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し、総額３８２，７６８千円
となります。
主な内容は、高圧電気設備
取替工事に係る増額補正で
す。
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年第２回三宅村議会定例会

（会期：６月

で審議された議案

承認第３号

三宅村ふるさと体験ビレッ
ジ施設「ふるさと味覚館」
の指定管理者の指定につい
て

旧坪田保育園の有効活用を
図るための耐震改修工事を株
式会社平善が請け負うことに
なります。

議決結果
平成２９年第２回三宅村議会定例会

承認第１号

三宅村固定資産評価員の選
任の同意に係る専決処分の
承認について

平塚典明氏が平成 年７月
１日から平成 年３月 日ま
で指定管理者となります。
議案第４号

２９

３１

平成 年度旧坪田保育園耐
震改修工事請負契約の締結
について

３０

審議の賛否

議案番号
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平成 年４月１日付で村税
を所管する村民課長宮下亮が
固定資産評価員に選任されま
した。
議案第１号

平成 年度三宅村一般会計
補正予算（第１号）
歳入歳出予算の総額にそれ
ぞれ２８，６０８千円を追加
し、総額３，９９６，７７７
千円となります。
主な内容は、三宅小学校運
動場芝生化事業に係る増額、
ふるさと体験ビレッジふるさ
と味覚館運営再開に係る増額
補正などです。
議案第２号

平成 年度三宅村国民健康
保険（直営診療施設勘定）
特別会計補正予算（第１
号）
歳入歳出予算の総額にそれ
ぞれ２，０８７千円を追加

議案第２号

平成２９年度三宅村国民健康保険（直営診療施設勘定）特別会計補正
予算（第１号）

○

○

○

○

○

○

○

〃

議案第３号

三宅村ふるさと体験ビレッジ施設「ふるさと味覚館」の指定管理者
の指定について

○

○

○

○

○

○

○

〃

○

○

○

○

○

○

○

〃

議案第４号 平成２９年度旧坪田保育園耐震改修工事請負契約の締結について

三宅村税条例の一部を改正
する条例に係る専決処分の
承認について
地方税法の一部を改正する
法律の施行に伴う条例の改正
の専決処分を承認しました。
主な内容は住民税の所得割の
課税標準の見直しと規定の整
備、固定資産税の固定資産被
災代替家屋及び被災代替償却
資産に係る課税標準の新設、
被災住宅用地の特例措置の拡
充、軽自動車税のグリーン化
特例について対象を重点化し
た上での適用期限の延長で
す。
承認第２号

三宅村国民健康保険税条例
の一部を改正する条例に係
る専決処分の承認について
地方税法施行令の一部を改
正する法律の施行に伴う条例
の改正の専決処分を承認しま
した。主に国民健康保険税の
低所得者に係る軽減判定金額
の拡充です。

承認第１号 三宅村税条例の一部を改正する条例に係る専決処分の承認について

○

○

○

○

○

○

○ 承認

三宅村国民健康保険税条例の一部を改正する条例に係る専決処分の
承認について

○

○

○

○

○

○

○

〃

承認第３号 三宅村固定資産評価員の選任の同意に係る専決処分の承認について

○

○

○

○

○

○

○

〃

議案第１号 平成２９年度三宅村一般会計補正予算（第１号）

○

○

○

○

○

○

○ 可決

承認第２号
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案
議

２９

１３

２９

２９

２９

２９
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35

50

村政を問う
～６人の議員が一般質問～
地調査を行っております。
価格は現行の１万４，９０
０円から１万４００円で調整
が図られているとの情報は、
東京都からございました。
答 村長

東京都は、国からおりて来
て、島嶼の、北部に対する考
えをどうしたらいいかという
ことで、随分と議論をされた
ようです。

の価格よりも安いということ
から、島民割引の ％が適
用。
また、輸送コストの低廉化
についてで、現在東京都によ
る伊豆諸島海上輸送運賃補助
交付要綱によって、生活品等
の出入について、 から１０
０％の範囲で補助。本法案で
対象となる品目は、本土に移
出する未加工品の農水産品
で、最大 品目というふうに
規定されていて、それが対
象。
島内事業者等の要望では、
村として、漁協が魚を出すた
めの発泡スチロールについて
補助ができないか要望が上が
っております。
また、滞在型観光促進にか
かわる内容についても、商工
会、観光協会を交えた会議を
２回開いております。
雇用拡充にかかわる内容に
ついても商工会を交えた話を
しております。
また、事業拡大の件です
が、七島信用組合が、利子補
給の事業体として認定される
見込みになっています。
23

何度もお話が出ているか
再
もしれませんが、東海汽
船の大島寄港について。三宅
島にとってのメリットが見え
てこない。特に、朝着発で内
地に引き返すけれども、大島
で６時間も待つ。ここ二、三

年ずっと先送りにされたと島
民の方も思っています。
この案件は、別の要望の中
に分類されるのかもしれませ
んが、運賃とともに、何とか
解決したいです。
答 村長

議会中継動画配信につ
いて

大島航路の件ですが、離島
航路の協議会で、毎年、何と
かならないかという意見は出
しています。しかし、島嶼全
体で、大島のハブ化というこ
とを考えているので、もう少
し我慢をしていただきたいと
いう意見がございました。
問

