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ケーソン据付が無事完了 

支支庁庁のの風風  
発行 東京都八丈支庁総務課

第５７号

平成２２年９月１日

<隔月>

 東京都 

「空の日」イベントの開催について 

八丈島の各港に防波堤を整備するため、

毎年、「ケーソン」と呼ばれる鉄筋コンクリ

ート製の大きな箱を東京港から海に浮かべ

て船で曳航（えいこう）して運び、据え付

けています。 

整備対象の港湾・漁港施設は年々沖合に

展開しているため、ケーソンも大型化して

おり、運搬・据付作業も、困難なものとな

ってきています。 

今年度は、神湊（底土）港・神湊漁港の

２函のケーソンを据え付けました。神湊漁

港のケーソンは 7月 10 日、神湊（底土）港

は 7月 21 日に無事沈設が完了しました。

据付を行った神湊（底土）港のケーソン

は、幅 23ｍ×長さ 30ｍ×高さ 17ｍで、神

湊漁港のものは、幅 33ｍ×長さ 30ｍ×高さ

15ｍ（今年度据え付けたケーソンでは伊豆

諸島最大）の大きさがあります。例えば神

湊（底土）港のケーソンは、おおよそ 5～6

階建の建物に相当する高さのものです。 

据付工事は例年、波の穏やかな６月から

７月までに行います。今年は、５月、６月

の海象状況も概ね良好で、防波堤の基礎と

なるマウンド造成作業も順調に進み、ケー

ソン据付作業の工程も予定通りで、無事に

全てのケーソンの固定作業を終えました。

各港の防波堤の延伸により港の機能の向

上を目指しておりますので今後共、港湾・

漁港工事へのご理解・ご協力をよろしくお

願いします。（港湾課工事係２－１１１５）

「空の日」の起源は、昭和15年に制定さ

れた「航空日」が始まりです。この年の「航

空日」は９月28日に行われ、昭和16年に９

月20日と決定されました。民間航空再開40

周年にあたる平成４年、より多くのみなさ

んに航空に対するご理解と関心を高めてい

ただくことを目的に、「航空日」から「空

の日」へ改称するとともに、９月20日～30

日の間を「空の旬間」と定めました。 

毎年「空の旬間」に、全国の空港やレー

ダー事務所等で、管制塔などの空港施設見

学、航空教室等が開催されます。八丈島空

港でも、八丈支庁港湾課、八丈町、ＣＡＢ、

ＨＡＴなどが主体となり、実行委員会を立

ち上げ、イベントを開催します。普段は立

ち入ることができない空港施設の開放、子

供紙ヒコーキ大会、化学消防車の見学、航

空教室などのイベントを予定しています。

是非この機会に、皆さんの生活と航空の関

わりを身近に感じてみてはいかがでしょう

か。   （空港管理事務所 ２-０１６３）

日時：９月25日(土)９時～16時

場所：八丈島空港 

神湊漁港ケーソン据付の様子 
（点線囲み部分に写っているのは作業員です）
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八高祭におじゃりやれ！ 
こんにちは八高です

第３４回青ヶ島牛祭りの開催 

 

台風等で被災した場合の都税の軽減 

台風や火災などで被災した場合、都税が軽減されることがあります！ 

【軽減の対象となる都税】 
・個人事業税 
・不動産取得税 
・自動車税 
・軽油引取税 など 
※固定資産税は、町・村役場に

お問い合わせください。

【要件・手続】 
 税目によって、要件・手続が

異なりますので、詳しくは総務

課税務係までお問い合わせく

ださい。 
 なお、被災により都税を一度

に納められない場合、納税を猶

予する制度もございます。 
 
総務課税務係：２－１１１１

【必要な書類】 
・申請書・申立書 
・り災証明書  ほか 

 今年度の八高祭のスローガンは、 
「らぶずっきゅん♡華麗なる八幸祭」です。

 一般公開は、９月 26 日（日） 
 午前９時～午後３時 30 分 です。 
お間違えのないようにおいでください。 
 当日は、演劇、吹奏楽、八丈太鼓などの舞

台発表、及び創作・研究などの展示発表があ

ります。また、園芸科生徒が育てた草花や野

菜などの生産品やパッションジュースなど

の加工品の販売を行います。家政科生徒が

調理したヘルシーな丼物（ビビンバ・豆腐

のかば焼き）、クッキーの販売も行います。

 定時制では、豚丼の販売と授業・部活

動・行事等の成果発表を行います。 
 生徒が日頃、授業や部活動などにおい

て、協力しながら、真剣に取り組んだ成果

をご覧ください。 
（八丈高校経営企画室 ２－１１８１）

平成 22 年８月 10 日（火）第 34 回青ヶ島

牛祭りが開催されました。 

昨年度は、台風の接近により規模を縮小し

一部開催となりましたが、今回は天候にも恵

まれ、予定のプログラムは全て実施されまし

た。 

 今年度は、肉牛農家が飼養している母牛を

一斉に血統更新したため、出品牛の確保が難

しく、「和牛共進会」は一時的に休止となり

ました。 

花き園芸品、農林水産物、手工芸・加工品

の品評会は例年どおり行われ、各部門の上位

入賞者に対し、会場ステージで褒賞が授与さ

れました。 

 20 時 30 分からは「納涼花火大会」が

開催され、400 発の花火が打ち上げられ

ました。至近距離から見る、島ならでは
の迫力あるスターマ

インに、大きな歓声が

上がりました。祭りの

最後には、全員参加の

「島踊り」が賑やかに

行われ、熱気冷めやら

ぬ中で大盛況の牛祭

りは終了しました。

（産業課商工係 

２－１１１３）
花き園芸品 品評会

優秀賞・特別賞作品
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消防設備士及び危険物取扱者の「講習」のご案内 
 消防設備士講習 危険物取扱者保安講習 

