企業債や施設等に対する補助金などがあり、
資本的支出には、建設改良費・固定資産購入費・企業債償還金などがあります。

・損益勘定留保資金
　	　収益的支出に現金の支出を必要としない費用（減価償却費など）を計上することにより、資金が外部に流出すること
なく留保されます。この内部留保資金を損益勘定留保資金といいます。

■「公営企業会計決算・予算」についての問い合わせ■　企業課経理係　電話 2 −1128

令和 4 年度公営企業会計予算の状況
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　町税の納税は、安心・確実な口座振替で！！　
町税の納税は、納期限毎に納付が完了する口座振替をぜひご利用ください。納め忘れがなく納付できます。
ご利用の申し込みは、島内の取扱い金融機関（※ １）・町役場および各出張所に備え付けの口座振替依頼書に

必要事項を記入・捺印のうえ、振替用口座のある金融機関にご提出ください。
※口座振替の開始は申し込み日からある程度の日数を要します（おおむね 2カ月以降の納期分より）。
※原則、各税目の納期限日に振替となります。
※	振替（引き落とし）は各税目の納期限毎に １回です。残高が納期別税額に足りない場合は振替不能となり、一
度振替不能となったものについては、再引き落としができず、後日送付する振替不能通知書に添付の納付書で
の納付となります。
その他口座振替についてご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

（※ １）島内の取扱い金融機関は、みずほ銀行、ゆうちょ銀行、七島信用組合です。

《確定申告用にe-TaxのIDとパスワードの発行について》
通常は、税務署に行って税務署職員の対面による本人確認のうえ、ID・パスワード方式の届出を作成・送信

すると、利用者識別番号を取得できます。
今回は、税務署職員が来島して受付を行いますので発行を希望される方は以下の日時にお越しください。
開催日：令和 4年１１月１6日
場　所：八丈町多目的ホールおじゃれ
時　間：午後 １時～ 5時

　 持ち物：申告される本人が顔写真付きの本人確認書類（運転免許証など）をお持ちください。	
（ID・パスワード方式は、暫定的な対応ですのでお早めにマイナンバーカードの取得をお願いします）	
今回のID・パスワードの発行は、当日の発行はできません（後日郵送でのお知らせになります）。

※交通機関の状況により中止となる場合もあります。

ご存知ですか？
生活保護法に規定する扶助を受けている方の町都民税・固定資産税・国民健康保険税については、原則と

して申請手続きを行った場合、全額が減免の対象となります。ただし、減免される税額は、申請がなされた日
以降に到来する納期限に係る分です。
※減免申請手続きは納期限の 7日前までに「生活保護受給証明書」を持参のうえ、申請してください。
　　・町都民税・固定資産税についての申請先	……	税務課課税係
　　・国民健康保険税についての申請先	……………	住民課医療年金係
※各税目で申請が必要です。

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
11月30日（水）　国民健康保険税　第 5期分

物価対策キャッシュレスキャンペーン事業
●件名　物価上昇対策を目的としたキャッシュレス決裁ポイント還元事業
●目的　	町では、物価上昇における対策を図るとともに、デジタルの力を

活用した地域経済の活性化を目的として、キャッシュレス決済に
よるポイント還元を実施します。

■問い合わせ■　産業観光課水産商工係　電話 2 −1125

詳しくは、
広報はちじょう11月号

折込チラシを
ご覧ください。

税のお知らせ／物価対策キャッシュレスキャンペーン事業
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◎医療費が高額になったとき
医療費の自己負担が高額になったとき、国保に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として支

給されます。対象の方には、医療費を支払った約 3カ月後に世帯主宛に申請書が届きますので、申請書および医療
機関で支払った領収書と印鑑を持参のうえ、申請してください。また、事前に限度額適用認定証の交付を医療年金
係で受ければ、支払が限度額までとなります（限度額は、所得区分によって異なります）。交付された限度額適用
認定証を医療機関に提示してください（保険税を滞納していると認定証が交付されない場合があります）。
高額療養費の支給計算対象は保険適用の医療費分のみとなり、入院時の食事代、差額ベッド代、保険適用外の医

療費は除きます。

●7０歳未満の人の場合
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下記の限度額を超えた場合、その超えた分が支給さ

れます（自己負担額2１,000円以上のものが高額計算対象です）。

区分 所得要件 3 回目まで ４ 回目以降
　（多数回）※ １

ア 所得が90１万円を超える世帯 252,600円＋（医療費－842,000円）× １％ １40,１00円

イ 所得が600万円超え～90１万円以下の
世帯 １67,400円＋（医療費－558,000円）× １％ 93,000円

ウ 所得が2１0万円超え～600万円以下の
世帯 80,１00円＋（医療費－267,000円）× １％ 44,400円

エ 所得が2１0万円以下の世帯 57,600円 44,400円
オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

・	所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いたものです。一人でも所得不明の方がいる世帯は所得が最も
高い世帯（ア）となりますので、必ず住民税の申告をしてください。
※ １　	多数回とは、受診のあった月以前の１2カ月以内に自己負担限度額を超えた受診が 4回以上あったとき 4回

目以降の限度額です。

●7０歳以上75歳未満の人の場合
外来（個人単位）の限度額Aを適用後に世帯単位で限度額Bを適用します。外来・入院とも、個人単位で一医療

機関の窓口での支払いは限度額までとなります。

区分 所得要件 外来
（個人単位）A

外来＋入院
（世帯単位）B

４ 回目以降
　（多数回）※ ２

現役並み
Ⅲ

住民税課税標準額が690万円
以上の世帯 252,600円＋（医療費－842,000円）× １％ １40,１00円

現役並み
Ⅱ

住民税課税標準額が380万円
以上690万円未満の世帯 １67,400円＋（医療費－558,000円）× １％ 93,000円

現役並み
Ⅰ

住民税課税標準額が１45万円
以上380万円未満の世帯 80,１00円＋（医療費－267,000円）× １％ 44,400円

一般 住民税課税標準額が１45万円
未満の世帯 １8,000円※ 3 57,600円 44,400円

Ⅱ
住民税非課税の世帯 8,000円

24,600円
Ⅰ １5,000円

・住民税の課税標準額とは、総所得額金額等から各種所得控除を差し引いた額です。
※ 2　	多数回とは、受診のあった月以前の１2カ月以内に自己負担限度額を超えた受診が 4回以上あったとき 4回

目以降の限度額です（区分が一般の方は、外来＋入院Bの限度額を超えた受診が 4回以上あったときの 4
回目以降の限度額）。

※ 3　	8 月～翌年 7月の年間限度額は１44,000円（一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の外来の合計の限度額）です。