八丈町は、動画配信サイ
ト、新島村はインターネット
中継、神津島はケーブルテレ
ビ、小笠原はテレビ放送で議
会中継をしています。
議会定例会を可視化すると
いうことは、一般的で、行政
と島民の相互理解と政治への
関心、また行政関係者や議員
の資質向上にもつながると思
っております。
答 総務課長

議会の中継動画を配信する
ことにつきましては、行政側
としては特に異論はありませ
ん。議会の会議運営にかかわ
ることであるという認識でご

ざいます。議会で方針を示し
ていただければ、それに沿っ
て行政側も対応し、検討して
まいりたいと考えておりま
す。

三宅村レクリエーショ

いて

問 ンセンターの利用につ

三宅村のレクリエーション
センターの運営について、利
用者をふやしていくためには
具体的に何をしたらいいかと
いうのを、二つほど考えまし
た。
完全に島民を無料にするこ
とができないというのであれ
ば、年間パスポートの導入に
ついてです。
これは、年間いつでもその
パスを見せれば、利用してい
いフリーパスです。
顧客を集める一つの方法だ
と思っています。
もう一つはコンペです。先
日、八王子で行われたワール
ドカップ、副村長も視察をさ
れたと思います。今後、三宅
島のあの施設が何を目指すの
か。やはり、島から有力選手
を輩出するというのが、あの
練習環境を持つ三宅島として
は大変有利なことだと思って
います。
全国であのレベルの公共施
設を混雑なしで使える場所は
ほかにありません。
この二つの施策、いかがで
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雄一
議員

有人国境離島法案施行
後の詳細について

沖山

問

答 企画財政課長

有人国境離島法のほかの
再
しん
４つの内容について、進
ちょく
捗 状況をお聞きしたいと思
います。
法案の全体の４項目という
のは、島民の空路、海路の運
賃、輸送のコストの低減。滞
在型観光の促進、雇用の拡充
という項目があります。
ほかの地域を調べている中
で、大手広告代理店が、滞在
型の観光の促進をいろいろ模
索していたり、雇用拡充事業
の公募が行われています。

答 企画財政課長

船については、現行の島民
割引の価格のほうが法案適用

有人国境離島法案、４月１
日に施行され、ほかの有人国
境離島を北海道から九州、沖
縄まで全部調べてみました。
東京都以外の島は、全部、４
月１日から、高速船、連絡船、
船、航空機、どこの行政も、
割引が適用されていました。
新中央航空の島民割引１万
４００円は、いつから施行さ
れますか。

昨年 月に引き続き、先月
にも内閣府担当が来島し、現
10
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しょうか。
答 観光産業課長

全島フリーＷｉ︱Ｆｉ
の設置について

観光施設などを中心に整備を
進めてきました。現在アクセ
スポイントは カ所を超えて
います。また、阿古と三池の
船客待合所、三宅島空港を整
備しています。
防災面も含めて、島内を一
元化する整備について、通信
事業者のほうからもいろいろ
ご提案をいただいて、現在、
検討を進めているところでご
ざいます。
早期に導入ができるように
取り組んでまいりたいと考え
ております。

靖江
議員

問 観光振興について

木村

30

４番、公明党の木村でござ
います。
まず初めに、お二人の課長
のご就任おめでとうございま
す。期待をしております。よ

ろしくお願いいたします。
私からは、観光振興対策に
ついて、２点の質問をさせて
いただきます。
明るく努めていきたいと思
っていますので、よろしくお
願いいたします。
まず一つ目の、大路池展望
台については、先ほど村長か
らもお話がございました。先
日、広報みやけに掲載もされ
まして、島民の皆様に広く知
れることとなり、実際に訪れ
た人も多く、すばらしい眺望
と景観に感動の声も聞かれて
います。この５月の連休中に
帰省をした方が、あらためて
ふるさとの魅力の一つを再確
認できたとのうれしい声もご
ざいました。
ですが、中には、やはりい
つ噴火するかわからないと不
安を持っている方も、本当に
いるかもしれません。です
が、せっかく新設された展望
台を新たな観光資源として、
賢明な有効活用をしていくこ
とこそが明るい話題となり、
地域、島全体に活力を生み、
人々の心を豊かにしていくこ
とではないかと思います。と
かくマイナスに捉える方も、
現実聞こえてくる部分もあり
ますので、ここは強調したい
と思います。
三宅島は、現状、他島と比
べて来島者の伸び率が低迷し
ていると言われています。今

後、本格的な観光シーズンを
前に、島内外へのさらなる情
報発信をしていきたいもので
ございます。
そこで、多くの方に来てい
ただくためには、車の駐車ス
ペースが必要になるかという
点と、三宅村として今後の具
体的なアピールの方法などに
ついても、あわせてお伺いい
たします。
答 観光産業課長

