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２ 令和４（2022）年度 八丈支庁管内 東京都機構及び主な業務

総務局

福祉保健局

教育庁

海区漁業調整委員会

八丈支庁（６９人）

総務課（１９人）

産業課（１４人）

土木課（２４人）

庶務担当（６人）人事、給与、文書、契約、会計、医事、薬事、統計、補助金審査、栄養指導、診療放射線、試験検査

生活環境担当（３人）食品衛生、獣医衛生、環境衛生

保健指導担当（２人）精神保健及び難病対策・感染症対策等に係る指導

庶務担当（５人）人事、給与、文書、防災、急患対応、庁舎管理、部・庶務

経理担当（３人）予算、決算、契約、会計、審査、公有財産維持・管理

行政担当（２人）町村行財政への支援等、広報誌の発行、ＨＰ、統計、選挙、消防

税務担当（３人）都税賦課徴収、滞納処分、収入管理、犯則取締

福祉担当（５人）生活保護、生活困窮者自立支援、児童福祉、母子・女性福祉、
特別障がい者手当、保育所指導、民生・児童委員、社会福祉事業統計

商工担当（３人）商工業、観光、公害防止、商工会、課庶務事務

農務担当（４人）農畜産業、農業団体、農地調整、農道

林務担当（４人）林業、造林、治山・林道、鳥獣保護・狩猟取締り

水産担当（２人）水産業、水産業団体、漁業取締、漁船登録

管理担当 （４人）道路・河川・公園等の管理、自然公園法上の許認可、建築確認、屋外広告取締、庶務

用地担当 （４人）用地買収、物件算定・補償、土地評価、登記

整備工事担当（７人）道路・河川・海岸・急傾斜地・地すべり等に係わる新設及び改修

砂防担当 （１人）土砂災害防止法に基づく区域指定
電線共同溝整備担当（１人）無電柱化事業の推進

維持工事担当（６人）道路・河川・海岸等の維持補修、公園・園地等の整備及び維持

港湾課（１１人）

管理担当 （２人）港湾・漁港の管理、庶務

港湾空港担当 (２人）空港設備管理、空港安全管理、港湾・漁港施設の維持管理

工事担当 （６人）港湾・漁港・海岸・空港整備

島しょ保健所八丈
出張所（１２人）

副所長

教育庁八丈出張所
（６人）

副所長
管理担当（４人）教員の人事、学事、給与、福利厚生、指導業務及び学校給食・保健、社会教育、文化財管理
充て指導主事（１人）町村の教育についての指導・助言、教員の研修

産業労働局

島しょ農林水産総合センター
八丈事業所（２６人）

水産振興担当（１５人）水産資源の調査研究、漁業収益向上の技術開発、漁業調査指導

無線通信担当（６人）指導通信、漁業通信、設備点検

園芸振興担当（３人）特産園芸作物の生産振興技術対策、遺伝資源の収集・評価・保存の試験研究

普及指導員（２人）担い手の確保育成、特産品作物の産地力強化、農作物の生産量と販路確保に係る技術指導等

家畜保健衛生所八丈支所（２人）伝染病予防、衛生技術指導、病性鑑定、家畜診療、人工授精

東京海区漁業調整委員会事務局八丈分室（１人）委員会連絡・調整- 5 -



３ 令和４（2022）年度 八丈支庁管内 東京都事業費一覧

区分
Ｒ４年度
当初予算Ａ

Ｒ３年度
当初予算Ｂ

対前年比
（Ａ÷Ｂ）

Ｒ３年度
決算見込み

備考

歳
入

都税 ３１５，４１４ ３１０,２８１ 101.7％ ３２２，７７１
法人事業税、法人住民税、不動産取
得税

その他 ２９，５０１ ３１,７７３ 92.8％ ３２，７７０ 使用料及び手数料

合 計 ３４４，９１５ ３４２,０５４ 100.4％ ３５５，５４１

歳
出

八丈支庁 総務課 ８０９，７８３ ６０１,４４７ 134.6％ ５５９，４８５
支庁管理費、住宅管理費、生活保護
費 他

八丈支庁 産業課 ５４２，７６７ ４４５,１２０ 121.9％ ３９３，０５８
農・林・水・商工業・観光振興事業
他

八丈支庁 土木課
（１１５，５１９）
３,７４８,４９０

(６９,５８１)

３,４６１,１５８
108.3％

（６９，５８１）
２,５５１,０４９

道路・河川・自然公園整備費 他
（市町村土木費補助は除く）

八丈支庁 港湾課
（４０８，５１５）
３,２８６,９９９

(３６４,５７６)

４,４１７,１０９
74.4％

（３８４，５２３）
３,１９１,５５７

港湾・漁港・海岸・空港整備費、施
設維持管理費ほか

小 計
（５２４，０３４）
８，３８８，０３９

(４３４,１５７)

８,９２４,８３４
94.0％

（４５４，１０４）
６,６９５,１４９

島しょ保健所
八丈出張所

２４，８０８ ２４,５９５ 100.9％ １９，５７２
保健所運営経費、食品保健関係費
他

教育庁 八丈出張所 ２５，６８３ ２９,８１５ 86.1％ ２７，５９０
出張所運営費、住宅管理費、教職員
旅費 他

農林水産総合セン
ター八丈事業所

１４３，９０８ １１５,２５９ 124.9％ ９７，３９７
試験研究費、施設維持管理費、他

小 計 １９４，３９９ １６９,６６９ 114.6％ １４４，５５９

合 計
（５２４，０３４）
８，５８２，４３８

(４３４,１５７)

