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八丈町・青ヶ島村で防災訓練が行われました
～町・村と一体となった支庁の取組～
都心から遠く離れた八丈島や青ヶ島で
は、火山噴火や土砂災害などの自然災害が
発生した時には、住民の迅速な避難に向け
て町・村と支庁が連携し、本土からの救助
を待たずに率先して動くことが重要となり
ます。
そのため八丈支庁では、八丈町と青ヶ島
村の防災訓練に併せて、職員の参集訓練や
町・村との情報連絡訓練などを行いました。
青 ヶ 島 村
１０月２日（日）
村では、
「火山噴火のおそれがある」との
想定のもと、全島民を安全かつ速やかに島
外避難させるための訓練が実施されまし
た。
支庁は、職員の非常参集訓練を行うとと
もに、村の情報を速やかに入手するため、
職員をリエゾン（現地情報連絡員）として
村へ派遣しました。
連絡員から無線通信により送られてくる
情報をもとに、避難用ヘリコプターや八丈
島での一時避難場所の確保など、実践的な
訓練を行いました。

八 丈 町
１０月１６日（日）
町では、「土砂災害のおそれがある」と
の想定のもと、新たな取組としてバスを配
車し、町役場おじゃれホールへ樫立地区の
住民を早めに自主避難させる訓練が実施
されました。
おじゃれホールでは、避難訓練のほか、
防災ＤＶＤ上映、１１９番通報訓練などが
行われました。
支庁は、緊急連絡網を使用した全職員の
緊急連絡訓練や職員を参集させた後、町へ
リエゾンを派遣し、無線通信訓練を行いま
した。
併せて、庁有車に搭載されている無線機
を使い、避難状況や都施設等の被害状況を
報告する訓練を実施し、職員の意識向上を
図りました。
総務課庶務担当 2-1111

八丈町防災訓練(樫立地域住民のバス避難)

青ヶ島村防災訓練(ヘリポート)
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自転車ツアー

「空の日」イベント開催報告
１０月１日（土）、八丈島空港で「空の日」イベントを開催しま
した。今年は、初めて空港内の場周道路自転車ツアーを行いました。
普段は一般の人が入ることのできないコースを自転車で走れると
あって、参加者は初めて見る景色にとても大喜びでした。また、駐
機場では海上自衛隊のヘリコプターや化学消防車、パトカー、白バ
イなどが公開され、これらに搭乗しての記念撮影を行うなど、楽し
そうに見学されていました。さらに、午後には定期便の離発着や、
消防車による放水アーチを目の前で見学することができました。
空港ターミナルでは「ANA オリジナルネームタグ」作り、航空写
真展や絵画展、レストランでの「空の日ランチ」販売があり、大勢
のお客様に来ていただくことができました。
我々空港に携わる職員は様々
な仕事がありますが、空港を利
消防車等展示
用される「お客様の安全」を第
一に仕事をしております。今後
とも八丈島空港の安全な運営
に、ご理解とご協力をお願いし
ます。
八丈島空港
空の日実行委員会 2-0163

ミニ縁日

航空機等展示

八丈島・青ヶ島にあります！東京の特産品！！
東京の特産品と聞いて何が思い浮かびますか。東京都は、都内産の食品などを審査・認
証し、「東京の特産品」としてＰＲする事業（東京都地域特産品認証事業）を進めています。
事業のご紹介
認証される食品は、都内産の原材料を使用している加工食品、または、東京の伝統的な手
法など生産方法に特徴があると認められるもののうち、都が行う審査を通過したものです。
その証として「Ｅマーク」が食品のパッケージに貼付されます。都は認証食品を「東京の特産
品」としてホームページやイベント等でＰＲしています。
八丈島・青ヶ島の「特産品」
八丈島・青ヶ島の認証食品は以下のとおりです。
食卓のメインにもお酒のおつまみにもなる「くさや」や健康食品
として大人気の「あしたば」、火山の蒸気熱を利用して作る「塩」などが
Ｅマーク
あります。あなたの食卓を「東京の特産品」で彩ってみませんか。
認証食品

認証食品生産者

問合せ先

焼くさや瓶詰（味付） 外 4 点

マルタ水産加工場

2-0348

飛魚くさや

外6点

ヤマサ水産 長田商店

2-1037

明日葉匠粒

外2点

有限会社 あしたば加工工場

2-3181

ひんぎゃの塩

外1点

株式会社 青ヶ島製塩事業所

9-0241

たくみつぶ

ＱＲコード

事業や認証食品の詳細は、上記ＱＲコード又はインターネットで
「東京 イイシナ」とご検索下さい。
産業課商工担当
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2-1113