国 保 だ よ り ■問い合わせ■　住民課医療年金係　電話 2 −1123

国保だより
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【国民年金保険料は全額が社会保険控除の対象です！】
国民年金保険料は所得税法および地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控

除の対象となるのは、令和 4年中（令和 4年 １月 １日から令和 4年１2月3１日）に納められた保険料の全額です（令
和 4年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります）。
本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保

険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
このため、日本年金機構から、次のスケジュールで「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」を対象者宛て

に発送されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。

発送時期 対象者

① 令和 4年１0月下旬から１１月上旬にかけて
順次発送

令和 4年 １月 １日から令和 4年 9月30日までの間に国民年金
保険料を納付された方

② 令和 5年 2月上旬 令和 4年１0月 １ 日から令和 4年１2月3１日までの間に国民年金
保険料を納付された方（①の対象者は除きます）

なお、ご家族（配偶者やお子様等）の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険
料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
国民年金制度は、税法上とても有利なだけではなく、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方

となる制度です。保険料は納め忘れのないようきちんと納めましょう！

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/

▼  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。

【各種問い合
わせ先共通】

祝日（第 2土
曜日を除く）
はご利用にな
れません。

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30分～午後 4時

11月　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。

次の日程で各地域老人クラブは定例会を開催します。

地　域 日　時 会　場 ■問い合わせ■
三　根 １4日（月）午前 9時30分～正午 三根公民館 川上絢子　電話 2－0780
大賀郷 １4日（月）午前 8時30分～１１時30分 大賀郷公民館 奥山妙子　電話 2－0498
樫　立 4 日（金）午前 9時30分～１１時30分 樫立公民館 結城　眞　電話 7－0673
中之郷 １7日（木）午前 9時１5分～午後 １時 中之郷公民館 山下和彦　電話 7－0１27
末　吉 今月はお休みです 沖山義人　電話 8－0425

その他、老人クラブごとに様々な活動を行っています。興味のある方はご連絡ください。

国民年金／老人クラブ活動
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令和 4年度赤十字募金・赤い羽根共同募金の実施について
　標記募金運動については、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、次のとおり募金箱設置のみで行いますので、
住民の皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
※地区の事情で集金した場合を除く
◎受付場所　町役場会計課 2番カウンター・各出張所
◎受付期限　令和 5年 2月24日（金）
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2 −5570

地域・職場で取り組む
「こころの健康づくり」講演会
～メンタルヘルスの理解と対応～
　職場や家庭で悩んでいる同僚や家族にどのように声をかけていいかわからない、自分自身も「つらい」がどうした
らよいのだろうか？と悩んでいることはありませんか。地域や職場で取り組むメンタルヘルスの理解と対応、自身の
心の健康づくりについて学びます。

日時：
♥ 1部……11月13日（日）　午後 2時30分～ 4時
　　　　「こころの病を抱える人のためにできること地域で支える・地域で見守る」
♥ 2部……11月14日（月）　午前10時～11時30分
　　　　「ゲートキーパー（＊）講習会　対応と接し方を中心に」
　　　　＊：	「ゲートキーパー」とは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴いて、

必要があれば支援につなげ、見守る人のことです。
　※ １ 部と ２ 部の両方参加するとより理解が深まります。片方のみの参加も可能です。

場所：商工会研修室（町役場正面入口を左へ）
講師：東京都立精神保健福祉センター　医長　鮒田栄治　氏

【 要予約 】 11月 9 日（水）までにご連絡ください。

■問い合わせ・予約■ 
　福祉健康課保健係　電話 2 −5570

※�37.5℃以上の発熱や体調不良の方は
参加をご遠慮ください。

出張都民公開講座開催のお知らせ

事前
申込制

消化管がん検診のお誘い
～検診から治療まで～

日　　時：１１月24日（木）　午後 6時～ 7時30分（開場：午後 5時）
　　　　　※新型コロナウイルス感染症の影響によりWEB配信形式になる可能性があります。
会　　場：八丈町多目的ホールおじゃれ
講　　師：広尾病院内視鏡科　　部長　小山　茂　医師
　　　　　広尾病院消化器内科　医長　藤井　崇　医師
申込方法：右記QRコードを読み取るか、ホームページへアクセスしてください。
　　　　　https：//www.tmhp.jp/hiroo/enquete/.kouzamoushikomi.html

■問い合わせ■　 東京都立広尾病院　計画課計画グループ 
電話03−3444−1181

申し込みはホームページから！

広尾病院　出張都民講座

「こころの健康づくり」講演会／都民公開講座／赤十字募金・赤い羽根共同募金
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区分 健診名など　／　対象 期　　日 個別通知 予約 会場

健
康
診
査

3 ～ ４ カ月児・産婦健康診査
令和 4年 6月24日～令和 4年 8月１8日
生まれの乳児・産婦

１８日（金）
受付：午前 ９ 時～ ９ 時４5分

あり ─
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

１ 歳児歯科健康診査測定会
令和 3年 9月 １日～令和 3年１１月30日
生まれの幼児

９ 日（水）
受付：午前 ９ 時１5分～１０時3０分

１ 歳 ６ カ月児健康診査
令和 3年 3月１4日～令和 3年 5月 8日
生まれの幼児

８ 日（火）
受付：午前 ９ 時～１０時3０分

２ 歳児歯科健康診査
令和 2年 8月１9日～令和 2年１１月１7日
生まれの幼児

１7日（木）
受付：午前 ９ 時１5分～１０時４5分

相
談
ほ
か

こども心理相談　※ １
１ 歳 6 カ月以上の未就学児 ８ 日（火）　午前 ９ 時～午後 ４ 時

─ 要
すくすく相談　※ 2 ２5日（金）　午前 ９ 時～１１時

※ １　	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。

※ 2　	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。母子健康手帳をお
持ちください。

11月の母子保健 ■問い合わせ・予約■
福祉健康課保健係　電話 2 −5570

11月 子どもの定期予防接種のお知らせ
予 防 接 種 名 日　時 会　場

Ｂ型肝炎・四種混合・ロタ集団予防接種 １0日（木）午後 １時30分～ 3時 町立八丈病院小児科

ヒブ集団接種＆
小児用肺炎球菌・子宮頸がん集団接種 24日（木）午後 2時～ 3時30分

予約制個別接種 １0日（木）午後 3時～ 3時30分
24日（木）午後 3時30分～ 4時

・	お子さんの体調不良などで集団接種の機会を逃した
・時間の都合がつかない ➡ 予約制個別接種をご検討ください

予約期限：実施日の1週間前まで

■問い合わせ・予約■
福祉健康課保健係　電話 2 −5570

ウクライナ人道危機救援金の受付期間延長について
ウクライナ各地で激化している戦闘により、インフラ被害や死傷者が発生しており、多くの方々が周辺国に避難し

ています。ウクライナでの人道危機対応およびウクライナからの避難民を受け入れる周辺国と、その他の国々におけ
る救援活動を支援するため、次のとおり期間を延長して救援金の受付を行います。お寄せいただいた救援金は、全て
日本赤十字社へ送金します。
◎受付期間（延長後）……	令和 4年 3月１7日	～	令和 5 年 3 月１7日（金）
◎受付場所…………………	会計課 2番カウンター・各出張所
■問い合わせ■　福祉健康課厚生係　電話 2 −5570

