東京都

支庁の風

第 68 号
平成 24 年 7 月 1 日
<隔月>

発行 東京都八丈支庁総務課

八丈支庁管内の事業説明会を開催
八丈支庁は、平成 24 年度予算と主な事業につ
いて、5 月 16 日(水)に青ヶ島村、5 月 23 日(水)
に八丈町で地域の代表者の方などを対象に説
明会を開催しました。
平成 24 年度予算（一般会計）
東京都全体
6 兆 1,490 億円
八丈支庁管内 88 億 6,777 万円
【八丈支庁管内の主な事業】
～総務課関係～
本年 4 月から新庁舎での業務を開始していま
すが、旧庁舎の解体と外構工事を今年度から来
年度にかけて実施します。

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
品認証事業の推進ならびに新商品開発支援を、
観光面では各種イベントや観光施設整備への
支援などに取組みます。
農業振興では中之郷農業用水の機能強化や
遊休農地対策、青ヶ島でのロベネットハウスや
ストロングハウスへの支援を実施します。
林業振興では森林病害虫対策支援のほか、林
道の改良工事、青ヶ島の池之沢地区の治山工事
を継続します。
水産振興では水産加工の取組みやサメ防除
対策への支援、漁業関連施設等の防災力強化対
策に取り組みます。

青ヶ島村住民代表者への説明会

～土木課関係～
地域幹線道路の整備は、七島信用組合～護神山
公園の区間、樫立地区の改修工事のほか、大中上
交差点～町役場の区間について用地測量や地質
調査を実施します。歩道の整備としては八高通り
や東畑～三小、永郷自転車道路のほか、老人ホー
ム～西見交差点の区間に着手します。
自然公園関係では底土野営場と植物公園の施
設改修を行います。
砂防・海岸の整備では小骨ヶ洞のダム工事のほ
か、垂戸海岸や横間ヶ浦海岸など島内５ヶ所に津
波発生時の避難経路を表示する看板を設置しま
す。
青ヶ島では中原での道路整備、上手回りの３ヶ
所で災害防除工事を予定しています。
～港湾課関係～
神湊（底土）港では防波堤にパラペットと灯台
を設置するほか、本年度から２ヵ年で新たな船客
待合所を整備をします。八重根港においてはさん
橋への道路と消波堤を改良します。
神湊漁港では防波堤へのパラペット設置のほ
か、給油施設の移設に向けた関連工事を行いま
す。八重根漁港は防波堤のパラペット設置や消波
ブロックの据付などを実施します。
青ヶ島港においては、護岸と岸壁の整備を引
き続き行うとともに、防舷材の設置工事を行い
ます。
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平成 24 年度八丈支庁管内事業費
区

分

24 年度当初予算

23 年度当初予算

（単位：千円）

対前年比

総

務

課

556,381

2,526,343

22.0％

産

業

課

293,388

441,191

66.5％

土

木

課

3,323,586

3,476,270

95.6％

港

湾

課

4,513,254

4,301,268

104.9％

島しょ保健所八丈出張所

31,594

317,102

10.0％

教 育 庁 八 丈 出 張 所

32,655

32,663

99.9％

農林水産総合センター八丈事業所

116,913

109,134

107.1％

※ 8,867,771

※ 11,203,971

79.1％

八
丈
支
庁

合

計

備考
庁舎建設
費の減

庁舎建設
費の減

※本庁執行分を含む

主な質疑応答【青ヶ島村関係】
Ｑ青ヶ島港（三宝港）の岸壁が延びるのに従
って沿い波が発生する。対策を考えながら整
備をして欲しい。

の案である。検討結果は報告する。

Ａ（港湾課長）岸壁および護岸は国庫補助事
業として、今後 60ｍ延伸していく予定である。
沿い波の対策については港湾局と相談してい
る。消波ブロックの設置を考えたが、波浪が
強く飛散の恐れがあることや、かなりの面積
を必要とするなどの問題がある。階段付近を
掘り込んで返し波をさえぎる手法などが一つ