９,０９４,５０３
94.4％

（４５４，１０４）
６,８３９,７０８

令和４年度４月現在 （単位：千円）

注意（１）土木課・港湾課の予算額・決算額及び、小計・合計の（ ）は、繰り越し分で外書き
（２）総務課・港湾課は本庁執行分を含む
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４事業説明資料
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総務課

新型コロナウイルス感染症対策・救急患者搬送・防災対応

○ 目的：発災時における自治体の応急対策の支援
○ 実施内容
・ 発災時のリエゾン派遣による情報共有と避難所支援のための支庁職員派遣
・ 発災時に即応できるよう、タイムラインの作成支援等、防災体制改善に向けた支援

○ 目的：町村と連携し、島民の防災意識の向上を図る
○ 実施内容
・ 防災訓練参加者に、避難行動を事前に整理する東京マイ・タイムラインの作成を促す
・ 地域で東京マイ・タイムラインを普及啓発できる人材育成講習会の実施

○ 概要：島内医療機関で措置困難な高次・専門医療を必要とする患者の本土への搬送
○ 支庁の役割
・ 東京消防庁へのヘリコプター運航要請、空港管理事務所への受け入れ要請

令和３年度搬送実績 搬送人数

八 丈 町 ３５

青 ヶ 島 村 ２

計 ３７

○ 概要：総務局・福祉保健局からの被災者支援物資の備蓄 （Ｒ4.4.1現在）

アルファ米
（食）

クリーム
ビスケット（食）

毛布（枚）
ブルーシート
（枚）

どのう袋（枚） 充電器（台）

八丈支庁 16.080 533

八 丈 町 47,800 8,160 300 2,202 22,000 20

青ヶ島村 400 42 400 4

計 48,000 16,320 833 2,244 22,400 24

○ 日々の庁舎消毒、庁内換気

○ 庁舎内各所にパーテーションや消毒液等の設置

八丈支庁の主なコロナ対策

■ 支庁舎等の感染防止対策

○ 都施策の情報提供や情報共有

○ 医療従事者用のワクチン運搬と住民接種応援

■ 八丈町と青ヶ島村との連携

○ 支庁ＨＰによる感染拡大防止の呼びかけ

○ 保健所応援

■ 広報・その他

○ 三密回避、手洗い励行、マスク着用、体調確認

○ テレワーク推進とWEB会議の活用

○ 公務、私用での出島案件精査と帰島時のPCR検査受検

■ 職員の感染防止対策

軽石回収

ワクチン接種応援

○ コロナ対策リーダー店舗点検実施

○ 感染症対策事業情報の発信

■ 事業者支援

■ 自治体支援

■ 啓発活動

■ 災害用食料品等の備蓄

救急患者搬送

防災対応

■ 災害対策
○ 台風第16号対応（R3.9～10）
・ 総合防災部リエゾン2名を八丈町役場に派遣
・ 避難所2カ所の運営支援（三根・大賀郷公民館）
○ 軽石対応（R3.11～R4.2）
・ 海上保安庁情報を八丈町と青ヶ島村と共有
・ オイルフェンス準備
・ 港湾巡回と漂着軽石の回収
〇 トンガ火山噴火津波対応（R4.1）
・ 津波注意報発表に伴う情報連絡態勢構築
・ 港湾・海岸巡回の実施
〇 三原山噴気対応（R4.1～２）
・三原山山腹における噴煙目撃情報に基づき、気象庁と調査（異常なし）
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総務課

島しょ振興事業の支援 支庁広報（展示ホール/支庁の風/SNSの運用）

企画展示常設展示

展 示 ホ ー ル

支 庁 の 風

SNS（Twitter、Instagram ）

宝 島 事 業

その他の事業支援（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ活用等）

島々にある宝物を掘り起こし、一層磨きをか
け発信することで、島のブランド化を目指す。

■宝島事業（ビジネスアクション創出）
○事業内容
全体会議（東京宝島会議）、
各島での島会議、各種PRを継続

○七色八丈写真集デジタル版
写真集「七色八丈図鑑」のデジタル版
を作成し、ＰＣやスマホ等閲覧可能に

○Instagramアカウント「@7iro8jo」
昨年度開設したインスタグラムの投稿
頻度を増やし、フォロワー増に努める

○七色八丈パレット
人と人をつなげ、８つの七色八丈プログ
ラムを通して島内周遊促進につなげる

↓
七色八丈ミッション

◆七色八丈（インスタグラム・宝島ロゴ）

■令和４年度新規予定事業

◆ＩＴ技術者養成
■デジタル技術を活用した課題解決
協議会運営の支援を行うと
ともに実証実験の支援を実施

■都・国の振興事業支援
都各局や国における管内町村
振興事業に対し支援を実施

〇外部団体の展示等、期間限定
で実施
〇企画展示実施数12回
〇フリージアまつり特別展示会等

〇八丈支庁及び関係機関の事業
内容のパネル展示
〇東京島じまん食材使用店（冊
子）の設置、八丈島のお酒展示等

〇奇数月の1日に発行している八丈支庁の広報誌。島内へ
の全戸配布（白黒版）やHPへの掲載（カラー版）を実施

〇支庁の事業紹介やイベントの告知のほか、管内都関係
団体の活動等の特集も掲載

〇視覚障害者向けの音声コードの貼り付けを実施

■各種SNSを活用し、防災・観光情報等を発信

〇Instagramでは視
覚に訴える画像など
を投稿し、八丈島の
魅力発信を実施

◆令和4年4月末時点

〇フォローアップ会議４回開催
〇全体会議2回開催（7月・2月）
〇メディアＰＲ・アソビュー（12月）
〇メディアＰＲ・DiscoverJapan（1月）
〇メディアＰＲ・TRIP EDITOR（3月）