子ども定期予防接種／母子保健／ウクライナ人道危機救援金受付延長
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子ども家庭支援センターからのお知らせ
★開館日★　平日：午前 8時45分～午後 5時
　　　　　　第 ４ 土曜日：午前 9時～正午（交流ひろばのみ）
☆休館日☆　第 4土曜日以外の土、日、祝日はお休みです。

11月の交流ひろばの催し　　午前１０時3０分～１１時
９ 日（水）・１６日（水）・3０日（水）
『リズムであそぼう』です！！

☆ピアノでリトミックあそびやリズムあそびを楽しみましょう☆

☆ひろば催しのご案内☆　各回事前の申し込みが必要です。
　・申込方法：窓口または電話
　・対　　象：未就園児のお子さん（各回 5組までとし、予約制です）
　・申込開始：１１月 ２ 日（水）午前 ９ 時～
※	多くのご家庭にご利用いただくため、申し込みは一世帯あたり月 １回とします。

■問い合わせ・申込■ 
　子ども家庭支援センター 
　電話 2 −4300

※ ご利用の際はマスク着用の
上、手指消毒、検温にご協
力ください。

※ 感染状況によっては急遽中
止となる場合があります。
ご了承ください。

今月は
　26日（土）です！

11月は 児童虐待防止推進月間 です
児童虐待に関する相談対応件数は年々増加しており、特に子どもの生命が奪われる

など重大な事件があとを絶たず、児童虐待問題は、社会全体で解決すべき重要な課題
となっています。
平成１6年度から、児童虐待防止法が施行された１１月を「児童虐待防止推進月間」と

定め、児童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報・啓発活動
を実施しています。
◆�子どもの虐待とは
児童虐待とは、保護者（親または親に代わる養育者）の行為が、子どもの心や身体を傷つけ、子どもの健やか

な発育や発達に悪影響を与えることを指します。令和 2年 4月から子どもへの体罰は法律（改正児童虐待防止法・
改正児童福祉法）で禁止とされました。体罰を含む繰り返す虐待により、子どもの脳の萎縮や変形等のダメージ
を与えることがあると、現在科学的にも明らかになっています。
〔法律に基づく 4分類〕

身体的虐待 叩く、殴る、蹴る、体罰、投げ落とす、激しく揺さぶる、物を投げつける、やけど
を負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束するなど

性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性的行為のほのめかし、性器を触るまた
は触らせる、ポルノグラフィの被写体にするなど

ネグレクト（保護の
怠慢・養育の放棄）

食事を与えない、ひどく不潔にする、家に閉じ込める、自動車の中に放置する、重
い病気になっても病院に連れて行かないなど

心理的虐待 大声や脅しなどで恐怖を与える、言葉で自尊心を傷つける（暴言）、無視、きょう
だい間差別をする、子どもの目の前で行われる家族に対しての暴力や夫婦喧嘩など

◆�「虐待かな？」と思ったらすぐに連絡を！
子どもの様子が気になる、もしかしたら虐待かもしれない……気づいたことがありましたら、東京都児童相談

センター（児童相談所全国共通ダイヤル「１８９」）や子ども家庭支援センターへご連絡ください。連絡した方
の秘密は法律で守られています。虐待の背景には、保護者に子育てや家庭の悩み・困り感があることが少なくあ
りません。皆さんから寄せられた声は、必要な支援に繋げられ、子どもだけでなく保護者も助けるきっかけとな
り得ます。皆さんからの心配な声があれば、ご遠慮なくお聞かせください。
■問い合わせ■　子ども家庭支援センター　電話 2 −4300

……  子ども家庭支援センターでは子育ての相談全般も受け付けています  ……

子ども虐待防止
オレンジリボン運動

子ども家庭支援センター／11月は児童虐待防止推進月間
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■問い合わせ■　住民課環境係　電話 2 −1123環境だより
11月 3 日（木）は、クリーンセンター・南原処理場・ 

中之郷埋立処分場は休みです。ごみの収集もありません
11月 3 日（木）は、小学校運動会に伴い、八丈町全てのごみ処理施設は休みになります。

ごみの収集もありませんので 集積所にごみを出さないでください。
また、有明興業㈱八丈島営業所・㈱八丈建機サービスも休みになります。

アズマヒキガエルの情報提供をお願いします
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、

島の生態系への甚大な被害が予想されるため、国の重点対策外来種に指定さ
れており、積極的な駆除をおこなっています。
八丈島では、１0～１１月の秋季と １～ 3月の繁殖期に活動が活発になり、夜

間、水辺や開けた土地、道路などに多く出没します。
昨年は三根出廻交差点下や富士中学校周辺、中之郷新堤周辺等で多数捕獲

しました。
町では、随時発生状況の調査と捕獲作業を実施しています。アズマヒキガ

エルを見かけた場合、環境係へ連絡をお願いします。

ごみの不法投棄は犯罪です！
山林へのごみの不法投棄が続いています。特に、捨てるときにリサイクル料金が

必要な家電 4品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機）の不法投棄が目につきます。
不法投棄をした場合、 5年以下の懲役または １千万円以下の罰金という重い罰則が
科せられます。不法投棄を見かけた場合、環境係へ連絡をお願いします。
不法投棄者に対しては、警察と連携をとり厳しく対応します。

中之郷で捕獲したアズマヒキガエル

　ロベレニくん＝ 　ロベ　　／　作業員さん＝ 　作業　

　ロベ　：  あれ？資源ごみを集積所に出しに行ったら飲料缶とペットボトルが
一緒の袋に入っているのを見かけたよ！

　作業　：	確かに見かけますね。資源ごみは、種類によって処理施設が異なる
ため混同している状態だと回収できません。また、飲料缶と缶詰の
缶やビンが混ざっている時もあります。缶詰の缶は「金属ごみ」、ビ
ンは「空きびん」と分別区分が異なります。排出される際は、八丈
町ごみ分別区分表を確認した上で、集積所へ出してください。

