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八丈町、青ヶ島村で防災訓練 
～支庁（八丈地方隊）も訓練に参加～ 

支支庁庁のの風風  
発行 東京都八丈支庁総務課 
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 東京都 

 今年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震は、日本の観測史上 大の規模を記録し、発

生した大津波が東北地方を中心に甚大な被害を及ぼしました。この教訓を踏まえ、八丈支庁管内

では、10 月 2 日に青ヶ島村、10 月 5 日に八丈町でそれぞれ防災訓練を実施し、八丈支庁も八丈

地方隊として町村と連携し、住民の避難に重点を置いた防災訓練を行いました。 

青ヶ島村 
火山性の地震が発生し、噴火したという被害想定のも

と、全村民によるヘリポートへの避難を行ないました。

青ヶ島村では、住民が安全に避難することに重点を置

いた訓練が行われ、特に、3 月 11 日においては電話等

の通信網がつながりにくくなったことから、行政防災無

線による通信連絡体制の確認を行ないました。 

 支庁では、現地に八丈地方隊員を派遣するとともに、

行政防災無線会議端末装置により青ヶ島村役場と八丈

支庁舎間の通信訓練を行いました。 

八丈支庁（地方隊） 
八丈島・青ヶ島では、台風や地震、津波、火山噴火な

どの自然災害の発生時には、住民、行政機関同士による

情報連絡体制が重要となります。 
八丈支庁では、年１回の防災訓練に加え、町村や東京

都総合防災部との防災無線を用いた定期的な通信訓練

などを行っています。 
 八丈支庁管内においては、東京都災害対策本部の現地

機関として八丈地方隊を結成し、管轄の町村、国やその

他関係機関による情報連絡体制の充実に力を注ぎます。

八丈町防災訓練災害対策本部 

八丈地方隊長（支庁長）による訓示 

青ヶ島村役場との通信訓練 

八丈町 
紀伊半島沖を震源とした大規模な地震に伴う津波が発

生したという災害想定のもと、三根地域を中心に、住民

が海抜 30 メートルの場所に集合し、その後バスで、三根

小学校に避難しました。 

 三根小学校では、消防訓練やＡＥＤ操作などの説明と

ともに、被災者からの体験談などがあり、災害時の対応

の重要性を確認し合いました。 

今回の防災訓練では、津波からの避難に重点を置き、

八丈地方隊も住民の安全確保や避難する住民役となり、

関係機関と連携して災害時の検証を行ないました。 
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9 月 17 日（土）、八丈島空港管理事務所、

八丈島空港・航空路監視レーダー事務所、Ｈ

ＡＴなどが主体の実行委員会による「空の日」

のイベントが開催され、普段は立ち入ること

ができない施設が開放されました。 

航空局・気象庁舎では、気象室が開放され、

航空機の安全な運航のため、風速・視程や雲

の状況などを常時観測していることや、観測

機器についての説明がありました。     

紙飛行機大会では、中学生までの子供が飛

行機を作って距離を競い、上位入賞者には、

ヘリの遊覧飛行が賞品として贈られました。

駐機場では、空港消防所の化学消防車や自

衛隊の航空機が公開され、来場者は、搭乗し

て記念撮影をするなど楽しんでいました。ま

た、エプロン内での、ＡＮＡ定期便の離発着

や消防車の放水の見学も行われました。 

その他にも、空港ロビーでは東北地方物産

展が開催され、レストランでは「空の日ラン

「空の日」イベント開催報告 

11 月 15 日から翌年 2月 15 日まで狩猟が解禁となります。 

この期間中は、狩猟者が山に入って狩猟を行います。 

支庁では、狩猟を安全に行うよう、狩猟者に事故防止について指導しています

が、山の中や畑等で狩猟者を見かけましたら、一声かけて自分の所在を知らせる

など、安全確保にご協力ください。            （産業課林務係 2-1113）

八丈で初めての、バイオトイレ！ 
八重根漁港にログハウス風の建物があるのを、

ご存知ですか？八丈島初のバイオトイレです。バ

イオトイレとは、山林地帯及び被災地用に開発さ

れたもので、水道を使用せず、排泄物をバクテリ

ア（バイオ）の力で分解、無臭無害化するトイレ

です。さらに、八丈のバイオトイレは、従来のも

のをより進化させたもので、水分をコントロール

し、バクテリアを活性化しています（本当に無臭

です）。漁港で使用するのは全国でも珍しいので

すが、漁協の要望もあり、トイレのない岸壁上に

設置しました。場所は八重根漁港の大賀郷小学校

卒業壁画隣です（行けば一目瞭然です）ぜひ、八

重根漁港に寄ったついでに、バイオトイレを体験してみてください。 （港湾課工事係 2-1115）

 

バイオトイレ（八重根漁港） 

チ」が販売されました。 

各行事の参加人数は総勢 522 名に及び、盛

況のうちに無事終了することができました。

空港に携わる職員は、空港を利用する「お

客様の安全」を第一に仕事をしています。今

後も、空港の安全な運営に、ご理解とご協力

をお願いします。（空港管理事務所 2-0163）
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青ヶ島の民謡を後世に伝えること、継承されなくな