◆昨年度実績

⇐ 音声
コード

○サステナブル・アイランド創造事業
島しょ地域の持続的発展や特色ある宝物の発掘、魅力の創造につながる
町村の意欲的な公民共創の取組を支援

○アクセラレーションプログラム
各島のブランドコンセプトに基づいた島の活性化につながる取組を支援

◆遠隔画像診断

フォロワー数

Twitter 3,958

Instagram 1,288
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日本国憲法第２５条に規定する生存権の理念に基づき、国が生活に困窮する
すべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低
限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的

○ 八丈支庁管轄地区：八丈町、青ヶ島村

◆令和３年度 実績（３月末現在）

○ 管内の保育所の設備及び運営について、指導・検査を実施

○ 都児童相談センターや町子ども家庭支援センターなどと連携し、身体障害、
知的障害、登校拒否、家庭養育、その他児童問題に対処

○ ひとり親家庭等の方や配偶者のいない女性の方が、経済的に自立して安定した
生活を送ることを目的として、必要資金（修学・就職・転宅等）の貸し付けを実施

○ 自立相談支援事業 （必須）
就労その他の生活の自立に関する相談支援

○ 住居確保給付金の支給 （必須） （給付実績 10世帯（３月末現在））
離職により住居を失った方等に対し、家賃相当額を有期で給付

○ 精神又は身体に著しく重度の障害があり、日常生活において、常時介護を
必要とする方を対象とした「特別障害者手当・障害児福祉手当」の認定・支給

○ 申請受理後は、都（心身障害者センター）の嘱託医に対して協議を依頼し、
その障害判定に基づき、資格認定・喪失を決定、本人宛に通知

◆ 令和４年度 手当額/月額

年度末受給者数10名 （特別障害者手当９、障害児福祉手当１）
人数変動 (死亡１、年齢到達0、施設入所0)

○ 家計改善支援事業 （任意）
家計の適切な把握、家計改善の意欲を高める支援、貸付のあっせん等

○ 就労準備支援 （任意） ＜令和４年度より、生活保護法による被保護者も対象＞

定期的に就労支援員による就労相談、ハローワーク同行支援等

■ 八丈支庁における支援内容

就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的
に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある方に対して、
個々の状況に応じた支援を行い、自立を促進。
（令和４年度より、一部内容については生活保護法による被保護者も対象。）

○ 被保護者健康管理支援事業
八丈町の健康診査への受診勧奨を行うなど、健康状態に応じた支援を実施

○ 子どもの学習・生活支援事業 （任意）
子どもたちが安心して気軽に集まることのできる「居場所」を提供し、支援員が
個別の学習・生活支援を実施（支援決定者50名（３月末現在））

福祉関係業務

生活保護

被保護者世帯数 198世帯

被保護者世帯人員 218名

開始件数 21件

廃止件数 13件

児童福祉

母子・父子・女性福祉

新規貸付実績 令和元年度 令和２年度 令和３年度

母子福祉資金 2件 ２件 １件

父子福祉資金 １件 ０件 ０件

女性福祉資金 実績なし

生活困窮者自立支援

障害者福祉

特別障害者手当 障害児福祉手当（20歳未満）

27,300円 14,850円

総務課
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観 光 振 興 ・ 商 工 業 振 興 事 業
産業課

【観光活性化への支援・協力】
①観光客数の増加と満足度向上のため、町・観光協会等の関係機関と連携して課題解決に向けて取り組みます。
②多様化する観光客の受入態勢確保に向けた支援や都の補助事業等の情報発信により、観光振興を図ります。
③八丈島の魅力を発信するためにSNSや都営地下鉄モニター画面を活用した各種PRを行います。
④島内で行われるイベントが円滑に実施されるよう、都の各局等と連携して支援を行います。

支庁インスタグラムを
活用したPR

都営地下鉄モニター画
面を活用したＰＲ

【商工業への支援・協力】

①東京都地域特産品認証事業
・都内中小食品製造事業者等の活性化を図るため、都では、「都内産の原材料を使用している
加工食品」又は「東京の伝統的手法など生産方法に特徴があると認められる食品」について審
査会を経て、東京都地域特産品認証食品として認証しています。
・認証された食品には、（東京都独自のマーク「Eマーク」（右側））を付けることができ、都
の各種イベント等でPRされるほか、販路開拓を見込めるイイシナ商談会への出品も可能です。

②東京島じまん食材使用店登録事業
・島内の飲食店等における地産地消の推進と、消費者の島しょ産食材への理解促進を図り、
消費・生産の拡大につなげるため、都は、島しょ産食材を積極的に使用する飲食店等（宿泊施
設含む）を「東京島じまん食材使用店」として登録しています。
・登録にあたっては、店の料理の特徴・調理方法・こだわり等が審査され、登録されたお店は
観光客にも好評なガイドブックに掲載されます。

③中小企業経営安定のための支援
・経営向上に必要な事業資金調達のための都の中小企業制度融資あっ旋について
・東京都小規模事業経営支援事業費補助金により、八丈町商工会の記帳指導や経営相談等に
対する支援を行います。

 

 

焼きくさや 八丈フルーツレモン加工品

Ｅマーク

※４事業者・２０品目認定

ロゴ入りボード【配布】 ガイドブック（掲載）

※３２店舗登録（うち２店舗新規）

融資制度
パンフレット
（抜粋）

＜認証食品の一例＞

【新型コロナウイルス感染症対策への支援】
①SNS等を活用し、都の補助事業等を広く情報発信することにより、観光業・商工業を支援します。
②感染防止ガイドラインの取組を更に発展させるため、総務課との協働により島内飲食店等に対する点検・サ
ポートの取組を実施しています。※名称：「徹底点検TOKYOサポート」プロジェクト

