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八丈支庁管内の事業説明会を開催
【島しょ振興】島しょ地域の隠れた魅力を再発

八丈支庁は平成 31（2019）年度予算と
主な事業について、5 月 17 日（金）に八
丈町の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。
なお、青ヶ島村での開催については 5 月
20 日（月）に予定しておりましたが、荒天
のため延期となりました。

見し、付加価値を生み出し発信していく取組み
として、東京宝島関連事業を推進しています。
昨年度は島内でのワークショップ（島会議）の
開催や内地での全体会議、メディアＰＲ等を実
施しました。今年度以降については、アイディ
アの実現に向けた自走化のための継続的なサ
ポートを行っていく予定です。本事業について

平成 31（2019）年度予算（一般会計）
東京都全体 約 7 兆 4,610 億円
八丈支庁管内 約 86 億 5,611 万円

は、東京都総務局行政部が主導しますが、支庁
としても積極的に事業推進のため協力してい
きます。
【広報】昨年 6 月から「八丈島歴史民俗資料館」

〔八丈支庁管内の主な事業〕

は支庁展示ホールに一時移転しています。ま

～総務課関係～

た、総務課では企画展示等を通じた支庁事業の

防災・急患対応、島しょ振興、広報、福祉の

PR を実施しており、歴史民俗資料館に来場さ

４分野で事業展開をしております。

れる方も含めて、今後もより多くの方にご来場

【防災・急患対応】気象防災アドバイザーの知

いただけるよう取り組みます。その他、Twitter

見を活用して 、自治体支援や防災啓発活動を

や Facebook、ウェブサイトを活用した広報活

行います。また、町村と連携した災害用食料等

動についても引き続き積極的に行います。

の分散備蓄を行います。

【福祉】支庁は福祉事務所として生活保護、児

島内の医療機関での処置が困難な救急患者

童福祉、母子・父子・女性福祉資金の貸付、女

を内地の病院に搬送するため、24 時間体制で

性相談、特別障害者手当・障害児福祉手当など

東京消防庁等に救急ヘリ搬送の要請を行って

多様な業務を行います。また、生活困窮者自立

います。引き続き、迅速・円滑な搬送業務に努

支援の観点から、自立相談支援事業、家計改善

めます。

支援事業などを実施しております。支庁での相
談受付のほか、訪問相談も対応いたします。
～産業課関係～
○八丈町
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。また、
経営支援のための情報を提供します。
（八丈町住民代表者への説明）
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観光振興では、観光客の増加と満足度向上のた