講 習 区 分 ① 消火設備 ② 警報設備 
③ 避難設備・消火器 全区分 

実 施 日 平成 22 年 10 月 23 日（土） 平成 22 年 10 月 24 日（日） 

時 間 9:00～17:00 9:00～13:00 

会 場 八丈支庁会議室 八丈支庁会議室 
受講申請受付日 平成 22 年 10 月 23 日（土） 平成 22 年 10 月 24 日（日） 

受講申請時間・場所  8:30～9:00 八丈支庁会議室 
受 講 申 請 書 
の 配 布 場 所 

八丈支庁２階（総務課行政係）、八丈町役場 
八丈町消防本部、青ヶ島村役場 

※消防設備士及び危険物取扱者の「試験」は、平成 22 年 11 月 28 日（日）に実施する予定 
です。【申し込み締切日 10 月 28 日（木）】（問い合わせ先）総務課行政係 ２－１１１１ 

交通規制を伴う道路工事予定表 

地区 工事箇所 工事内容 工事期間 
ＮＴＴ前 拡幅・歩道設置 ８～３月 
神湊漁港前 拡幅・歩道設置 ９～３月 
柿ノ木坂交差点先永郷寄り 歩道設置 ７～１１月 
柿ノ木坂交差点先永郷寄り ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ９～１月 
登龍道路 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ８～１月 
登龍道路 災害防除 １０～３月 
三根郵便局付近 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 １～３月 

三根 

富士中～底土 植樹帯改良 １２～３月 
空港貨物道路付近 斜面整備 ８～３月 
空港貨物道路付近 拡幅・歩道設置 ９～３月 
八高前 歩道設置 ９～２月 
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ入口付近 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 １０～３月 
河口交差点付近 排水工事 １０～３月 
大群陸橋付近 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ７～１２月 
逢坂橋 橋梁補修 ７～１月 

大賀郷 

大中下 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 １１～３月 
向里バス停付近 拡幅・歩道設置 ９～１月 

樫立 
唐滝川 拡幅・歩道設置 ９～３月 

中之郷 三原小中付近 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ８～１０月 
みはらしの湯付近 災害防除 ９～３月 

末吉 
汐間海岸付近 災害防除 １２～３月 
東電～十一屋手前 道路拡幅 ９～３月 
池之沢（昨年の続き） ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ７～１月 青ヶ島 
平成   流し坂トンネル 照明改修 ６～１０月 

今年度、土木課が施工する工事のうち、交通規制（片側交互通行）を予定している工

事は下表のとおりです。工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

土木課 ２-１１１４ 
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〒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 

９／１２(日) 植物公園季節調査会 

９／２５(土) 
八丈学講座 

「秋の植物観察会」 

１０／１０(日) 植物公園季節調査会 

１０／１０(日) 八丈富士裾野ハイキング 

１０／２３(土) 
八丈学講座 

「旅するタネの話」 

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 

高圧ガス製造保安責任者、同販売主

任者及び液化石油ガス設備士の国家試

験を行います。 
試 験 日：11 月 14 日（日） 
試験場所：八丈支庁３階会議室 
願書受付：９月３日（金）まで 
願書配付場所、問い合わせ先： 
産業課商工係 ２－１１１３ 

高圧ガス関係試験のご案内

 現在、三原山の南面中腹を中心に、スダジイが選

択的に枯れる現象が広がっています。東京都で調査

した結果、カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌

という病原菌の感染が原因と判明しました。 

スダジイの集団枯損が発生 

 
八丈島以外に三宅島や御蔵島でも同様

の被害が確認されています。今後も枯損

被害が拡大していく可能性があり、支庁

では町役場と協力して調査を進め、対策

を検討していきます。 
（産業課林務係２－１１１３）

（左上）被害分布図 
（右上）カシノナガキクイムシ

（右下）被害木の穴 

被害の激しいｴﾘｱ 
（斜線部分） 

被害が確認されたｴﾘｱ 

５㎜

ｷｸｲﾑｼによる穴 

　● 国勢調査は、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象です。
　 ● 調査結果は、さまざまな法令で使われるほか、社会福祉、雇用対策、
　　　生活環境の整備など、私たちの暮らしのために役立てられます。
　　　 ●都内にお住まいの方はインターネットでの回答が出来ます。

国勢調査 e-ガイド 検索

総務省・都道府県・区市町村

平成22年10月1日　国勢調査を実施します

http://www.stat.go.jp/data/ 

 kokusei/2010/kouhou/index.htm 