　ロベ　：  もう一度八丈町のごみ出しルールを確認しようね！

八丈町公式Twitterキャラクター

ロベレニくん と学ぶ 環境講座 第 6回

言語機能訓練（要予約） ■問い合わせ・申込■　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：１2月 9 日（金）　午前 9時１5分～午後 4時
◎場所：保健福祉センター

申込締切：２5日（金）

別々の
袋に！！

ごみ分別区分表
QRコード

環境だより／言語機能訓練
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手数料、使用料等は期限内にお納めください
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。

口座振替は納め漏れがなく安心です。ぜひご検討ください。

◆ 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、右図の羽根車が見え
ます。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・修理を依頼してください。

◆ 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、水道浄化槽係職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不在票の投函またはご自宅にお電話するなどしてお知らせします。

水道料金の納付には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■　企業課水道浄化槽係　電話 2 −1128
FAX 2 −7231

ここが回っていないか確認してください。

一般廃棄物処理手数料の改定について
令和 5年 4月汲み取り分より、一般廃棄物処理手数料を以下のとおり改定します。

※浄化槽汚泥に変更点はありません。
（税込）

一般廃棄物
処理手数料

現行
（令和 5 年 3 月31日まで）

改定後
（令和 5 年 ４ 月 １ 日から）

し尿 １0ℓにつき１2.１円

１ 回の排出量が
１,０００ℓ以下のとき

１,４3０円
１ 回の排出量が

１,０００ℓをこえるとき
１０ℓにつき１４.3円

浄化槽汚泥 １0ℓにつき9.9円 １０ℓにつき９.９円
※	令和 4年第 3回八丈町議会定例会において、「八丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正案」が可決さ
れました。

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、日曜日および祝日です（本紙巻末のカレンダーをご

覧ください）。なお、条例改正に伴い令和 4 年 4 月以降、休業日や業務時間外に汲み取り作業を実施する場合は、通
常納めるべき「処理手数料（し尿10リットルにつき12.1円）」のほかに、「処理手数料（業務時間外収集 1 カ所につき
9,200円）」を別途請求します。
◆収集運搬業務の受付時間 ………	午前 ８ 時～午後 ４ 時
◆し尿・雑排水の収集依頼先 ……	㈱八丈島衛生総合企画　電話 ２ −０８55

■問い合わせ■　住民課環境係　電話 2 −1123

一般廃棄物処理手数料改定／し尿・雑排水収集運搬休業日／水道だより
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○交通安全ポスター入選作品　～小学生部門～

優秀　 佳作　 佳作　

○交通安全ポスター入選作品　～中学生部門～

優秀　 佳作　 佳作　

○環境啓発ポスター入選作品　～小学生部門～

優秀　 佳作　 佳作　

○環境啓発ポスター入選作品　～小学生部門～

優秀　 佳作　 佳作　

交通安全ポスター、環境啓発ポスター

交通安全ポスター、環境啓発ポスター
※ 個人情報保護のため、内容を一部削除しています。



広報はちじょう INFORMATION ●

17

○火災予防ポスター入選作品

優秀　 佳作　 佳作　

○火災予防標語入選作品
　優秀　　つけた火は　消し終わるまで　あなたの火
　佳作　　ちっぽけな　火のこが生み出す　大火災
　佳作　　火をふせぐ　あなたの行動　「いいね」する

火災予防ポスター・標語入選作品

火災予防ポスター・標語入選作品／秋の全国火災予防運動／シルバー人材センター募集

公益社団法人八丈町シルバー人材センター　会員＆お仕事募集中！
公益社団法人八丈町シルバー人材センターは、公共団体や事業所、家庭から発注された仕事を引き受け、「共働・

共助」の理念で仕事をしています。
60歳以上の健康で働く意欲のある方、入会して一緒に働いてみませんか。
お仕事を依頼したい方、まずはお気軽にお電話ください。
詳しくは下記までお問い合わせください。

■問い合わせ■　公益社団法人　八丈町シルバー人材センター　電話 2 −4666

秋の全国火災予防運動　11月 9 日（水）～15日（火）
令和 4年度　全国統一防火標語　「お出かけは　マスク戸締り　火の用心」
町では幸いにも今年は火災が発

生していません（※１0月 １ 日現
在）。しかし、これからの季節、
空気が乾燥し、風が強い日が多く
なります。火気や電気器具の取り
扱いには十分注意し、火災を未然
に防ぎましょう。
■問い合わせ■
　消防本部予防係　電話 2 −0119

●住宅防火　いのちを守る１０のポイント

４ つの習慣
・寝たばこはしない、させない。
・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
・こんろを使うときは火のそばを離れない。
・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

６ つの対策

・ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
・住宅用火災警報器を定期的に点検し、１0年を目安に交換する。
・寝具、衣類およびカーテンは、防炎品を使用する。
・消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
・避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
・防火防災訓練への参加など、地域ぐるみの防火対策を行う。
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町営住宅入居者募集（令和 4年度　第 4回）
町営住宅の入居者を次のとおり募集します。

《 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。 》

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
中道団地 C－１02

（ １ 階のお部屋）
2 LDK
57.１㎡ H１8 １8,400～

36,１00

鉄筋コンクリート造
2階建

2人以上世帯向け
（障害・高齢者世帯優先）

新道団地 20１
（ 2 階のお部屋）

2 LDK
6１.１㎡ H2１ 20,１00～

39,600 2 人以上世帯向け

大賀郷 八蔵団地

4－203
（ 2 階のお部屋）

3 DK
58.8㎡ H 2 １7,200～

33,700 2 人以上世帯向け
（ 3人以上世帯優先）8－30１

（ 3 階のお部屋）
3 LDK
77.4㎡ H 8 24,200～

47,500
鉄筋コンクリート造

3階建

樫立 康政里
第 2住宅

2号
3 LDK
74.9㎡ H１7

2１,000～
4１,200

木造一戸建 2人以上世帯向け
（子育て家族優先）

4号 2１,700～
42,600

中之郷

粥倉住宅 2号 3 LDK
74.5㎡ H１4 20,700～

40,700

藍ヶ里住宅 4号 3 LDK
75.3㎡ H１5 2１,１00～

4１,500

中之郷団地 １－20１
（ 2 階のお部屋）

3 LDK
76.１㎡

H１0

23,500～
46,１00

鉄筋コンクリート造
3階建

2人以上世帯向け
（ 3人以上世帯優先）

末吉 末吉団地

１－20１
（ 2 階のお部屋） 3 LDK	

	79.5㎡
25,000～
49,200１ －30１

（ 3 階のお部屋）

部屋の構造、住宅型別資格の詳しい内容や応募、決定方法については管財係にお問い合わせください。

■受付期間
　１１月 １ 日（火）～ ８ 日（火）
　午前 ８ 時3０分～午後 5 時１5分
　※郵送の場合は受付期間内必着
■抽選会
　日時：１１月１６日（水）　午後 １ 時～
　場所：町役場 １ 階　相談室 3
　※	当選された方は、抽選会後、入居に際しての説明が

