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発行 東京都八丈支庁総務課

八丈支庁管内の事業説明会を開催
八丈支庁では平成２２年度予算の概要
と、八丈支庁管内の主な事業内容について、
５月１８日に八丈町、５月１９日には青ヶ
島村の各団体長や地域の代表者の方を対象
にした説明会を開催しました。
平成２２年度予算（一般会計）
○東京都全体 ６兆２,６４０億円
○八丈支庁管内
１０１億９,９１３万円
【八丈支庁管内の主な事業】
～総務課関係～
八丈支庁舎と職員住宅の建て替えを実施し
ます。

八丈町住民代表者への説明会

～産業課関係～
商工業振興では、商工会への支援や地域
特産品認定を推進、観光振興では、観光施
設整備や各種催しへの支援を行います。農
業振興では、ストロングハウス等の施設整
備や遊休農地対策を支援します。林業振興
では、洞輪沢等の治山工事や三原・こん沢
等の林道改良工事を実施し、青ヶ島におい
ては、大千代復旧治山工事を実施します。
水産振興では、浮魚礁２基の更新や水産加
工施設の整備、トコブシ等の栽培漁業を支
-

青ヶ島村住民代表者への説明会

援し、青ヶ島においては、冷蔵コンテナ４
基の導入を図ります。
～土木課関係～
都市計画道路で、八丈島空港の近辺を整
備（両側歩道＋道路）します。地域幹線道
路の七島信用組合～護神山公園の間を整備
します。植物公園南地区に便所を新築しま
す。垂戸海岸では、護岸改修、乙千代ヶ浜
海岸では、災害復旧を継続します。青ヶ島
においては、中原で道路整備、池之沢で路
面補修、上手回りで災害防除工事を実施し
ます。
～港湾課関係～
神湊（底土）港と神湊漁港において、防
波堤をケーソン据付でそれぞれ３０ｍ延長
します。八重根港では船客待合所を新築し
ます。神湊、八重根、洞輪沢各漁港の防波
堤を改良し、八重根港、八重根漁港、中之
郷漁港では、災害復旧を継続します。神湊
（底土）港海岸においては、突堤を３０ｍ
延長します。青ヶ島港では、新岸壁の鋼枠
据付、防波堤の滑止を設置し、船揚場の転
落防止柵の取り替えなどを実施します。
～その他～
保健所庁舎の建て替えを実施します。
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主な質疑応答
【八丈町関係】
Ｑ 八丈の老人ホームの入所については、
要介護者が２００人待ちの状況であり、今
後も増加し施設が足りない状況。平成１７
年までは施設を建設させる政策であった
が、介護保険や健康保険の支出が増大する
とのことで、施設の建設が抑制された。し
かしながら、逆に重篤な方が増えて介護保
険などの支出が増えるように思う。国の政
策は都を通じて八丈に下りてくる。養和会
だけではどうしようもない状況であり、都
としても前向きに対処して欲しい。
Ａ（総務課長）高齢者施策をはじめ多くの
福祉保健施策は、住民の皆様に最も身近な
区市町村が中心となって行うしくみとなっ
ています。都は区市町村が地域特有のニー
ズを捉え、実情に応じた主体的な施策が展
開できるよう支援しています。
八丈町では、自宅での居宅介護を基本と
しつつ、必要となる介護保険施設の適正な
規模を把握し、今後の対応を検討している
ところだと聞いています。
支庁としては、高齢者施設についての権
限等を有する立場にはありませんが、町と
連携しながら所管である福祉保健局等関
係機関へ現状等を伝え、八丈町の取組みを
支援したいと考えています。
Ｑ ①藤巻商店前は歩道と車道の高低差
がなく、バリアフリー効果がある。これか

ら設置する歩道はこのような歩道にでき
ないか。②空港から西見交差点までの歩道
はアスファルト舗装になっているが、島石
にする予定はないか。
Ａ（土木課長）①歩道を設置するのは、車
の危険を排除し歩行者が安全に歩けること
が目的です。段差を設けることで安全を確
保することが従来の考え方でした。近年で
は、歩道と車道の間に縁石を置き、同じ効
果を持たせつつ段差を少なくするセミフラ
ット型も取り入れられるようになりまし
た。従来の方法で整備した箇所すべてを取
り替えることはできませんが、道路の改修
時期などに皆さんの要望があれば、対応で
きることもあろうかと思います。②西見交
差点から空港へ向かう箇所は、坂になって
おり周りには山があり、水が集まりやすい
ため、透水性舗装にしています。空港前は
平坦となりますので、島石を使うことを予
定しています。

