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果物、フェニックス・ロベレニーやキキョ

ウランなどの切葉等が出品され、各部門の

最優秀出品物には東京都八丈支庁長賞、東

京都島しょ農林水産総合センター所長賞等

が、会場ステージにて授与されました。 

また、還住太鼓の演奏や、90kg ほどの丸

石を肩まで持ち上げる力自慢、花火の打ち

上げ、全員参加の島踊りなど、盛りだくさ

んのイベントが行われ、熱気が冷めやらな

い中で大盛況のうちに牛祭りは終了しまし

た。 

ださい。 
（http://www.ifarc.metro.tokyo.jp/）

第３７回牛祭りが開催されました 

｢八丈島南西方海況観測灯浮標｣を設置しました 

８月１０日に、青ヶ島村で第３７回牛祭

りが開催されました。今年も天候に恵まれ、

大勢の来島者でにぎわいました。 

特設会場では、恒例の和牛共進会（和牛

の品評会のことです）とともに、農林水産

物や花き園芸品、加工品、手工芸品の各部

門別に品評会が行われました。和牛共進会

は、青ヶ島の基幹産業である畜産業の振興

を目的としており、最優秀の牛には東京都

知事賞が授与されました。農林水産物や花

き園芸品の部門では、青ヶ島村産の野菜や

今年７月、東京都は、八丈島の大越鼻灯

台から南西方向約４５km 沖合いに、海況観

測灯浮標（直径９ｍ、水面上の高さ７.３ｍ）

を設置しました。海況観測灯浮標は、漁業

者が出漁する際の漁海況情報を提供し、漁

業操業を支援することを目的に設置されま

した。現場海域の水温、風向・風速、流向・

流速を１時間ごとに計測しています。計測

されたデータは、東京都島しょ農林水産総

合センターのホームページ上で公開されて

います。また、スマートフォンや携帯電話

でも見ることができます。ぜひ、ご活用く
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交通規制を伴う道路工事の予定について 

 消防設備士講習 危険物取扱者保安講習 

講習区分 
①  消火設備   ②  警報設備 

③  避難設備・消火器 
全区分 

実 施 日 平成２５年１０月１９日（土） 平成２５年１０月２０日（日） 

時    間   ９：００～１７：００   ９：００～１３：００ 

会    場 八丈支庁３階大会議室 

受    付 ８：３０～９：００ 当日会場 ８：００～９：００ 当日会場 

問合せ先 (公財)東京防災救急協会 電話０３-５２９７-１０１０ 

今年度、土木課が施工する工事のうち、交通規制（片側交互通行など）を予定している箇所 
は下表のとおりです。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をどうかよろしくお願いします。 
町 村 地 区 工事箇所 工事内容 工事期間 

保健所～護神山交差点間※ 拡幅・歩道設置 １０～ ３月

一心交差点付近 歩道設置 １０～ ３月

柿木坂交差点～赤間プラント間 歩道設置 １０～ ３月

神湊漁港入口付近 排水施設改修   ９～ ２月

倉の坂交差点～富士中間 排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ８～１０月

東畑交差点～底土間 排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 １～ ３月

底土キャンプ場～神湊漁港間 排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 １０～ １月

登龍道路① ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 １０～ １月

登龍道路② 災害防除 １０～ ２月

三 根 

登龍道路③ 災害防除 ９～ ２月

保健所～護神山交差点間※ 拡幅・歩道設置 １０～ ３月

町営八蔵団地～大中上交差点間 浸透池設置 １２～ ３月

西見交差点～老人ホーム間 擁壁設置 ８～ １月
大賀郷 

逢坂橋 橋梁補修 １１～ ３月

ふれあいの湯入口～向里バス停間 拡幅・歩道設置 ９～ ３月
樫 立 

唐滝川付近 拡幅・歩道設置 ８～ ３月

中之郷 駐在所付近 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 １１～ ３月

八丈町 

末 吉 汐間海岸付近 災害防除 １１～ ３月

発電所付近 拡幅 １１～ ３月
青ヶ島村 岡 部 

あじさい荘～上手回り方面 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ８～ ２月

※印は同一工事 

危険物取扱者・消防設備士試験講習 

土木課  2-1114 

 消防設備士試験 危険物取扱者試験 

試験種類 

・甲種(特類及び第１類から第５類) 

・乙種(第１類から第７類) 

・甲種 

・乙種(第１類から第６類まで) 

・丙種 

実 施 日 平成２５年１０月２７日（日） 

会    場 八丈支庁３階大会議室 

申請期間 郵送により平成２５年９月１０日(火)～２４日(火)（消印有効）まで 

申請及び 

問合せ先 

(一財)消防試験研究センター中央試験センター 電話０３-３４６０-７７９８ 

〒151-0072  東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目１３番２０号 

各申請書は八丈支庁・八丈町役場・八丈町消防本部・青ヶ島村役場で配布しています。行政係  2-1111 

お知らせ：現在八丈支庁では駐車場の工事を行っています。車で支庁へおこしの際は、

案内板及び誘導員の指示に従って駐車していただくようお願いします。 

総務課庶務係 2-1111
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９／７（土） ９：００～１６：００  

