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支支庁庁のの風風  
第５９号

平成２３年１月１日

<隔月>

東京都 

年 頭 挨 拶     東京都八丈支庁長  三代川 義明 
 新年明けましておめでとうございます。 

 八丈島と青ヶ島の皆様には、新たな希望と抱負を胸に新しい年を迎えられたと存じます。

 昨年、幸いな事に一昨年のような台風などによる大きな被害はありませんでしたが、梅雨

の時期や夏の時期の天候の異変、また、八丈島では、カシノナガキクイムシなどによりスダ

ジイが大量に落葉するといった被害もあり、新たな自然の脅威を感じた年でもありました。

今年は、災害もなく、皆様が元気に過ごされ、また、天候にも恵まれ、多くの方々が八丈島

や青ヶ島に訪れてくれる事を願っています。 

 さて、八丈支庁管内の事業についてですが、 

 観光関係では、長引く景気の低迷や航空便の減便等の要素も加わり、観光客を含む来島者

数は昨年を更に下回る厳しい状況となっています。こうした中で、八丈島観光振興実行委員

会が策定した中期計画である「八丈島観光対策アクションプランⅡ（再び訪れたくなる島を

目指した戦略）」が平成 22 年度で 終年度を迎えます。平成 23 年度以降の観光振興施策と

して、これまでの事業を総括するとともに、八丈島の観光を立て直しして、また、活性化さ

せ着実に実現していくための新たな中期計画の策定に向け、町や観光協会、商工会等と検討

を進めています。 

農業関係では、平成 22 年度もネットハウスの整備を始 

め、切り葉生産や野菜類の生産を推進するためにストロ 

ングハウスの整備を進めました（右写真：サンダーソニ 

ア出荷作業）。また、農地リフレッシュ再生事業では、５ 

戸の農家が延べ 2.2ha の遊休農地を解消して、施設整備 

や経営面積の拡大に取り組みました。今年も、こうした 

活動をさらに支援してまいります。 

 林業関係では、昨年、多くのスダジイが一斉に落葉するという現象が発生しました。これ

は、カシノナガキクイムシの穿入（せんにゅう）や気温、降水量等の気候の変化が大きく関

わっていると考えられます。この間、学識経験者を交えた被害対策会議が開催され、原因の

究明や被害対策について検討されました。スダジイの被害は国内でもあまり前例が無く、未

知のことが多いため、環境局や町とも連携し、今後も慎重に対策を講じてまいります。 

 水産関係では、昨年は残念なことにカツオ漁が長く続きませんでした。また、ムロアジの

サイズが大小混在するなど、猛暑が影響したせいか全般的に不安定な漁模様となりました。

厳しい状況が続く中、八丈島では古くなった浮魚礁の入れ替えを実施し、また、青ヶ島では

新たに冷蔵コンテナの整備を行いました。こうした取組をはじめ、漁業者や漁協の経営安定

に向けて、今後とも支援していきたいと考えております。 

 島の交通や産業を支える基盤施設の整備事業ですが、八丈島空港前の都市計画道路は、歩

道設置及び拡幅工事を引き続き進めてまいります。また、三根、樫立地区等の都道の歩道・

拡幅整備工事、登龍道路や汐間道路での災害防除工事や補修工事を効率的に進め、安全で快

適に通行できる道路整備に努めてまいります。 

 また、支庁前の旧町道八重根護神線につきましては、本年も、事業化に向けた調査検討を

進め、早期事業着手を目指してまいります。            （２ページに続く）
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八丈島空港訓練の実施報告 
八丈島空港航空路監視レーダー事務所、

八丈島警察署、八丈町消防本部及び八丈支

庁を主体とした八丈島空港関係機関は、11

月 19 日、消火救難訓練を行いました。 

八丈島空港に着陸した航空機のエンジン

から発火という想定で訓練を行いました。

関係機関への通信連絡・本部員の参集訓

練から始まり、消火訓練では消防車・救急

車が出動し、化学消防車による放水が行わ

れました。救難訓練では、機内からの負傷

者救出、トリアージの実施、負傷者の搬送・

誘導が行われました。 

新年のご挨拶 

て参加しています。生徒は気持ちよくお手

伝いをし、活躍しています。私はこの気持

ちがどこからくるかと考えました。思い至

ったことは、生徒が生まれ育った八丈島に

根ざす「地域の教育力」と「伝統」にある

のだということです。素晴らしいことです。

今後とも地域の皆様とともに、「高校生の

力」を一層伸ばし、八丈島の発展に貢献し

ていく所存です。 
皆様のご多幸とご発展をお祈り申し上

げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

新年 明けましておめでとうございます。

旧年中は本校の教育活動に対し、島民の

皆様からご理解とご協力を賜り、ありがと

うございました。心より御礼申し上げます。

４月当初の着任時より、地域に開かれた

学校を目指し、学校経営を行なってまいり

ました。至らない点が多々あるかと存じま

すが、今後ともよろしくお願い致します。

さて、 近特に感じていることがありま

す。それは「高校生の力」です。島では様々

な行事が開かれ、生徒がボランティアとし

こんにちは、八高です！ 都立八丈高等学校長

飯田圭一郎

トリアージ訓練 
の様子 
 

 

 

