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支庁長着任のあいさつ

東京都八丈支庁長

あいさつに先立ちまして、先般の東日本大震災で亡
くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。また、
被災された皆様に心からお見舞い申し上げますとと
もに、被災地の一日も早い復興を祈念いたします。

古田 武夫
この度、４月１日付で八丈支庁長に任命され、14 日には青ヶ島を訪問い
たしました。着任して間もありませんが、改めて「伝統文化を尊び、産業
振興をめざす八丈島」
「
、厳しい環境の中で独自の魅力を大切にする青ヶ島」
との実感を深めつつあります。
八丈支庁では、豊かな自然に恵まれた魅力あふれる両島の素晴らしさを
より多くの皆様に知っていただくとともに、町村役場をはじめとした関係
機関と連携し、住民の方々の安心・安全や島の発展に全力を尽くしてまい
ります。
社会経済環境は依然として厳しい局面が予想されますが、今後とも支庁
事業に対し、皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げ、着任
のあいさつといたします。

こんにちは、八高です！

卒業後の進路について

平成 23 年 3 月の八丈高校卒業生は、全日制
69 名、定時制 2 名の合計 71 名でした。
就職状況は、経済状況の悪化がより深刻化
し、さらに求人倍率も前年数値を割り込んだ
中での活動となりました。17 名の就職希望者
がおり、そのうち 14 名が島外、3 名が島内に
就職を決めました。
大学受験の状況は、首都大学東京、東京学
芸大学、青山学院大学、工学院大学、城西大
学、駿河台大学、成蹊大学、大東文化大学、
拓殖大学、帝京大学、帝京平成大学、東海大
学、東京工芸大学、東京都市大学、東邦大学、
東洋大学、日本大学、日本女子大学、日本女

子体育大学、日本体育大学、法政大学、武蔵
大学、武蔵野大学、明星大学、目白大学、流
通経済大学に、短期大学 4 校を含め 34 名が進
学を決めました。
また、看護・医療、保育等の専門学校に 16
名が進学を決めました。
八丈高校では、一年生の時から計画的に進
路指導を行っています。また、教員自らが、
大学訪問や会社訪問を行い、生きた情報の収
集、提供により、生徒を支援しています。今
後も最大限の支援を行い、生徒の希望進路の
実現を目指します。
（八丈高校経営企画室 2-1181）
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5 月 10 日から 16 日は、愛鳥週間です
八丈島と青ヶ島には多くの野鳥が生息しています。こ
の機会に野鳥をじっくり観察してみてはいかがでしょう
か。なお、人が野鳥と接する時には、いくつかの注意が
必要です。ご協力をお願いします。
■ヒナが落ちていた時■
拾わずに、そのままそっとしておいて下さい。親鳥は
近くから見ており、鳴き声でコミュニケーションをとり
ながら世話を続けています。人がいると親鳥はヒナに近
支庁の駐車場で撮影された巣立った
づけないので、少し離れて遠くから見守りましょう。
ばかりのイソヒヨドリのヒナ
■捕獲・飼養はできません！！■
東京都では、メジロなどの野鳥を飼うために捕まえることを認めていません。飼うこ
とも違反行為です。自然のままの姿を観察しましょう。
（産業課林務係 2-1113）

八丈島空港駐車場の利用について
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、旅行や帰省で多くの方が
八丈島を訪れます。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。混雑緩和と事故防止のた
め、次の点について、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で
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。なお、出迎え専用待
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機場は、出迎え時以外のご利用をご遠慮願い
ます。
②空港駐車場は、他の利用者の妨げになるた
め、長期駐車を禁止しております。旅行等の
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駐車中の車両を狙った犯罪を防止するた
め、駐車場での駐車は、たとえ短時間であっ
てもドアロックをされるよう、お願いいたし
ます。
④空港駐車場は一方通行になっております。
道路標識に従って通行するよう、よろしくお
願いします。 （空港管理事務所 2-0163）

５ 月は 、自 動車 税の 納期 です ！
自動車税の納税通知書は、平成２３年４月１日
の時点で車検証に記載されている所有者（割賦販
売の場合は使用者）に送付されますので、同年５
月３１日（火）までにお納めください。

．．．．．．．．．．．．．．．．．
納期内納税にご協力をお願いします！
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自動車税は、今年度からクレジットカードでも納付できるようになりました。
【納付の方法】
パソコン・携帯電話から専用サイトにログインして納付
国立公園内の行為規制について
【準備するもの】
八丈島・八丈小島は、自然公園法に基づき「特別保護地区」
「第 1～3 種特別地域」
「普
平成２３年度自動車税納税通知書とクレジットカード
通地域」と
5 段階の行為規制基準があります。特に、八丈富士のはちまき道路から頂上
【ご利用できる期間】
平成２３年５月２日（月）から同月３１日（火）の２３時まで
に至る区域については、行為規制が厳しく事前の許可申請が必要となります。無断での
【手数料】
木竹の伐採、昆虫・植物の採取等の行為は禁止されており、行為内容によっては許可さ
１件につき（納税通知書１枚につき）３１５円（税込）
れないこともあります。
（土木課管理係 2-1114）
【継続検査等納税証明書】
概ね４週間後に納税証明書（はがきサイズ）を送付
※車検更新のために至急納税証明書が必要な方は、クレジットカードで納付するので
はなく各種窓口等でお支払いください。
【領収書等】
領収書の発行は行いませんのでご了承ください。
※詳しくは、東京都主税局ＨＰ（http://www.tax.metro.tokyo.jp/）をご覧ください。
（総務課税務係

沿道の樹木管理について

2-1111）

犬のフンを持ち帰ろう！

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、住民の方か
らご指摘をいただく
ことがあります。

公園や園地、道路の緑地帯に犬のフンが
放置され、利用者や沿道住民の方々が大変
迷惑しています。
犬のフンは、飼主が責任を持って持ち帰
ってください。

せんてい

持 ち 主 の 方 が 剪定
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。
（土木課管理係

飼い主のマナーが大事

土木課管理係
2-1114

2-1114）
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巡回児童相談会の実施

5/1(日)
～5/8(日)
5/1(日)
～5/8(日)
5/3(火)
5/4(水)
～5/5(木)
5/4(水)
5/5(木)
5/8(日)
5/28(土)
6/12(日)

東京都児童相談センターの児童福祉司、
児童心理司、児童精神科医が来島し、児童
の健全育成に関するご相談に応じます。身
体・知的障害、発達障害、家出・暴力など
の非行・不登校について、児童の育成に関
する心配事のある方は、この機会にぜひご
利用ください。
○ 相談会：6 月 15 日（水）
午前 9 時～午後 5 時
○ 場 所：八丈町役場 2 階
○ 申込み・お問合せ先：
八丈町子ども家庭支援センター(2-4300)
電話による事前予約でお願いします。
○ 締切日：6 月 10 日（金）

6/25(土)

バードウォッチング入門
体験八丈太鼓
草木染め体験教室
早朝探鳥会
海を遊ぼう
沢の小径探鳥会
植物公園季節調査会
八丈学講座「海藻を調べよう」
植物公園季節調査会
八丈学講座
「公園のシダを見分けよう」

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

八丈高校体育祭の実施予定
毎年恒例の八丈高校体育祭は 6 月 5 日（日）9 時
からを予定しています。100ｍ走やリレー、応援合戦
等、生徒達の活躍をどうぞご覧ください。
当日及び準備期間中においては、近隣の皆様にご迷
惑をおかけします。ご理解とご協力をお願い申し上げ
ます。
（八丈高校経営企画室 2-1181）
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