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八丈支庁管内の事業説明会を開催
八丈支庁は、平成 29 年度予算と主な事業につ
いて、5 月 17 日(水)に八丈町で、5 月 22 日(月)
に青ヶ島村で各団体長や住民代表者の方を対象に
説明会を開催しました。
平成 29 年度予算（一般会計）
東京都全体
約 6 兆 9,540 億円
八丈支庁管内 約 98 億 5,660 万円
〔八丈支庁管内の主な事業〕
～総務課関係～
八丈支庁では、①展示ホール、②ツイッター及
びホームページ、③広報誌「支庁の風」の三つの
広報媒体を活用し、広報事業を展開しています。
展示ホールでは、各種団体と連携した魅力的な
企画展示を実施します。
ツイッターでは、
「今週の八丈」による八丈島・
青ヶ島の魅力の紹介や、防災情報（都道・港湾施
設の規制情報）等を迅速に発信します。
支庁の風では、奇数月に全世帯へ配布し、わか
りやすい広報誌をお届けします。
これらに加え、平成 29 年度からフェイスブッ
クも開始しますので、是非ご覧下さい。

～産業課関係～
○八丈町
商工業振興では、島しょ産食材を積極的に使用
する飲食店等をＰＲし、地産地消を進める「東京
島じまん食材使用店登録事業」を実施します。
観光振興では、地域観光施設整備等補助事業と
して、宇喜多秀家住居跡前駐車場整備事業の支援
を行います。
農業振興では、ロベネットハウス等の整備や遊
休農地再生、新規就農者確保対策などの支援を行
います。
林業振興では、林道の改良工事や路面清掃整備、
中浦保安林の整備、治山工事等を実施します。
水産業振興では、水産加工物に係る流通促進と
加工団体の経営強化、漁業関連施設の整備等に対
する支援を行います。
○青ヶ島村
商工業振興では、東京都内産食品普及・需要拡
大を図る「東京都地域特産品認証事業」と、島し
ょ産食材の地産地消を進める「東京島じまん食材
使用店登録事業」を実施します。
林業振興では、池之沢地区において治山工事を
行います。

（八丈町住民代表者への説明会）

（青ヶ島村住民代表者への説明会）
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～土木課関係～
○八丈町
平成２９年度は、合計３５個所で事業を進めて
いきます。
道路関係では、支庁前通りの拡幅事業を中心に
進めていきます。特に大中上の交差点から支庁に
向かい、用地取得も進んできましたので、歩道の
整備工事などを行う予定になっています。
砂防事業では、河口付近の浸水対策として、大
里一ノ沢に砂防えん堤を構築する事業を進めてお
ります。
大坂トンネルは老朽化が目立ってきたため、ト
ンネル内面の漏水対策等を行う予定になっていま
す。
路面補修については、今年度も樫立ふれあいの
湯付近など６個所、約２ｋｍの工事を行う予定と
なっております。
工事に対するご理解、ご協力をお願いいたしま
す。
○青ヶ島村
平成２９年度は、合計７個所で事業を進めてい
きます。
道路関係では、中原の拡幅事業について、舗装
工事などを行う予定になっています。また、池の
沢の拡幅や三宝港から上手回りにつながる急傾斜
道路の改良について設計を進めていきます。
道路災害防除については、３７斜面を中心に上
手回りの３斜面において、引き続き斜面対策や落
石防護工事を行う予定になっています。
砂防事業では、杉の沢砂防えん堤の用地測量等
を行います。