このように、不測の事態に対する取組み

を日頃から行っております。今後とも皆様

のご理解とご協力をお願いします。 

（空港管理事務所 ２－０１６３）

 青ヶ島におきましては、中原地区の道路拡幅工事や補修

工事、三宝港上部の都道の斜面崩落対策工事等を引き続き

実施してまいります。 

 港湾、空港整備関係では、底土港の防波堤建設工事や空

港着陸帯の改修など安全な施設整備や神湊漁港、八重根漁

港での防波堤工事などを進め、安全で安心して利用できる

施設整備に努めてまいります。また、八重根港では、本年、

新たな船客待合所が完成予定ですが、底土港の新船客待合

所につきましても、今後、整備（25 年度以降）に向けた取り組みを進めてまいります。 

 青ヶ島においては、昨年に引き続き、岸壁及び護岸の整備を進め、就航率の向上を図ると

共に、利便性や安全性の向上に努めてまいります。 

後になりますが、八丈支庁では、現在、新庁舎（展示ホールの充実や耐震性を確保し防

災拠点として整備）建設のため工事を行っております。工事中は、近隣をはじめとして、住

民の皆様に大変ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

本年も八丈島、青ヶ島のさらなる発展を目指し、職員一丸となって全力で取り組んでまい

ります。引き続き、皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。 

 

八重根港新船客待合所 完成イメージ図 
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あしたば部会・料理コンクールで優秀賞！ 
バ料理３品を試

作・検討し応募

しました。 
その結果、各

部門93点の応募

の中からみごと

一般の部の上位

東京都では、都内産農林水産物の消費拡

大のために「都内産農林水産物を使用した

料理コンクール」を開催しました。 
このコンクールは「一般の部」と「プロ

調理師の部」の募集があり、書類審査によ

って各部門上位４点が選ばれます。選ばれ

た４点の応募者は調理実演を行い、テレビ

でおなじみの服部先生ら審査員の試食によ

り各部門１点が 優秀作品に選ばれます。

支庁では、ＪＡ東京島しょ八丈島支店あ

したば部会に、コンクールへの参加を呼び

かけたところ、「アシタバのＰＲのために」

と申し込むこととなり、部会と共にアシタ

花の展覧会開催のお知らせ 
～八丈島・青ヶ島の花をＰＲ～ 

 第 60 回関東東海花の展覧会が開催されます。

八丈島と青ヶ島からも切り葉・切り花類や観葉

植物等が多数出品される予定です。是非、お立

ち寄り下さい（入場無料）。 

◆公開日時 ２月 11 日（金）12 時～18 時 

２月 12 日（土）10 時～18 時 

２月 13 日（日）10 時～12 時 30 分

◆開催場所 東京池袋サンシャインシティ 

文化会館２階展示ホールＤ 

（産業課農務係 ２－１１１３）

東京都職員住宅（桜平第一住宅）

改築工事のお知らせ 
都職員が居住する桜平第一住宅は、老朽

化などから既存住宅の敷地内に平成23年10

月の完成を目途に建替中です。工事期間中、

特別障害者手当等の認定 
東京都では、著しく重度の障害者の方々を対象とした「特別障害者手当制度」を設けてい

ます。総務課福祉係で手当の認定・支給を行っていますので、お気軽にご相談下さい。 
 

 特別障害者手当 障害児福祉手当 

支給対象 
２０歳以上で、精神又は身体に著しく重度

の障害があるため、日常生活において「常

時特別の介護を必要とする状態」にある人 

２０歳未満で、精神又は身体に重度の障害が

あるため、日常生活において「常時介護を必

要とする状態」にある人 

手当額（月額） ２６,４４０円 １４,３８０円 

支給制限 

施設に入所しているとき、病院等に継続し

て３ヵ月を超えて入院しているとき、受給

者本人などの所得が限度額以上のときは支

給されません。 

施設に入所しているとき、障害を支給事由と

する公的年金を受けているとき、受給者本人

や扶養義務者の所得が限度額以上のときは支

給されません。 

届出義務 
手当受給後、住所・氏名変更、死亡、施設入所・入院等があった場合は、福祉事務所（八丈

支庁総務課福祉係）への届出が必要です。 

 

（総務課福祉係 ２-１１１２）

４点に選ばれ、12 月４日に秋葉原で行われ

た実演審査に参加しました。惜しくも 優

秀賞ではありませんでしたが、優秀賞とし

て表彰されるとともに、審査員や参加者等、

多くの人にアシタバのＰＲを行うことがで

きました。（産業課農務係 ２－１１１３）

近隣の皆様には、ご不便・ご迷惑

をお掛けしますが、ご理解とご協

力をよろしくお願いします。 

 

（総務課経理係 ２－１１１１）

明日葉の海苔巻き・ 
くさやとの和え物・蒸しパン
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登録番号２２（１） 

この度、民生・児童委員及び主任児童委員が改選され、下表のとおり決まりました。委嘱

期間は平成 22 年 12 月 1 日から平成 25 年 11 月 30 日までの３年間です。 

民生・児童委員は、各担当地区で行政との協力体制のもと、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。ご相談がある方、

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。 

また、ご退任された民生・児童委員、主任児童委員の皆様には、永年にわたり八丈管内の

社会福祉の増進にご尽力賜り心より御礼申し上げます。  （総務課福祉係 ２－１１１２）

三根地区 

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 欠員 ― 

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 芝野 雅一 2-3168

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 

東里１・２・３ 赤間 明美 2-1558

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 沖山 惠子 2-0059

西見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 沖山百合子 7-0708

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 8-1528

担当地区 氏名 電話 

主に坂上地域 欠員 ― 

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。 

※欠員の地域は、当分の間、大脇進委員が代理を務め
ます。 

民生委員・児童委員が改選されました 

※村役場、支庁等の関係機関に直接相談してください。

 

〒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） 

発行 東京都八丈支庁総務課 

ホームページもご覧ください http://www.soumu.metro.tokyo.jp/09hatijou/index.html 

１月９日(日) 植物公園季節調査会 

１月２２日(土) 八丈学講座「植物の冬越し」 

２月１３日(日) 植物公園季節調査会 

２月２６日(土) 八丈学講座「八丈の春を探そう」

 
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

※欠員の地域は、当分の間、金川津屋子委員が代理を
務めます。 