点検した店舗に発行される
ステッカー

●創業、事業拡大、経営の安定化等のニーズに応じた多様な融資メニューをご利用いただけます。
●融資と併せて、信用保証料の補助や経営支援を受けられる融資メニューがあります。
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農 業 振 興 事 業 産業課

島しょ地域の農業の振興を図るため、地域の特性を活かした農
業生産に必要な施設整備や機械設備導入等に係る経費について補
助します。
・補助率：3/4以内
・事業対象者：町、農協及びその連合会、３戸以上の農家で構成
される営農集団、特認経営体、農業経営を行う法人等

ロベネットハウス

【R４年度の主な整備内容】

【山村・離島振興施設整備事業】 【島しょ地域等における農業のDX推進事業】

島しょ地域等での東京型スマート農業の確立、ＤＸを活用した農
業用ため池の遠隔監視等による防災機能の強化を目的に、町が実施
する農業のＤＸ化に要する経費について補助します。
・補助率：10/10以内
・事業期間 令和４年度～令和６年度(予定)

耐風強化型パイプハウス

・耐風強化型パイプハウス １棟 ４２１㎡

・ロべネットハウス ２棟 １,７１９㎡

・平張ネットハウス １棟 ３,６００㎡

・作業場 ３棟

・農業機械（動力噴霧器）２台

〇島しょ地域農業DX推進事業
モデル施設を設置して試験実証を行い、島しょ地域でのスマー

ト農畜産業の社会実装に向けた取組を加速する。
検討施設：八丈町農業担い手育成研修センター、

八丈富士牧野（ふれあい牧場）

八丈町農業担い手育成研修センター 八丈富士牧野(ふれあい牧場)

〇DXによる島しょ農業基盤の防災力強化
農業用かんがい施設のＤＸ化で、水資

源の適正管理、災害発生の防止、移動手
間の負担軽減を図る。
検討施設：防災重点ため池（銚子の口、

堤が沢、新堤）など

銚子の口ため池(中之郷)
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農 業 振 興 事 業 産業課

遊休農地を活用して、規模拡大を図る取組を支援するため、
利用権等を設定した遊休農地の伐採・抜根・整地などに係る費
用について補助します。
・補助率： 認定農業者等 1/2以内

認定新規就農者 2/3以内
・補助金上限: 認定農業者等 10ａ当たり45万円

認定新規就農者 10ａ当たり60万円
・事業対象者：認定農業者、認定新規就農者等
八丈町では、令和元年度までの１２年間で延べ5９戸の農家が遊
休農地対策事業を活用し、約２０.６haの遊休農地が再生されま
した

【R４年度予定】

【農地の創出・再生支援事業】 【農業次世代人材投資事業】（国事業名：農業次世代人材投資事業）

新規就農者の育成・確保を図るため、就農直後の経営確立を
支援する資金を、最長３年間（R3から継続は5年間)補助します。
町で毎年審査会を開催し、交付対象者を決定しています。

・補助金：定額 年間最大150万円（夫婦型は225万円）
・事業対象者：原則として50歳未満の認定新規就農者

【R４年度予定】

遊休化した農地 再生された農地

事業量
農業者数 ４戸（農地 ４ヵ所）

整備面積 １２,４６６㎡

新規就農者の農地（野菜） 新規就農者の農地（切葉）

交付対象者
継続１４名（単身１２名、夫婦型２組）

新規 ５名（要望予定）

- 13 -



林 業 振 興 事 業
産業課

【治山事業・林道事業】

森林の持つ社会的な機能(公益的機能）を維持・増進するため、治山事業を計画的に推進します。また、森林の整備に必要な林道の維持管理を行

います。

垂戸保安林緊急改良工事

クロマツ等を植えるとともに、木を守るための柵を設

置します。

事業概要：植栽工、防風工

鴨川治山施設機能保全工事

機能が低下した治山ダムの機能回復を図ります。

事業概要：床固工、護岸工

富士環状林道改良工事

未舗装路面が荒れている箇所について、路面の舗装等の

改良工事を行います。

事業概要：舗装工、擁壁工、排水施設工、防護施設工

三原林道改良工事

傷んだ路面の整備等の改良工事を

行います。

事業概要：舗装工、防護施設工

洞輪沢治山工事

山腹斜面からの崩落土砂の撤去を行います。

事業概要：土工
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林 業 振 興 事 業
産業課

【島しょ観光資源・林産物生産振興事業】

〇八丈島の魅力を引き出すため、良好な景観の支障となっている立木を伐採し園地整備を行う経費について補助します。

〇補 助 金：定額 １,０００万円

〇実施主体：八丈町

〇事業予定

・特徴ある観光資源としての森林整備（園地整備）

・補助対象：修正設計、散策路改修、案内板設置
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水 産 振 興 事 業

