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発行 東京都八丈支庁総務課
この広報誌には、音声コードが各ページ右下、又は左下に印刷されています。

今年度の事業を振り返って
今年度、八丈支庁で行っている主な港湾・道路等の整備事業を改めてご紹介します。
～港湾・漁港・海岸の整備～
港湾では、神湊港(底土)の新たな護岸整備
のためのケーソンとブロックの製作や舗装
等の補修、八重根港の岸壁等の補修、青ヶ島
港(三宝港)の岸壁と護岸の整備や防波堤等
の補修を行いました。
漁港では、神湊漁港と八重根漁港の防波堤
改良と泊地の整備や岸壁等の補修、洞輪沢漁
港の防波堤の改良工事を完了させました。
海岸では、神湊港海岸の侵食を防止するた
め、離岸堤の改良整備に着手しました。

の道路改修、中之郷地区では堤池や安川ホ
タルの里付近の舗装の補修、末吉地区では
登龍道路での斜面対策などの工事を行って
います。
青ヶ島では、発電所付近の道路改修や上
手回り３箇所での斜面対策等の工事を行っ
ています。

逢坂橋の補修工事

洞輪沢漁港消波ブロック据付

～空港の整備～
八丈島空港では、消防所庁舎の建替工事を
完了させました。また、エプロン舗装等の補
修を行いました。
～道路の整備・維持補修～
三根地区において保健所付近の道路改修
や富士山入口交差点先の舗装の補修、大賀郷
地区では八丈中央道路（旧役場付近から大中
上交差点付近）の道路拡幅事業及び横間橋と
逢坂橋の補修工事、樫立地区では唐滝川付近
-1-

～河川・海岸や公園の整備と管理～
河川・海岸、公園分野では、大里一ノ沢
砂防えん堤整備に向けた搬入路工事を進め
ているほか、鴨川の転落防止柵改修工事を
行っています。また、植物公園では、２７
年度に引き続き、老朽化した温室の改修工
事や利便性向上のためトイレの改修工事を
実施しています。
～治山事業と保安林の改良～
海からの潮風害から住宅や畑などを守る
ため、三根地区の保安林にクロマツ等の植
栽と丸太防風柵の設置を行いま
した。また、大賀郷地区で治山工
事を実施しました。

青ヶ島では池之沢地区で落石防護擁壁の設
置工事等を行いました。
～林道の整備～
三原林道において、ガードレール設置と排水
施設の改良工事を行いました。こん沢林道につ
いては、ポットホールに架けられた橋の改良工
事を実施し、富士環状林道では、舗装とガード
レール設置の改良工事を行いました。
三根地区の保安林改良工事

第２７回八丈島産業祭が開催されました
１月２８日～２９日の２日間、町役場において八丈島産業祭が開催されました。
産業祭は、八丈島内から農林水産物や商工業品の出展を募り、展示することで生産者の
生産意欲と品質の向上をはかり、島の産業発展に寄与することを目的としています。
当日会場では切葉、切花、鉢物、野菜、黄八丈織物、明日葉加工品などの展示や苗木の
無料配布、洋ランを使ったフラワーアレンジの製作体験、島寿司、牛焼肉、トビウオのす
り身汁などの試食が行われにぎわいました。

表彰式

出展された観葉鉢物等

フラワーアレンジ製作の様子

また、東京都知事賞、東京都産業労働局長賞、八丈支庁長賞などの表彰も行われました。
受賞者の皆様おめでとうございます。
産業課商工担当 2-1113
開催月
企画名
5 月 八丈島・青ヶ島の「うんまけもの」

【実績報告】
平成 28 年度は、右表の企画展示を開催
しました。ご来場頂きました皆様、あり
がとうございます。
八丈支庁展示ホールでは、平成 29 年度
も様々な企画展示を開催する予定です。
今後の開催日程につきましては、企画
概要が決まりましたら、本誌「支庁の風」
や八丈支庁ホームページ、ツイッターで
もお知らせします。
総務課行政担当 2-1111

6 月 みんなで食育！
7 月 土砂災害から身を守るために！！
8 月 八丈島の夏の農産物
9月

港湾・空港・漁港・海岸の変遷
～島の玄関口と産業・生活を支える施設～

10 月 過去の災害事例に学ぶ
東京文化財ウィーク 2016

11 月 特別公開 「八丈島民生資料」
特別展示
12 月 「八丈島における障害者支援ＮＰＯ法人」
2 月 八丈島の冬の農産物
(※)3

月 特別展示
「(仮称)フリージアまつりパネル展」

※フリージアまつり期間【3/19～】に合わせて開催予定。
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「東京 島じまん食材使用店」のご紹介
東京都は、
『東京 島じまん食材使用店』登録制度をとおして、八丈島・青ヶ島産の食材
を始めとした東京島しょ産食材の利用促進の支援を行っています。
◆「東京 島じまん食材使用店」登録制度とは
島しょ産食材を積極的に活用している島の飲食
店（宿泊施設を含む）を東京都が登録しＰＲする
ことにより、島しょ産食材の地産地消の促進を進
詳細 ⇒ 東京 島じまん
める制度です。
（登録店では写真のような看板を店内に設置しています。）

