支庁の風

東京都

第１０４号
平成３０年７月１日
<隔月>

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

八丈支庁管内の事業説明会を開催
八丈支庁は平成 30 年度予算と主な事業に

広報においては、展示ホールへの一時移転が予

ついて、5 月 17 日（木）に青ヶ島村で、5 月

定されている八丈島歴史民俗資料館との連携も

22 日（火）に八丈町で各団体長や住民代表者

図りながら、企画展示等を通じ支庁事業の積極的

の方を対象に説明会を開催しました。

な PR を実施します。また、SNS やホームペー
ジを活用した広報活動についても引き続き積極

平成 30 年度予算（一般会計）
東京都全体 約 7 兆 460 億円
八丈支庁管内 約 90 億 9,980 万円

的に行います。
福祉においては、生活保護、児童福祉、母子・
父子・女性福祉、障害者福祉の業務に加え、生活

〔八丈支庁管内の主な事業〕

困窮者自立支援の観点から、自立相談支援事業、

～総務課関係～

家計相談支援事業を実施しております。支庁での

防災、島しょ振興、広報、福祉の４分野で事

相談受付のほか、出張相談も対応いたします。

業展開をしております。

～産業課関係～

防災においては町村が設置する避難所の運

○八丈町

営支援や、町村と連携した非常用備蓄品の分散

商工業振興では、東京都内産食品普及・需要

配備、防災計画・マニュアル等の作成支援を行

拡大を図る「東京都地域特産品認証事業」と、

います。また、救急ヘリ搬送については引き続

島しょ産食材の地産地消を進める「東京島じま

き迅速な搬送を行います。

ん食材使用店登録事業」を実施します。

島しょ振興においては、電気自動車の普及に

観光振興では、観光客の増加と満足度向上の

向けた実証実験を継続するほか、電気自動車を

ため、関係機関に対し、課題解決に向けた支援

気軽に体験していただき、良さを知っていただ

を行います。

くための機会として、8 月 25 日・26 日に、

農業振興では、耐風強化型パイプハウス等の整

八丈町役場にて「東京アイランドモーターショ

備や遊休農地再生、新規就農者確保対策などの支

ー」を開催します。本イベントには都知事も来

援を行います。

島する予定です。また、島しょ地域の隠れた魅

林業振興では、林道の改良工事や路面清掃整

力を再発見し、付加価値を生み出し発信してい

備、中浦保安林の整備、治山工事等を実施します。

く取り組みとして、東京宝島推進関連事業を展

水産業振興では、水産加工物に係る流通促進と

開いたします。

加工団体の経営強化、老朽化した漁業関連施設の
解体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。

（八丈町住民代表者への説明）
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林業振興では、池之沢地区において治山工事

において、引き続き工事を行う予定となってい

を行います。

ます。

～土木課関係～

砂防事業では、杉の沢砂防えん堤の予備設計、

○八丈町

砂防指定を行う予定となっています。

平成３０年度は、合計３７個所で事業を進め

工事に対するご理解、ご協力をお願いいたし

ていきます。

ます。

道路整備関係では、支庁前通りの拡幅事業を

～港湾課関係～

中心に進めていきます。今年度は大中上交差点

○八丈町

付近の歩道を整備する予定となっております。

神湊漁港では、漁船の安全な航行を確保する

砂防事業では、河口付近の土石流による災害

ため、防波堤の改良や消波ブロックの据付を行

防止や浸水対策として、大里一ノ沢に砂防えん

います。

堤を構築する事業を進めております。

八重根漁港では、
「あおがしま丸」の入港に向

橋梁については、末吉地区の大の川橋で橋脚

けた岸壁の整備として、ケーソン据付を行いま

の補修を行う予定となっています。

す。

路面補修については、今年度も６個所、約２

洞輪沢漁港では、
老朽化した船揚場の滑木（す

ｋｍの工事を行う予定となっております。三根

べりぎ）の補修を行います。

地区の護神交差点付近においては、歩道をセミ

神湊（底土）港海岸・洞輪沢漁港海岸では、

フラット化し、バリアフリーの推進を行います。

沖合からの波の力を弱め、海岸の浸食を防止す

工事に対するご理解、ご協力をお願いいたし

る離岸堤に消波ブロックの据付を行います。

ます。

神湊（底土）港では、定期船の就航率の更な

○青ヶ島村

る向上を目指し、3 函目のケーソン据付を行い

平成３０年度は、合計７個所で事業を進めて

ます。

いきます。

八丈島空港では、老朽化した進入路指示灯の

道路整備関係では、中原の拡幅事業について、

改修を行います。

舗装工事などを行う予定になっています。
また、

○青ヶ島村

池の沢の拡幅や三宝港から上手回りにつながる

青ヶ島（三宝）港では、定期船の就航率の更

急傾斜道路の改良について設計を進めていきま

なる向上を目指し、岸壁の整備、防波堤付属物

す。

の補修、消波ブロックの据付を行います。

道路災害防除については、継続的な斜面対策

また、漁船の安全な係留を確保するため、波

を行っている３７斜面の他、上手回りの３斜面

除堤の整備を行います。

平成30年度八丈支庁管内事業（歳出予算）
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主な質疑応答
本年度の事業説明会においても多数のご質問をいただきました。その中から 2 件をご紹介します。
Ｑ.土砂災害警戒区域指定の調査について