工事に対するご理解、ご協力をお願いいたしま
す。
～港湾課関係～
○八丈町
神湊漁港では、漁船の安全な航行を確保するた
め、防波堤の改良や消波ブロックの製作を行いま
す。
八重根漁港では、将来的な「あおがしま丸」の
入港に向け、岸壁の改良や泊地(はくち)のしゅんせ
つなどを行います。
また、利便性を向上するため、公衆トイレの新
築整備を行います。
神湊(底土)港海岸・洞輪沢漁港海岸では、沖合か
らの波の力を弱め、海岸の侵食を防止する離岸堤
に、消波ブロックの据付けを行います。
神湊(底土)港では、定期船の就航率の更なる向上
を目指し、２函目のケーソンの据付と３函目の製
作を行います。
洞輪沢漁港では、老朽化した船揚場の滑木(すべ
りぎ)の補修を行います。
八丈島空港では、老朽化した進入路指示灯の改
修や消防車両などの燃料を備蓄する設備の設置を
行います。
○青ヶ島村
青ヶ島(三宝)港では、定期船の就航率の更なる向
上を目指し、岸壁護岸の整備、防波堤付属物の補
修、消波ブロックの据付けと製作を行います。
また、漁船の安全な係留を確保するため、波除
堤の整備を行います。

平成２９年度八丈支庁管内事業費(歳出予算)
区

分

29 年度当初予算

28 年度当初予算

（単位：千円）

対前年比

総

務

課

※ 828,647

※ 1,183,712

70.0％

産

業

課

825,552

367,322

224.7％

土

木

課

3,591,201

3,417,658

105.1％

港

湾

課

※ 4,455,600

※ 3,972,600

112.2％

島しょ保健所八丈出張所

21,287

22,676

93.9％

教 育 庁 八 丈 出 張 所

34,903

35,213

99.1％

農林水産総合センター八丈事業所

99,410

99,410

100.0％

9,856,600

9,098,591

108.3％

八
丈
支
庁

合

計

※本庁執行分を含む
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主な質疑応答【八丈町関係】
Ｑ 八丈島空港駐車場の満車状態改善について
ＧＷや夏期お盆期間などは大変混雑し、駐車場
所がなかなか見つかりません。長期の利用を制
限するなど、満車状態を改善できないでしょう
か。

Ｑ 安川ホタルの里周辺の都道について
カーブがキツくて通行しづらく、センターラ
インを越えてくる対向車もあり、注意を払わ
なければなりません。
改善を検討していただきたい。
Ａ（土木課長）ご指摘いただいた意見を踏まえ、
高輝度反射材の設置による視認性の向上や、す
べり止め舗装によるスピード抑制対策を検討
してまいります。
また、この周辺は、ヘゴの森散策にいらっし
ゃる観光客の方も多いため、ポールを設置し、
歩行者通路を確保することも考えております。
安全な通行の確保に努めていきますので、
ご理解をお願いいたします。

A（港湾課長）ご指摘のとおり、繁忙期には、
空港の駐車場が大変混雑する状況となってお
ります。
このため、防災無線や「支庁の風」などの広
報を通じ、長期駐車をご遠慮して頂くようご協
力のお願いや、長期利用の車両には、ビラを貼
るなどの対応を行っていますが、満車状態の改
善に至っておりません。
今後とも、関係機関・団体の皆さまと協議を
行い、新たな標識を設置するなど、満車状態の
改善に向け努めていきますので、ご理解とご協
力のほどよろしくお願いいたします。

総務課税務担当 2-4511

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）や潜水器具等を使って魚等をとることを禁止し
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、テングサ等の海藻をとることはでき
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。
漁業者をはじめ、釣り客や銛突きを行う遊漁者やダイバー、海水浴客、水上バイク
等レジャー船を操縦する人等、様々な多くの人たちが海を利用しています。お互いに
安全を心がけながら、また他人の迷惑とならないようにレジャーを楽しみましょう。
産業課水産担当 2-1113
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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。
②八丈小島全域が国立公園特別地域に指定されており、工作物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。草地を荒らさないでください。
総務課行政担当 2-1111

