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八丈支庁管内の事業説明会を開催 
八丈支庁は、平成 23 年度予算と管内の主な

事業について、5月 25 日に八丈町、6月 9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。 

支支庁庁のの風風  
発行 東京都八丈支庁総務課 

第 62 号

平成 23 年 7 月 1 日

<隔月>

 東京都 

【八丈支庁管内の主な事業】 
～総務課関係～ 

 支庁舎と職員住宅について、年度内の完成を

目指し工事を行います。 

平成 23 年度予算（一般会計） 
 

東京都全体  6 兆 2,360 億円 

八丈支庁管内 112 億 397 万円 

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

品認定の推進、新商品開発の支援を、観光振興

では、観光施設整備や催しなど活性化への取組

みを支援します。 

 農業振興では、遊休農地対策や牛乳処理加工

機器整備、池之沢での貯水槽整備などの支援を

行います。 

 林業振興では、森林病害虫対策支援のほか、

三原林道などの改良工事や垂戸保安林の改良

を実施し、青ヶ島においては、大千代復旧治山

工事と池之沢予防治山工事を施工します。 

 水産振興では、浮魚礁 2基の更新や加工組合

の機器整備、トコブシなどの栽培漁業やサメ防

除の経費を支援します。 

～土木課関係～ 

 都市計画道路は、空港前を整備し、今年度で

完了となります。 

 地域幹線道路では、引き続き七島信用組合～

護神山公園の区間のほか、樫立、倉の坂下を整

備していきます。 

 公園については、大賀郷園路整備のほか、植

物公園の温室改築基本設計に着手します。 

 垂戸海岸では護岸改修を、小骨ヶ洞の砂防事

業は 5号堤の整備を引き続き実施します。 

 青ヶ島においては、中原での道路整備、上手

回りで災害防除工事を引き続き行います。 

～港湾課関係～ 

 神湊（底土）港において、防波堤のケーソン

据付により 30ｍ延長するとともに、船客待合

所の実施設計を行います。八重根港では、船客

待合所が今年度完成します。 

 神湊、八重根両漁港では、パラペット設置や

消波ブロック据付による防波堤改良工事など

を実施します。神湊（底土）港海岸においては、

突堤の 30ｍ延長工事などを実施します。 

 青ヶ島港では、護岸の建設工事を 20ｍ行う

他、来年度施工分の新岸壁と護岸の鋼枠製作を

行います。また、物揚場に防舷材 2基を設置し

ます。 

～その他～ 

 保健所の庁舎改築は 7 月末の完成を予定し

ています。         （裏面に続く）

青ヶ島村住民代表者への説明会 
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平成 23 年度八丈支庁管内事業費              （単位：千円） 
 

区分 23 年度当初予算 22 年度当初予算 対前年比 

八 丈 支 庁 総 務 課 2,526,343 1,256,666 201.0％ 

八 丈 支 庁 産 業 課 441,191 445,858 99.0％ 

八 丈 支 庁 土 木 課 3,476,270 3,087,860 112.6％ 

八 丈 支 庁 港 湾 課 4,301,268 5,028,364 85.5％ 

島しょ保健所八丈出張所 317,102 238,329 133.1％ 

教 育 庁 八 丈 出 張 所 32,663 33,689 97.0％ 

農林水産総合センター八丈事業所 109,134 108,371 100.7％ 

合 計 11,203,971 10,199,137 109.9％ 

※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） 

 

Ｑ 脳卒中、脳梗塞の重篤患者は 3時間以内の

処置が必要という見解もあるが、救急患者の

ヘリ搬送で対応可能か。また、搬送先の病院

を指定できるか。 

 