・ 滑走路バスツアー 

・ ヘリ、消防車展示 

・ ANA 子供用制服を着て写真撮影 

・ 地方物産展と空の日ランチの販売

 
高圧ガス関係試験のご案内

神子尾地区(末吉)における道路整備事業説明会を開催 

高圧ガス製造保安責任者、同販売主任者及

び液化石油ガス設備士の国家試験を行いま

す。 

○ 試験日：平成２５年１１月１０日（日）

○ 試験場所：八丈支庁３階大会議室 

○ 願書受付：９月６日（金）まで 

○ 受験願書の配布場所 

産業課商工係 2-1113 

 

去る 7月 4日、末吉公民館において「道路整備事業

（神子尾）の説明会」を開催し、地元などから 16 名

の方々に出席していただきました。 

整備予定区間は、一般都道八丈循環線（第 215 号）

の｢名古の展望台入り口」から「旧末吉小学校前交差

点」までの約 1.2km。現道は、幅が狭い（約 5.6m）、

歩道が無い、急なカーブがある等の問題を抱えていま

す。これらの問題に対応するため、現道を活かしなが

ら、幅を 9m に拡幅、片側に歩道を設置するとともに、

道路のラインを改良して、自動車・歩行者の安全を確

保できるように整備を進めていく予定です。 

第 25 回全国街路事業コンクール（主催・全国

街路事業促進協議会）において、「八丈都市計画

道路 3・4・1 号線整備事業」が特別賞を受賞し

ました。当路線は東西 2 つの港と空港（底土港

～八丈空港～八重根港）を結ぶ島内唯一の都市

計画道路であり、本道路完成により交通アクセ

スが向上したことや、自然災害時に避難路を確

保できることなどが評価されての受賞でした。

災害等により被害を受けた方の都税の
減免・猶予制度のお知らせ 

台風や火災等で甚大な被害を受けた方には、
課税された税金のうち、まだ納期限が到来して
いない税金を、被災の程度等によって減免する
制度があります。 

また、被災により、都税を一度に納めること
ができない場合、納税を猶予する制度がありま
す。 

いずれも申請が必要となります。詳しくは、
税務係へお問い合わせください。 

総務課税務係 2－4511 

八丈島空港空の日実行委員会

TEL: 2－0163

住民説明会の様子（末吉公民館にて） 

 

都市計画道路が特別賞を受賞

 

土木課 2-1114 

ココが知りたい！○豆知識 

Q：八丈都市計画道路 3・4・1号線の 

「3・4・1」ってどんな意味??

A：「3・4・1」というのは、都市計画道路に

対して割り振られる管理番号のようなもの。

3 つの数字で、道路の特徴が分かるのです。

3 は道路区分(幹線道路）を指し、4 は幅が

16～22m(18m)であること、1 は道路区分毎の

通し番号になっています。 

土木課 2-1114
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 八高祭におじゃりやれ！ 

9/ 8(日) 植物公園季節調査会 

9/28(土) 八丈学講座（秋の植物観察会） 

八丈植物セミナー（シンポジウム）

9/29(日) 八丈植物セミナー（自然観察会） 

10/13(日) 植物公園季節調査会 

10/14(月) 八丈富士裾野ハイキング 

（全国自然歩道を歩こう月間） 

10/26(土) 八丈学講座（旅するタネを探そう）

今年度の八高祭スローガンは「八高わっしょ

い。～この胸の高鳴りは誰にも止められない

～」です。 

○一般公開日 9 月 22 日(日) 9 時から 15 時 

○発 表 内 容 

・舞台部門 演劇・合唱他 

・展示部門 創作や研究等の展示 

・園芸科  野菜、観葉植物、パッション 

ドリンク等の販売 

・家政科  レストラン(ジャージャー麺・

冷やし中華)、クッキー販売 

・定時制  焼き鳥丼販売、授業・部活動 

等の成果発表 

皆様のご来場をお待ちしております。 

東京文化財ウィーク 2013 が始まります！

貴重な文化財を一斉公開し、親しんでいた

だけるよう様々な事業を実施します。 

【企画事業】１０月から１１月まで 

【公開事業】１０月２６日（土）から 

１１月 ４日（月）まで 

八丈島・青ヶ島で実施される事業内容詳細

については、教育庁八丈出張所ホームページ

をご覧ください。 

教育庁八丈出張所 2-0742 

 

〒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 

発行 東京都八丈支庁総務課 

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 25（1） 
 

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

こんにちは八高です 

八丈高校経営企画室 2-1181

 
平成25年住宅･土地統計調査のお知らせです。

問合せ 東京都統計部人口統計課人口調査係

０３－５３８８－２２９４

ＵＲＬ http://www.toukei.metro.tokyo.jp/

人事異動 
 
八丈支庁 
○７月１６日付 
転入  総務課長  野村健一 
（環境局） 

転出  総務課長  美田和人 
（首都大学東京派遣） 

○７月３１日付 
退職  港湾課  工事係 

主任  丸山良明 
 
教育庁八丈出張所 
○７月１６日付 
転入  副 所 長  羽石幸一 
（建設局） 

転出  副 所 長  小川親吾 
（三宅支庁） 

展示ホールで民政資料を初公開！ 

１０月２８日（月）から支庁展示ホールで、

支庁所蔵の八丈島に関する古文書、八丈実記

（写）の他、都指定文化財「八丈島民政資料」

を展示公開します。 

・午前９時から午後５時まで 

・土・日・祝日はお休み 

 

 

八丈支庁総務課 2-1111  