林道を利用する皆様へ
八丈支庁では、管内６路線の林道の管理を行っています。林道は一車線道路で道の幅が狭いので、
通行の際には下記のことを守って利用して下さい。

・落石や路肩に注意して走行して下さい。
・カーブは徐行し、出会いがしらの事故に注意して下さい。
・夜間、豪雨、強風、濃霧時は通行を避けて下さい。
・ゴミの不法投棄は絶対にやめましょう。
また、通行の安全を確保するため、三原林道、こ
ん沢林道、富士環状林道において道幅の拡幅やガー
ドレールの設置等の改良工事を予定しています。工
事期間中、通行止めになることがありますので注意
して下さい。林道各路線の通行止め等の通行状況に
ついては、支庁ホームページ（http://www.soum
u.metro.tokyo.jp/09hatijou/）で公表しています
のでご活用下さい。
今後とも林道事業へのご理解とご協力、宜しくお
願いします。
産業課林務担当 2-1113

園地等のご利用について
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。
下記の園地等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下さい。
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

申込先

電話番号

大潟浦園地 （休憩舎等）
南原園地
（休憩舎等）

八丈支庁土木課管理担当

２－１１１４

大賀郷園地 （休憩舎等）

八丈町教育課生涯学習係

２－７０７１

底土野営場
横間海岸 （休憩舎等）
乙千代ケ浜 （休憩舎等）

八丈島観光協会

２－１３７７

※ 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。
土木課管理担当
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2‐1114

7/9(日 )

植物公園季節会調査会

7/22(土 )

八丈学講座「川の生き物観察会」

※毎週土日祝:

7/23(日 )

潮だまり探検隊①

植物公園ガイドウォークを開催

7/29(土 )

夜の昆虫観察会

※詳細は、八丈ビジターセンター

8/8(火 )

潮だまり探検隊②

(2-4811）まで

8/11(金 ）

三原山縦断トレッキング

8/13(日 ）

植物公園季節会調査会

8/13(日 ）

夏の星空観察会

8/20(日 ）

子供クラフト教室①

8/26(土 ）

八丈学講座「天気図を読もう」

8/27(日 ）

子供クラフト教室②

八丈ビジターセンター 光るキノコ無料観察会のご案内
今年も光るキノコの無料観察会を下記により開催いたします。
■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２９年７月２０日（木）～平成２９年８月３１日（木）
但し、下記の期間は休止
８月１１日(金)（納涼花火大会当日）
■受付時間：１９時２０分から２０時まで
■開催時間：１９時３０分から２０時３０分まで
（所要時間約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

空港駐車場のお願い
①ターミナル前は駐車禁止区域です。
②混雑時は駐車場が足りない状況です。
長い期間の駐車はご遠慮ください。
※ご協力お願いします。

空港管理事務所
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2-0163

こんにちは八高です

-4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。

開放日
時

間

注意事項

体育施設
視聴覚ホール
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
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。

図書室
日曜日
（学校行事日等を除く。）
13:30～15:30
主に閲覧。新書本と文庫本の
み貸出可。

＊体育施設の貸出について
平日夜間（定時制授業あり）、土・日曜日及び祝日の日中（全日制部活動あり）は、施設開放を
行っておりません。
八丈高校経営企画室 2‐1181

生活困窮者自立支援制度
対 象 ： 経済的に困っていて、最低限の生活を維持することができなくなる恐れがある方。
概 要 ： 生活に困っている方に対し、自立相談支援などを行っています。
総務課福祉担当 2-1112

自動車税の納税はお済ですか？
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。
納付が遅れた場合、以下の割合で延滞金がかかります。
①納期限の翌日から 1 か月を経過する日までの期間は年 2.7％
②納期限の翌日から 1 か月を経過する日以降の期間は年 9.0％
（平成 29 年の割合です）
納付が遅れている方は、至急納付するようご協力お願いします。
納付が困難な事情がある場合には、必ずご連絡ください。
総務課税務担当 2-4511

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
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２９（１）
※ツイッターも併せてご覧下さい。
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