Ｑ.八丈島に聖火リレーを

都は土砂災害防止法に基づく警戒区域の指

56 年ぶりの東京オリンピック・パラリンピ

定に向け調査を進めていると聞いていますが、

ック大会に向け、八丈島で聖火リレーの開催

その結果はいつ公表されるのか、見通しを伺い

ができないでしょうか。

たい。
Ａ.（総務課長）オリンピックの聖火リレーは、
Ａ.（土木課長）八丈支庁では平成 28 年度から

シンボルである聖火を掲げることで、平和、

29 年度の 2 か年をかけて土砂災害により被害

団結、友愛というオリンピックの理想を体現

を受けるおそれのある場所について、地形や土

し、大会への関心と期待を呼び起こすもので

地の利用状況などの調査を行いました。

あり、ランナーや観衆、地域住民、ボランテ

その調査結果については、秋頃に八丈町へ通

ィアなど多くの人々が大会に参加できる貴重

知するとともに、住民への公表及び説明会を行

な機会だと認識しております。

う予定です。その後、土砂災害警戒区域の指定

都内のルートにつきましては、今年度、オ

を今年度中に行う予定です。

リンピック・パラリンピック準備局が聖火リ
レーの実行委員会を設置し、15 日間の巡回日
数のなかで、島しょ地域を含め都内全区市町
村の巡回の実現に向け調整を図っていく予定
です。

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

海の利用ルール

ルを守り、夏の八丈小島を楽しんでくださ

－ 島で遊漁を楽しまれる皆さんへ －

い。

東京都では、水中銃（ヤスは除く）や潜水

① 八丈小島での宿泊は禁止です。

器具等を使って魚等をとることを禁止してい

② 八丈小島全域が国立公園特別地域及び鳥

ます。

獣保護区特別保護地区に指定されてお

また、八丈島（八丈小島を含む）や青ヶ島

り、狩猟及び工作物等は設置できません。

の周りには漁業権が設けられていますので、

③ クロアシアホウドリをはじめとする希少

漁業者以外はトコブシ等の貝類、イセエビ、

鳥類等の繁殖地として期待されていま

テングサ等の海藻をとることはできません。

す。草地を荒らさないでください。
総務課行政担当

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

2-1111

さい。
漁業者をはじめ、釣り客や銛突きを行う遊

空港駐車場のお願い

漁者やダイバー、海水浴客、水上バイク等レ

① ターミナル前は駐車禁止区域です。

ジャー船を操縦する人等、様々な多くの人た

② 混雑時は駐車場が足りない状況です。

ちが海を利用しています。お互いに安全を心

長い期間の駐車はご遠慮ください。

がけながら、また他人の迷惑とならないよう

※ご協力お願いします。

にレジャーを楽しみましょう。
産業課水産担当 2-1113

空港管理事務所 2-0163
３
3

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、三郷田林道、
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.soumu.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になりました。
下記の施設は、事前申込制で利用することが可能ですので、ふるってご活用ください。
なお、みなさん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
禁止等のルールを守ってください。
【事前申込みが必要な施設と申込み先】
施 設
申込み先

電話番号

大潟浦園地
南原園地

（休憩舎等）
（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

横間海岸

（休憩舎等）

八丈島観光協会

２－１３７７

乙千代ケ浜

（休憩舎等）

底土野営場

※ 受付時間は、平日 9 時 00 分から 17 時 00 分までです。
※ 八丈島観光協会については、休日も申込み可能です。

土木課管理担当 2-1114

－生活困窮者自立支援制度－

自立相談支援事業

家計相談支援事業

あなただけの支援プランを作ります。

家計の立て直しをアドバイス。
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把
握し相談者が自ら家計を管理できるように状
況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機
関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等
を行い、早期の生活再生を支援します。

生活に困りごとや不安を抱えている場合は、
まずは地域の相談窓口にご相談ください。
支援員が相談を受けてどのような支援が必要
かをあなたと一緒に考え、具体的な支援プラン
を作成し、寄り添いながら自立に向け
た支援を行います。

