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１９６４年東京オリンピック・パラリンピックの開

催から今年で５０周年です。この節目の年に改めてオ

リンピック・パラリンピックの意義を考え、２０２０

年大会に向けた気運の盛り上げのキックオフとして、

１９６４年大会の開催５０周年を記念した様々な事

業を展開していきます。詳細はホームページをご覧く

ださい。 

ＨＰ 

１９６４年東京オリンピック・パラリンピックから５０年です 
 

新名称は「八丈フルーツレモン」に決定 
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http://www.sporttokyo.metro.tokyo.jp/

fifthaniversary/index.html 

 問い合わせ先  

オリンピック・パラリンピック準備局 

                   03-5320-7769 

 １０月１日(水)から２４日(金)まで支庁展示ホ

ールにおいて、東京オリンピック・パラリンピッ

ク５０周年記念パネル展を開催します。支庁へお

越しの際は、ぜひお立ち寄りください。 

「菊池レモン」のイメージアップを目指

し、ＪＡ東京島しょは「菊池レモン」の新

名称公募を行いました。さらに、ＪＡは町、

支庁、商工会、観光協会等の代表者を交え

た選考会を８月５日に開催し、公募結果の

中から新名称を選びました。その結果、今

年度から「菊池レモン」の生果は「八丈フ

ルーツレモン」として販売されることにな

りました。 

昨年度の「菊池レモン」出荷量は約３.

７トンでした。今年度には出荷者も増え、

出荷量６トン以上が目標です。ＪＡ東京島

しょ八丈島公設市場出荷組合レモン部会で

は、大きくてキズのない果実（秀品）をよ

り多く収穫できるよう、栽培技術の向上に

努めています。また、宣伝・販売促進のた

め「八丈フルーツレモン」のロゴマークを

デザインしたポスター、出荷箱の作成にも

着手しています。 

一方、ＪＡ東京島しょ八丈島女性部は独

自に加工場を借り受け、菊池レモンジャム

等の製造を始めました。土産物店、漁協朝

市、夏祭り等を通じた販売は大変好調です。 

島しょセンターでは、レモン部会、女性

部の活動に対して、栽培技術指導、宣伝販

売支援、加工品製造への助言、専門家（商
品デザイン、加工場経営）の紹

介等を行っています。 
島しょ農林水産総合センター 
    八丈事業所 2-3158 
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交通規制を伴う道路工事の予定について 
  

町 村 地 区 工事箇所 工事内容 工事期間 

八丈町 

三 根 

保健所～護神山交差点※ 拡幅・歩道設置 １１～ ３月 

一心交差点～三根小 歩道設置  ９～ ２月 

柿木坂交差点～赤間プラント 歩道設置 １０～ ３月 

八丈富士入口交差点～富士中 排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  ８～１０月 

東畑交差点～底土 排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 １１～ ２月 

底土キャンプ場～神湊漁港 排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  ９～１２月 

永郷道路 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 １２～ ３月 

登龍道路 災害防除 １０～ ２月 

大賀郷 

保健所～護神山交差点※ 拡幅・歩道設置 １１～ ３月 

町営八蔵団地～大中上交差点 浸透施設・歩道設置 １２～ ３月 

西見交差点～老人ホーム 歩道設置 １１～ ３月 

逢坂橋 橋梁補修 １１～ ３月 

横間橋 高欄改修 １０～ ３月 

永郷道路 防護柵改修 １１～ ３月 

樫 立 
ふれあいの湯入口～向里バス停 拡幅・歩道設置 １１～ ３月 

唐滝川付近 拡幅・歩道設置 １０～ ３月 

中之郷 駐在所～公民館 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 １１～ ３月 

末 吉 汐間海岸付近 災害防除 １１～ ３月 

青ヶ島村 
岡 部 発電所付近 拡幅  ９～ ３月 

池之沢 池之沢 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装  ７～１１月 

 

今年度に、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、ご協力をお願いいたします。 

※印は同一工事 
 

～平成２６年度八高祭におじゃりやれ！～ 

今年度も八高祭の時期がやってきました。今年度のスローガンは「シャボン玉のように

はじけろ！俺たちの八高祭」。八高生の元気なエネルギーで思い切りはじけよう！という

八高祭への気持ちが込められています。 

 一般公開日は、９月２１日（日）午前９時から午後３時までです。当日は、演劇や合唱

などの舞台発表、創作や研究などの展示発表、園芸科生徒が育てた様々な生産品とドリン

クなどの加工品販売、家政科生徒が調理するレストラン「チキンライスセット、バターピ

ラフセットともにパッションゼリー付」やクッキーの販売があります。 

定時制ではタコライスの販売と授業・部活動・行事等の成果発表を行います。 

 八高生が日頃から真剣に取り組んだ成果を是非ご覧ください。皆様のご来場をお待ちし

ております。 

                         八丈高校経営企画室 2-1181 
 

  

