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昨年１０月の台風２６号により、大島で

は甚大な被害がありました。八丈島及び青

ヶ島におきましても、家屋や施設、農産物

などに大きな被害がありました。被害に遭

われた方々に謹んでお見舞い申し上げま

す。支庁といたしまして、自然災害への対

応について施策の充実に取り組んでまいり

ます。 

都は昨年４月、伊豆諸島地域の振興を図

るため、１０年間を計画期間として、新た

な「東京都離島振興計画」を策定いたしま

した。この計画では、八丈島では「クリー

ンアイランドの実現」、青ヶ島では「心あ

 年 頭 挨 拶  東京都八丈支庁長 和 田 慎 一 

八丈支庁新庁舎が完成しました 

新年明けましておめでと

うございます。八丈島及び青

ヶ島の皆様にとりまして、新

しい年が希望に満ちた明る

い年となりますよう、お祈り

申し上げます。 

新庁舎は、屋上緑化や太陽光パネルを設

置し、自然や環境に配慮したり、防災拠点

として新たに防災対策会議室を設けたりす

るなど、災害への対応力も強化した庁舎と

なっています。   

展示ホールや来庁者の多い部署を正面入

口の２階に配置するとともに、スロープや

エレベーター、手すり、点字ブロック、多

目的トイレが整備され、どなたも利用しや

すい造りとなっています。詳しくは別紙「八

丈支庁舎案内」をご覧ください。 
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たたか元気な島づくり」をめざして、再生

可能エネルギーの活用、防災面からの基盤

整備、医療・福祉の充実などの施策を推進

していくとしています。支庁といたしまし

ても、住民の方々の更なる安全・安心の確

保と地域の活性化に向け、この計画に基づ

き着実に事業を進めてまいります。 

また長期間に渡り、多くの皆様に御不便

と御迷惑をおかけしてまいりましたが、昨

年１２月に、支庁の庁舎・駐車場等が新し

くなりました。庁舎内には、新たに展示ホ

ールを設け、支庁の事業の概要や八丈島及

び青ヶ島の物産品等の展示を行っておりま

す。是非一度、支庁にお立ち寄りください。

本年も八丈島、青ヶ島の更なる発展を目

指し、職員一丸となって職務に取り組んで

まいります。皆様のご理解とご支援を重ね

てお願い申し上げ、新年のご挨拶といたし

ます。 

正面入口

八丈支庁新庁舎 
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 土砂災害に備えた取組みについて 

(台風２６号による災害を踏まえて) 

大島における業務状況(右側が筆者)

大島派遣を終えて 
(阿部土木課工事第二係長) 

大里一ノ沢・砂防事業説明会を開催しました 

去る１０月１６日に伊豆諸島へ最接近した台風２６号は、伊豆大島に土砂災害を要因と

した甚大な被害を与えるとともに、八丈島、青ヶ島にも大きな爪痕を残しました。被災さ

れた皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。 

現在、東京都は大島の復旧・復興のため、全力を挙げて取り組んでおり、八丈支庁から

も大島支庁へ応援職員を派遣いたしました。 

今後とも、八丈支庁は、大島における被災状況等も踏まえつつ、八丈町や青ヶ島村と連

携し、管内における砂防施設の整備や土砂災害の危険性の高い箇所の周知などの防災対策

を、ハード・ソフト両面から推進してまいります。 

１１月７日から半月の日程で大島支庁に応援

に行ってきました。現地では、毎日、大島町長

を筆頭とする本部会議が開かれ、その場に同席

する機会もありました。会議では、３５名の尊

い命を失ったことを重く受け止め、復興に向け

白熱した議論が日々行われていました。派遣を

終え、八丈島・青ヶ島でもこの経験を生かして

いきたいと考えています。 

去る１０月２９日、大里会館において「大

里一ノ沢砂防事業説明会」を開催いたしまし

た。本事業は、大賀郷・河口交差点付近など

を土石流や水害から守るため砂防堰堤を設

置するものであり、整備に際しては、周辺の

景観や自然環境などに十分配慮していきた

いと考えています。 

土砂災害危険箇所をご確認ください 
 大島で発生したような土砂災害は、①渓流に土砂を多

く含む水が流れ落ちる「土石流」、②土砂などが斜面から

崩落する「土砂崩れ」、③地面が地中のすべり面を境にす

べり落ちる「地すべり」の３種類があります。 

 東京都では、これらの災害が発生する危険性の高い箇

所を示した「土砂災害危険箇所図」を都庁 HP で公開して

います。また、より鮮明な図面は八丈支庁土木課、八丈

町総務課において閲覧可能です。 

 皆様のご自宅などの危険性を確認し、避難の準備など

にお役立てください。 

（http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/

kasen/map/SakuinALL.html） 

説明会の状況 

土木課 2-1114 

都庁 HP アドレス

危険箇所図の例(末吉地区) 
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花の展覧会開催のお知らせ ～八丈島・青ヶ島の花をＰＲ～ 

