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 東京都 

支支庁庁のの風風
発行 東京都八丈支庁総務課 

第５３号

平成２２年１月１日

<隔月>

年頭のあいさつ
八丈支庁長 三代川 義明

新年明けましておめでとうございます。 

八丈島と青ヶ島の皆様には、新たな希望と

抱負を胸に新しい年を迎えられたと存じま

す。 

昨年、八丈支庁管内では、地震の発生や

台風の襲来などによる八重根港の被災を始

め、登龍道路の斜面が一部崩落するなど自

然災害の脅威を直に感じた年でした。 

また、八丈支庁管内の事業においては、 

観光関係では、景気の低迷などから来島

者数も昨年を下回る厳しい状況となっていま

す。一方で、来島者の八丈島に対する評価

は高く、いかに島に目を向けてもらい来島し

てもらうかが重要となっています。こうした中、

外国人旅行者誘致促進事業として、外国人

の視点からの観光資源の掘り起こしや受け入

れの課題把握、ＰＲ手法の調査、外国人モニ

ターツアーなどを行い、２月に八丈島で報告

会を行う予定です。外国人旅行者は勿論、

日本人旅行者にとっても八丈島の魅力をさら

に高め、来島者数増加の一助となることを期

待しています。 

また、農業関係では、２１年度から始まった

農地利用促進事業で農業担い手育成研修

センターの研修生を含む７戸の農家が遊休

農地を解消して、施設の整備や経営面積の

拡大に取り組みました。人材育成、生産の拡

大に向けた将来が大変楽しみです。さらに、

青ヶ島では、補助事業により新たな貯水槽の

整備を行い、安心して営農できる環境が整い

ました。２１年度には、さらに切り葉用の集出

荷貯蔵施設を整備し農業を支援します。 

そして、水産関係では、昨年の八丈島の

漁業は、キンメダイは豊漁だったものの、カツ

オの漁獲量は残念ながら過去最低となり、漁

業者には厳しい１年だったと思います。しか

し、こうした環境の中でも、八丈島漁協では経

営改善を進め、昨年度の決算で累積欠損を

解消されました。関係者の皆様のご労苦に敬

意を表する次第です。 

道路整備関係では、八丈島の三根、樫立

地区などでの歩道・道路拡幅工事や末吉地

区等での道路災害防除工事等、青ヶ島の中

原地区の道路拡幅工事や三宝港上部の都

道の災害防除工事など引き続き実施し、安全

で快適に通行できる道路整備に努めてまいり

ます。 

港湾整備関係では、昨年に引き続き、底

土港の防波堤工事や安全な空港整備、そし

て、漁港整備として神湊漁港、八重根漁港で

の防波堤工事やしゅんせつ工事などを進め、

就航率や利便性の向上に努めてまいります。

さらに、青ヶ島では、岸壁および護岸の整

備工事を実施し、利便性向上や安全対策に

力を入れてまいります。また、今年、三宝港に

新たな船客待合所が完成する予定であり、島

民の皆さんにより快適に利用していただける

環境が整います。 

そして、台風１８号で被災した八重根港で

すが、緊急工事を行い、定期船の接岸は可

能な状況にありますが、完全な復旧へ向けて

引き続き工事を進めてまいります。また、乙千

代ヶ浜海岸については擁壁
よ う へ き

等の復旧工事に

着手いたします。利用者の皆様にはご不便を

お掛けしますが、ご理解ご協力をお願いしま

す。 

最後に、八丈支庁は、本年も八丈島、青ヶ

島のさらなる発展を目指し、全力で取り組ん

でまいります。引き続き、皆様のご支援、ご協

力をお願いいたします。 
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アシタバペーストの開発 
産業課農務係 ２-１１１３

