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年 頭 挨 拶

東京都八丈支庁長 古田 武夫

ご挨拶に先立ち、改めて東
日本大震災で亡くなられた
方々ならびに任期途中で急
逝された浅沼道徳前八丈町
長のご冥福をお祈りいたし
ます。
八丈島ならびに青ヶ島の皆様、明けまして
おめでとうございます。皆様にとりまして、
新しい年が希望に満ちた幸多い年となります
よう祈念いたします。
昨年は未曾有の大震災と原発事故により、
わが国全体が大変厳しい状況に直面しまし
た。八丈支庁管内では大きな被害はなかった
ものの、
「危機への対処」を痛感した年でした。
一方、八丈高校の吹奏楽部が東京都代表と
して三年連続で東日本学校吹奏楽大会に出場
し、金賞を受賞するという快挙もありました。
こうした中、支庁管内の事業の動向ですが、
観光関係は依然として厳しい状況が続いてお
り、特に大震災以降の数ヶ月間の来島者は前
年同期に比べ大幅に減少しました。引き続き
八丈町をはじめ観光協会や商工会等と連携
し、観光活性化の取組みを進めていきます。
農林業関
係では、青
ヶ島の池の
沢地区で施
設栽培に不
可欠な貯水
槽の整備を
行っていま
す。また遊
池の沢地区の貯水槽整備（青ヶ島）
休農地の解
消についても鋭意取り組んでいきます。一昨
年は三原山南側で多くのスダジイが落葉し枯
死が危惧されました。しかしその後は樹勢回
復の兆しも見られ、
「カシノナガキクイムシ」
との関連について調査を続けていきます。

水産関係では、昨年は全般的に不安定な漁
模様となりましたが、去る７月、八丈島漁協
女性部による学校給食への食材供給事業が
「地産地消」の拡大に寄与するものとして、
都知事表彰を受けました。今後ともこのよう
な取組みを支援しつつ、漁業施設の整備を進
めてまいり
ます。
道路関係
については、
空港前の都
市計画道路
が本年度中
に全線完成
都市計画道路（八丈島空港前）
となります。
新規事業である神湊八重根港線（支庁前道路）
の拡幅整備については測量等を進め、早期着
手を目指します。青ヶ島におきましては中原
地区の道路拡幅や補修工事等を実施し、安全
性や利便性の向上を図ります。
港湾関係では、底土港の防波堤工事や八重
根港の道路改良などを進めていきます。八重
根港の船客待合所については建設工事が終了
しており、早期の供用開始を目指します。神
湊漁港・八重根漁港では防波堤整備等を進め、
港内の静穏度を高めます。青ヶ島港において
は岸壁等の整備を行い、就航率向上と安全対
策の充実に努めます。
八丈支庁では現在、庁舎の建設工事を行っ
ています。４月には新庁舎で業務を開始する
予定ですが、新庁舎完成後も現庁舎の解体や
駐車場の整備を含めた外構工事が続きます。
住民の皆様には何かとご不便をお掛けします
が、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
本年も八丈島、青ヶ島の更なる発展を目指
し、職員一丸となって取り組んでまいります。
皆様のご支援を重ねてお願いし、新年のご挨
拶といたします。
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道路整備事業（樫立 4 期）について
一般都道第 215 号（八丈循環線）江能里～NTT 中之郷交換局 間(唐滝川付近)
現在、唐滝川付近で都道の工事を実施しています。工事中の区間は、現場の地
形による制約などから、仮設信号による終日片側通行とさせていただいています。
これは歩行者や自動車の交通の安全を確保しながら、工事を順次進めていく必要
があるためです。この間、島民の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、引
き続きご理解とご協力のほどをお願いいたします。
なお、各区間の事業完了は以下のとおりとなる見込みです。
（土木課工事第一係 2-1114）

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

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、八丈支庁総
務課福祉係への届出が必要です。

手当額
（月額）
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こんにちは八高です

新年のご挨拶

新年、明けましておめでとうございます。
旧年中は本校の教育活動に対し、島民の皆様
からご理解とご協力を賜り、ありがとうござい
ました。心より御礼申し上げます。
着任して２年目も終盤に近づき、少しずつ八
丈島についての理解が深まってきました。これ
まで私は、「地域に開かれた学校」を学校経営
の中心にすえて、教育活動に取り組んできまし
たが、まだまだ至らない点があるかと存じま
す。今後ともよろしくお願いいたします。
さて昨年４月に、生徒の学力向上に向けた取
組の推進を第一の目標に学校経営計画を立て