Ａ（総務課長）救急患者のヘリ搬送は、様々な

関係機関の連携により行われます。支庁は連絡

調整の役割を担っており、情報を迅速かつ正確

に関係機関に伝え、少しでも時間が短縮できる

よう努めています。しかし、町立病院から支庁

へ一報が入り、ヘリコプターが順調に飛行して

も、所要時間は約 5時間を要する実態にありま

す。また、搬送先の病院については、要請順位

1位の都立広尾病院に依頼し、受入れ不能の場

合、順次、2位以下の病院に依頼することにな

っています。どの病院に依頼するにしても、患

者の疾病に関して対応可能な病院が受け入れ

ることになっています。 
 

Ｑ 藍ヶ江漁港に「海洋体験施設」を計画でき

ないか。 

 
Ａ（港湾課長）平成 16 年度に、魅力あふれた

八丈島の特性を活かし、観光振興及び地域経済

の活性化を図るために、八丈町や観光協会、漁

業関係者など地元関係者による「八丈島魅力あ

るみなとづくり協議会」を発足して、施設の整

備方針や有効利用など、港を中心とした賑わい

のあるまちづくりの検討を行っています。藍ヶ

江漁港における海洋体験施設の計画にあたっ

ては、このような地元関係者が主体となった協

議会等を活用して、八丈町が国庫補助を受けな

がら、施設のあり方や運営方法、将来的な管理

主体など検討していくことが必要と考えます。

主な質疑応答【八丈町関係】 

Ｑ 震災での風評被害による来島者減少に対

して、都は緊急資金注入など伊豆諸島全体へ

の支援はできないか。 

 
Ａ（産業課長）都では、東日本大震災の被災地

区域外においても、風評被害による契約解除の

影響など間接的に被害を受けている中小企業

者を対象に、東京都中小企業制度融資「災害緊

急」を実施しています。本融資の内容につきま

しては、既に八丈支庁産業課のホームページに

掲示しておりますが、制度融資の際の最優遇金

利の適用とともに、都独自の措置による信用保

証料の補助制度です。災害緊急融資の内容及び

申込み手続きについては、支庁産業課のホーム

ページをご覧いただくか、直接支庁産業課にお

問い合わせください。 

 

Ｑ 大賀郷園地ステージ周辺に南国らしい木

を植栽してほしい。 

 
Ａ（土木課長）大賀郷園地のステージ広場には、

八丈富士をバックに、ヒメビロウやハイビスカ

スを植栽しており、南国らしさを創出していま

す。今後もイメージを損なわないよう、適切な

管理に努めます。 

 

大賀郷園地ステージ 
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Ｑ 被災者のために八丈島への旅行を企画でき

ないか。 

 
Ａ（産業課長）観光協会や関係業者等の皆様が

同様の旅行を企画される場合があれば、八丈町

とも連携をとり、支援のあり方などを検討しま

す。今後とも八丈島の魅力を内外に発信し、観

光客の増加に向けて、最大限の努力をします。

 