都立食品技術センターでは、平成 19 年度

より「地域農産物の利用加工に関する研究」

として、“アシタバの特徴ある風味に富んだ食

品の開発”に取り組んできました。その成果と

して、お菓子や麺などに添加しやすく、かつ

設備投資に費用をかけずに調製できるペー

ストを開発しました。 

ペーストの調製には、成分・風味・色調の

保持が期待できることから、既に多くの農産

物の加工に利用されている酵素処理技術を

応用しました。図のような工程でアシタバペー

ストを調製したところ、色調の保持に効果が

みられ、かつ粒度の小さい滑らかなペースト

になることがわかりました。 

ブランチング 
 

葉を20倍量の水（0.5%

重曹溶液）で茹で、直

ちに水冷する 

酵素処理 
 

葉、酵素、水を耐熱袋

に入れ、50℃、2時間

処理する 

酵素失活 
 

ペーストを耐熱袋に

入れ、80℃、10分間

加熱する 

ホモジナイズ 
 

袋の中身をフードプロ

セッサ（10秒×3回）で

ペースト状にする 

図  酵素処理技術を用いたアシタバペーストの調製方法 

現在、この酵素処理ペーストを用いてアイス

クリーム（写真）、パスタ、こんにゃく等の加工食

品を試作しています。 

左：酵素処理      右：無処理 

酵素処理ペーストは粒度が小さいため、均一に

混ざりやすい。 

花の展覧会開催のお知らせ 
～八丈島・青ヶ島の花をＰＲ～ 

 今月、第５９回関東東海花の展覧会が開催されます。八丈

島と青ヶ島からも切り葉、切り花類や観葉植物等が多数出品

される予定です。是非、お立ち寄り下さい（入場無料）。 

１ 公開日時 

１月２２日（金）１２時～１８時 

１月２３日（土）１０時～１８時 

１月２４日（日）１０時～１２時３０分 

２ 開催場所 

東京池袋サンシャインシティ文化会館２階展示ホールＤ

産業課農務係 ２-１１１３

乙千代ヶ浜海岸について 

昨年の１０月８日に接近した台風１８号で、乙千代ヶ浜海岸の道路擁壁
よ う へ き

、更衣室等の建

物、手すり等の施設が被災しました。このため、危険箇所には立入禁止の措置をとらせてい

ただいております。なお、支庁では復旧に向け準備を進めているところで、国による災害査

定後に復旧工事に着手いたします。 

昨年度の都の特別展示ブース

当分の間、皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 
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新年 明けましておめでとうございます。 

