東京都

支庁の風

第７４号
平成２５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 25 年度予算と主な事業
について、5 月 21 日(火)に青ヶ島村、5 月
28 日(火)に八丈町で各団体長や地域の代表
者の方を対象に説明会を開催しました。
平成 25 年度予算（一般会計）
東京都全体
6 兆 2,640 億円
八丈支庁管内 87 億 7,432 万円
〔八丈支庁管内の主な事業〕
～総務課関係～
今年度も引き続き支庁舎の外構工事を実
施し、秋に全面完成を予定しています。そ
のほか、オープンした展示ホールでの管内
各事業・行政情報の発信、急患ヘリコプタ
ーに係る連絡調整、都税・福祉事務などに
取り組みます。

青ヶ島村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並びに新商品開発支援
を、観光面では観光施設整備や各種イベン
トへの支援などについて取り組みます。
農業振興では耐風強化型パイプハウス建
設や遊休農地再生、青ヶ島での重点作物生
産振興のための技術指導等などの支援を行
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八丈町住民代表者への説明会

います。
林業振興では森林病害虫対策支援のほ
か、林道改良、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への取組みやサ
メ防除対策への支援、漁業関連施設の整備
に取り組みます。
～土木課関係～
道路関係では、七島信用組合～護神山公
園の区間、樫立地区の整備を進めるほか、
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するとともに用
地買収を開始します。八高通りや東畑～三
小、永郷道路のほか、老人ホーム～西見交
差点の区間の歩道整備を進めます。大里地
区において地元の皆様とともに整備のあ
り方を検討します。
自然公園関係では植物公園とビジター
センター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管
理用通路の整備を行います。
青ヶ島では中原での道路整備、上手回り
で災害防除工事を行うほか、杉の沢砂防ダ
ムの詳細設計と用地測量に着手します。

壁の整備を行います。
八重根・洞輪沢漁港では防波堤のパラペ
ット設置や消波ブロックの据付などを実施
します。
青ヶ島においては、護岸と岸壁の整備を
引続き行うとともに、護岸改修工事を行い
ます。
八丈島空港では、航空灯火維持補修や消
防所建替(仮設)等を行います。

その他、路面補修や建設業協会との防災
協定の締結など、ハード・ソフト両面から
インフラ施設の整備・管理を進めていきま
す。
～港湾課関係～
神湊(底土)港では防波堤にパラペットを
設置するほか、船客待合所、緑地施設(歩道)
を整備します。
八重根港では消波堤を改良します。
神湊漁港では、新たな防波堤建設や新岸
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主な質疑応答【青ヶ島村関係】
Ｑ青ヶ島港（三宝港）の船揚場について。
台風襲来時、波が上がるため船を道路に避
難させて対応している。過去被害も出てい
る。波が来ないように消波ブロックを入れ
て欲しい。
Ａ（港湾課長）今年度測量等を実施するの
で、結果をどのように反映できるか検討す
る。対応が決まったらご報告する。

Ｑ平成流し坂トンネル付近の斜面が少し
ずつ崩れている。三宝港に通じる唯一の道
であり、通行できなくなったら大変であ
る。対策をお願いしたい。
Ａ（土木課長）現在対応を検討中である。
職員が常駐していないので、今後も情報提
供いただくことにより早期対応に努めた
い。

主な質疑応答【八丈町関係】
Ｑ土木課・港湾課ともに２４年度予算に対
して決算が約１０億円減となっている。こ
の要因について教えて欲しい。
Ａ（土木課長）土木関係予算の執行率につ
いては、八丈支庁に限らず、都全体で用地
取得の困難性等を背景に、継続的に低い状
況が続いている。問題があると認識してお
り、抜本的な解決策はないものの、執行率
向上のため頑張りたい。

（港湾課長）様々な事情で工事の一部を次
年度に先送りした。しかし、やらないとい
うことではなく、次年度以降に着実に実施
していくのでご理解いただきたい。
Ｑ末吉地区、登龍道路にある龍の絵が最近
目立たなくなってきている。龍がはっきり
見えるようにきれいにして欲しい。
Ａ（土木課長）現地を確認して必要に応じ
て清掃等対応を検討する。
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林道の管理について

※林道は落石、倒木等の可能性に加え、
路肩の弱い箇所があります。通行の際
は十分にご注意下さい(写真は三原林
道)。

産業課林務係 2-1113

八丈支庁では、こん沢林道をはじめとして６つ
の林道の管理を行っています。
こん沢林道では、林道の安全性の向上を目的と
した調査委託を平成２４年度に実施しました。平
成２５年度より、幅員の狭い箇所の拡幅や安全施
設の充実など、林道の改良工事を計画的に実施し
ていきます。そのほか、今年度は三原林道及び富
士環状林道の改良工事を予定しています。
林道は一車線道路で幅員が狭いため、工事中通
行止めとなることもあります。安全な通行の確保
のため、林道事業へのご理解とご協力のほどよろ
しくお願いします。
なお、工事により林道を通行止めとする場合な
ど、通行規制の状況については支庁ホームページ
で公表しています（http://www. soumu.metro.
tokyo.jp/09hatijou/b/b-top.html）。林道の通行
の際にご活用ください。