産業課

【水産物加工・流通促進対策事業等】

水産物加工・流通促進対策事業 補助率：3/4以内
低・未利用の水産資源を活用した加工品の開発や販売促進等を支援します。

◆今年度の事業内容 事業主体:八丈町
（１）浜のかあさんと語ろう会

（２）生産現場研修会

学校の栄養教諭等を対象に、加工品生産や漁業操業等の現場
で研修を行います。（年１回、８月頃の実施を予定）

八丈島漁協女性部員が学校等で出前事業を行います。(計画14か所）

出前授業

研修会

【島しょ漁業振興施設整備事業】

漁業基盤施設等の整備を支援します。 補助率：3/4以内

◆今年度の事業内容
１ 浮魚礁（設置） 事業主体：八丈町

２ 出荷運搬等車両 事業主体：八丈島漁業協同組合

良好な漁場を創出し、漁業経営の安定を図ります。

水揚げされた鮮魚の荷捌き作業等に必要な車両を整備します。

浮魚礁

- 16 -



タイトル

土木課
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道路 整備・管理事業
土木課

事 業 名 事業の考え方・目標 主 な 事 業 の 内 容

道路
整備・管理

○ 車の円滑な走行と歩
行者の安全の確保

○ 地域の人々が快適に
活動できる魅力的な
空間の創出

○ 島の持つ資源の活用

① 無電柱化の推進
・概略設計

八丈島支庁管内における各整備区間の整備順序、整備手法、整備する上での課題整
理などを行うための委託

・既設路線無電柱化（底土～東畑）
電線共同溝設置（底土ロータリー付近）、電線共同溝詳細設計

・大中上交差点～旧町役場（大賀郷１期）
構築（支庁前・浸透施設設置３か所）、電線共同溝設置
道路・電線共同溝詳細設計、用地取得

・大里地区
構築（馬路バス停付近）、電線共同溝設置、道路・電線共同溝詳細設計、用地取得

② 地域幹線道路の整備
・八戸五差路～八重根港（大賀郷２期）

構築（八戸五差路交差点改良）、道路詳細設計
・名古展望台～末吉消防団詰所（神子尾）

構築（ 旧末吉小付近）道路詳細修正設計、環境調査

③ 歩道設置
・大中上～大賀郷小学校（八高４期）道路区域編入
・三原小中学校前 現況測量

④ 安全施設の整備
・視線誘導標 管内都道
・標識設置(警戒標識) 管内都道

⑤ 道路の維持管理
・路面補修 護神～三小（三根）L＝210m 永郷（三根）L＝400ｍ

底土海岸（三根）L＝230ｍ 西見付近（大賀郷）L＝610ｍ
・街路灯補修 ＬＥＤ化（管内都道）
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道路・砂防・海岸・自然公園 整備・管理事業
土木課

事 業 名 事業の考え方・目標 主 な 事 業 の 内 容

道路
整備・管理

○ 災害対策の強化 ⑥ 道路災害防除
・汐間洞輪沢道路(末吉)      落石防止網工
・垂戸海岸上(三根) 法枠・アンカー工

砂防、海岸、河川
整備・管理

○ 住民の生命と財産の
保全

○ 景観・自然環境等に
配慮した整備

① 砂防･海岸施設の整備
・大里一ノ沢 地盤改良工事、用地取得
・芦川 工事用道路の設置、用地取得

② 砂防･海岸施設の維持・管理
・神湊東急傾斜地 法面補修工事
・汐間海岸 予防保全対策工事
・鴨川 予防保全対策工事

③ 土砂災害対策（ソフト対策）
・土砂災害警戒区域等に関する基礎調査（大賀郷、樫立、中之郷）
・土砂災害に係る警戒避難体制整備に向けた町への支援

自然公園
整備・管理

○ 自然の保護
○ 自然と人との交流の

促進

① 自然公園施設の整備
・大賀郷園地整備工事 園路・広場整備等
・八丈植物公園施設改修工事 照明LED化

② 植物公園の維持・管理
・ビジターセンターの運営，植物公園の維持管理

③ 園地等の維持・管理
・各園地の維持管理
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■八丈島空港
・滑走路端安全区域（RESA）

：改修設計【R4-5債務】

・ﾀｰﾐﾅﾙ駐車場：駐車場改修

・日除け雨除け

：新築【R4-5債務】

・地下構造物：大賀郷ﾄﾝﾈﾙ耐震補強

・進入路指示灯：指示灯改修

■洞輪沢漁港海岸
・離岸堤：消波ブロック据付

■八重根漁港

・-5.5M岸壁

：仮設消波ﾌﾞﾛｯｸ復旧【R4-5債務】

・付帯施設：陸電施設整備

・(3)道路：舗装工

・(1)防波堤(改良)

：基礎復旧、鋼枠据付【R4-5債務】

・日除け：補修

■神湊漁港
・(1)防波堤(改良)：消波ﾌﾞﾛｯｸ製作・据付
・-4.5M岸壁
：泊地整備、直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作

・船揚場：船台部地質調査

■神湊（底土）港
・護岸(防波)Ⅱ
：ケーソン据付、ブロック製作

・日除け雨除け(第1期)：新築
・荷捌き日除け(A棟)：新築
・荷捌き日除け(B棟)：新築【R4-5債務】

八重根漁港

八丈島空港

■神湊（底土）港海岸

・離岸堤(改良)

：消波ﾌﾞﾛｯｸ製作・据付

・人工海浜：整地、養浜材投入

・突堤等：滑り止め補修・設置

港湾施設等主要事業箇所

離岸堤(改良)

人工海浜

神湊漁港

神湊(底土)港海岸

神湊（底土）港

洞輪沢漁港

洞輪沢漁港海岸

凡例

港湾

漁港

海岸

空港

(1)防波堤(改良)

(1)防波堤(改良)

船揚場

地下構造物
(大賀郷トンネル)

突堤

(3)道路

ターミナル駐車場

離岸堤

滑走路端安全区域
（RESA）

日除け雨除け施設

八重根港

-4.5M岸壁

護岸(防波)Ⅱ

荷捌き日除け(A棟）
日除け雨除け

■八重根港
・岸壁：付属物（車止め等）補修

－5.5M岸壁

荷捌き日除け(B棟)