Ｑ青ヶ島港（三宝港）から南側海岸へ降りる階
段を設置していただきたい。現在の梯子では足
腰の弱い人には危険であり、遭難船があった場
合の通路ともなる。
Ａ（港湾課長）昨年度、階段設置を含めた工事
を起工したが契約不調となった。改めて予算要
求を行い、来年度の施工を目指す。

主な質疑応答【八丈町関係】
年 4 月に「東京都障害者計画・第 3 期東京都障
害者福祉計画」を策定した。この計画では「障
害者が地域で安心して暮らせる社会」、
「障害者
が当たり前に働ける社会」、
「すべての都民が共
に暮らす地域社会」の実現を引き続き目指すこ
ととしている。

Ｑ都による障害者支援に関する活動につい
て特筆すべきことは。また今後の方向性や指
針は。
Ａ（総務課長）平成 18 年から障害者自立支
援法が施行され、区市町村がサービスの提供
を実施することとなった。都は独自の取組み
として低所得の精神障害者の医療費負担、身
体障害者や知的障害者に対する医療保険の自
己負担分への助成を実施している。支庁では
町と連携し生活保護を受けている障害者に対
して、情報提供などを行っている。さらに年
1 度、都心身障害者福祉センターが来島し、
巡回相談を実施している。
今後の支援活動の方向などについては、本

Ｑ平成 20 年度に都は「東京都脳卒中医療連携
協議会」を設置し、初年度の目標として救急搬
送体制の確立を掲げた。
島外へのヘリコプター
による救急患者搬送に 5 時間程度かかるが時
間は短縮できないのか。
Ａ（総務課長）町立病院からの救急患者搬送の
要請後、東京消防庁、航空局や空港管理事務所
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など様々な関係機関により、天候調査、機体の
手配、フライトプランの作成、収容病院の手配、
添乗医師の選定などが行われる。支庁は常時連
絡体制を確保しているが、天候に特段の問題が

ない場合でも、先述のような調整が必要となるこ
とから、搬送先の病院に収容されるまで 4～5 時
間程度の時間を要している。今後とも関係機関と
連携を図り、より迅速な取組みを進めていく。

八丈植物公園内では徐行運転を!
八丈植物公園
内には、車両の通
行が可能なアス
ファルト舗装園
路があります。
園内を散策さ
れる方が安全に
利用できるよう、
車両通行の際に
は、一方通行を守
り徐行運転でお
願いします。
■問い合わせ■
土木課管理係
2-1114

ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ
一方通行入口

キョン舎

遊具広場

一方通行出口

沿道の樹木管理について

八丈小島についてのお願い

土木課管理係 2-1114

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。建物や記念碑等は設置できません。
総務課行政係

2-1111

都道に面した敷地から、道路との境界を越えて
樹木等の枝葉が垂れ下がり、住民の方からご連
絡をいただくことがあ
ります。
持ち主の方の責任で
せんてい

剪定 などを行い、歩行者
やドライバーが安全・快
適に通行できるよう、ご
協力をお願いします。

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。
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。
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ましょう。
問合せ先 産業課水産係 2-1113
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学校施設開放のご案内

こんにちは八高です

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
につきまし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

