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ところで、 

自動車税って 
いつまでに納めるんだっけ？ 

今年の自動車税の納期限は 

平成２２年５月３１日(月) です。 

納期内納税にご協力ください。 
 （総務課税務係 ２－１１１１）

東京都では、外国人旅行者を新たな客層

として誘致し、日本人旅行者も含めて八丈

島の観光客数を増加させるため、平成２１

年度に外国人旅行者誘致促進事業を実施し

ました。 

①モニターツアー 

昨年１１月２８日から２泊３日でツアー

を実施し、外国人１２名（８ヶ国）が参加

しました。ツアー最終日には、島内関係者

とツアー参加者との意見交換会を開催しま

した。 

②来日外国人アンケート 

 国内各地の観光スポットで、約５６０名

の来日外国人に対して「八丈島紹介シート」

を配布し、八丈島の認知度や興味のある観

光資源、希望する来島日程などについてア

ンケートを実施しました。 

③来島外国人アンケート 

 本年１月より、来島した外国人旅行客を

対象に、来島目的や八丈島旅行の印象など

についてアンケートを実施しました。 

④八丈島外国人旅行者誘致検討会 

①～②の調査結果等をもとに、島内関係

者及び事業主体（都、受託事業者）による

検討会を本年３月１２日に開催しました。

 

外国人旅行者の受け入れに向けて 
～外客誘致促進事業の結果～ 

今後は、外国人向けの情報発信や観光客

の満足度を高めるための具体的な取組み

について、島内関係者による検討を進めて

いきます。（産業課商工係 ２－１１１３）

モニターツアーの様子 
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八丈島漁協女性部の取組みが水産庁長官賞を受賞 

３月に八丈高校を卒業した生徒は、全日制

７０名、定時制１名の合計７１名でした。

卒業生の就職状況は経済不況の中での活

動となりましたが、１６名が島外に（定時制

１名を含む）、２名が島内に就職を決めるこ

とができました。またアルバイトとして島外

に１名、島内に７名が決まっています。 

大学受験の状況は、琉球大学、亜細亜大学、

桜美林大学、敬愛大学、大正大学、千葉工業

大学、帝京平成大学、東海大学、東洋大学、

日本大学、宮崎産業経営大学、武蔵大学、武

蔵野音楽大学、目白大学、立正大学、和光大

学、足利短期大学、昭和音楽大学等に、延べ

卒業後の進路について 
こんにちは八高です

２６名が現役で合格しました（複数校合格

による入学辞退校、入学辞退者数を含む）。

 また、具体的な将来の夢に向かって、保

育、美容、調理、デザイン、情報、歯科衛

生などの専門学校に１８名の卒業生が進

学を決めました。 

 八丈高校では、１年生の時から計画的に

進路指導を行っています。また、教員自ら

が、大学訪問や会社訪問を行い、生きた情

報の収集、提供により、生徒を支えていま

す。今後も最大限の支援を行い、生徒の希

望進路の実現を目指します。 

（八丈高校経営企画室 ２－１１８１）

３月８日東京国際フォーラムにおいて、

全国青年・女性漁業者交流大会（全国漁業

協同組合連合会主催）が開催されました。

全国各地の漁協で経営改善や販路開拓など

に取組んでいる４７のグループが選ばれ、

多くの大会参加者の前で活動が報告されま

した。東京都からは八丈島漁協の女性部が

選ばれ、代表者である山下ミヤ子部長が「黄

八丈」姿で発表されました。島の紹介や取

組みのきっかけをはじめに、ムロアジやト

ビウオなどを「すり身」でなく多様な料理

法ができる「ミンチ」に加工して出荷して

いること、給食の食材を供給するだけでな

く都内の小学校を訪問して「出前授業」を

行い、八丈島の漁業や自然、文化など八丈

島を丸ごと紹介していることなどが報告さ

れました。また、八丈島の魚が給食に登場

した学校から「食べ残しがなかった。」「魚

がきらいな子供でも食べることができ

た。」との報告をいただいたエピソードな

ども披露されました。審査では、学校の

先生や栄養士と連携して取組んでいるこ

とや事業として着実に実績を伸ばしてい

ることが、高く評価されました。また、

講評では「八丈島の取組みは大会参加者

に勇気を与えてくれた。」「この取組みが

もっと広がってほしい。」等のコメントを

いただきました。 

支庁産業課は、都内の小学校と女性部

との橋渡しや出前授業の実施、「八丈島水

産だより」を毎月発行するなど、女性部

や八丈町と連携して八丈島の魚のファン

を増やす取組みを行っています。今回の

受賞をきっかけに、女性部のさらなる発

展が期待されます。 

（産業課水産係 ２－１１１３）

巡回児童相談の実施 
東京都児童相談センターから、児童福祉司や児童心理司が来島し、児童の健全育成に関す

る相談に応じます。身体・知的障害、発達障害、家出・暴力等の非行、不登校など、児童の

育成に関する心配事がある方は、この機会をぜひご利用ください。 

○相談会：６月２日（水）午前８時３０分～午後５時 

○場所：八丈町保健福祉センター 

○申込み・お問合せ先：八丈町子ども家庭支援センター（２－４３００） 
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5/1(土)～5(水) バードウォッチング入門 