都立八丈高等学校長
飯田 圭一郎

ました。島の生徒育成上の課題は「学力向上」
です。授業はもちろん、補習や補講にも全力で
取り組んでまいります。加えて、生徒たちを幼
い頃から育ててこられた島民の皆様と連携を
図り、励まし育成することが、生徒たちの健全
育成に寄与し、ひいては学力の伸長にもつなが
るものと考えます。
本校は、生徒の学力向上を目指し、将来、八
丈町や社会の発展に貢献できる「人財」の育成
に全力で取り組みます。
島民の皆様のご多幸とご発展をお祈りし、新
年のご挨拶といたします。

東京農業振興プラン改正について
東京都では、
「都民生活に密着した産業・東
京農業の新たな展開」について、咋年 5 月に
東京都農林・漁業振興対策審議会に諮問をし、
平成 23 年 11 月 7 日に答申を得ました。
答申では、東京農業の振興方向として「東
京農業の持つ潜在力を発揮した力強い農業の
推進」を今後の施策推進のための新たな視点
とすべきとし、
「東京農業の特性を活かした産
業力の強化」「都内産農畜産物の安全･安心の
確保と地産地消の推進」
「豊かな都民生活と快
適な都市環境への積極的貢献」の 3 つの大き

な柱のもと個別の振興方向が示されました。
今後、東京都ではこの答申を受けて、新た
な農業振興計画を 3 月末までに策定いたしま
す。この新たな農業振興計画（案）は、2 月
にパブリックコメントを行う予定です。その
際には島しょにおける農業の発展のため、多
くの皆様のご意見をお願いします。
（産業課農務係 2-1113）
答申全文 URL：
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/norin/sog
oannai/singikai/nougyoubukai/toushinzenbun.pdf

八丈島空港 消火・救難訓練の実施報告
八丈島空港管理事務所をはじめとする関係
機関は、昨年 11 月 24 日に消火・救難訓練を
実施しました。
消火訓練では、
「航空機が着陸に失敗し滑走
路上で炎上している」という想定のもと、関
係機関への通信連絡、対策本部員の参集、通
報を受けた消防本部による放水等を実戦さな
がらに行いました。
救難訓練では、機内からの負傷者救出、ト
リアージの実施、負傷者の搬送・誘導等を行
いました。
空港では緊急時において迅速な対応が行え
るよう、日頃から訓練を行っています。今後
とも皆様のご理解とご協力をお願いします。
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消防本部による放水訓練

（空港管理事務所

2-0163）

花の展覧会開催のお知らせ
～八丈島・青ヶ島の花をＰＲ～
1/1(日)
～3 日(火)

第 61 回関東東海花の展覧会が開催されま
す。八丈島と青ヶ島からは切り葉・切り花類
や観葉植物等が多数出品される予定です。ま
た各都県の PR コーナーでも、八丈町と青ヶ島
村の切り葉等が展示される予定です。是非お
立ち寄り下さい（入場無料）。
◆ 公開日時 2/3（金）12 時～18 時
2/4（土）10 時～18 時
2/5（日）10 時～12 時 30 分
◆ 開催場所 東京池袋サンシャインシティ
文化会館２階（展示ホールＤ）

体験八丈太鼓

1/8(日)

植物公園季節調査会

1/28(土)

八丈学講座
「巣箱を架けよう」

2/12(日)

植物公園季節調査会

2/25(土)

八丈学講座
「春探しホタル水路ウィーク」

毎週土日祝：植物公園ガイドウォークを開催
詳細は、八丈ビジターセンター（2-4811）まで

（産業課農務係 2-1113）

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）

公園・園地 工事のお知らせ

建築確認申請についてのお願い
八丈町内で建築物（住宅、店舗等）の新築、
または 10 ㎡を超える増築・改築をしようとする
場合は事前に確認申請書を提出し、確認済証の
交付を受けなければなりません。建築物の安
全・衛生及び良好な市街地環境を確保するため
に必要な手続きですので、ご理解とご協力をお
願いします。
（土木課管理係 2-1114）

工事期間：平成 24 年 1 月～3 月
工事場所：
植物公園（園路舗装工事）
大賀郷園地（芝生張替え工事）
工事期間中、ご利用される皆様には大
変ご不便をおかけしますが、ご協力を
お願いします。
大賀郷園地

訂正のお詫び
前号（平成 23 年 11 月 1 日発行）の内容の一部
に誤りがありました。訂正が生じ、申し訳ありま
せんでした。
（該当箇所）4 ページ
「こんにちは八高です 八高吹奏楽部悲願
の金賞受賞！」右側 8～9 行目

土木課工事第二係 2-1114

発行 東京都八丈支庁総務課

（訂正前）東京都高等学校アンサンブルコ
ンテスト全国大会

〒100-1492
八丈島八丈町大賀郷 2466-2
ＴＥＬ 04996-2-1111
ＦＡＸ 04996-2-3601

（訂正後）東京都高等学校アンサンブルコ
ンテスト全国大会（全国大会ではありません）
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