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平 成 30 年 度 の 主 要 事 業
今年度実施予定の八丈支庁の主な事業をお知らせします。事業の実施にあたり皆様のご理解、ご
協力をお願いします。
産業課では、平成 30 年度も引き続き、八丈町、青ヶ
島村における商工業、農林水産業の振興に積極的に取り
組んでいきます。
八丈町では、支庁で管理する林道 6 路線の改良工事や
維持管理作業、末吉地区の法面保護工の治山工事、三根
地区の中浦保安林改良緊急工事を実施します。
青ヶ島では、池之沢地区において荒廃した森林を復旧
するための工事を行います。
三根地区の中浦保安林改良緊急工事

土木課では、皆様の生活や産業の基盤となる道路・
河川・公園の改良工事や防災工事、維持管理工事を、
引き続き実施していきます。
八丈町では、火力発電所前、大中上交差点、八高通
り、三根小から東畑間、八重根港付近の浸透施設など
の道路拡幅や歩道設置の工事を行います。また登龍道
路の道路災害防除工事、大の川橋や共栄橋の補修工事、
島内各所での路面補修工事、園地の維持管理工事など
を進めていきます。
青ヶ島村では、中原地区の道路拡幅や上手廻りの道

火力発電所前の道路拡幅工事

路災害防除の工事を進めていきます。
港湾課では、皆様の生活向上や産業振興に寄与するため、港湾・漁
護岸工事

港・空港・海岸の整備工事や管理を引き続き実施します。
八丈町では、神湊（底土）港の護岸工事、神湊漁港の防波堤工事、
「あおがしま丸」就航に向けた八重根漁港の岸壁工事などを行います。
また、神湊（底土）港海岸、洞輪沢漁港海岸の離岸堤工事などを行
います。
青ヶ島村では、 青ヶ島（三宝）港の護岸及び岸壁、波除堤の工事な
どを行います。

神湊（底土）港の全景

１

5 月 10 日(木)から 16 日(水)までは、愛鳥週間です
この機会に野鳥をじっくり観察してみてはいかがでしょうか。なお、人が野鳥と接する時には、い
くつかの注意が必要です。ご協力をお願いします。
■ヒナが落ちていた時■
拾ったりせず、そのままそっとしておいて下さい。親鳥は近
くから見ており、鳴き声でコミュニケーションをとっています。
人間がいると親鳥はヒナに近づけないので、少し離れて遠くか
ら見守りましょう。
■捕獲・飼養はできません！！■
東京都では、メジロなどの野鳥を飼うために捕まえることを
認めていません。飼うことも違法行為です。自然のままの姿を
観察しましょう。

産業課林務担当

写真は「イイジマムシクイ」
写真提供:八丈ビジターセンター

2-1113

エビネなどの野 生 のランを保 護 しましょう
山に入ると、以前はエビネやセッコクなどの野生ランが見ら
れましたが、最近はほとんど目にすることがなくなりました。
集落から外れた山林などは、自然公園法の特別地域（八丈支
庁 HP「八丈島の自然保護」掲載）に指定されており、私有地
の場合でもエビネなどの野生ランの採取は禁止されています。
見つけたランは、持ち帰らず、現地と自分の心の中の両方に、
大切に残しておきましょう。みなさんのご協力をお願いします。
土木課管理担当 2-1114
写真提供:八丈ビジターセンター

平成３０年 八丈支庁企画展示実施予定

展示ホールについて

実施時期※

平成３０年４月より、八丈支庁展示ホールが
「八丈島歴史民俗資料館」の一時移転場所とな
りました。
一時移転受け入れ後にも、八丈支庁の企画展
示は続けていきます。
平成３０年度の企画展示については、右表の
とおり開催を予定しています。
今年も多くの方に楽しんでいただけるような
企画を用意しています。
皆さまお誘いあわせの上、ぜひ八丈支庁展示
ホールまでご来場ください。