特別障害者手当等の認定

総務課福祉係 2-1112

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。お気軽にご相談ください。
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。

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。
問合せ先 産業課水産係 2-1113
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園地等のご利用について
土木課管理係 2-1114
野外レクリエーションが楽しい季節が近づいてきました。
下記の園地などは事前申込制でご利用できますので、皆様ふるってご活用ください。
なお、利用する皆様が気持ちよく利用できるよう、ゴミの放置、犬の放し飼い、フンの放置、火
遊びの禁止等ルールを守ってご利用ください。
【事前申込みが必要な施設と申込み先】
施 設
申込み先
電話番号
大潟浦園地 （休憩舎等）
八丈支庁土木課管理係
２－１１１４
南原園地
（休憩舎等）
大賀郷園地 （休憩舎等）
八丈町教育課スポーツ学習係
２－０７９７
八丈町産業観光課観光商工係
２－１１２５
底土野営場
八丈島観光協会
２－１３７７
横間海岸
（休憩舎等）
八丈町産業観光課観光商工係
２－１１２５
八丈町産業観光課観光商工係
２－１１２５
乙千代ケ浜 （休憩舎等）
樫立出張所
７－０００３
※ 受付時間は、平日 9 時 00 分から 17 時 00 分までです。
※ 八丈島観光協会は休日も申込み可能です。

こんにちは八高です

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（グラウンド・テニスコ
ート・体育館・武道場）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
開放日
時

間

注意事項

視聴覚ホール

図書室

土曜日、日曜日及び祝日（学校行事日等を除く）
17:30～21:30

8:30～21：30

13:30～15:30

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。

展示ホールのおしらせ

日曜日（学校行事日等を除く）

主に閲覧。新書本と文庫本のみ
貸出可。

沿道の樹木管理について

総務課行政係 2-1111

去る５月２７日に展
示ホールが一次オープ
ンしました。八丈町、青
ヶ島村における東京都
各機関の事業と情報を、
写真やパネル等を使用
して紹介していますの
で、是非お立ち寄りくだ
事業説明会後の住民代表者の視察
さい。
また、ご意見、ご要望等を頂き、今後の展示に反映
させていきたいと考えています。
開館日時：平日(支庁開庁日)
午前９時から午後５時まで
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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。
せ ん てい
持ち主の方の責任で剪定などを行い、
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。
土木課管理係 2-1114

自動車税の納税はお済みですか？
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。
まだお済みでない方は、すみやかにご納税ください。

便利な電子申告・電子納税をご利用ください
東京都では、法人事業税・法人都民税等について、申告・納税に便利な eLTAX
（エルタックス）を利用した電子申告等の受付を行っています。
詳しくは、eLTAX ホームページ(http://www.eltax.jp/)をご覧ください。

総務課税務係

空港駐車場及び道路の利用について
日頃、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
くお願いいたします。
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。お出迎えの自動車
は、「出迎え専用待機場」をご利用くだ
さい。

2－4511

空港管理事務所 2-0163

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、出来る限り自動車の
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、たとえ短時間の駐車であっても、
必ずドアロックをお願いいたします。
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。建物や記念碑等は設置
できません。
③クロアシアホウドリの繁殖地として期
待されています。草地を荒さないでくだ
さい。
総務課行政係 2-1111

7/14(日)
7/20(土)
7/27(土)
8/4(日)
8/7(水)、8/21(水)
8/11(日)
8/13(火)
8/18(日)、8/25(日)
8/24(土)

植物公園季節調査会
夜の昆虫観察会
八丈学講座（川の生き物観察会）
三原山縦断トレッキング
潮だまり探検隊
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

光るキノコ無料観察会のご案内
今年も『光るキノコ無料観察会』を以下のとおり開催致します。
皆様ふるってご参加ください。
開催場所： 八丈植物公園内光るキノコ観察の森
開催期間： 平成２５年７月２０日（土）～平成２５年８月３１日（土）
但し、以下の期間は休止
毎週火・水曜日、7 月 23 日～25 日（八丈夏祭り）
、
8 月 11 日（八丈島納涼花火大会）
、8 月 13 日～15 日（お盆）
開催時間： １９時３０分、２０時００分 一日２回予定（所要時間各回約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、出発前に全員氏名の記入をお願いします。
※ 観察会開催中は全てガイドがご案内します。個人での見学はできません。

※ ■問い合わせ■ 八丈ビジターセンター 2-4811

保健所より：保健所だより保健マンガに関するお詫び
先般、東京都島しょ保健所八丈出張所にて発行いたしました「保健所だより
６・７・８月号」の保健マンガ「はちとジョー」において、広報として不適切
な記載があり、皆様にご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを心よりお詫
び申しあげます。今後はこのようなことがないようチェック体制を徹底してま
いります。
東京都島しょ保健所八丈出張所長

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
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