東京文化財ウィーク 2016 が始まりました
今年も東京文化財ウィークが実施されます。都内の文化財を一斉に公開し、文化財に親し
んでもらおうと毎年 10 月～11 月に企画事業を、今年は 10 月 29 日（土）～11 月 6 日（日）
に特別公開事業を行います。八丈町、青ヶ島村でも下記の催しが予定されています。
★ 樫立の場踊特別公開

樫立の手踊同時公開

10 月 29 日（土）～11 月 6 日（日）
午前 10 時から午前 10 時 30 分まで

樫立服部屋敷
7-0231

＜企画展示＞
大賀郷地区の文化財めぐり

11 月 20 日（日）
午後 1 時 30 分から

＜企画展示＞
歴史民俗資料館ガイドツアー

10 月～11 月の土・日・祝日
午前 10 時 30 分から

＜企画展示＞
八丈町文化財クイズラリー

10 月 17 日（月）～11 月 4 日（金）
島内全域

★ 八丈島の民政資料展示

10 月 29 日（土）～11 日 6 日（日）
午前 9 時から午後 5 時まで

八丈支庁総務課

★ 青ヶ島の島踊り公開

11 月 6 日（日）
午後 2 時から

青ヶ島郷土芸能保存館
9-0201

八丈町教育委員会
2-7071

2-1111

★：特別公開事業

公開する文化財は文化財ウィークの「のぼり」が目印です。
たくさんの公開と催しを予定しています。この機会にぜひご参加下さい。
教育庁八丈出張所 2-0742

身近な場所で野鳥の死がいを見つけたら
大陸からの渡り鳥が島内でも見られる季節になりました。死亡した野鳥を見つけた
ら、次のことにお気をつけ下さい。
野鳥は様々な原因で死亡します
野鳥は、環境の変化や餌がとれないなど、様々な原因で死亡します。野鳥が死んで
いても、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
死亡した野鳥は素手で触らないで下さい
野鳥は鳥インフルエンザ以外にも様々な細菌や寄生虫をもっていますので、日常に
おいては、野鳥への過度な接触や、餌やりは控え、糞尿には直接触れないよう心が
けて下さい。
鳥インフルエンザへの感染について
もしも野鳥が死んでいた場合でも、高病原性鳥インフルエンザによるものである可
能性は極めて低いといえます。多数の野鳥が一度に死んでいる状況でなければ、野
鳥の死がいは素手で触れないようにして土に埋めてあげるか、ビニール袋に入れて
きちんと封をして、一般ゴミとして処分して下さい。
同じ場所でたくさんの鳥が死亡していたら、下記までご連絡下さい。
産業課林務担当 2-1113
支庁では、狩猟を安全に行うよう
狩猟者へ事故防止について指導して
11 月 15 日（火）から来年 2 月 15 日（水） いますが、より一層の安全確保のた
まで狩猟期間となっています。
め、登山道以外に立ち入らないよう
この期間中は、狩猟者が山に入って狩猟 ご注意下さい。
を行います。
産業課林務担当 2-1113

狩猟期間のお知らせ
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12 月は滞納ＳＴＯＰ強化月間です

11/13(日)

シダ植物観察会
（北限のヘゴを訪ねて）
植物公園季節調査会

11/26(土)

八丈学講座「三根川向散歩」

12/11(日)

植物公園季節調査会

12/18(日)

リースを作ろう

12/24(土)
12/29(木)
～ 31(土)

八丈学講座「石碑を読もう」

11/6(日)

体験八丈太鼓

※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
お問い合わせ下さい。

東京都では、都税の徴収を強化していま
す。納期限までに納付がなく、督促や再三に
わたる催告に応じない場合には、預金・給
与・不動産・自動車等、財産の差押えを執行
します。
都税の納付に困難なご事
情のある方は、すみやかに、
電話または来庁により
ご相談下さい。
総務課税務担当

2－4511

片側交通規制のお知らせ
道路整備事業（樫立４期）江能里～NTT 中之郷交換局 間(唐滝川付近)
日頃から八丈支庁の事業に対して、ご理解とご支援を頂き誠にありがとうございます。
歩行者や自動車交通の安全を確保しながら道路の整備工事を実施する必要があるため、
昨年度に引き続き、平成２９年４月頃まで一時片側交互通行となる予定です。
ご不便をおかけしますが、ご協力よろしくお願いします。
なお、全ての事業完了は平成２９年度を予定しておりますので、重ねてご理解とご協力
をよろしくお願い申し上げます。
土木課 整備工事担当 2-1114
一般都道第２１５号八丈循環線樫立 4 期 総事業延長３５０ｍ
至 大賀郷

車線規制区間
唐
滝
川

ガソリン
スタンド

今回工事箇所
至 末吉

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下さい 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 28（1）

※ツイッターも併せてご覧下さい。
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