路面補修については、今年度も６個所、約２㎞

め、関係機関に対し、課題解決に向けた支援を行

の工事を行う予定となっております。三根地区の

うとともに、島の魅力発信を充実させます。

護神交差点付近においては、歩道をセミフラット

農業振興では、耐風強化型パイプハウス等の整

化し、バリアフリーの推進を行います。工事に対

備や遊休農地再生、新規就農者確保対策などの支

するご理解、ご協力をお願いいたします。

援を行います。

○青ヶ島村

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、良好な景観の支障

令和元年度は、合計８個所で事業を進めていき
ます。

となっている立木伐採等への支援を実施します。

道路整備関係では、中原の道路改修工事を行う

水産業振興では、水産加工物に係る流通促進と

予定になっています。また、三宝港から上手回り

加工団体の新商品の開発、販路開拓等に対する支

につながる急傾斜道路の改良について設計を進

援を行います。

めていきます。

○青ヶ島村

道路災害防除については、継続的な斜面対策を

商工業振興では、東京都内産食品普及・需要拡

行っている３７斜面の他、島内の３斜面におい

大を図る「東京都地域特産品認証事業」と、島し

て、引き続き工事を行う予定となっています。

ょ産食材の地産地消を進める「東京島じまん食材

砂防事業では、杉の沢砂防えん堤の渓流保全工

使用店登録事業」を実施します。また、経営支援

詳細設計を行う予定となっています。工事に対す

のための情報を提供します。

るご理解、ご協力をお願いいたします。

観光振興では、島の魅力発信を充実させます。

～港湾課関係～

農業振興では、ロベネットハウス等の施設整備

○八丈町

支援を行います。

神湊漁港では、港の静穏性を確保するため、防

林業振興では、池之沢地区において治山工事を

波堤や護岸の改良や老朽化している日除け施設

行います。

の撤去・新築を行います。

～土木課関係～

八重根漁港では、「あおがしま丸」の入港に向

○八丈町

けたアクセス道路や付帯施設の整備を行います。

令和元年度は、合計３２個所で事業を進めてい

神湊（底土）港海岸・洞輪沢漁港海岸では、長

きます。

年の波浪により沈下している離岸堤の消波ブロ

道路整備関係では、昨年度と同様に支庁前通り

ックの製作・据付を行います。

の拡幅事業を中心に進めていきます。今年度は引

神湊（底土）港では、定期船の就航率の更なる

き続き大中上交差点付近の歩道を整備する予定と

向上を目指し、４函目のケーソン製作を行いま

なっております。さらに大里の道路整備事業につ

す。

いては、今年度道路設計等を行いますが、本区間

八丈島空港では、劣化が激しい両端側の滑走路

をモデル路線として、八丈島初の無電柱化を進め

や老朽化した進入路指示灯の改修を行います。

ていく予定です。

○青ヶ島村

砂防事業では、大里一ノ沢では砂防えん堤を構

青ヶ島（三宝）港では、定期船の就航率の更

築する事業を進めておりますが、今年度は工事用

なる向上を目指し、護岸（防波）
（東）
・岸壁（－

の搬入路工事を行う予定です。

6.0m）の整備、防波堤付属物の補修、護岸（防

橋梁については、末吉地区の大の川橋で耐震補

波）の消波ブロックの据付を行います。また、

修工事を行う予定となっています。

小型船の安全な係留を確保するため、物揚場の
改修や落石対策を行います。

2
１

平成31(2019)年度八丈支庁管内事業費（歳出予算）
（単位：千円）

区分

31年度当初予算

30年度当初予算

対前年比

総

務

課

※ 598,164

※ 496,908

120.4%

産

業

課

453,801

519,565

87.3%

土

木

課

3,301,573

3,393,664

97.3%

港

湾

課

※ 4,145,100

※ 4,188,500

99.0%

島 し ょ 保 健 所 八 丈 出 張 所

20,945

21,591

97.0%

教

所

35,141

34,135

102.9%

農林水産総合センター八丈事業所

101,391

211,886

47.9%

8,656,115

8,866,249

97.6%

八
丈
支
庁

育

庁

八

丈

出

張

合

計

※本庁執行分を含む

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.土砂災害対策として、砂防ダム工事を増や
す予定はあるか。
土砂災害警戒区域の調査結果が発表され、
危険な箇所が分かり感謝します。今年の事業
説明資料には、住民の生命と財産の保全のた
め、町への支援が明記されていますが、具体
的な対策として砂防ダムの工事を増やす予定
はありますか。

Ｑ.大里地区道路整備事業について
大里地区の無電柱化は待ちに待った政策で
あり、景観美をはじめ災害対策につながる大
きな一歩になると期待しています。イメージ
写真では電柱がなくなり、幅員が拡大する等
一新されていますが、今後の工事の予定につ
いて伺います。
Ａ.大里地区道路整備事業はこれまで、道路設計、
用地測量、地質調査を進めてまいりました。これ
からは用地取得に取り組む予定となっておりま
す。また、八丈島初の無電柱化に向けて、島しょ
部のモデル路線として低コスト整備手法等を検
討し、電線共同溝の設計、等を行ってまいります。
工事完成までは概ね十年程度かかる見込みです。
今年の秋頃には、説明会を実施し、大里の道路
事業や用地取得の進め方を説明する予定です。
（土木課長）

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

Ａ. 土砂災害のおそれのある箇所を対策工事
により安全な状態にしていくには、膨大な時
間と費用が必要になります。
そこで、土砂災害防止工事等のハード対策と
併せて、３月に土砂災害警戒区域の指定を行
い、危険性のある区域を明らかにするといっ
たソフト対策に取り組んでいるところです。
また、砂防施設の整備等のハード対策につい
ては、人命の保護を最優先とし、避難所の有
無などを考慮して、優先度をつけて計画的に
進めていきます。
なお、末吉地区においては、芦川及び末吉地
区第一沢の２箇所で、砂防施設整備の検討を
進めております。
（土木課長）