総務課福祉担当 2-1112
４

こんにちは八高です

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

図書室
日曜日
（学校行事日等を除く。）

8:30～21:30

13:30～15:30

使用料は無料ですが、電気代をご負担いただきます。
主に閲覧。新書本と文庫本のみ
事前に団体登録が必要です。
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

不動産取得税について
Ｑ１

不動産取得税はいつ課税されるの？

税の軽減制度は２パターンあります。
「収用先行」

Ａ１ 土地や家屋を購入したり、家屋を建築す

と「代替不動産の先行取得」です。
「収用先行」と

るなどして不動産を取得したときに、登記の有

は国または自治体に不動産を譲渡してから２年以

無にかかわらず課税されます。ただし、相続に

内に別の不動産を取得した場合です。取得した不

より取得した場合には課税されません。

動産は特例として全額減免されます。
「代替不動産

Ｑ２

の先行取得」とは収用を見越し、先に新たな不動

不動産取得税の軽減制度はあるの？

産を取得する場合です。新しい不動産の取得後１

Ａ２ あります。新築住宅を購入した場合は一

年以内に旧不動産の譲渡を行うと減額の対象にな

定の床面積に該当すると軽減の対象になりま

る場合があります。

す。中古住宅を購入した場合は居住用件、床面

軽減制度の詳細については東京都主税局ホーム

積用件、耐震基準要件を満たすと軽減の対象に

ページをご覧いただくか、八丈支庁総務課税務担

なります。

当までお問い合わせください。

他にもいくつかの軽減制度があります。例え
お問い合わせ先

ば、現在東京都で行っている都道の拡幅工事に
より、不動産を取得した場合も軽減制度の対象

八丈支庁総務課税務担当

となる場合があります。収容における不動産取得

東京都主税局ホームページ

自動車税の督促状は、６月２９日（金）に発送しました
納付期限は、７月９日（月）です。
自動車税の納付がお済でない方は、督促状
の期限内に納付をお願いします。
督促状の期限を過ぎても納付していただけ
ない場合には、地方税法の定めにより、財産
調査を行い、財産を差し押さえることとなり
ます。

２-４５１１
東京都主税局

検索

まおく納
す願だ付
。いさし
しいて
。

納付が困難な事情がある場合には、期限内に
必ず支庁総務課税務担当までご連絡ください。
※財産調査（差押）
・・・金融機関の預貯金、生命保険、
自動車の登録（タイヤロック装着）、給与（勤務先に給
与の支払状況を照会します。）等。

総務課税務担当
５

2-4511

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３０年７月２１日（土）～平成３０年８月３１日（金）
但し、下記の期間は休止
毎週水曜日、８月１１日（土）
（納涼花火大会当日）
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 受付：１９時２０分から２０時００分
※ 保険手続きのため、受付時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 電話 2-4811

八丈ビジターセンター行事予定表
7/8（日）

植物公園季節調査会

7/27（金）

潮だまり探検隊①

7/28（土）

八丈学講座「川の生き物観察会」

7/28（土）

夜の昆虫観察会

8/10（金）

潮だまり探検隊②

8/11（土）

三原山縦断トレッキング

8/12（日）

植物公園季節調査会

8/13（月）

夏の星空観望会

8/19（日）

夏休み子供クラフト教室①

8/25（土）

八丈学講座「台風と島の天気」

8/26（日）

夏休み子供クラフト教室②

企画展示のお知らせ
支庁展示ホールでは、7 月と 8 月に以下
の企画展示を行います。
7/１５（日）～８/１４（火）
八丈島・青ヶ島の「うんまけもの」

８/1５（水）～９/1４（金）
八丈島の珍しい生き物・海産物について

※６月９日より、一時休館していた「八丈
島歴史民俗資料館」が支庁展示ホールで再開
されました。ぜひご来場ください。
【開館時間】９時～１６時３０分
【開館日】土日祝を含む全日
【入館料】無料
※歴史民俗資料館は１００円（島民は無料）

※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

総務課広報担当 2-4511

大坂トンネル展望台にバイオトイレ（公衆トイレ）を新設！！
展望台近くに、バクテリアの働
きで分解処理するバイオ式のバ
リアーフリートイレを設置しま
した。
維持管理については八丈町で
行っています。みんなで、きれい
に気持ち良く使いましょう。

土木課管理担当 2-1114
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
印刷番号３０（１）
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編集後記
今号の編集は６月初旬
に行っていて、今は梅雨
入り間近です。草がぐん
ぐん伸びる頃で、先日は
島のクリーンデーに合わ
せて、公舎の草刈りをし
ました。梅雨直前の快晴
は体力を奪うには最強
で、へとへとに疲れてバ
タンキュー。
でも、本誌がお手元に
届く頃には、生い茂って
いるでしょう。島の生命
力に完敗！
編集担当