附帯施設

岸壁

日除け

港湾課
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事業名 事業の考え方・目標 主な事業の内容

施設運営事業 ●八丈島の玄関口として、利用者が安全かつ安心して利用できるよ
う、適正な施設管理に取り組む。

●新型コロナの感染状況を見据えつつ、関係機関と連携の上、各施
設を観光振興や地域活性化の拠点として活用し、島の発展に繋げる。

●関係機関と連携の上、防犯・保安体制の強化に取り組む。

●港湾・漁港・空港・海岸の管理
①神湊(底土)港、八重根港の管理
②神湊漁港、八重根漁港等の管理
③八丈島空港の管理
④各海岸の管理

●防犯・保安体制の強化
①港湾、漁港の巡回点検等
②空港消火救難訓練、空港不法侵入事案・航空機不法奪取対応訓練等の実施

港湾整備事業 ●島民生活の向上と産業の振興に寄与するため、定期船等における
就航率の向上や乗降客の安全確保、荷役の効率化に向け、施設整備
を進める。

●神湊(底土)港
①護岸(防波)Ⅱ：ケーソン据付【R3-4債務】、ブロック製作
②日除け雨除け施設（第１期）：新築
③荷捌き日除け施設（A棟）：新築
④荷捌き日除け施設（B棟）：建替【R4-5債務】

●八重根港
①岸壁：付属物補修

漁港整備事業 ●安全かつ安心して利用できる漁港として、港内静穏度の向上に向
け、防波堤などの施設整備を進める。

●利用者の利便性向上を目指し、適切に施設の整備、補修等を行う。

●神湊漁港
①（１）防波堤(改良)：消波ブロック製作、据付
②-4.5M岸壁：泊地整備、直立消波ブロック製作
③船揚場：船台部地質調査

●八重根漁港
①-5.5M岸壁：仮設消波ブロック復旧【R4-5債務】
②付帯施設：陸電施設整備
③（３）道路：舗装
④（１）防波堤(改良)：基礎復旧【R3-4債務】、鋼枠据付【R4-5債務】
⑤日除け施設：補修

海岸保全施設整備事業 ●波浪、高潮等から市街地を守り、自然環境を保全し、海岸の適正
な利用とレクレーション機能の向上を目的とし、「防護」「環境」
「利用」の調和のとれた施設整備を進める。

●神湊(底土)港海岸
①離岸堤(改良)：消波ブロック製作、据付
②人工海浜：整地、養浜材投入
③突堤等：滑り止め補修、設置

●洞輪沢漁港海岸
①離岸堤：消波ブロック据付

空港整備事業 ●航空機における離着陸の安全性向上及び空港利用者への利便性の
向上並びに保安機能の強化に向け、空港の施設整備を進める。

●八丈島空港
①滑走路端安全区域（RESA）：改修設計【R4-5債務】
②ターミナル駐車場：駐車場改修【R3-4債務】
③日除け雨除け施設：新築【R4-5債務】
④地下構造物【R3-4債務】：大賀郷トンネル耐震補強
⑤進入路指示灯：指示灯改修

港湾・漁港・海岸・空港事業 港湾課
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島しょ地域の保健衛生の維持向上
島しょ保健所八丈出張所

八丈町

事業名 事業の考え方･目標 主な事業の内容

地域保健

推進サー

ビス

島しょ地域保健医

療推進プランの推進、

保健医療情報の収集、

広報・普及啓発活動、

各種会議の開催等を

実施する。健康危機

管理体制を強化する。

①広報誌の発行：保健所だより等

②講習会等の実施

③受動喫煙防止対策

④統計調査

⑤健康危機管理：新型コロナウイルス、

新型インフルエンザ対策等

生活環境

サービス

環境衛生、食品衛

生、獣医衛生の分野

において、日常生活

の衛生に係わる許認

可、検査及び監視指

導事業を実施する。

①環境衛生関係施設等の衛生確保（レジ

オネラ菌検査等）

②食品関係営業施設に対する監視指導

③と畜検査等、動物愛護管理、動物由来

感染症対応

保健

サービス

住民の健康に関す

る様々なニーズに応

えるため、健診や相

談事業を実施すると

ともに、主な直接的

サービスを展開する

八丈町及び関係機関

を支援する。

①感染症対策

（ア）感染症予防対策及び発生時対応

（新型コロナウイルス感染症等）、

HIV・性感染症、ウイルス肝炎対策

（イ）結核対策

②一般健康相談、小規模企業健診等

③精神保健訪問・個別相談、巡回相談、

講演会、社会復帰促進事業、アルコー

ルミーティング等

④難病患者訪問・個別相談、専門医等相

談事業、療養支援等

⑤専門的栄養相談、特定給食施設指導、

栄養成分表示の普及啓発、食育の推進

⑥町村・医療機関支援、専門的技術相談

地域保健医療推進プラン

１ 島しょ保健医療圏・地域保健医療推進プランの推進

保健所、町村をはじめ、保健・医療・福祉の
関係機関及び団体や地域住民など、関係者
による地域保健医療協議会によって策定され
た「東京都島しょ保健医療圏地域保健医療
推進プラン」を計画的に推進し、島民が健康
で生き生きとした生活を実現することを目指し
ていきます。
【計画期間：平成３０年度から令和５年度】

