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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道路・港湾等の整備事業を改めてご紹介します。
～八丈島の道路・公園整備等～
道路については、大中上交差点などで拡幅工
事を行っています。また、大の川橋の耐震補強、
登龍道路等で斜面対策工事を行っています。今
後倉の坂交差点から護神交差点の区間におい
て、歩道の段差・勾配を改善する工事を実施い
たします。
なお、三根地区東畑～三小区間の歩道設置事
業については、本年１月をもって完成いたしま
した。ご協力ありがとうございました。
公園については、大賀郷園地で西側未整備エ
リアの整備工事を行っています。
土砂災害対策事業については、大里一ノ沢に
おいて砂防設備の整備に向け、管理用兼工事用
道路の工事を進めています。

～治山事業～
昨年度に引き続き、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工事を行っていま
す。また、洞輪沢地区では、山腹斜面が崩れる
のを防ぐため、法枠工を施工しています。
青ヶ島では、池之沢地区で崩壊した山腹を復
旧するため、土留工を施工しました。
～林道の整備～
三原林道において、傷んだ路面を改良するた
め舗装工等を施工しています。三郷田林道と富
士環状林道については、通行の安全を確保する
ため路側に擁壁工等を施工しました。
～八丈島の港湾・漁港・海岸整備～
神湊(底土)港では、護岸建設のケーソン据付や
油送施設の改良、防舷材や舗装等の補修を行い
ました。
船客待合所には、多言語案内表示板や情報発
信ツールを設置するなど、島の魅力創出に取組
みました。
神湊漁港では、護岸の改良や消波ブロックの
製作・据付を行いました。
八重根漁港では、
“あおがしま丸就航”に向け
た岸壁整備や港内の改良を行いました。
洞輪沢漁港では、船揚場の滑木補修等を行い
ました。
神湊(底土)港海岸では、離岸堤の整備や突堤の
滑り止め補修を行いました。

～青ヶ島の道路整備等～
昨年度に引き続き、上手回りでの斜面対策工
事や防護柵の更新工事を行うとともに、今後発
電所付近の道路拡幅工事を行う予定です。
～土砂災害警戒区域～
昨年、土砂災害防止法に基づく基礎調査を公
表し、本年 1 月、青ヶ島村において土砂災害警
戒区域を６１箇所指定いたしました。八丈町に
おいては 3 月中に指定を行う予定です。

～青ヶ島の港湾整備～
青ヶ島(三宝)港では、定期船等の就航率の向上
を目指し、護岸岸壁や波除堤の整備、
消波ブロックの製作・据付、付属物の
補修を行いました。

完成した東畑～三小区間の歩道設置事業
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～空港事業～
八丈島空港ターミナルにおいて、無料 Wi-Fi サービス
を開始しました。今後も、より身近で親しみのある空港
運営に向け努めていきます。

神湊(底土)港におけるケーソン据付状況

八丈支庁展示ホール
平成３０年度は、８つ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。

年度内には、２月 18 日から 3 月 17 日までは八丈小島に関する企画展示、３月には
八丈島フリージアまつりと連携した企画展示を予定しています。
こちらもぜひご覧ください。
八丈支庁展示ホールでは、平成３１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。
総務課広報担当 2-4511
【企画展示開催実績】
６月９日～７月１２日