あります。
■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）

　※	ただし、応募が重複した場合、親族がある方の応
募が優先

③	世帯の所得が月額１5万 8 千円以下（中等教育終了前
の子供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。
⑥八丈島内外問わず持ち家がない方。
⑦暴力団員でないこと。

■申込添付書類
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所得証明書または非課税証明書
　※	最近転入された方は、勤務先の現時点の収入見込

証明書もあわせて提出
　※	島外から離職されて転入される方は、離職日の確

認が取れる書類もあわせて提出
③障害者世帯の方はお持ちの手帳のコピー
④生活保護受給の方は受給証明書
⑤印鑑

■問い合わせ・申込■　建設課管財係　電話 2 −1124

町営住宅入居者募集
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第42回八丈島パブリックロードレース　参加者大募集！
毎年多くの皆さんに参加いただいている新春の八丈島の一大イベント「八丈島パブリックロードレース」が戻って

きます！過去 2大会は新型コロナウイルス感染症の影響で現地開催を断念していましたが、今回は 3年ぶりに八丈島
での開催となります。残念ながらレース後恒例の温泉送迎バスや懇親会は、感染症対策の観点から行いませんが、八
丈島での新年の走り初めに、多くの皆さんのご参加を心よりお待ちしています。
☆日　　程：令和 5 年 １ 月 ８ 日（日）
☆会　　場：富士中学校
☆主　　催：八丈島パブリックロードレース実行委員会
☆種目・区分・出場資格・参加費：

種　　目 区　　　　　　分 出　場　資　格 参　　加　　費

ハーフ
（2１.0975	km）
八丈富士永郷

一周

１．一般男子　　（中学生～35歳）
2．一般男子　　（36～49歳）
3．一般男子　　（50歳以上）
4．一般女子　　（中学生～39歳）
5．一般女子　　（40歳以上）

中学生以上
（未成年は保護者の承諾が必要）

一般	 4,500円
中・高校生	 2,500円

１０ km
富士中⇔大潟浦
折り返し

１．一般男子　　（中学生～39歳）
2．一般男子　　（40歳以上）
3．一般女子　　（中学生～39歳）
4．一般女子　　（40歳以上）

中学生以上
（未成年は保護者の承諾が必要）

一般	 4,500円
中・高校生	 2,000円

3 km
富士中⇔空港
折り返し

１．一般男子　　（中学生以上）
2．一般女子　　（中学生以上）
3．小学生男子　（ 4～ 6年生）
4．小学生女子　（ 4～ 6年生）

小学 4年生以上
（未成年は保護者の承諾が必要）

一般	 4,500円
中・高校生	 2,000円
小学生	 １,500円

☆参加特典：①大会記念Tシャツ　②大会記念タオル　③八丈町温泉入浴券
☆募集期間：１0月 8 日～１１月27日（日）
☆申込方法： インターネット・携帯サイト「ランネット」からの申し込み。クレジットカードなどの多様な支払い方

法が選択可能で、簡単・便利に大会エントリーと支払いができます。
　　　　　　https://runnet.jp（エントリー手数料は参加者負担）
☆前回大会からの主な変更点：
①　	申込み方法が「ランネット」からのみとなります。
②　	申込み時に「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を承諾したうえでエントリーをお願いします。
③　	参加者の皆さんへ事前にナンバーカードや計測チップ、Tシャツ、温泉券等を送付しますので、前日・当日の

受付はありません。
④　	当日会場では事前に記入いただいた体調管理チェックアプリや、チェックシートの提示・提出が必要となります。
⑤　	開会式、表彰式は行いません。
⑥　	完走証は各自WEB発行となります。
⑦　	温泉送迎バスと懇親会は行いません。

■問い合わせ■　八丈島観光協会　電話 2 −1377

防衛省自衛隊
自衛官候補生【任期制自衛官】募集
自衛官候補生とは、 3カ月間の教育後に任期制自衛官に任官し、約 2～ 3年

を １任期として勤務し、任期満了後はライフプランに合わせ勤務継続や就職や
大学進学等を選べる制度です。
詳細については、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

応募資格：１８歳以上33歳未満
■問い合わせ■　 自衛隊東京地方協力本部　大田出張所　電話03−3733−6559 自衛隊大田 検索

八丈島パブリックロードレース参加者大募集／自衛官候補生募集
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空　路 海　路 合　計 観光客（推計） 対前年
増減率4 年度 3年度 4年度 3年度 4年度 3年度 4年度 3年度

4月 6,227 3,872 １,１43 8１7 7,370 4,689 5,097 3,243 ＋57.2％
5 月 7,420 3,48１ １,426 825 8,846 4,306 8,452 4,１１4 ＋１05.4％
6 月 5,870 2,793 874 5１4 6,744 3,307 5,１00 2,50１ ＋１03.9％
7 月 9,462 5,9１１ １,802 １,362 １１,264 7,273 8,746 5,647 ＋54.9％
8 月 １１,050 6,742 2,855 １,502 １3,905 8,244 １１,770 6,978 ＋68.7％
9 月 8,065 3,846 １,323 869 9,388 4,7１5 7,827 3,93１ ＋99.１％
計 48,094 26,645 9,423 5,889 57,5１7 32,534 46,992 26,4１4 ＋77.9％

来島者数・観光客数推計 ■問い合わせ■　産業観光課観光係　電話 2 −1125

第14回八丈島
RAINBOW CUP 2022
フットサル大会の
結果について
9 月 3 日・ 4日の二日間、南原スポーツ公園サッカー場

にて、第１4回八丈島	RAINBOW	CUP	2022	フットサル大
会が開催されました。一般、O-45（45歳以上）、O-55（55
歳以上）・レディースの 3カテゴリー／20チーム／23１名（島
外選手93名、島内選手１0１名、島外スタッ
フ １名、島内スタッフ36名）が参加し、熱
戦が繰り広げられました。

元Ｊリーガーの水内猛さんや鈴木隆行さ
ん率いるTFAや、初参加となる元サッカー
選手の森保圭悟さん率いるYouTuberチー
ムLISEMのすばらしいプレーで大会は大い
に盛り上がりを見せました。