６月

土砂災害対策関係

７月

八丈島・青ヶ島の「うんまけもの」

８月

八丈島の珍しい生き物
八丈島の海産物について

９月

防災について

１０月
１１月
１２月

八丈支庁展示ホール
【開館時間】
９：００～１７：００
土日、祝日を含む全日開館

企画名

東京文化財ウィーク２０１８
「八丈島民生資料」
農水センター八丈事業所トピックス
10 周年
障害者週間

作品展

１月

八丈島の主要な切葉とその利活用

２月

八丈小島の自然

３月

フリージアまつり 特別展示

※実施時期は変更する場合があります。
総務課広報担当 2-4511
２
１

こんにちは八高です

名】が進学することができました。また、専
門学校進学の状況は、１２名が様々な分野へ

八丈高校体育祭の実施予 定

の進学を決めました。
毎年恒例の八丈高校体育祭は平成 30 年 6

八丈高校では生徒が希望する進路を実現で

月 3 日（日）午前 9 時からを予定しています。

きるよう入学時から卒業まで計画的に継続し

100ｍ走や団対抗リレー、応援合戦等、生徒

て進路指導・キャリア指導を行っています。

達の活躍をどうぞご覧ください。

移動教室から始まり、進路ガイダンス、イン

当日及び準備期間中においては、近隣の皆様

ターンシップ、職業相談、面接講習会、ビジ

にご迷惑をおかけします。ご理解とご協力をお

ネスマナー講習会等の教育活動と自分の希望

願い申し上げます。

する大学に進学するにはどのように受験準備
を進めたらよいのか、入学時から一人ひとり
の生徒に合わせた進学指導とともに夏季・冬
季特別講習等の学習指導を手厚く行っていま
す。
また、自習室を午後七時まで開放して生徒
の学習環境の充実にも努め、各教科において
も休日さらに長期休業中の補習・補講を行っ
ています。加えて、教員自らが学校訪問や会
社訪問を行い、最新の社会情勢に即した生き

卒業後の進路について

た進路情報の収集をして、随時提供すること

平成３０年３月の八丈高校卒業生は、全日制

で、生徒の能力を最大限に伸ばす支援を行っ

４１名でした。

ています。

平成２９年度の高校生の求人状況は昨年度

今後も生徒一人ひとりが満足し、輝かしい

よりさらに改善され、本校全日制の生徒は希望

未来を切り開いていくことができるよう教職

者９名全員が就職先を決定することができま

員が一丸となって取り組んでいきます。保護

した。また、今年度は就職希望者全員が島外へ

者の皆様、地域の皆様の温かい応援と協力を

の就職となったことも特徴的でした。

よろしくお願い申し上げます。

大学進学の状況は、国公立大学１名【現役１

八丈高校経営企画室 2-1181

名】
、私立大学に１８名【現役１６名・既卒２

空港駐車場のお願い
① ターミナルビ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。

大型連休中に島外へお出掛けの際
は、送迎してもらうなど、ご協力を
お願いします。
空港管理事務所 2-0163

沿道の樹木管理について
都道に面した私有地から、樹木等の枝葉が道路の境
界を越えて垂れ下がり、歩行者や車の通行に支障が出
ている場合があります。安全で快適な通行を確保する
せんてい

ために、土地所有者の方は剪定などの対応をお願いし
ます。
なお、個別に、支庁から連絡を差し上げる場合もあ
りますので、その際にはご協力をお願い
いたします。
土木課管理担当 2-1114
３

自動車税のお知らせ！
自動車税・自動車取得税の減免

自動車税の納税通知書は、5 月 1 日
（火）に発送します

減免は一定の要件に該当する場合に、納税者の
方からの申請に基づいてなされます。

納期限は、5 月 31 日（木）です。

既に自動車を所有している場合は、当該年度の

島内で納付できるところは以下のとおりです。

納期限までに申請してください。

支庁窓口、みずほ銀行、七島信用組合、農業

新しく自動車を購入し自動車税が課税された場

協同組合、郵便局、八丈ストア
※八丈町役場窓口では納付できません。

合は、登録（取得）の日から１か月以内に申請し

ペイジー対応のＡＴＭ、インターネットバンキ

てください。
申請期限を過ぎますと、減免が受けられません

ング、モバイルバンキングやパソコン・スマート

ので、ご注意ください。

フォン等からクレジットカードでもご納付いただ

詳しくは、納税通知書に同封されているパンフ

けます。

レットや東京都主税局の HP をご覧ください。
お問い合わせ先
東京都自動車税コールセンター
八丈支庁総務課税務担当
東京都主税局ホームページ

０3-3525-4066
2-4511
東京都主税局

検 索

5/3（木）～6 日（日） ハードウォッチング入門
5/3（木）～6 日（日） 体験八丈太鼓
5/3（木）

草木染め体験教室

5/4（金）

早朝探鳥会

5/4（金）

沢の小径探鳥会

5/5（土）

海岸で遊ぼう

5/13（日）

植物公園季節調査会

5/26（土）

八丈学講座「海藻を調べよう」 ※※毎週土日祝：植物公園ガイドウォークを開催

6/10（日）

植物公園季節調査会

6/23（土）

植物公園を散策しま
せんか？
いい季節です！
キョン

（5/3～5/7を除く）
※※詳細は、八丈ビジターセンター（2-4811）
八丈学講座「海浜植物観察会」 までお問い合わせ下さい。
私の島ライフは３年目に突入。雨にも風にも嵐にも、泰然自若
としていたいと思います。
今年度も「支庁の風」を皆様の元へお届けします。気になるこ
とや知りたいこと、ご意見ご感想を幅広く受け付けています！よ
ろしくお願いします。
（編集担当）

編集後記
新緑が美しい季節となりました。ＧＷを過ぎると夏に向けて
島がますます活気づいていきますね。
支庁では、転入職員に加え６名の新規採用職員が加わりまし
た。毎年のこととはいえ、新たな組織編成で迎える側もピリッ
と新鮮な気持ちで新年度を迎えることができました。

登録番号 30(1)

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
電話 ０４９９６‐２‐１１１１ FAX ０４９９６‐２‐３６０１
八丈支庁のホームページ http://www.soumu.metro.tokyo.jp/09hatijou/index.html

４