 旧年中は本校の教育活動に対しまして、島民の皆様には深いご理解とご協力を賜り、

ありがとうございました。心より御礼申し上げます。 

 昨年は、創立６０周年記念式典を催し、本年より、また新たなスタートを切ることとなりまし

た。記念行事には八丈島内外より多くの関係者にご参加いただきましたが、ご参会の皆

様、お一人お一人の八丈島への思いと母校愛を目の当たりにし、あらためてこの地に関

わる者として、その重責を感じ取った次第です。教職員一同、生徒ともに、八丈高校をより

発展させるべく、今後も引き続き精進していく所存です。 

 そのためにも、本校の教職員が全員、八丈島の一員としての意識をより強く持ち島に関

わるとともに、これまで以上に、学校を地域に開いていくことこそが、島民の皆様のご期待

にも応えることと心する次第です。地域の皆様には、ぜひとも本校の適切な学校運営に向

けた忌憚
き た ん

ないご意見、ご要望をいただくなど、倍旧のご指導、ご鞭撻
べんたつ

を賜りますよう、衷心
ちゅうしん

よりお願いするものでございます。 

 皆様のより一層のご多幸と八丈島の発展をお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていた

だきます。 

新年のご挨拶 
こんにちは八高です 

都立八丈高等学校長 郡司 正典

八重根港は昨年の１０月８日に接近した台

風１８号の波浪により、港湾施設が甚大な被害

を受けました。特に道路、荷捌
にさばき

用地、岸壁先端

は破損が激しく大変危険な状態のため、被災

以来、全面立入禁止としています。現在まで

に、緊急施工にてコンクリート塊の撤去、道路

の復旧等を行いましたが、荷捌用地、岸壁先

端は海象条件が厳しく工事が困難なため、復

旧に時間を要しています。現在も緊急施工に

て復旧工事を行っていますが、完全に復旧す

るまでにはまだしばらく時間がかかります。 

八重根港立入禁止について 
港湾課工事係 ２-１１１５

掲げていますので、その先には絶対に立入ら

ないで下さい。皆様のご理解とご協力をお願

いいたします。 

（岸壁や防波堤等の港湾施設は、原則とし

て、関係者以外は立入禁止です。） 

立入禁止区域

早期の復旧を目指して今後も引続き工事を

行っていきますので、工事区域には絶対に立

入らないで下さい。また、工事を行っていない

ときでも、転落などの危険性があります。危険

な箇所にはロープを張って立入禁止の看板を

犬のフンを持ち帰りましょう 
  

犬のフンの始末は、飼い主の責任です。しかし、公園や園地、道路などで犬のフンの放置が絶え

ず、いろいろなところで問題になっています。誰もが気持ちよく暮らせる町とするためには、犬などの

動物の飼い主のマナーが何より大切です。犬のフンは必ず持ち帰りましょう。 



 

- 4 - 

特別障害者手当等の認定 
総務課福祉係 ２-１１１２

東京都では、著しく重度の障害者の方々を対象とした「特別障害者手当制度」を設けていま

す。総務課福祉係で手当の認定・支給を行っていますので、お気軽にご相談下さい。 
 

 特別障害者手当 障害児福祉手当 

支給対象 
２０歳以上で、精神又は身体に著しく重度

の障害があるため、日常生活において「常

時特別の介護を必要とする状態」にある人 

２０歳未満で、精神又は身体に重度の障

害があるため、日常生活において「常時

介護を必要とする状態」にある人 

手当額 

（月額） 
２６,４４０円 １４,３８０円 

支給制限 

施設に入所しているとき、病院等に継続し

て３ヵ月を超えて入院しているとき、受給者

本人などの所得が限度額以上のときは支

給されません。 

施設に入所しているとき、障害を支給事

由とする公的年金を受けているとき、受給

者本人や扶養義務者の所得が限度額以

上のときは支給されません。 

 
登録番号 20 (1) 

日時 内容 

1/10(日) 植物公園季節調査会 

1/23(土) 八丈学講座「碑文を読もう」 

2/14(日) 植物公園季節調査会 

2/27(土) 八丈学講座「春探しﾎﾀﾙ水路ｳｫｰｸ」

 

毎週土日祝：植物公園ガイドウォーク 

詳細は、八丈ビジターセンター（2-4811）まで 

都道に面した敷地から、都道との境界を

越えて樹木等の枝葉が垂れ下がり、住民の

沿道の樹木管理について 
土木課管理係 ２-１１１４

方からご指摘をいた

だくことがあります。 

持ち主の方が剪定
せんてい

などを行い、歩行者

やドライバーが快適に

通行できるよう、ご協

力をお願いします。 

訂正のお詫び 

前号（平成２１年１１月発行）の記事中に以下の誤りがありました。 

ご迷惑をおかけして、大変申し訳ありませんでした。 
 

訂正箇所 訂正前 訂正後 
１ページ下段 

「東京都功労者表彰」の記事中 
小宮山義仁さん 小宮山善仁さん 

４ページ上段 

「野鳥は自然のままに」の記事中 
タマネコドリ タネコマドリ 

 
〒１００－１４９２ 東京都八丈島八丈町大賀郷２４６６－２ 

０４９９６－２－１１１１（電話） ０４９９６－２－３６０１（ＦＡＸ） 

ホームページもご覧ください http://www.soumu.metro.tokyo.jp/09hatijou/index.html 

東京都八丈支庁 