２ 令和４年度の事業概要

プランの指標

推進プランには、「指標」を設定しています。この「指標」には、
計画期間に達成したいレベルを目標として掲げています。
【指標例】
がん検診受診率、認知症サポーター数
新型インフルエンザ等対策訓練 など

この推進プランに基づき、八丈町については、がん対策、受動喫
煙防止対策、こころの健康づくり、糖尿病対策を軸にした生活習慣
病予防など食を通じた健康づくり、少子・高齢化対策、自立支援協
議会を通してのネットワークの強化を図る障がい者保健福祉対策、
在宅療養の推進、学校・保育園・高齢者施設などを軸にした感染症
対策等を実施します。

プランの進行管理

推進プランを効果的に実施するため、進捗状況を確認し、保健所
及び町村等の取組状況や「指標」の達成状況について調査等を実施
し、協議会において進行管理を行います。令和３年度には、中間評
価を実施いたしました。
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島しょ教育の充実・支援（小中学校）、文化財保護等

教育庁八丈出張所

東京都教育委員会の事務局である「東京都教育庁」の出先機関として、八丈町教育委員会及び青ヶ島村教育委員会に対し、

教育に関する指導・支援・助言・連絡調整等のほか、小中学校教職員の人事・任用・給与・旅費などの事務を行っている。

八丈出張所の概要

１ 学校の教育活動に対する支援等

２ 教職員の人事・任用、給与・旅費事務等

３ 教職員住宅の維持管理等

４ 学校給食に対する支援と食育の推進

５ 文化財保護に対する支援・事業PR等

◆教育活動に対する支援
・教育課題に関する研修の実施

・年次研修、職層別研修の実施

・GIGAスクール構想の推進に向けた調整・支援

・東京都教職員研修センターの指導主事による訪問

◆人材の確保（都公立学校教員公募）
・島しょ公募説明会〔各学校の特色をPR〕（８月）
・島しょ公募面接選考（11月）

◆教職員住宅の管理
・不具合や故障等の修繕対応や管理人会議等の実施

・西見地区教職員住宅建設に向けた調整

◆学校給食に対する支援
・学校給食施設における衛生管理の徹底

（施設巡回、衛生講習会等）

・学校栄養職員の資質向上（学校栄養士会の実施）

・献立の充実（献立開発研修等）

◆食育の推進
・食育目標「あ・し・た・ば」の啓発資料作成

・支庁展示ホール「食育展示」

◆文化財保護に対する支援
・「東京文化財ウィーク」における公開等を支援

・文化財の保護・活用に対する支援

令和４年度の主な取組
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漁業無線局舎

共撰共販の支援加工品開発支援 担い手の育成支援

ロベの優良樹の選抜 マンゴーの樹（左）と果実（右）園芸植物の品種・系統の保存

果実品質の検討会

■ 八丈島特産園芸作物における生産振興技術対策
①ルスカスの夏季管理技術の確立（R2～5）
②アシタバ苗の生育障害の解明と対策（R4～6）
③施設栽培における樹上完熟菊池レモンの灌水・摘果指標の確立（R3～6）

④病害虫防除対策の検討（農薬登録拡大に向けた調査等）

■ 八丈島における遺伝資源の収集・評価・保存
①貴重な園芸植物の品種・系統の保存、評価
②フェニックス・ロベレニーの優良樹の交配による次世代株の育成

③八丈島におけるマンゴーの生育特性（R2～4）

■ 普及指導事業
①農産物の生産振興・販路開拓・病害虫防除等栽培技術向上に対する支援
②共撰共販を行う切り葉・切り花の高品質化と産地の育成支援
③担い手育成研修センター研修生への指導と自立支援
④直売活動、農産物加工等に取組むＪＡ女性部への活動支援

⑤八農振、切葉切花研究会、中之郷園芸研究会等への組織活動支援

農 業

ルスカスの荷姿（左）と主要病害こうじかび病（右） 菊池レモンの栽培試験アシタバの栽培試験

■ 普及指導事業
①海洋ニュース発行等による海況情報の提供
②講習会・展示等を通じた知識・技術の普及
③漁業取締

④調査指導船「たくなん」による遭難船や故障船の救助
⑤指導通信などによる操業・航行の安全支援（伊豆諸島全域・24時間）

■ 漁業収益を高める技術開発
①カツオ漁業高度化促進支援研究（R元～5）
漁業情報モニタリング、電子標識の導入によ

る漁場予測の精度向上

八丈海洋ニュース 調査指導船「たくなん」

キンメダイの資源調査トビウオの資源調査 キンメダイの稚魚

■ 水産資源の持続的利用に関する研究
①ハマトビウオの生物学的許容漁獲量の算出
②キンメダイ資源管理手法の開発、未解明生態の解明促進
③メダイの漁業・資源生態および資源特性値に関する研究（R3～7）

④サメ等の漁業被害実態調査
⑤漁場環境の定期的調査、底魚などの資源動向把握

東京都漁業用海岸局

水産業

カツオの標識放流調査

電子標識

通常標識

農林水産業の一体的且つ総合的な振興 島しょ農林水産総合センター
八丈事業所
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 家畜防疫

（伝染病から家畜を守ります）

家畜伝染病予防法に基づき、家畜伝染病
の発生予防、まん延防止の検査、措置を行
います。

令和3年度実績

●家畜伝染病予防法第5条に基づく

牛の定期検査(ヨーネ病、4年ごと)

令和3年度実績:26頭

令和4年度予定(八丈町):65頭

●鳥インフルエンザ対策

●口蹄疫対策(牛、ヤギ)

●家畜疾病の侵入防止(EBL検査など)

