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7 月号の気になる見出し
◆ P1 事業説明資料の掲載
◆ P3 子どもの学習・生活支援について
◆ P6 『八丈学』３年目スタート！

東京都八丈支庁総務課

この広報誌には、音声コードが各ぺージ
右下、又は左下に印刷されています。

八丈支庁管内の事業説明資料の掲載について
八丈支庁ホームぺージに令和４年度東京都事業説明資料を掲載しております。予算の概要を
はじめ、機構及び主な担当業務、支庁管内の事業費一覧、各課等の主な事業について紹介して
おります。今年度も皆さまのご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
（八丈支庁 HP）https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/09hatijou/a/a-top.html

◆八丈島空港ターミナル
駐車場改修工事

◆電線共同溝事業
（無電柱化）

◆「東京島じまん食材
使用店」ガイドブック

令和４（2022）年度予算（一般会計）
【東京都全体】約 7 兆 8,010 億円/【八丈支庁管内】約 85 億 8,243 万円

令和４（2022）年度

八丈支庁管内事業費（歳出予算）
（単位：千円）

Ｒ４年度
当初予算

区分
総務課

八
丈
支
庁

809,783

※

対前年比

601,447

134.6%

産業課

542,767

445,120

121.9%

土木課

3,748,490

3,461,158

108.3%

4,417,109

74.4%

24,808

24,595

100.9%

25,683

29,815

86.1%

143,908

115,259

124.9%

8,582,438

9,094,503

94.4%

港湾課
島しょ保健所
八丈出張所
教育庁
八丈出張所
農林水産総合センター
八丈事業所
合

※

Ｒ３年度
当初予算

計

※

3,286,999

※

※総務課・港湾課は本庁執行分を含む

総務課行政担当 ☎2-1111
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都税の納付方法について
キャッシュレス納税について

都税の納付場所について

令和２年６月１日からスマートフォン決済アプリ
で都税の納付ができるようになりました。

八丈支庁管内における都税の主な納付場所
は以下のとおりです。
・八丈支庁（総務課税務担当の窓口）
・みずほ銀行
・七島信用組合
・ゆうちょ銀行（郵便局）
・八丈ストア

【使用可能なアプリ】
PayPay.・au PAY・ｄ払い・J-Coin Pay.
・LINE Pay.・PayB・モバイルレジ
【手順】
①スマートフォン決済アプリをインストールする
②納付書のバーコードを読み込む
③金額を確認し、支払い手続きをして完了！

https://www.tax.metro.
tokyo.lg.jp/common/to
zei_nouzei.html
↑

詳しい納付方法は
東京都主税局 HP
から
その他ご不明点等あれば、
下記の連絡先までご連絡ください。
八丈支庁総務課税務担当
☎2-1111

不動産取得税について
不動産取得税はいつ課税されるの？
土地や家屋を購入したり家屋を建築するなどして、不動産を取得したときに課税されます。

家屋の軽減制度について

土地の軽減制度について

◆新築住宅の場合

要 件：家屋の軽減制度を満たし、その家屋の敷地を
一定期間内に取得したとき

要件：床面積が 50 ㎡以上 240 ㎡以下
控除額：1,200 万円

減額額：次のいずれか高い金額

（価格が 1,200 万円未満の場合はその額）

(1)45,000 円（税額が 45,000 円未満の場合はその額）

◆中古住宅の場合

(2)土地１㎡当たりの価格×住宅床面積の２倍（上限
２００㎡）×取得した住宅の持分×３％

要件①：個人が自己の居住用に取得したこと
要件②：床面積が 50 ㎡以上 240 ㎡以下
要件③：耐震基準を満たしていること
（昭和 57 年以降に新築されたこと）

控除額：住宅の新築年月日に応じて一定の額

上記の詳細やその他の軽減制度については、
東京都主税局 HP（https://www.tax.metro.tokyo
.lg.jp/shisan/fudosan.html#gaiyo_07）又は
八丈支庁総務課税務担当（☎2-1111）までお問い
合わせください。
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学習教室「ふらっと」
小学生～高校生まで利用できる
参加費・教材費無料の学習教室のお知らせ

八丈町の子どもたちが「安心して
集まることのできる居場所」を目指し、放課後の学校内
や公民館などで学習教室を開催しています。
子どもの様子や要望をお聞きした上で、理解度に合わせた学習支援や生活に関する困ったことの相
談を受けています。不登校・ひきこもりの子ども向けの少人数の支援も開始し、子どもが学校に戻る・
ひきこもりからの回復など、個々の希望や目的に応じた支援を実施します。