【青ヶ島村関係】
Ｑ 野球場出入り口付近の道路の浸透枡
には水が入らず、三宝港側に水が溜まる。
かさ上げするなど水が入るように今年度
予算で改良できないか。
Ａ（土木課長）道路補修で施工した箇所だ
と思います。現場を確認します。

平成２２年度八丈支庁管内事業費
２２年度当初予算 ２１年度当初予算

区分

（単位：千円）
対前年比

八丈支庁総務課

1,256,666

328,467

382.6％

八丈支庁産業課

445,858

436,027

102.3％

八丈支庁土木課

3,087,860

2,850,028

108.3％

八丈支庁港湾課

5,028,364

4,665,410

107.8％

島しょ保健所八丈出張所

238,329

109,019

218.6％

教育庁八丈出張所

33,689

31,199

108.0％

農林水産総合センター八丈事業所

108,371

59,668

181.6％

10,199,137

8,479,818

120.3％

合

計

※総務課、産業課、港湾課、保健所は本庁執行分を含む（庁舎・職員住宅建設費関係は財務局へ執行委任）
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Ｑ 昨年の青ヶ島教室でサメの話をして
いただいたが、その時は参加できず、今回
参加したがサメの話ではなく残念という
声を聞いた。今年度も青ヶ島教室を実施し
ていただきたい。
Ａ（農水センター所長）平成２０年度はト
ビウオとサメの話、平成２１年度は違う内
容でということで、黒潮と海藻の話をさせ
ていただきました。テーマについては要望
を考慮しながら、今後も続けさせていただ
きたい。
Ｑ 今年度もストロングハウスの予算を
確保いただき感謝する。現在村が持ってい
る貯水施設は、既存の９００ｔと新たに作
った６００ｔを加えて１５００ｔ。４５棟
にハウスが増えると夏場が心配。ハウスを
作っていただけるのは大変ありがたいが、
貯水施設とセットで考えていただきたい。
Ａ（産業課長）現在、村役場に来年度以降
の要望を取りまとめていただいているの
で、貯水施設を新設するのに良い条件の場
所等があれば、村に提案して要望を上げて
いただきたい。

Ｑ 教科書選定については八丈と一緒に
行っている。出張所職員が青ヶ島に来る
機会には、村教育委員とも意見交換をお
願いしたい。
Ａ（教育庁八丈出張所副所長）定期的に
指導主事を派遣し、学校への支援を行って
いるところですが、村教育委員とも、より
一層意見交換を深め連携を強化していき
ます。
Ｑ 旧堤を延長し始めたが、南西の波が
入るようになり漁船が暴れる。漁船の港
でもあるので、波を抑える対策はないか。
また、防舷材の間隔が漁船には広すぎる。
せめて索道の下ぐらいは間隔をせまくで
きないか。
Ａ（港湾課長）防波堤
を伸ばしていくと、ある
方向には守ることにな
りますが、違う方向の沿
い波が発生するという痛し痒しの状態で
す。防舷材については、漁船の利用実態も
含めて現状を確認し、検討します。

青ヶ島村の集出荷貯蔵施設が完成
青ヶ島村では、フェニックス・ロベレニーやキキョウ
ランなどの切り葉を新しい基幹作物として位置づけ、
「青
ヶ島切葉生産出荷組合」を設立するとともに、ストロン
グハウスやロベネットハウスの整備を進め、生産量が
年々増加しています。
しかし、青ヶ島では悪天候が続くと切り葉を長期間出

集出荷貯蔵施設の全景

荷できなくなるため、品質の低下や出荷意欲の減退などが生じていました。
そこで、切り葉の安定した出荷体制を整えるために、青ヶ島村は平成２１年度に補
助事業（山村・離島振興施設整備事業）を活用し、岡部地区に１４１㎡の鉄筋コンク
リート造りの集出荷貯蔵施設を整備しました。
集出荷貯蔵施設は、水揚げ用の水槽を備えた作業室
のほか、保冷庫、研修室などを備え、この施設の有効
活用により、切り葉生産量のさらなる増加が期待され
ます。
今後とも支庁産業課は、補助事業などを活用して青
ヶ島の営農環境の改善を図っていきます。
集出荷貯蔵施設での水揚げ作業の様子
（産業課農務係 ２－１１１３）
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こんにちは八高です

学校施設開放のご案内

八丈高校では、地域の皆様の学習・文化・スポーツ活動振興のため、体育施設（グラン
ド・テニスコート・体育館・武道館）及び文化施設（視聴覚ホール・図書室）の開放を行
っています。利用方法等の詳細につきましてはお問い合わせください。
体育施設
視聴覚ホール
図書室
土曜日、日曜日及び祝日
（学校行事日等除く）