土砂災害対策関係

７月１５日～８月１３日

八丈島・青ヶ島の「うんまけもの」

８月１５日～９月１４日

八丈島の海の生き物と陸の生き物

９月２０日～１０月１８日

地域調べ新聞

１０月２７日～１１月４日

東京文化財ウィーク２０１８「八丈島民生資料」

１１月９日～１１月２８日

水産試験場八丈分場から農水センター八丈事業所までの５０年の歩み

１２月３日～1 月４日

障害者週間

１月１８日～２月１４日

八丈島の主要な切葉とその利活用

作品展

第 68 回 関 東 東 海 花 の 展 覧 会 が 開 催 さ れ ま し た
２月 1 日～２月 3 日に第 68 回関東東海花の展覧会が開催されました。
この展覧会は、関東から東海地方までの１都 11 県及び花き関係６団体が主催する国内最大規模の
花のイベントです。
関東東海地域の生産者が品質・商品性を競う品評会には、八丈町からはフェニックス・ロベレニー
（切葉）
、レザーファン、ルスカス、キキョウラン、サンダーソニア、観葉鉢物の合計５０点、青ヶ島
村からはフェニックス・ロベレニー（切葉）
、キキョウランの合計 5 点が出品されました。審査の結
果、八丈支庁管内の出品物は、金賞３点、銀賞 4 点、銅賞 7 点と、今年も各部門で高い評価を頂きま
した。入賞された皆様おめでとうございます。
会場は、ひと足早い春の気配を楽
しむたくさんのお客様で賑わい、八
丈町や青ヶ島村の花きの魅力に思
わず足を止め観賞していました。
産業課農務担当 2-4514

特別賞を受賞した出品物
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八丈高校定時制でいっしょに学びませんか？
定時制では「ゆっくり、じっくり、わかるまで」をモットーに日々の学習に取り組んでいます。ど
の科目もその人にあったペースで学べるよう、基礎・基本を大切にしています。
すべての教員が、すべての生徒の授業を担当しますので、とてもアットホームな雰囲気の中で学校
生活を送ることができます。
・平成３１年 3 月に中学校を卒業見込みか、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。

受検資格

・高等学校を中退した方の場合は、修得単位数によって２年生以上の学年に編入学す
ることも可能です。
午後５時 30 分から午後９時 10 分まで。

授業時間

（授業は 45 分、1 日 4 時間。午後６時 15 分から 40 分まで給食時間）

通学方法

バイク・乗用車での通学も可能です。

在学期間

原則４年間。他の通信制課程との併修等により 3 年間で卒業することも可能です。

入学検査

第一次募集は 2 月に終了していますが、第二次募集及び転学・編入学募集については、
3 月下旬に実施する予定です。詳細は下記までお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先

東京都立八丈高等学校定時制課程
☎

2-1181

副校長 町谷

教務部 浅沼・太島

（平日午後２時から午後８時まで）

定時制についてもっと知りたい方は、ホームページもご覧ください。
（
「八丈高校定時制」で検索！）

「東京 島じまん食材使用店」のご紹介
◆「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図る制
度です。（写真のような看板を店内に設置しています。）

詳細⇒東京島じまん
八丈島・青ヶ島の「島じまん食材使用店」
八丈島
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御宿為朝

支庁展示ホール、観光協会、
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産業課商工担当
2-1113

自動車税のお知らせ

自動車税の納期限は、5 月 31 日です。
納税通知書は、5 月 1 日に発付します。
自動車税は、自動車の所有者※の方に毎年かかる税金です。納税計画はお早めにお願いします。
納期内納付にご協力くださいますようお願いします。
※割賦販売などで売主が所有権を留保している場合は、使用者である買主が自動車の所有者とみなされます。

滞納処分について
納期限までに納付がない場合には、督促状を発付しますが、それでも納めていただけない場合は
財産調査の上、財産の差押えを執行します。
【差押えの対象となる財産例】
金融機関の預貯金、生命保険、自動車（登録の差押え、ミラーズロック装着、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。
＜タイヤロック実施例＞
差し押さえた自動車にはタイヤロックを装着し走行不
能にします。

総務課税務担当 2-4511

3/10（日）

植物公園季節調査会

3/23（土）

八丈学講座「春の植物観察会」

3/24（日）

植物公園でお花見

4/14（日）

植物公園季節調査会

4/27（土）

八丈学講座「さえずりを聞き分けよう」

4/29（月）

八丈富士ハイキング

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

植物公園の温室
みごとなブーゲンビリア！

編集後記：
待ちに待ったクジラが南原千畳敷の向こうに頭を出しました。あわてて車から飛び出して、思いっきりすっ転び
ました。
「痛い」思い出を作ってしまいましたが、八丈島での楽しく貴重な経験は一生の思い出です。
異動により今号をもって編集担当を離れることになりました。2 年間ありがとうございました。 （編集担当）
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