・平成２６年１月３１日(金)まで 

・午前９時から午後５時 
・土・日・祝日・年始はお休み 

 第６３回関東東海花の展覧会が開催されます。品評会には、八丈町と青ヶ島村からも切

葉・切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）。

１ 公開日時  平成２６年１月３１日(金）正午から午後６時 

２月 １日(土) 午前１０時から午後６時 

２日(日) 午前１０時から午後０時３０分 

２ 開催場所  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 2-4514

 

島の宝物｢菊池レモン｣ 
今注目の｢菊池

レモン｣に関し

て、島しょ農林水

産総合センター

における研究成

果や農家の取り

組みを、写真やパ

展示ホール 

 
 企画展示「菊池レモン」 

 

① ターミナル前は駐車禁止 

② 駐車場内一方通行 

③ 長期駐車はご遠慮下さい。

※ ご協力お願いします。

空港管理事務所 2-0163

空港駐車場のお願い 

○見学日：平成 26 年 1 月 19 日(日) 

 ○時間：午前 10:00 に現場集合（概ね 12:00 まで）※事前申込みは不要です 

   ○集合場所：神湊漁港・軍艦付け根周辺（底土側） 

  ○服装：運動着等の汚れてもよい格好、運動靴等の歩き易い履物 

  ○見所：島内初となる組立式の海上台船による、岸壁の建設工事です 

      当日は、クレーンによる海上からのブロック据付作業を 

      見ながら、工事の説明が行われます   

    ○連絡先：港湾課 TEL：２－１１１５  

ネルを使って紹介しています。期待され

る島の宝物をぜひご覧ください。 
１１月２２日に空港の

関係機関が参加し、消火

救難訓練を実施しまし

た。ご協力ありがとうご

ざいました。 
空港管理事務所 2-0163

島しょ農林水産総合センター 
八丈事業所 園芸振興係 2-0042化学消防車による消火訓練 



  
- 4 - 

      
 

民生委員・児童委員が改選されました 
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２５年１２月１日から平成２８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。御相談がある方、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、昨年１１月末で退任された民生・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御尽力賜り、心より御礼申し上げます。    総務課福祉係 2-1112 

 

〒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 

発行 東京都八丈支庁総務課 

ホームページでは「支庁の風」をカラーで掲載しています。また、創刊号から最新号までご覧いただけます。 

登録番号 25（1） 
 

◎民生児童委員 

三根地区 

担当地区 氏 名 電話 

矢崎・川の平・川向 沖山 次子 2-0547

宮の平・与惣次・尾端 金川津屋子 2-0735

中道１・２・３ 平井 園子 2-2357

桜平・桜平２・稲葉 田代 典夫 2-4022

荒島・明治橋・新田 持丸 友惠 2-0187

護神・孫兵衛 赤松  都 2-1873

新道・丘里 冬木 克良 2-3962

富士見１・片瀬 佐藤 純子 2-0687

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
 

青ヶ島 

青ヶ島村全域 欠 員 ― 

※村役場、支庁等の関係機関に直接相談してください。

◎主任児童委員 
主任児童委員は、児童福祉に関して関係機関と連携
し、区域担当の児童委員の活動を援助します。 

担当地区 氏 名 電話 

主に坂下地域 佐藤  謙 2-0835

主に坂上地域 欠 員 ― 

※欠員の地域は、当分の間、佐藤謙委員が代理を務め
ます。 

大賀郷地区 

担当地区 氏 名 電話 

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・下・向里 奥山 絹代 2-2855

大里１・２・３・寺山 菊池  寛 2-2568

八戸 近藤 勝重 2-2720

千鳥１・２・３・４ 菊池 清泰 2-3733

西見１・２ 沖山 惠子 2-0059

西見３・甚太・大賀郷永郷 河野 洋一 2-2066

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

ヶ郷 
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

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

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 

1/1(水)～1/3(金) 体験八丈太鼓 

1/12(日) 植物公園季節調査会 

1/25(土) 八丈学講座（巣箱を架けよう）

2/9(日) 植物公園季節調査会 

2/22(土) 八丈学講座（春を探そう・ 

ホタル水路自然観察会）