フットサルの試合以外にも、八丈島ス
ポーツ親善大使の木場克己トレーナーによ
るKOBA式体幹トレーニングよるエキシビ
ジョンが行われました。

今後もこの大会が文字通り、島内外をつ
なぐ『虹の架け橋』となり、更なる交流が
生まれることを期待します。

■問い合わせ■ 
　教育課生涯教育係　電話 2 −7071

一般の部
１ 位 LISEM 5 位 エストレーノ（坂上）
２ 位 TFA ６ 位 ちょいまねJAPAN
3 位 サンフレッチェ八丈島 7 位 FCプロフェソル
４ 位 脱硫 ８ 位 慶応トータス50周年
得点王（ ２ 名）：LISEM　藤井　貴之　／　TFA　鈴木　隆行
おもしろかったで賞：ちょいまねJAPAN長谷部まこ整ってない
大会全体最優秀選手：LISEM　藤井　貴之
大会最優秀選手：LISEM　森保　陸
O-４5の部
１ 位 八丈O-45A 3 位 スターダスト
２ 位 八丈O-45C ４ 位 八丈O-45B
得点王：スターダスト　伊藤　健
大会最優秀選手：八丈O-45A　草木　友則
O-55・レディースの部
１ 位 八丈レディース 5 位 FCアミスタ
２ 位 スターライト ６ 位 坂上O-55
3 位 ボンベイロ 7 位 坂下O-55
４ 位 Borracho ８ 位 慶応トータス
得点王：ボンベイロ　菅原　佳奈枝
大会最優秀選手：八丈レディース　澁屋　智美

八丈島 RAINBOW CUP 2022 フットサル大会結果／来島者数・観光客数推計
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都立青鳥特別支援学校八丈分教室　学校見学会のお知らせ
住民の皆さんを対象に学校見学会を開催しています。参加するには「事前申込」が必要です。

日　　時
１１月１0日（木）午後 １時 １１月１7日（木）午前１0時30分
１１月１4日（月）午後 2時 １１月24日（木）午前１0時

※	１１月24日（木）が最終です。詳しくは本校ホームページや分教室Twitterで確認いただくか、電話にて問い合わせ
ください。申し込みは、各回の 3 日前（土日祝を除く）までです。

申込方法 ①本校ホームページ　　②FAX　　③電話

■問い合わせ・申込■　 八丈分教室副校長　小榮（こさかえ）　電話 2 −1245（午前 9 時～11時・午後 1 時～ 4 時） 
都立青鳥特別支援学校ホームページ　http://www.seicho-sh.metro.tokyo.jp/ 
八丈分教室Twitter　https://twitter.com/hachijobun

東京都立八丈高等学校  全日制  生徒会
八丈高校 標準服制度 に関するアンケートへのご協力のお願い
全日制課程の生徒会では、標準服制度について検討を行っています（現

在、全日制では制服を着用するという制度となっています）。
保護者の皆さん、地域の方々、八丈高校卒業生の方々に、ご意見をいた

だきたくアンケートを実施します。ご協力、よろしくお願いします。
★アンケート回答期間★　１１月 １ 日（火）～3０日（水）
《 標準服制度とは 》
普段は制服を任意で着用し（制服でなくても可）、式典などの学校行
事では制服を必ず着用する制度

■問い合わせ■　　生活指導部　電話 2 −1182

趣旨や経緯等の
説明動画（※）
QRコード

八丈高校 やろごんプロジェクト  令和 4 年度『島民会議』
今年度も、八丈島の地域課題の解決策を八丈高校の生徒、教員、そし

て地域の方々が協議し、新しい八丈島の価値などに気づくことを目的と
した場である『島民会議』を１2月に実施します。それに向けて、生徒間
で協議内容を進めています。
【島民会議】　12月21日（水）　午前 9時30分から午後 0時20分
高校生の提案に協議者として参加してくださる

方を募集します。申込方法など、詳しくは折り込
みチラシをご覧ください。
（申込締切：１１月3０日（水））

──�生徒からの一言�──
僕たちは八丈学での探究活動を通して、毎時間、八丈島の新たな課題や魅力に気づかされています！
そんな魅力や課題を島民会議で皆さんと協議できることを楽しみにしています！
たくさんのご応募お待ちしております！	 （島民会議実行委員長　 2学年　菊池健介）

「八丈学」の授業はどなたでも見学可能です（事前申込制）。日時等詳
しくは、やろごんプロジェクトTwitterや八丈高校ホームページをご覧
ください。
★八丈高校ホームページ★　https://www.metro.ed.jp/hachijo-h/
★やろごんプロジェクトTwitter★　https://twitter.com/8jogaku
■問い合わせ■　都立八丈高校全日制教務部・地域協働事務局　電話 2 −1182

実行委員を中心に
話を進めています！

八丈高校
ホームページ

やろごんプロジェクト
Twitter

アンケート回答用
QRコード

※	説明動画は保護者向けとなっていま
すが、参考動画としてご覧いただけ
たらと思います。		

八丈高校やろごんプロジェクト／八丈高校標準服制度アンケート　ほか
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教育委員会だより ■問い合わせ■　教育課庶務係　電話 2 −7071

■八丈町教育相談室 電話 2－059１ 毎週火・水・木曜日　午前 9時～午後 5時（祝日は除く）
■ 東京都いじめ相談ホットライン 
（東京都教育相談センター） 電話0１20－53－8288 24時間・教育相談全般

■東京いのちの電話 電話03－3264－4343 24時間

富士中学校の取組・行事紹介

今月の学校行事
■各小学校　運動会　 3 日（木）
　三　根小学校　　午前 ８ 時４5分～　（荒天の場合順延）
　大賀郷小学校　　午前 ８ 時４5分～　（同上）
■合唱コンクール（富士中学校）　 5 日（土）
　開場： ９ 時１5分（開演： ９ 時3０分）
　会場：八丈町多目的ホールおじゃれ
■中学校移動教室
　富　士中学校　　１０日（木）～　１２日（土）
　大賀郷中学校　　 ８ 日（火）～　１０日（木）
　三　原中学校　　２８日（月）～　3０日（水）
■学校公開
　大賀郷中学校　　１４日（月）　から　１８日（金）
　三　原中学校　　 １ 日（火）　から　 5 日（土）

◎生徒会役員選挙（ ９ 月 ８ 日実施）
2 学期は生徒会役員の交代の時期です。立候補者による立会演説会後、投票を行いました。八丈町選挙管理委員会

で使用している本物の記載台・投票箱をお借りし、緊張感漂う選挙ができました。
◎校庭整備（ ９ 月１０日実施）
富士中学校では、毎年運動会前に生徒・保護者・地域の皆さんとともに、校庭の木々の伐採、草刈り、運搬を行い