学習教室「ふらっと」はこんなところ
・宿題などを持ち寄って、自分にあったペースで勉強します。 令和３年度はクリスマスリースづくりや
・教職経験者等が個別指導、必要に応じて教材も用意します。 書初め大会を行いました！
・勉強だけでなく、みんなで楽しめるイベントを実施します。
・進路や友達に関する悩み・生活に関する困ったことを相談できる場所を目指しています。
【開催日時】
水曜日：大賀郷中学校、富士中学校、三原中学校（学校により開催日時が異なります）
土曜日／日曜日：大賀郷公民館 2 階 図書館・和室 １４時～１６時
※教室によって参加対象者が異なります。詳しくはお問い合わせください。

参加申込や事業に関するお問い合わせ先（事務局）

体験申込随時受付中

【八丈町社会福祉協議会】
：平日 8 時 30 分～17 時 30 分 （土日・祝日・年末年始除く）
住
所：東京都八丈島大賀郷 2478 番地 社会福祉協議会第２事務所（町役場交差点入口）
T e l ：04996-9-5152
M a i l：kodomo@8jo-syakyo.or.jp
総務課福祉担当 ☎2-1112

生活を支えるための支援のご案内
厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける方々に対して、様々な支援策をまとめた
リーフレットが公表されています。
「生活を支えるための支援のご案内」
生活を支えるための支援
（新型コロナウイルス感染症施策リーフレット）
厚労省 HP https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
随時更新されておりますので、最新情報については、厚生労働省のホームページでご確認ください。
総務課福祉担当 ☎2-1112

東京都の特産品、食べてみませんか？
東京都の特産品について
「東京の特産品」といえば、皆さまは何を思い浮かべるでしょうか？島の特産品をご存じの方は、
「くさや」や「あしたばの加工品」などを想像した方も多いのではないでしょうか？
実は東京都には、これら以外にも、
「肉製品」
「魚介製品」
「乳製品」
「調味料」
「酒」など、多岐の品
目に渡って、様々な特産品があります。（次ページへ続く）
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探してみよう！「E マーク」
東京都では、東京の原材料や東京に伝わる伝統的手法等を使って
作られた加工食品を、
「東京都地域特産品認証食品」として認証する
事業を行っています。
認証にあたっては、味や品質だけではなく、商品に込めた思いや
こだわりまで審査を行い、この審査に合格すると、その証として独
自のマークである「E マーク」をつけることができます。令和４年
２月末時点で、約２１０食品が認証を受けていますので、このマー
クをお見かけの際は、お手に取ってみてはいかがでしょうか。
認証された食品が紹介されたガイドブックも発行していますの
で、こちらもチェックしてみてください！
※ガイドブックは支庁産業課窓口などで配布しています。
認証の目印 「E マーク」
中心に配置された３つの「E」は、
“品”のかたちを表
し、良い品(イイシナ)であることを表現しています。
▶Excellent Quality ：優れた品質
▶Exact Expression：正確な表示
▶Harmony with Ecology：地域環境との調和

◆イイシナ
ガイドブック

◆飲食店・流通小売業等向け
ガイドブック

新規の申請を募集中です！
認証食品は東京都が各種イベント、ウェブサイト等で PR します！
新たに認証する商品は、年間を通して募集中ですので、ご自慢の商品について認証をお考えの
方は、八丈支庁産業課（☎2－1113）へお問い合わせください。

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て下さい。
また、通行の安全を確保するため、富士環状林道、三原
林道において舗装の補修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（https://w
ww.soumu.metro.tokyo.lg.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。
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産業課林務担当 ☎２-1113

八丈島空港ターミナル駐車場改修工事を実施しています
支庁港湾課では、令和５年３月末まで、八丈島空港ターミナル駐車場の駐車台数増加を目的と
した改修工事を実施しています。
既に東側（三根側）
・西側（大賀郷側）は整備が完了し、現在、中央部の工事を進めております。
中央部は４区画に分けて整備を行いますが、駐車場ご利用の際は、可能な限り「東側」
・
「西側」
駐車場の利用をお願いいたします。
なお、駐車場の閉鎖情報は支庁 HP や
駐車場内の広報板を通じて随時みなさ
まにお知らせしてまいります。
工事期間中は利用者の皆様にご不便
をおかけしますが、ご理解、ご協力のほ
どよろしくお願いいたします。
港湾課 ☎２-4503