開放日
時

間

注意事項

17:30～21:30

日曜日
（学校行事日等除く）

8:30～21：30

13:30～15:30

使用料は無料ですが、電気代をご負担いただきま 主に閲覧。新書本と文庫
す。事前に団体登録が必要です。
本のみ貸出します。

（八丈高校経営企画室

２－１１８１）

特別障害者手当等の認定
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。

支給対象

特別障害者手当
障害児福祉手当
２０歳以上で、精神又は身体に著しく
２０歳未満で、精神又は身体に重度の
重度の障害があるため、日常生活にお
障害があるため、日常生活において「常
いて「常時特別の介護を必要とする状
時介護を必要とする状態」にある人
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。

（総務課福祉係

２-１１１２）

あ！自動車税って、払ったっけ？
自動車税の納付は、お済みですか？
今年度の自動車税の納期限は、５月３１日でした。既
に納期限は過ぎておりますが、５月６日付で送付した納
付書はまだお使いいただけます。
納税されていない方は、早急にお納めください！
未納のままですと、差押えなどの滞納処分をすること
もございます。
（総務課税務係 ２－１１１１）
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八重根港立入禁止について
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。昨年度来、災害復旧
工事を進めてまいりましたが、今年度も引
き続き実施します。
このため、右図中の着色部を立入禁止区
域としていますので、絶対に立ち入らない
よう皆様のご理解とご協力をお願いいたし
ます。
（港湾課管理係 ２－１１１５）

立入禁止区域

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！

空港駐車場及び道路の利用について
日頃、八丈島空港をご利用いただきましてありがとうございます。
これからの時期、旅行や帰省で八丈島を訪れる方が増えてまいります。これに伴い、空港の駐車
場も、出迎えや見送りの自動車で混雑することが予想されます。空港駐車場の混雑緩和のため、次
の点について皆様のご協力をよろしくお願いします。
①ターミナルビル前の道路は全面駐車禁止となっております。お出迎えの自動車は、「出迎え専用
待機場」をご利用ください。また、お見送りの自動車は、お客様が下車した後、速やかに一般駐車
場へ移動してください。
②空港駐車場は、長期駐車を禁止しております。他の利用者の妨げにもなりますのでご遠慮願いま
す。送迎や旅行の際は、出来る限り自動車の乗り合わせ・タクシー利用などをお願いいたします。
③最近、駐車場の車両を狙った犯罪が増加しております。駐車場での駐車は、たとえ短時間であっ
ても必ずキーは抜いた上でドアロックをされるよう、お願いいたします。
④自動車等で空港道路のトンネルを通行するときは、交通事故防止のためライトの点灯をお願いし
ます。
（八丈島空港管理事務所２－０１６３）

←大賀郷

空港駐車場平面図
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三根→

八丈小島についてのお願い
7/11(日)

植物公園季節調査会

7/18(日)

夜の昆虫観察会

7/24(土)

八丈学講座
「川の生き物観察会」

8/1(日)、15（日）

三原山縦断トレッキング

8/8(日)

植物公園季節調査会

8/10(火)、24（火）

潮だまり探検隊

8/13(金)

夏の星空観望会

8/15(日)、22（日）

子供クラフト教室

夏が到来し、釣りやダイビングなどで八
丈小島を訪れる方も多くなります。以下の
ルールを守り、夏の八丈小島を楽しんでく
ださい。
①八丈小島での宿泊は禁止です。
（緊急事態に対応できないため）
②八丈小島全域が国立公園特別地域に指
定されています。建物や記念碑等は、
許可を受けないと設置することができ
ません。

八丈学講座
「台風と島の天気」
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
8/28(土)

（総務課行政係

２－１１１１）

海の利用ルール
－島で遊漁を楽しまれる皆さんへ－
東京都では、水中銃（ヤスは除く）やアクアラング等を使って魚などを獲ることを禁止
しています。また、八丈島（八丈小島を含む）や青ヶ島の周りには漁業権が設けられてい
ますので、漁業者以外はトコブシ等の貝類、イセエビ、テングサなどの海藻を獲ることは
できません。
なお、海に入る時には、近くを船舶が航行する場合がありますので、十分注意してくだ
さい。ルールを守って、楽しく海を利用していただくよう、ご協力をお願いします。
（産業課水産係 ２－１１１３）

園地の利用案内
園地は、美しい自然に親しみ、野外レクリエーションを楽しめるよう設置されている、
自然公園施設です。園地はどなたでもご利用いただけますが、「浜遊び」などで休憩舎や
炊事施設を利用する場合は、事前の申込みによる利用とさせていただいています。申込み
は平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで、土木課で受け付けています。
なお、ご利用の際に発生するゴミは、持ち帰ることとなっています。みなさんが快適に
利用できるよう、ご協力ください。
（土木課管理係 ２－１１１４）

東京都八丈支庁
〒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
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