ます。当日は、車両や草刈り機等たくさんのご協力をいただき、整備することができました。
◎運動会（ ９ 月２3日実施）
生徒は日頃の練習の成果を発揮し、はつらつとした競技・演技でたくさんの拍手をいただきました。当日は不安定

な天候の中、雨で中断もありましたが、保護者・地域の皆さんに校庭の水とり作業にご協力いただきながら、実施す
ることができました。

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
のため、学校行事については、今後の状
況に応じて縮小または中止等の措置をと
ることがあります。ご理解とご協力をお
願いします。

生徒会役員選挙 校庭整備 運動会

教育委員会だより
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図 書 館 か ら の お 知 ら せ
● 今月の新着図書から
『かんむり』綾瀬まる著　　　　　　　　　　『我、鉄路を拓かん』梶よう子著
『ちいさいおねえちゃん』えがしらみちこ絵　『へんしんロボット』あきやまただし作・絵

● 今月のおはなし会　	１2日（土）　午前１0時～１１時　いめみご文庫（中之郷）	
※状況により変更・中止になる場合があります。

● 休 館 日　毎週月曜日、 3 日（木・祝）、２3日（水・祝）、3０日（水）
● 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/	
スマートフォンでも資料検索がしやすくなりました！

返却期限を過ぎてはいませんか？
○お手元の本・DVDなどの返却日をご確認ください。
○コミュニティーセンター開館時は返却ボックスへの投函が可能です。
　（平日月曜日閉館／祝日開館：午前 8 時30分～午後 8 時30分）
○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）
○ 図書貸出カードの新規・更新・再発行には、「本人の来館と身分証明書の提示」が必要です。

八丈町立図書館
ホームページ

■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2 −0797

児童書・絵本もたくさん
入荷しています。
図書館のホームページを
ご覧ください！

Labas！ ラバス！　国際交流員のアスタです。
１１月 １ 日はリトアニアでは特別な日です。店が閉まって、会社や学校を休んで、人々が家族で集まって…道路に出

ます。行先はお墓です。その理由は、１１月 １ ～ 2 日はリトアニアのお盆の時期です。
八丈島の 8月のお盆を見たところ、リトアニアのお盆と似ているところが多いことは意外でした。人はお盆が始ま

る前お墓を綺麗にして、当日お線香（リトアニアの場合ロウソク）と花を持って家族や知り合いのお墓参りをします。
今を生きている者は、亡くなった大事な人の墓を訪ね、一緒にその人を想います。
しかし、国でお盆の雰囲気が異なります。 8月に行われる日本のお盆は、どっちかと言うと明るい雰囲気を感じま

す。花火大会や盆踊りはとても賑やかで華やかに見えます。一方、リトアニアのお盆は異教の起源を持って、精霊が
寒くて暗い秋に来て、生きている者が彼らの魂のためにつつしんで祈ります。尊敬を保つ空気は現代まで続いて、人
がなるべく静かで、騒がないようにお盆を過ごしています。そのため、前日にあるハロウィンもリトアニアでは祝わ
れていません！
遠く離れても両国の人々が同じように亡くなった人を想う文化を

持っています。一日のお墓参りが終わったら、夜に光るお線香とロウ
ソクの火は生者と死者の気持ちを繋げます。

またね。IKI！
■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2 −1120

Sėkmės スパイス！ 　第 9 回　アスタの
Sėkmės（セクメース）は「幸運の」という意味

町ホームページで
Astaの日記を更新
しています。
ぜひ見てください！

国際交流員のページ

八丈町コミュニティセンター改修工事に伴う、駐車場の一部閉鎖のお知らせ
八丈町コミュニティセンターA棟（図書館・ボウリング場）の外壁・防水改修工事を行っ

ています。それに伴い、工事期間中駐車場の一部が閉鎖となり、使用できません。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
閉鎖区画以外の駐車場のご利用をお願いします。

工事期間：令和 ４ 年 ９ 月 7 日～令和 5 年 ２ 月２８日（火）

※期間中は工事車両が通行しますのでご注意ください。
■問い合わせ■　教育課生涯学習係　電話 2 −7071

図書館お知らせ／八丈町コミュニティセンター駐車場一部閉鎖／アスタのSėkmės スパイス！
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八丈病院からのお知らせ
⃝院内感染対策にご協力ください

発熱や鼻水、のどの痛み、咳、その他かぜ症状がある方は、院内の待ち合い所に入る前に
「 町立八丈病院　電話 ２ −１１８８ 」に	電話で連絡をする	ようにお願いします。

⃝臨時診療について（受診方法別）
診療科名 受診方法 時間等

⃝耳鼻咽喉科 受診日当日受付 当日受付時間：午前 8時～１１時
※日程は防災無線でお知らせします。

⃝整形外科 外科受診後予約 （外科以外の常設科受診時も予約可能）

⃝皮膚科　　　　⃝眼科 電話または来院し
当院予約係にて予約 予約受付時間：開院日の午前 8時30分～正午

⃝精神神経科　　⃝糖尿病内科
⃝甲状腺内科　　⃝消化器内科
⃝腎臓内科　　　⃝神経内科
⃝泌尿器科

内科受診後予約 ──

⃝糖尿病教室 当日来院 医師による糖尿病についての基本指導など
★ 今月は１１月１８日（金）開催予定です

※	他院からの紹介状をお持ちの方、もしくは障がい者手帳更新のための受診については、別途予約係までご相談ください。

⃝町立八丈病院職員募集
　◎募集職種　看護師：若干名、助産師： １名、薬剤師： １名、滅菌技士： １名
　◎対 象 者　	資格保有者であり、地方公務員法第１6号の欠格条項に該当しないこと
　◎採用予定時期　随時
　◎選考方法　職員採用試験
　　　　　　　・ １次試験：書類選考（提出書類により審査。結果は郵送）
　　　　　　　・ 2次試験（ １次試験通過者のみ）：口述試験（個人面接）
　　　　　　　　　 2次試験日時：随時　※時間は後日通知
　　　　　　　　　 2次試験場所：八丈町役場内（東京都八丈島八丈町大賀郷255１－ 2 ）
　◎応募方法　以下の書類について郵送もしくは直接お持ちください。
　　　　　　　①　履歴書（町指定のもの・自筆）……町ホームページよりダウンロード
　　　　　　　②　写真（上半身脱帽正面向 4 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）……町ホームページよりダウンロード
　　　　　　　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（定型23.5×１2cm）
■提出先■　東京都八丈島八丈町大賀郷2551− 2 　八丈町総務課庶務係　電話 2 −1121

■問い合わせ■　 
　町立八丈病院事務局　電話 2 −1188

☆ 病院スタッフの健康に対するつぶやきです。皆さんの健活（健康に対する様々な活動）へのキッカケにして 
いただければ幸いです。
朝起きたら、コップ一杯の水を飲む（腸の動きをよくし、自律神経も整える効果があると言われています）。

栄養バランスの良い食事を作り、そしてよく食べる。ほどほどの間食♪夜寝る前にYouTubeを見ながらストレッ
チ。 １日の疲れをリセットしてよく眠る。忙しい日々ですが、毎日続けて体調を整えるようにしています。	
	 （MSW　M.O）

Let’s be healthy ! ● ● ● わたしの健活

八丈病院お知らせ／Let’s be healthy !