Ｑ 大潟浦園地等に外部電力設備を整備してほ

しい。 

 
Ａ（土木課長）大潟浦園地はデイキャンプ用の

施設を備えた自然公園であり、夜間利用を想定

していないため、電源設備を備えていません。

公園の利用形態の多様化や今回の要望を踏ま

え、外部電源の設置を前向きに検討し、適切な

公園利用の促進に努めていきます。 

ＴＥＰＣＯ八丈島地熱館休館のお知らせ 
 

 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震により、被害を受けられた皆様に、心よりお見舞いを申

し上げます。 

 弊社ＴＥＰＣＯ八丈島地熱館は、現在休館させていただいております。 

 東京電力グループは、福島第一原子力発電所の事故収束および損害の補償、今夏における安定

供給の確保等に、全力で取り組んでまいります。 

 これらを確実に実行するため、抜本的な経営の効率化・合理化に取り組むことになり、弊社地熱館も

休館することになりました。休館中ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い

申し上げます。 

東京電力株式会社東京支店 島嶼業務センター八丈島事務所

Ｑ 現在、大三宝から防波堤を伸ばしているが、

沖に延伸するにしたがって防波堤に沿って西の

波が港の中に入ってくる。漁船の上げ下げ作業

に危険を伴うため、対策を講じてほしい。 

 
Ａ（港湾課長）岸壁・護岸は、定期連絡船であ

る環住丸の就航率向上のため、平成 21 年から整

備しています。今後の岸壁・護岸の整備にあた

っては、お話の趣旨も踏まえ、現在、停泊した

漁船を上げ下げしている、物揚場付近の沿い波

Ｑ 放射能サンプリング調査を要請したい。 

 
Ａ（産業課長）都では、都内産農林水産物の

放射性物質検査を3月24日から実施していま

す。検査結果は都のホームページに掲載して

います。水産物については、これまで大島町･

利島村でキンメダイ･フクトコブシトサカノ

リを検査しましたが、いずれも国が定める暫

定規制値以下か検出限界値未満でした。八丈

島においては、八丈町や農協の検査実施の要

望に基き、5月 16 日に採取したアシタバの検

査を行いました。検査の結果は、放射性ヨウ

素、放射性セシウムとも検出限界値未満でし

た。今後の海水はじめ水産物に対する放射能

物質検査の実施方法等については、国の基本

方針を踏まえ、現在都において検討中です。

 

主な質疑応答【青ヶ島村関係】 

の状況等を注視

しつつ、波浪の

観測調査、静穏

度等を総合的に

調査し、必要な

対策を検討しま

す。 

Ｑ 現在、カギイバラノリ（ブド）の生態を

調べて養殖に向けて検討をしていると聞い

たが、その後の経過は。 

 
Ａ（農水センター）現在も継続して研究中で

すが、人工的に育てた苗から種子を採取でき

るようになり、技術的には前進しています。

しかしながら、採算性面では更に検討が必要

であると考えています。 
 
Ｑ 青ヶ島近海で他県船の違法操業が見受け

られる。どこに連絡すればよいか。 

 
Ａ（産業課長）禁止行為と判断できれば、本

庁の水産課を通じて他県の水産担当へ連絡を

することなります。海上で発見した場合でも

携帯電話などで、操業の状況や船籍などを支

庁の水産係に連絡していただきたい。 
青ヶ島（三宝）港 
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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

