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第４０回牛祭りが開催されました 

支支庁庁のの風風  
 

この広報誌には、音声コードが各ページ右下、又は左下に印刷されています。 

８月１０日に、青ヶ島村で第４０回牛祭り

が開催されました。今年度は天候に恵まれ、

大勢の来島者でにぎわいました。 

特設会場では、恒例の和牛共進会（和牛の

品評会のことです）が実施され、体格・体積

があり、かつ均衡も良い１０歳４か月の優秀

な雌牛に東京都知事賞が授与されました。 
 

都知事賞表彰式 

農林水産物や花き園芸品、加工品、手工

芸品の各部門別でも品評会が行われまし

た。農林水産物や花き園芸品の各部門で

は、青ヶ島村産の野菜や果物、フェニック

ス・ロべレニーやキキョウランなどの切葉 

等が出品され、各部門の最優秀出品物には

東京都八丈支庁長賞、東京都島しょ農林水

産総合センター所長賞等が授与されまし

た。 
 

農林水産物会場 

また、前夜祭の花火の打ち上げから始ま

り、本祭での還住太鼓の演奏や、９０ｋｇ

ほどの丸石を肩まで持ち上げる力自慢、全

員参加の島踊りなど、盛りだくさんのイベ

ントが行われ、熱気が冷めやらない中で大

盛況のうちに牛祭りは終了しました。 
産業課農務担当 2-4514 

 

お気軽に 

お越し下さい!! 
企画展示のお知らせ 

○９月は、『<仮称> 港湾・漁港（空港）の変遷』を開催 

港湾や漁港の変遷について、航空写真等により紹介します。                             

 
 
○１０月は、『<仮称> 過去の災害事例に学ぶ』を開催 

過去の地震・台風等の事例を紹介します。                             

 
 
※開催の詳細時期等については、支庁ホームページやツイッターでお知らせします。 

(八丈支庁ホームページ http://www.soumu.metro.tokyo.jp/09hatijou/g/g-hall.html )                            

 
 
※支庁展示ホールは、全日開館（支庁閉庁日を含む）しています！！ 

【開館時間】 ９：００～１７：００                               

 

 

８月開催 

「八丈島の夏の農産物」の様子 

総務課行政担当 2-1111 
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交通規制を伴う道路工事の予定について 

町 村 地 区 工事箇所 工事内容 工事期間 

八丈町 

(※印は同

一工事) 

三 根 

保健所～護神山交差点※ 拡幅・歩道設置 １１～ ３月 

一心交差点～三根小 歩道設置  ８～１２月 

三根郵便局付近～アメノモリ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 １１～ ２月 

地点標 65（高橋牧場付近）～66 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 １１～ ２月 

底土～キャンプ場 区画線  ７～ ９月 

富士山道入口交差点付近 排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ９～１２月 

登龍道路 災害防除 ９～ ２月 

垂戸付近 災害防除 １１～ ３月 

大賀郷 

保健所～護神山交差点※ 拡幅・歩道設置 １１～ ３月 

大中上交差点付近 拡幅・歩道設置 １０～ ３月 

為朝神社付近 道路情報板改修 １１～ ３月 

逢坂橋 橋梁補修 ８～ ３月 

ナズマド入口付近 防護柵改修 １０～ ３月 

西見交差点上 すべり止め  ７～ ９月 

樫 立 

リハビリ施設～電気店 拡幅・歩道設置 １０～ ３月 

防衛道路入口付近 道路情報板改修 １１～ ３月 

黒砂入口付近 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  ８～１０月 

中之郷 
堤池付近 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 １２～ ３月 

安川ホタルの里付近 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 １０～１２月 

青ヶ島村 岡 部 発電所付近 拡幅 ５～ ３月 

 

今年度、土木課が施工する工事のうち、交通規制（片側交互通行など）を予定している箇所は

下表のとおりです。ご迷惑をおかけしますが、ご協力よろしくお願いいたします。                 

土木課 2-1114 

東京都では、土砂災害から人命を守るため、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域・

土砂災害特別警戒区域の指定にあたり、土砂災害のおそれがある場所の地形や建物の位置 

などの調査を実施しています。 
八丈町及び青ヶ島村では、平

成２８年９月から平成２９

年１２月までの期間、調査対

象となった土地へ調査員の

立ち入りが必要になる場合

があります。その際は、個別

に連絡しますので、ご理解と

ご協力をお願いします。 

土木課砂防担当 2-1114 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課税務係 2－4511 

八丈支庁では滞納整理を強化していま
す。 
 

・納期限までに申請が必要です。 

災害等により被害を受けた方を対象と

した都税の減免制度等のご案内 

【災害による被害の例】 

床上浸水・家屋損壊・焼失 など   

【減免の対象となる都税】 

不動産取得税、個人事業税 など 

 