ガイドブックは、
支庁展示ホール、観光協会他
にて無償配布中です！

◆八丈島・青ヶ島の登録店のご紹介
登録店では明日葉を練り込んだもちもちの麺や
新鮮なお刺身、昔ながらの島料理など、島しょ産
食材を使用した特徴ある料理を提供しています。
ご来島された友人、知人などにぜひご紹介下さい。

魚八亭
あそこ寿司

島じまん食材使用
店ガイドブック
２０１７

八丈島・青ヶ島の登録店
八丈島
元気 くにまつ
富士久
宝亭
民宿 船見荘

富士久 厨（くりや）
お食事処 とみちゃん

郷土・家庭料理のお店

八丈島郷土料理

旅館

国民宿舎

繁（はん）
お食事処 通（みち）
スズミ・ゲストハウス
千両

梁山泊
一休庵
八丈ビューホテル
民宿 ガーデン荘

やましたのおやど
すし処 銀八
あしたば亭

サンマリーナ
レストラン アカコッコ
いそざきえん

青ヶ島
御宿 為朝

産業課商工担当 2-1113

八丈高校定時制で学んでみませんか？
「ゆっくり、じっくり、わかるまで」をモットーに日々の授業に取り組んでいます。
基礎・基本が学べるよう、読み・書き・計算をくり返し練習しています。
経験豊富な教員が、生徒一人ひとりが理解できるまで丁寧に教え、日常生活の相談に
ものりながら、卒業できるよう支援しています。
ホームページもご覧下さい。（「八丈高校」で検索を！）

入学資格

授業時間
通学方法
卒業年数
入学試験

・中学校卒業以上の方（高等学校普通科卒業の方を除く）で、八丈島在
住の方。または、入学までに八丈島に住むことが確実な方。
・高等学校を中途退学された方の場合は、修得単位数によって、2 年生
以上の学年から学ぶこともできます。
午後 5 時 30 分から午後 9 時 10 分まで
（午後 6 時 15 分から 40 分までは給食時間）
バイク、乗用車での通学を認めています。
4 年間。ＮＨＫ学園との併修制の利用により、3 年間で卒業することも
できます。
・第一次募集分は 2 月に終了しておりますが、第二次募集及び
補欠募集については、3 月下旬に実施する予定です。
・社会人の方も入学可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
お お み

問い合わせ

むねやす

八丈高校定時制課程 副校長 大三 宗康
（平日の午後 2 時から午後 8 時まで）
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℡2-1181

3/12(日)
3/25(土)
3/26(日)

植物公園季節調査会
八丈学講座「春の植物観察会」
植物公園でお花見

※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 母子父子福祉資金・女性福祉資金の貸付
東京都ではひとり親家庭等の方や配偶者のいない女性に対し、修学・就職・転宅等、目
的により必要な額を各資金の限度額内でお貸ししています。貸付は自立につながり、償還
（返済）の計画が立てられる方が対象です。ご相談・お申込みにつきましては、八丈支庁
福祉担当にお問い合わせ下さい。
総務課福祉担当 2-1112
母子父子福祉資金
○対象者：都内に６カ月以上お住まいの母子家庭の母又は父子家庭の父等で
２０歳未満のお子さん等を扶養している方
女性福祉資金
○対象者：都内に６カ月以上お住まいの配偶者がいない女性で、次のいずれかに
該当する方
（１）親・子・兄弟姉妹等を扶養している方（所得制限なし）
（２）年間所得が 2,036,000 円以下で、かつて母子家庭の母として２０歳未満の子
を扶養したことのある方又は婚姻歴のある４０歳以上の方

自動車の名義変更・廃車登録はお済みですか？
自動車税は、毎年４月 1 日現在、車検証に記載されている
所有者（割賦販売の場合は使用者）に課税されます。
自動車を譲渡したり、廃車した場合や、転居等で住所を変更した
場合は、登録変更の手続が必要です。
登録変更の手続を行わないと、トラブルの原因となることがあり
ますので、お早めに管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所で
手続を行って下さい。
総務課税務担当 2－4511（直通）
アンケート回答への御礼
「支庁の風」アンケートにご協力頂きまして、誠にありがとうございました。
皆様から、３７９件 の貴重なご意見を頂きました。
ご意見を今後の広報誌編集作業の参考にし、よりわかりやすい広報誌作りに努めます。
総務課行政担当 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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