土曜日、日曜日及び祝日
（学校行事日等を除く）

開放日
時

間

注意事項

視聴覚ホール

17:30～21:30

図書室
日曜日
（学校行事日等を除く）

8:30～21：30

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。

13:30～15:30
主に閲覧。新書本と文庫本
のみ貸出可。

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）
項

目

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）

２６,２６０円

１４,２８０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。

池之沢予防治山事業

垂戸海岸

垂戸保安林
神湊漁港

青ヶ島の外輪山内側に位置する池之沢地区の
南側で、平成１８年に落石が発生し送電施設等
が被災しました。このため現地調査を行い平成
１９年度から対策工事を実施しています。
写真にある現在施工中の補強土擁壁は、直径
２ｍの巨石の落下にも耐えられる構造です。
道路側は現地の土砂を網状の枠の中に詰め緑
化を図り、山側は現地の土砂を筒状の袋に詰め
たものを立て掛け、落石エネルギーを吸収しま
す。
これからも池之沢地区の畑や都道の保全を図
るため、治山事業を実施していきます。
（産業課林務係 2-1113）
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自動車税の納付はお済みですか？
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。
まだお済でない方はすみやかに納税してください。
納付が遅れた場合、以下の割合で延滞金がかかります。
①
②

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 %
納期限の翌日から 1 か月を経過する日以降の期間は年 14.6 %
総務課税務係

2-4511 (直通)

空港駐車場及び道路の利用について
日頃から八丈島空港をご利用いただき、あ
りがとうございます。
これからの時期、旅行や帰省で八丈島を訪
れる方が増えてきます。これに伴い、空港の
駐車場も出迎えや見送りの車で混雑すること
が予想されます。
空港駐車場の混雑緩和・事故防止のため、
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 ターミナルビル前の道路は全面駐車禁止
となっています。お出迎えの車は「出迎え
専用待機場」をご利用ください。なお出迎

え専用待機場は、出迎え時以外のご利用は
ご遠慮いただいています。
② 空港駐車場は、他の利用者の妨げになる
ため長期間の駐車をお断りしています。旅
行等の際は、出来る限り車の乗り合いやタ
クシー利用などをお願いします。
③ 駐車中の車両を狙った犯罪を防止するた
め、短時間の駐車であっても必ずドアロッ
クをお願いします。
④ 空港駐車場内は一方通行です。道路標識
に従って通行して下さい。
八丈島空港管理事務所
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2-0163

犬のフンは持ち帰ろう！
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、飼主の責任で必ず持ち
帰ってください。
飼い主のマナーが大事

7/8(日)
7/21(土)
7/28(土)
7/29(日)
8/2(木)、8/18(土)
8/5(日)
8/12(日)
8/13(月)
8/19(日)、8/26(日)
8/25(土)

土木課管理係 電話2-1114

植物公園季節調査会
夜の昆虫観察会
八丈学講座（川の生きもの観察会）
草木染め体験教室
潮だまり探検隊
三原山縦断トレッキング
植物公園季節調査会
夏の星空観望会
子供クラフト教室
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を開催
詳細は、八丈ビジターセンター（2-4811）まで

｢光るキノコ｣観察会のご案内
八丈ビジターセンターでは今年も光るキノコの観察会を開催します。
参加費は無料です。
場
期

所： 八丈植物公園内光るキノコ観察の森
間： 平成 24 年 7 月 21 日（土）～ 8 月 31 日（金）但し下記の期間は休止
7 月 23 日～25 日（夏祭り）、8 月 11 日（納涼花火大会）、8 月 13 日～ 15 日（お盆）
開催時間： 19 時 30 分、20 時 00 分、20 時 30 分 一日３回予定（所要時間約 30 分）
集合場所： 八丈植物公園メインエントランス
※ 保険手続きのため、出発前に氏名の記入をお願いします。
※ 観察会開催中はガイドの指示に従ってください。
■問い合わせ■ 八丈ビジターセンター 2-4811

高圧ガス容器等の海岸への漂着に関する注意喚起について
外洋に面している島しょ地区の海岸には様々な漂着物がありますが、東日本大震災の津波で流された
物の中には、高圧ガス容器や火薬類などの危険物が含まれていることも考えられます。
経済産業省および東京都では住民の方々に注意を呼びかけています。ケガなどの恐れがありますの
で、こうした物を発見した時は近寄ったり触れたりしないでください。
総務課行政係 2-1111

発行 東京都八丈支庁総務課
〒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
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。

登録番号 24（1）
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