八丈島空港、港湾・漁港施設についてお知らせ
八丈島空港駐車場利用
に関するお願い

危険区域への侵入は
ご遠慮下さい！

① ターミナルビル前は駐車禁止です。

港湾・漁港施設（防波堤・岸壁等）

② 混雑時は駐車スペースが不足します。

【神湊港(底土港)、八重根港、神湊漁港、

長い期間の駐車はご遠慮下さい。

八重根漁港、洞輪沢漁港、中之郷漁港】

島外へお出掛けの際は、周りの方に

転落の恐れがあり非常に危険です。

送迎して頂くなどご協力お願いします。

危険区域（看板やロープ・柵で立入を制限し
ている箇所）への侵入はご遠慮ください。

空港管理事務所

海の利用ルール

港湾課管理担当 ☎2-1115

☎2-0163

－ 島で遊漁を楽しまれる皆さんへ －

東京都では、規則により水中銃や潜水器具等を使って魚等をとることを禁止しています。
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るので、漁業者以外の一
般の方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、釣りや銛突きを行う遊漁者、ダイバー、海水浴客、水上バイク等レジャー船を操縦
する人等、様々な多くの人た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
とならないようにレジャーを楽しみましょう。
産業課水産担当 ☎2-1113
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【都立八丈高等学校】施設開放のご案内
都立八丈高校では、地域の皆様に文化・体育施設の開放を行っています。学校の教育活動に支障
のない範囲での開放となりますが、どうぞご利用ください。
初めて八丈高校の施設を使用希望する団体は、団体登録の手続きをお願いします。団体登録証が
交付されると施設利用の申し込みができます。（個人で利用できる施設は、図書室のみです。）
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、利用時に「体調管理チェックシート」の提出に
ご協力いただきます。
※ 新型コロナウイルス感染状況により、変更の可能性があります。
開放施設
開放日時（原則）
利用料金（光熱水費）
利用資格

団
体
利
用

個
人
利
用

視聴覚ホール
（令和 4 年 7 月か
ら令和５年２月は工
事につき使用不可）
グラウンド、
テニスコート、
体育館、武道場
図書室

土、日、祝日
８時 30 分～
21 時 30 分

照明：1,０00 円／１回
空調：1,０00 円／１回

土、日、祝日
17 時 30 分～
21 時 30 分
毎週日曜日
1３時 30 分～
15 時 30 分

グラウンド 1,０00 円
テニスコート ４00 円
体育館・武道場 無料
無料（貸出しは新書本、文
庫本のみ。一人 4 冊、2 週
間まで）

登録団体（個人不可）

※３時間以内を１回とする。 ※学習・文化・スポー
（以下同様）
ツ活動を目的とした

5 人以上の団体等の
条件あり

個人登録をした方
（初回利用時に、図
書室窓口で登録いた
だきます）
【問合せ先】都立八丈高校 ☎2-1181

『八丈学』の３年目がスタートしました！
2020 年より取り組んできた、本校独自の地域探究プログラムである「八丈学」もとうとう 3 年目
に突入いたしました。昨年度は 1 年生がフェノロジーカレンダー（季節暦）と観光 PR 動画、2 年生
は大人と真剣に話し合う「島民会議」を行いました。
この授業は八丈島をテーマに「気づく」「深める」「伝える」の探究学習で
す。生徒達も先生も地域住民も試行錯誤しながら、郷土愛と探究心を育む授業
を重ねています。今年も応援とご指導をよろしくお願いいたします。
「八丈学」の授業はどなたでも見
学可能です！（事前申し込み制）

日時等詳しくは、
やろごんプロジェクト Twitter や
八丈高校 HP をご覧ください。

◆昨年度のフェノロジーカレンダー
(八丈高校 HP にて公開中)

◆昨年度の
島民会議ポスター

八丈高校 HP
https://www.metro.ed.jp/hachijo-h/
やろごんプロジェクト Twitter https://twitter.com/8jogaku
問合せ先 八丈高校全日制教務部・地域協働事務局 ☎2-1182

編集後記

梅雨があければ待ちにまった「夏」がやってきますね！海が大好きな子どもたちと毎週末
海水浴になりそうで、親は楽しみな気持ちがありつつ、日焼けの心配をしてしまいます。
（日焼け対策もだん
だん面倒になって、夏が終わる頃には真っ黒になってしまっているかも・・・）

発行

東京都八丈支庁総務課

〒１００‐１４９２ 東京都八丈島八丈町大賀郷２４６６－２
電話 ０４９９６‐２‐１１１１ FAX ０４９９６‐２‐３６０１
八丈支庁のホームページ http://www.soumu.metro.tokyo.jp/09hatijou/index.html
印刷番号３（１）
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