●牛海綿状脳症(BSE)検査：1頭

●公共牧場 預託前検査： 6頭

●公共牧場における牧野病対策 等

(左)牛の採血 （右）鳥インフルエンザ防疫演習

 家畜衛生指導

（上）八丈富士ふれあい牧場
（左）動物とのふれあい風景

（家畜衛生を通して生産性の向上
を目指します）

家畜衛生に関する各種検査、調査及び

家畜衛生情報の収集を行い、その結果に

基く指導・啓発によって生産性の向上を

図ります。また、動物由来感染症から人

を守るため、家畜の検査を実施します。

令和3年度実績

●家畜衛生巡回指導： 延べ221戸

●牛の病原性大腸菌O157検査：

1戸9検体

●採卵鶏のサルモネラ検査：3戸11検体

●鶏病抗体調査： 3戸30検体

●家畜衛生技術資料の配布 等

 病性鑑定

（的確な検査結果を提供します）

家畜伝染病の診断や各種疾病の原因究明
のための臨床検査、ウイルス、細菌、病理
等の検査を行います。

令和3年度実績

●病性鑑定：
延べ62戸280検体

（写真）上段：正常下段：乳房炎

 家畜人工授精・診療

令和3年度実績

●家畜人工授精： 38頭
●繁殖指導 ： 131頭
●家畜診療
（去勢等） ： 7頭

●授精証明書発行：17通

（島しょの畜産を支援します）

牛の胎子

島しょという立地条件から、家畜人工授

精（牛）、家畜診療（共済獣医師不在時

等）を実施しています。

（写真）超音波診断装置を用いた繁殖指導

家畜防疫・家畜衛生指導 家畜保健衛生所八丈支所
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＜神湊漁港＞
・（1）防波堤（改良）：消波ブロック製作
・（1）防波堤（改良）：：消波ブロック製作・据付
・-4.5M岸壁：泊地整備
・-4.5M岸壁：直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作
・船揚場：軌条改修地質調査
・-5.0M、-3.0M岸壁（改良）：実施設計
・漁港施設：付属物補修

５ 令和4（2022）年度 八丈支庁管内 事業箇所一覧

災害防除工(37斜面）

防護柵設置工事

＜八丈島内＞

・道路照明のLED化

（都計道ほか）

海岸補修工事(横間ヶ浦)
道路改修（神子尾）

大賀郷園地整備工事

歩道設置（八高4期)

砂防(大里一ノ沢)

＜道路整備事業＞
道路改修（大賀郷1,2期）

道路改修（大里）

災害防除工事(垂戸海岸)

急傾斜対策工事(神湊東)

路面補修工事(永郷)

＜八丈島空港＞
・滑走路端安全区域（RESA）【R4-5債務】
：改修基本設計
・地下構造物【R3-4債務】：耐震補強
・ﾀｰﾐﾅﾙ駐車場【R3-4債務】：駐車場改修
・日除け雨除け施設実施設計【R3-4債務】
・日除け雨除け施設【R4-5債務】：新築
・進入路指示灯改修
・駐車場庇施設：新築実施設計
・航空灯火：改修実施設計

＜神湊港＞
・護岸(防波)Ⅱ【R3-4債務】：ケーソン据付
・護岸(防波)Ⅱ：ブロック製作
・日除け雨除け施設（第一期）：新築
・荷捌き日除け施設（A棟）：新築
・荷捌き日除け施設（B棟）【R4-5債務】：新築
・岸壁（-7.5ｍ、-6.0ｍ）付属物補修
・荷捌地：舗装補修
・船揚場：しゅんせつ

三原林道改良工事

池之沢治山施設機能
保全工事

洞輪沢治山工事

垂戸保安林緊急改良工事

＜洞輪沢漁港＞

・漁港施設：付属物補修等

＜洞輪沢漁港海岸＞

・離岸堤：消波ブロック据付

＜青ヶ島港＞
・防波堤（西）：基礎工、鋼枠製作
・防波堤（西）：建設（鋼枠据付、付属物設置）

【R4-5債務】
・荷捌地：舗装
・物揚場(-3.0m): 付属物補修
・防波堤（東）：鋼枠補修、スロープ補修
・防波堤（波除）：改良設計
・港湾施設：付属物補修

港湾課

土木課

産業課

凡例

砂防整備（杉の沢）

道路整備（池之沢）

道路整備（三宝港）

富士環状林道改良工事

＜八重根港＞
・岸壁（-7.5ｍ、-6.0ｍ）：付属物補修

＜安全施設事業＞
電線共同溝（底土港～東畑）

砂防補修（鴨川)

路面補修（護神～三小）

歩道設置（三原小中）

砂防(三原川)

海岸補修（汐間）

災害防除（汐間洞輪沢港線）

砂防（芦川）鴨川治山施設機能保全工事

＜八重根漁港＞
・-5.5M岸壁：仮設消波【R4-5債務】
・-5.5M岸壁附帯施設：陸電設備
・(1)防波堤（改良）復旧【R3-4債務】：基礎部復旧
・(1)防波堤（改良）【R4-5債務】：鋼枠据付
・(3)道路、用地：舗装工
・（１）道路（改良）：検討調査
・-3.0M泊地：深浅測量、設計
・日除け施設補修
・漁港施設：付属物補修

＜中之郷漁港＞

・漁港施設：付属物補修等

災害防除工(16-1斜面）

路面補修（西見付近）

路面補修（底土海岸）

八丈VC屋根改修

照明LED（植物公園）

＜神湊港海岸＞
・離岸堤(改良)：消波ブロック製作・据付
・人工海浜：整地、養浜材投入
・突堤、護岸：滑り止め補修
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