【注意事項】 

・り災証明書などの被災の事実を証明 

する書類が必要です。 

 

台風や地震などで甚大な被害を受けた方

には、都税を減免する制度があります。 

 

災害により一度に都税を納付できない場合

は徴収猶予の制度もあります。詳しくは税務

担当までお問い合わせ下さい。 

都税の納付はお済みですか？ 

督促をしても納付されない場合は、財産調

査の上、預金や給与等の財産を差押えるこ

とになります。納付が遅れている方は至急

納付するようお願いします。 

なお、一度に納めることが困難等ご事情の

ある方はまずご相談下さい。 

八丈支庁では滞納者に対して 

納付への取組を強化しています 

 

←取組強化の例 

「自動車に対する

タイヤロック」 

総務課税務担当 2-4511 
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八高祭におじゃりやれ！ 
今年度の八高祭スローガンは 

「踊る八高祭～三位一体百折不撓（さんみいったいひゃくせつふとう）～」です。 

八高生が一致団結して、展示や舞台など沢山の企画を何度も失敗しても志を曲げずに 

最後までやりきろうという想いが込められています。 
 

○一般公開日 ９月２５日（日）９時から１５時 

○発表内容 

  ・舞台部門 演劇・合唱他 

  ・展示部門 創作や研究等の展示 

  ・園芸科  野菜の苗・草花（9:00～）、食品加工品（9:45～）の販売 

  ・家政科  レストラン（豆腐ハンバーグ御膳 10:45～） 

・定時制  スタミナ丼販売、共同制作、授業・部活動の成果発表 

 
八

八丈高校経営企画室 2-1181 

高圧ガス関係試験のご案内 
高圧ガス製造保安責任者、同販売主任者及び液化石油ガス設備士の国家試験を行います。 

○試験日：平成２８年１１月１３日（日） 

○試験場所：八丈支庁３階大会議室 

○願書受付の期間  

１ インターネット申請（http://www.khk.or.jp）の場合 

   ８月２２日（月）午前１０時から９月２日（金）午後５時まで 

２ 書面による申請の場合 

   ８月２２日（月）から９月２日（金）消印有効 

○受験願書の配布場所：八丈支庁３階 産業課カウンター 

八

産業課商工担当 2-1113 



 

 

ヘリコミューター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

消防設備士・危険物取扱者試験講習 
各申請書は八丈支庁・八丈町役場・八丈町消防本部・青ヶ島村役場で配布しています。 行政担当  2-1111   

 消防設備士講習 危険物取扱者保安講習 

講習区分 
① 消火設備  ② 警報設備 

③ 避難設備・消火器 
全区分 

実 施 日 平成２８年１０月１５日（土） 平成２８年１０月１６日（日） 

時  間 ９：００～１７：００ ９：００～１３：００ 

会    場 八丈支庁３階大会議室 

受  付 ８：３０～９：００ 当日、会場にて受付。 ※受講申請書と受講料をご持参下さい。 

問合せ先 (公財)東京防災救急協会 電話０３-５２９７-１０１０ 

 

※飛行機等が悪天候により欠航の際は、講習・試験が延期、又は中止になることがあります。   

 消防設備士試験 危険物取扱者試験 

試験種類 
・甲種(特類及び第１類から第５類) 

・乙種(第１類から第７類) 

・甲種 ・乙種(第１類から第６類まで) 

・丙種 

実 施 日 平成２８年１０月２３日（日） 

会    場 八丈支庁３階大会議室 

申請期間 郵送により、平成２８年９月５日(月)（消印有効）まで 

申請及び 

問合せ先 

(一財)消防試験研究センター中央試験センター 電話０３-３４６０-７７９８ 

〒151-0072  東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目１３番２０号 

 

9/11(日) 植物公園季節調査会 

9/24(土) 八丈学講座「裏見ヶ滝自然観察会」 

10/9(日) 植物公園季節調査会 

10/16(日) 八丈富士裾野ハイキング 

10/22(土) 八丈学講座「秋の植物観察会」 

 

※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

お問い合わせ下さい。 

 

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。 

 

 

 

 

 

〒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下さい http://www.soumu.metro.tokyo.jp/09hatijou/index.html 
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※ツイッターも併せてご覧下さい。 

１０／１（土） ９：００～１６：００ 

・ 空港内自転車ツアー 

・ 飛行機到着時のアーチ放水 

・ ANA制服着用体験撮影会 

（オリジナルネームタグ作成） 

・ 縁日 … 他にもいろいろあるよ！ アーチ放水の様子 

八丈島空港  

空の日実行委員会  2-0163

  

 