空港駐車場のお願い

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。

① ターミナル前は駐車禁止区域です。

② 八丈小島全域が国立公園特別地域及び鳥獣保

② 混雑時は駐車場が足りない状況です。

護区特別保護地区に指定されており、狩猟が

長い期間の駐車はご遠慮ください。

禁止されている他、工作物等の設置について

※ご協力お願いします。

は許可が必要です。

空港管理事務所

③ クロアシアホウドリをはじめとする希少鳥類
等の繁殖地として期待されています。環境を
荒らさないでください。

総務課行政担当

2-1111
３
3

2-0163

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.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、路上駐車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

家計改善支援事業

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

八丈高校より

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。 閲覧できます。新書本と文庫本の
事前に団体登録が必要です。
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

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？

得した不動産の不動産取得税が軽減される場合

Ａ１ 土地や家屋を購入したり、家屋を建築す

があります。
「代替不動産の先行取得」とは収用

るなどして不動産を取得したときに、登記の有

を見越し、先に新たな不動産を取得するケース

無にかかわらず課税されます。ただし、相続に

です。新しい不動産の取得後１年以内に旧不動

より取得した場合には課税されません。

産の譲渡を行うと、不動産取得税が減額される
場合があります。

Ｑ２

不動産取得税の軽減制度はあるの？

Ａ２ あります。例えば、現在東京都で行って

その他の軽減制度や、手続きの際の必要書

いる都道の拡幅工事により、不動産を取得した

類、具体的な控除額については東京都主税局ホ

場合も軽減制度の対象となる場合があります。

ームページをご覧いただくか、八丈支庁総務課
税務担当までお問い合わせください。

収用における不動産取得税の軽減制度は２
パターンあります。「収用先行」と「代替不動

お問い合わせ先

産の先行取得」です。「収用先行」とは国また
八丈支庁総務課税務担当

は自治体に不動産を譲渡してから２年以内に

２-４５１１

東京都主税局ホームページ

別の不動産を取得したケースです。この時、取

東京都主税局

自動車税の督促状は、６月２８日（金）に発送しました
納付期限は、７月８日（月）です。

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。

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。

※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：２０１９年７月２０日（土）～２０１９年８月３１日（土）
但し、下記の期間は休止
毎週火曜日・木曜日、８月１１日（日）
（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
※ 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 電話 2-4811

八丈ビジターセンター行事予定表

海の利用ルール
－ 島で遊漁を楽しまれる皆さんへ －

7/14（日）

植物公園季節調査会

7/27（土）

八丈学講座「川の生き物観察会」

7/28（日）

夜の昆虫観察会

8/1 （木）

潮だまり探検隊①

8/4 （日）

三原山縦断トレッキング

8/11（日）

植物公園季節調査会

8/13（火）

夏の星空観望会

8/15（木）

潮だまり探検隊②

8/18（日）

夏休み子供クラフト教室①

8/24（土）

八丈学講座「台風と島の天気」

漁者やダイバー、海水浴客、水上バイク等レ

8/25（日）

夏休み子供クラフト教室②

ジャー船を操縦する人等、様々な多くの人た

東京都では、水中銃や潜水器具等を使って
魚等をとることを規制で禁止しています。
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。
島では沿岸を船舶が航行する場合があり
ますので、海に入る時には周囲に十分注意し
てください。また、沖合で潜るときは目立つ
色の浮き（フロート）を浮かべるなど、船か
ら見えるようにしてください。
漁業者をはじめ、釣り客や銛突きを行う遊

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

※毎週土日祝：植物公園ガイドウォークを開催

にレジャーを楽しみましょう。

※詳細は、八丈ビジターセンター（2-4811）まで

産業課水産担当 2-1113

編集後記
八丈島に赴任して３か月ほど経過しまして、島の生活にも徐々に馴染んできました！海でホエー
ルウォッチングしたり、ホタル水路でホタルを見たり、八丈島の自然を思う存分楽しんでおりま
す。今から自然いっぱいの八丈島の夏が待ち遠しいですが、まずは湿気・カビ対策を万全にして、
この厳しい梅雨を乗り切りたいと思います！
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