土木課 2-1114 
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９／２７（土） ９：００～１６：００ 

・ 滑走路バスツアー        

・ 飛行機到着時のアーチ放水 

・ ANA 職場体験（事前抽選制） 

・ 特設売店とフワフワ遊具（無料） 

…他にもいろいろあるよ！ 

 メジロなどの野鳥は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化

に関する法律（鳥獣保護法）」により、捕獲・飼養が厳

しく規制されています。 

○野鳥は本来自然のままに保護すべきものであるため、

愛がん飼育目的で捕獲することは、東京都では許可して

いません。 

○鳥獣保護法に違反して捕獲した鳥を売ることや飼う

ことも禁止です。 

 
 
 

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。 

 

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（6 月 2 日）は
すでに過ぎています。督促をしても納税され
ない場合は、財産調査の上、預金や給与等の
財産を差押えることになります。納税が遅れ
ている方は、至急納税するようご協力お願い
します。 

なお、一度に納めることが困難等ご事情の
ある方はまずはご相談ください。   

 
八丈支庁では滞納整理を強化しています。 
 

総務課税務係 2-4511 

八丈島空港空の日実行委員会 
       TEL: 2-0163 

野鳥は許可なく捕まえたり飼ったりできません。 

写真は「シチトウメジロ」 

写真提供：八丈ビジターセンター 

産業課林務係 2-1113 

○鳥獣保護法に違反した場合は、懲役や罰金に処せられることがあります。 

・違法な捕獲：１年以下の懲役または１００万円以下の罰金 

・違法に捕獲した野鳥の飼養、違法に捕獲した野鳥の販売等のための譲受け・譲渡し等：

６ヶ月以下の懲役または５０万円以下の罰金 

○自然にあるがままの野鳥の姿を楽しみましょう。 
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 9/14(日) 植物公園季節調査会 

9/27(土) 八丈学講座（秋の植物観察会） 

10/12(日) 植物公園季節調査会 

10/13(月) 
全国自然歩道を歩こう月間 

（八丈富士裾野ハイキング） 

10/25(土) 八丈学講座（沢の小径自然観察会） 

 

み ん な で 食 育！ 

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２６年１１月９日（日） 

○ 試験場所：八丈支庁３階大会議室 

○ 願書受付：９月５日（金）まで 

○ 受験願書の配布場所 

産業課商工係 2-1113 

東京都食育基本計画ができてから８年が経ちました。教育庁八丈出張所、八丈支庁産業

課、島しょ保健所八丈出張所、島しょ農林水産総合センターでは関係機関との連携事業を

はじめ、様々な取組みを進めています。 

これまでの取組みをご紹介する「みんなで食育！」をテーマに、特別企画展示会を展示

ホールにて次のとおり開催します。ぜひご来場ください。 

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 26（1） 

 
 

 

高圧ガス関係試験のご案内 

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 

展示ホール 

実施時期 企画名(仮) 内      容 

8 月下旬 

～9 月中旬 

土砂災害から身を守る

ために 

土砂災害の種類のほか、雨量計の仕組みと東京都ホー

ムページでの雨量データの公表について紹介。 

10 月下旬 

～11 月下旬 

文化財ウィーク 2014 

｢八丈島民政資料｣ 
八丈支庁所蔵の東京都指定文化財｢古文書｣を公開。 

12 月 
島の宝物｢八丈フルーツ

レモン(菊池レモン)｣ 

｢八丈フルーツレモン(菊池レモン)｣の島内外の流

通・利用場面を紹介。 

1 月 空港の保安訓練 訓練の模様を写真等で紹介。 

2 月中旬 

～3月中旬 
道路の通称名 都道の通称名を紹介。 

3 月中旬～ 電子申告周知のパネル展 都税の電子申告について紹介。 

 

教育庁八丈出張所 2-0742  

 

展示ホール企画展のお知らせ 
 

 

〒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 

展示期間 平成２６年９月２２日(月)から １０月２４日(金)まで 

開館日時 土・日・祝日を除く 午前９時から午後５時まで 

総務課行政係 2-1111 
 記事のなかで紹介したもののほか、今年度下記の企画展を予定しています。 