った唄や踊りを復活させることを目的に、8 年前に青

ヶ島郷土芸能保存会が発足し、保存活動を続けてきま

した。   

島踊りは近世の流行歌が現代まで伝承されているこ

となど、貴重な民謡であることが評価され新指定され

たものです。そして平成 23 年度の東京文化財ウィーク

に初参加することになりました。下記公開日にはぜひ

お出かけください。  （教育庁八丈出張所 2-0742）

『青ヶ島の島踊り』が、東京都無形民俗文化財に指定されました
～東京文化財ウィークに初参加します～ 

東京文化財ウィーク 
 

公開事業（10 月 29 日～11 月 6 日） 
・青ヶ島郷土芸能保存会による公開事業 

（11 月 6 日（日）青ヶ島郷土芸能保存館にて 14 時～）

・樫立踊り保存会（期間中、服部屋敷にて 10 時～公開）

企画事業（10 月 1 日～11 月 30 日） 
・八丈町教育委員会企画 

① 鑑賞会（11 月 21～23 日） 

② 歴民Ａ室ガイドツアー 

（11 月 30 日までの土・日・祝） 

③ 史跡めぐり（11 月 28 日） 

・八丈ビジターセンター企画 

  史跡めぐり（11 月 6 日） 

詳細は各所へお問合せ下さい。 

巡回児童相談会を実施します 

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・

暴力など非行、不登校についてなどの児

童の育成に関する心配ごとのある方は、

この機会に是非ご利用ください。 
 

日 時：11 月 10 日（木）9時～17 時

場 所：八丈町保健福祉センター 

申込先：八丈町子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 

電話による事前受付でお願いします。

締切日：11 月 2 日（水） 

問い合わせ先： 

八丈町子ども家庭支援ｾﾝﾀｰ 2-4300

八丈島と青ヶ島では、国の

天然記念物に指定されている

アカコッコが、一年中見られます。ア

野鳥は自然のままに 

カコッコは、レッドデータブック(RDB)種で

あり、絶滅の恐れのある野鳥です。この他、

カラスバト、イイジマムシクイなどの RDB

種が両島に生息しています。また、本州の

別亜種であるシチトウメジロやタネコマド

リといった地域を特徴づける野鳥も生息し

ています。 

野鳥は全て許可なく捕まえたり、飼った

りすることが法律で禁止されています。野

鳥の保護にご理解、ご協力お願いします。

（産業課林務係 2-1113）

犬のフンを持ち帰ろう！

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。 

飼い主のマナーが大事 

土木課管理係 

2-1114
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11/6(日) 
東京文化財ウィーク企画事業 

「流人・近藤富蔵を訪ねて」 

11/13(日) 植物公園季節調査会 

11/26(土) 
八丈学講座 

「石碑を読もう」 

12/11(日) 植物公園季節調査会 

12/18(日) リースを作ろう 

12/24（土）
八丈学講座 

「火山灰を調べよう」 

12/29（木）

～1/3（火）
体験八丈太鼓 

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 

登録番号 23（1） 

〒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） 

発行 東京都八丈支庁総務課 

10 月 8 日、神奈川県のよこすか芸術劇場で

行われた東日本学校吹奏楽大会に、八高吹奏

楽部は東京都代表として 3 年連続で出場しま

した。相馬孝洋先生の作曲と指揮により、八

丈島の沈みゆく夕陽に着想を得たという「黄

昏待ち」を演奏し、見事金賞を受賞しました。

 編成枠 30 人以内の中、八高は 17 人の少人

数編成での参加で、演奏は一人ひとりが複数

の楽器を持ち替えながら、それぞれの音を重

ね合わせてホールに美しい旋律を響かせ、審

査員の先生方から高い評価を頂きました。そ

の一方、更なる課題も指摘され、生徒たちは

八高吹奏楽部悲願の金賞受賞！ 
こんにちは八高です 

 東京都では、年度中に百歳を迎えら

れる方に対し、長寿を祝福し知事の祝

状及び記念品を贈呈する百歳訪問事業

を行っています。 

今年度も敬老の日を前にした 9 月 16

日、明治 44 年 4 月 1 日から明治 45 年 3

月 31日までに出生された奥山とみかさ

ん、伊勢崎常男さん、天野のぶかさん

のお三方に、知事名の祝状と江戸伝統

工芸品の記念品が古田支庁長から贈呈

されました。おめでとうございます。

（総務課福祉係 2-1112）

百歳訪問について 

沿道の樹木管理について（お願い） 
都道に面した敷地から、道路との境界を越えて樹木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。 

持ち主の方が剪定（せんてい）を行い、歩行者やドライバーが安全で快適に

通行できるよう、適切な管理をお願いします。 （土木課管理係 2-1114） 

 

東京都功労者表彰 
 

 

 

 

ますます演奏に磨きをかけていく意欲を湧か

せています。   

受賞は、保護者や卒業生、また、今回遠征

先で練習会場を提供してくださった私立横須

賀学院高等学校の皆様他、多くの方々の御支

援の賜物です。 

 次は 1月 5・6日（木・金）の府中の森芸術

劇場で開催される東京都高等学校アンサンブ

ルコンテストに出場します。八高吹奏楽部を

これからも応援くださいますようお願い申し

上げます。 

（八丈高校経営企画室 2-1181）

10 月 3 日、東京都庁において、平成 23

年度東京都功労者（地域活動功労）とし

て、八丈町から沖山 宗春さんが表彰さ

れました。おめでとうございます。 