5/1(土)～5(水) 体験八丈太鼓 

5/2(日)～4(火) 草木染め体験教室 

5/3(月) 海を遊ぼう 

5/3(月)～4(火) 早朝探鳥会 

5/9(日) 植物公園季節調査会 

5/22(土) 
八丈学講座 

「海藻を調べよう」 

6/13(日) 植物公園季節調査会 

6/26(土) 
八丈学講座 

「植物公園シダ観察会」 

毎週土日祝：植物公園ガイドウォーク 

詳細は、八丈ビジターセンター（2-4811）まで 

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

反行為です。自然のままの姿を観察しましょう。  

（産業課林務係 ２－１１１３） 

５月１０日から１６日は、愛鳥週間です

空港駐車場及び道路の利用について 

 日頃、八丈島空港をご利用いただきまして

ありがとうございます。 

 これからの時期、旅行や帰省で八丈島を訪

れる方が増えてまいります。これに伴い、空

港の駐車場も、出迎えや見送りの自動車で混

雑することが予想されます。空港駐車場の混

雑緩和のため、次の点について皆様のご協力

をよろしくお願いします。 

①ターミナルビル前の道路は全面駐車禁止

です。お出迎えの自動車は、「出迎え専用待

機場」をご利用ください。また、お見送りの

自動車は、お客様が下車した後、速やかに一

←大賀郷 三根→

般駐車場へ移動してください。 

②空港駐車場は、長期駐車を禁止してお

ります。他の利用者の妨げにもなります

のでご遠慮願います。送迎や旅行の際は、

出来る限り自動車の乗り合わせ・タクシ

ー利用などをお願いいたします。 

③最近、駐車場の車両を狙った犯罪が増

加しております。駐車場での駐車は、た

とえ短時間であっても必ずキーは抜いた

上でドアロックをされるよう、お願いい

たします。 

 （八丈島空港管理事務所２－０１６３）

空港駐車場平面図 
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登録番号 22 (1) 

 

〒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 

東京都八丈支庁 

民生・児童委員は、行政との連携のもと、生活にお困りの方や、高齢者、障害者、子育

て世帯など、地域住民の福祉的支援のため活躍しています。 

相談がある方、生活の支援が必要という方は、下記委員まで連絡してください。 

（総務課福祉係 ２－１１１２）

三根地区 

担当地区 氏名 電話 

矢崎・川の平・川向 金川 美枝子 2-2825

宮の平・与惣次・尾端 金川 津屋子 2-0735

中道１・２・３ 大澤 幸一 2-2730

桜平・稲葉 田代 典夫 2-4022

護神・孫兵衛 赤松  都 2-1873

富士見１  片瀬 佐藤 純子 2-0687

新道・丘里 冬木 克良 2-3962

荒島・明治橋・新田 持丸 友恵 2-0187

富士見２ 葛馬 忠道 2-2701

赤金・洋望・中平・一心 浅沼  彧 2-1633

出廻・底土・東畑 三島 憲治 2-3494

神湊東・神湊西・三根永郷 小栗 富美代 2-2705

 

大賀郷地区 

担当地区 氏名 電話 

東里１・２・３ 沖山タマ子 2-1327

金土川１・２・３ 櫻井 洋子 2-3107

金土川４・屋和川 菊池 清子 2-3727

楊梅ヶ原１・２・３楊梅ヶ原下・向里１・２ 奥山 妙子 2-0498

大里１・２・３・寺山 菊池  寛 2-2568

千鳥１・２・３・４ 菊池 清泰 2-3733

八戸 折田 正江 2-2011

西見１・２・３・甚太・大賀郷永郷 沖山 智徳 2-2583

樫立地区 

川城羅・尾崎・妻里・向里・伊郷名 田村  功 7-0241

東六里・江能里・康政里・中平・峯ヶ里 笹本久美代 7-0251

中之郷地区 

担当地区 氏名 電話 

上浦・尾越・藍ヶ江 菊池 哲弘 7-0753

粥倉・藍ヶ里 菊池 和子 7-0968

中里・向里・三原 川上 清福 7-0209

青ヶ島 

青ヶ島村全域 欠員 ― 

末吉地区 

宮裏・宮ヶ路・台ヶ原 沖山 綾夫 8-0045

尾越・神子尾・洞輪沢・道ヶ沢 松代 勝子 8-0010

担当地区 氏名 電話 

主に坂上地域 山下 節子 7-0421

主に坂下地域 大脇  進 2-5651

◎民生児童委員 

◎主任児童委員 

※ 主任児童委員は、主に虐待通告など児童福祉に関す

る問題を担当しています。 

５月１２日は民生委員・児童委員の日です 

八丈高校体育祭の実施予定 
毎年恒例の八丈高校体育祭は６月６日（日）を予定しています。１００メートル走やリ

レー、応援合戦等、生徒達の活躍をどうぞご覧ください。 

 当日及び準備期間中においては、近隣の皆様にご迷惑をおかけします。ご理解とご協力

をお願い申し上げます。            （八丈高校経営企画室 ２－１１８１） 

※ 村役場、支庁等の関係機関に直接相談してください。 