広報はちじょう INFORMATION ●

25

くらしの法律税金相談会／無料法律相談会／航路ダイヤ

町へのご意見など
　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。
回答を希望する場合は、氏名・住所・連絡先を記載してください。
■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

11月の航路ダイヤ
　詳しくは各事業者などに問い合わせください。

■問い合わせ■
・東海汽船 …………………… 電話 2 −1211
・東邦航空予約センター …… 電話 2 −5222
・ANA………………………… 電話0570−029−222

くらしの法律税金相談会
弁護士・司法書士・税理士・土地家屋調査士などの法律関係者のボランティア「NPO法人司法過疎サポートネッ

トワーク」の主催により、「くらしの法律税金相談」が開催されます。法律の専門家が無料で相談に応じます。ぜひ
この機会をご利用ください

◇無料相談（法律・登記・税金など）
　「相続問題で親戚とトラブルになっている」　　　　　　「子供に財産を譲ろうと思っている」
　「土地や建物の登記のことで相談したいことがある」　　「相続税のことや確定申告のことで気になることがある」
このような相談に弁護士・司法書士・税理士・土地家屋調査士・公証人などが応じます。
なお、公証人に公正証書の相談をすることもできますが、公正証書の作成（有料）を希望する場合には事前に下記

の実施機関までお知らせください。
❖相談日時・場所：１１月１8日（金）午前１0時～午後 4時　三根公民館（和室・会議室）
　　　　　　　　　※相談に必要な資料などをご持参ください。
❖実施機関・予約：NPO法人司法過疎サポートネットワーク　担当：小海（こかい）　　電話03－59１9－3530
※	事前予約も受け付けていますが、予約なしでも相談できますので、お気軽にお越しください。また、自宅などでも
相談できます。

■問い合わせ■　企画財政課企画情報係　電話 2 −1120

第50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。お気軽にご
相談ください。
事前予約制ですので、相談をご希望の方は１１月 4 日（金）

までに、右記予約担当宛にお電話またはメールにて、①氏
名、②電話番号、③相談内容（例：「賃貸借トラブルにつ
いて」等）をご連絡ください。
※	新型コロナウイルス感染拡大状況により、やむを得ず開
催を中止する場合があります。あらかじめご了承くださ
い。

◇主　　　　催◇　 法友全期会（東京弁護士会所属の若手弁護士グループ）
◇ホームページ◇　https://zenkikai.net/（「法友全期会」で検索）

◇日　　時◇　１１月１2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◇　お一人様40分
◇予約担当◇　虎ノ門第一法律事務所　櫻庭知宏
　　　　　　　電話03－6205－7235
　　　　　　　メール：t.sakuraba@tora-１.com
　※	土・日・祝日を除く午前１0時～午後 5 時まで

受け付け



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

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」

SCHEDULE
2022

定休日　※祝日の場合営業
ふれあいの湯（樫　立） 7日、１4日、2１日、28日 毎週月曜日
みはらしの湯（末　吉） １日、 8日、１5日、22日、29日 毎週火曜日
ザ・ＢＯＯＮ（中之郷） 当面の間、休業します。
やすらぎの湯（中之郷） １0日、１7日、24日 毎週木曜日

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

し尿収集運搬休業日
図書館休館日

4 5

6

し尿収集運搬休業日

7

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

8
1 歳 6 カ月児健康診査
保福  受付 9 :00～１0:30

こども心理相談
保福  9:00～１6:00

（要予約）

9
1 歳児歯科健康診査測定会
保福  受付 9 :１5～１0:30

10 １１ 12
図書館おはなし会
 １0:00～１１:00

し尿収集運搬休業日
13

し尿収集運搬休業日

14

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

15 16 17
2 歳児歯科健康診査
保福  受付 9 :１5～１0:45

18
3 ～ 4 カ月児・産婦健康診査
保福  受付 9 :00～ 9 :45

19

20

し尿収集運搬休業日

21

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

22 23

し尿収集運搬休業日
図書館休館日

24 25
すくすく相談
保福  9:00～１１:00

（要予約）

26

し尿収集運搬休業日
27

し尿収集運搬休業日

28

コミュニティセンター休館日
図書館休館日

29 30

図書館休館日

11月 大 樫 中 末 おじゃれ三 保福 町病

掲載の予定等は全て編集段階のものであり、
変更することがあります。

11月　ごみ分別回収 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

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ 3 ４ 5
燃・害 資源 ※ １ 燃・害

６ 7 ８ ９ １０ １１ １２
金属 燃・害 資源 びん 燃・害

１3 １４ １5 １６ １7 １８ １９

金属 燃・害 資源 燃・害 ※
２

２０ ２１ ２２ ２3 ２４ ２5 ２６
金属 燃・害 資源 燃・害

２7 ２８ ２９ 3０
金属 燃・害 資源

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ 3 ４ 5
資源 ※ １ 金属

６ 7 ８ ９ １０ １１ １２
燃・害 資源 燃・害 金属

１3 １４ １5 １６ １7 １８ １９

燃・害 資源 燃・害
びん 金属 ※

２
２０ ２１ ２２ ２3 ２４ ２5 ２６

燃・害 資源 燃・害 金属
２7 ２８ ２９ 3０

燃・害 資源

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ 3 ４ 5

資源 ※ １ 金属
６ 7 ８ ９ １０ １１ １２

燃・害 資源 燃・害 金属
１3 １４ １5 １６ １7 １８ １９

燃・害 資源 燃・害
びん 金属 ※

２
２０ ２１ ２２ ２3 ２４ ２5 ２６

燃・害 資源 燃・害 金属
２7 ２８ ２９ 3０

燃・害 資源

三　　　根 大　賀　郷 樫立・中之郷・末吉

町役場開庁日 平日午前 8時30分
	 ～午後 5時１5分

町 立 病 院
臨 時 診 療 日

詳しくは24ページを
ご覧ください。

※ １ 　 １１月 3 日（木）は、クリーンセンター、南原処理場、中之郷埋立処分場は休みです。 
ごみの収集もありません。

※ ２ 　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