についてはお問い合わせください。ご利用をお待ちしています。   （八丈高校経営企画室 2-1181）

 体育施設 視聴覚ホール 図書室 

開放日 土曜日、日曜日及び祝日 
（学校行事日等を除く） 

日曜日 
（学校行事日等を除く）

時 間 17:30～21:30 8:30～21：30 13:30～15:30 

注意事項 使用料は無料ですが、電気代をご負担いただきます。

事前に団体登録が必要です。 
主に閲覧。新書本と文庫本

のみ貸出可。 

こんにちは八高です 

特別障害者手当等の認定 
八丈支庁では、著しく重度の障害がある方々を対象とした「特別障害者手当・障害児福祉手当」

の認定・支給を行っています。お気軽にご相談下さい。         （総務課福祉係 2-1112）
 

 特別障害者手当 障害児福祉手当 

年齢制限 20 歳以上 20 歳未満 

支給対象 

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「常時特別な介護を必

要とする状態」にある人 

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） ２６,３４０円 １４,３３０円 

支給制限 

次に該当するときは支給されません。 

①施設入所者 

②病院等に 3 ヵ月を超えて入院しているとき 

③受給者本人や扶養義務者の所得が限度額以上

のとき 

次に該当するときは支給されません。 

①施設入所者 

②障害を理由とする公的年金受給者 

③受給者本人や扶養義務者の所得が限度額以

上のとき 

届出義務 
手当受給後、住所・氏名変更、死亡、施設入所・入院等があった場合は、福祉事務所（八丈支庁

総務課福祉係）への届出が必要です。 

垂戸保安林改良事業 

 3 月 11 日に発生した東日本大震災の被災地にお

いては、海岸線沿いに指定・整備された保安林によ

り、津波に抵抗することで流速が減少し到達時間を

遅らせたり、船舶等が内陸部に流れるのを押さえた

りといった効果も発揮しました。 

 今年度、八丈町の協力により、保安林の指定面積

を拡大します。併せて、丸太防風柵工、植栽工等を

行い、保安林機能の強化を図っていきます。さらに

は、海岸での憩いの場、ふれあいの場を提供できる

ような整備に向けて検討していきます。 

（産業課林務係 2-1113）

 八丈島の東側、神湊地区の海岸沿いにある垂戸保安林は、昭和 20 年代に指定され、幾度となく猛

烈な風雨や潮にさらされながらも、風下の人家や畑を風や潮の被害から守ってきました。 

垂戸海岸 

神湊漁港 

垂戸保安林 
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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。 
 空港駐車場の利用に際し、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 空港駐車場は一方通行になっておりますが、

最近、三根側都道入口からの通行路を逆走してい

る車両が見受けられます。道路標識に従って通行

するよう、お願いします。 
←大賀郷 三根→ 空港駐車場平面図

延滞金は、以下の割合で加算されます。（※平成 23 年の割合です。） 
 

① 納期限の翌日から１か月を経過する日までの期間は年 4.3％（※） 

② 納期限の翌日から１か月を経過した日以降の期間は年 14.6％ 
 
 

納期限を過ぎてから納めた場合、納付日が遅れるほど延滞金がかかります。 

節税のためにも早めのご納税をお願いします。 

自動車税の納税はお済みですか？

税金を納期限までに納めないと延滞金がかかります！ 

② 空港駐車場は、長期駐車禁止です。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します。 
③ 駐車場の車両を狙った犯罪が増加しており

ます。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、お願いします。

（空港管理事務所 2-0163）

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

総務課税務係 2－1111

今年度の自動車税の納期限（5 月 31 日）は、すでに過ぎています。 

まだお済みでない方は、すみやかにご納税ください。 
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八丈小島についてのお願い 
 

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

を受けないと設置できません。 

総務課行政係 2-1111 

 

 

7/10(日)、 8/14(日) 植物公園季節調査会 

7/18(月) 夜の昆虫観察会 

7/23(土) 
八丈学講座 

「川の生き物観察会」 

7/24(日) 、8/7(日) 三原山縦断トレッキング 

7/31(日)、8/14（日） 潮だまり探検隊 

8/13(土) 夏の星空観察会 

8/14(日)、21（日） 子供クラフト教室 

8/27(土) 
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 

登録番号２３（１） 

園地の利用のご案内 
 

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。 

底土野営場、大賀郷園地の芝生広場ステージ(※)のご利用の申込み 
 

これらの施設は、八丈町産業観光課及び教育課への申込みとなります。受付時間は、平日の

午前 8時 30 分から午後 5時 15 分までです。 
※利用者の自費負担で、ステージ裏の電源をご利用できます。詳細は、土木課管理係（2-1114）まで。 

光るキノコ観察会のご案内 
 

今年も光るキノコの無料観察会を下記によ

り開催致します。 
 

開催場所：植物公園内光るキノコ観察の森 

集合場所：植物公園メインエントランス 

開催日 ：6/17（金）～9/30（金）毎日開催

開催時間：①19：30 ②20：00 ③20：30 

所要時間：各回約 30 分 
 

 なお、レクリエーション保険に加入するにあ

たり氏名をご記入頂きますので、予めご了承下

さい。また参加人数が多い場合には、数回に分

けてご案内する場合がありますので時間に余

裕をもってご来場下さい。 

詳細は、ビジターセンター(2-4811)まで。 

土木課管理係 2-1114 
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ホームページもご覧ください http://www.soumu.metro.tokyo.jp/09hatijou/index.html 

ホームページでは「支庁の風」をカラーで掲載しています。また、創刊号から最新号までご覧いただけます。 