それでは、観光振興につい
ての大路池展望台に関するご
質問にお答えいたします。
大路池展望台の観光ＰＲで
ございますが、村長の冒頭の
発言の中でもありましたが、
平成 年３月に展望台完成
後、
４月下旬より、三宅村ホー
ムページ、ＩＰ告知端末や、
観光協会のホームページ、広
報みやけ６月号への掲載を行
い、島内外の情報発信を行っ
ているところでございます。
引き続き、関係機関と連携を
図って、ＰＲについてはホー
ムページ等を活用して、三宅
島の観光ＰＲを行っていきた
いと思っております。
また駐車スペースでござい
ますが、展望台は坪田ジオト
レッキングルートの休憩場所
の位置付けとして設置してお
ります。しかしながら、新た
な観光ポイントとして多くの
方々にご覧になっていただき

たいと思いますので、自動車
の通行やトレッキングをされ
る方の安全通行の周知とあわ
せて、大路池周辺への駐車ス
ペースの確保について、調
査、検討しているところでご
ざいます。

ご答弁ありがとうござい
再
ました。
アピールについては、一層
のさらなるご努力をお願いし
たいと思います。
駐車スペースについては、
ぜひプラスな検討をしていた
だきたいと思います。
展望台自体、非常に質感が
よく評価も高いです。堅固
で、これが村の負の遺産とな
らないよう、三宅島にとって
画期的な施設として、来てい
ただいた方、来島者、また島
の住民の方々に、本当に心か
ら喜んでいただけることが肝
要であるのではないかと、私
は思っております。こうした
一つ一つの取り組みが、今後
の三宅村の前進につながって
いくものだと思いますので、
村長のお考えをお伺いいたし
ます。

答 村長

議員の全くおっしゃるとお
りだと思います。ただ、この
問題も、それから大路の遊歩
道と、それからあそこの溶岩
原の木道ですか、たくさん三
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村といたしましては、本年
度４月よりポイントカードの
導入や、毎月１回、プレミア
ムフライデーとして 時以降
無料開放を行っているところ
でございます。
今後の利用状況の推移を見
守りながら、年間パスポート
の導入を検討したいと思って
おります。
そして本施設を利用したク
ライミング大会の開催は、今
年度、開催実施に向けて関係
機関と調節しながら行いたい
と思っております。
問

防災、観光の観点から予算
を補助金申請し、１月 日よ
り大島町全域で公衆の無線Ｌ
ＡＮサービスが始まりまし
た。
同じ視点で、三宅島におい
ても、防災、観光という視点
であれば、導入するべきでは
ないのかと思うのですが、全
島のフリーＷｉ︱Ｆｉ化につ
いていかがでしょうか。
答 総務課長

本村におけるフリーＷｉ︱
Ｆｉの設置についてでござい
ますけれども、観光協会を通
じて、宿泊施設、店舗、また

29

15

29
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花いっぱい推進事業に
ついて

宅はあるんですね。やっぱり
パンフにも載せる、あるいは
いろんな機器でも宣伝をす
る、そこの辺で止まっている
のかなと思っているんです
が、何かもう一つ、何か足り
ないんですよ。それが何なの
だろうというようなことをち
ょっと考えたりもしているの
ですが、私もまだしっかりと
した回答を得ないでいるので
すが、ただ、私が観光地に行
っていろいろと経験すること
は、この辺でおいしいものは
何、とか、この辺で見どころ
はどこ、とか言うと、決まっ
て、何人かの人に聞いてもあ
そこですよ、あそこですよ
と、観光協会だけではなくし
て、一般住民の人たちの目
が、口がそう言うのですね。
そういった、やっぱり島全
体で網羅するというのかな、
そういうものも大事なのだな
というふうに、何かちょっと
考えているのですけれども、
いずれにしても、せっかくお
金もかけてつくっていただい
たものですから、大事にし
て、観光資源として活用して
いきたいというふうに思って
おります。
問

２点目の、花いっぱい推進
事業についてでございます
が、これは３月の定例議会の

佐久間正文

議員

11

予算審議の折、担当課長か
ら、三宅村総合開発委員会の
中で具体的な実施に向けた部
会が開かれると伺いました。
現在の日程等で、決定されて
いる事項がおありでしょう
か。それについてお伺いいた
します。

28

大変ありがとうございま
再
す。
委員選出の構成について
は、花といえば女性の感性
と、それから持続性のような
ものを考えれば、女性の存在
は不可欠といっても過言では
ないと思いますので、ぜひこ
の委員の中に、これから選出
するのであれば、女性をより
多く選出をしていただきたい
と思いますが、この点につい
てお伺いいたします。

お考えになっていますか。

答 観光産業課長

特に２月、３月の伊ヶ谷の
就航率が高いということがわ
かります。伊ヶ谷港は避難港
です。三池港、阿古漁港に接
岸できないときに、伊ヶ谷の
港が使われています。

伊ヶ谷港がなかった場
再
合、経済的な損失が大き
く、この分だけの寄港ができ
なく、約３分の１以上、寄航
できない状況が続きます。
待合室が遠く、坂の上にあ
り、簡易で、暗くて印象もよ
くないと考え、港に近い、お
客さんの利便性を考えた場所
に移す必要性を考えます。

答 観光産業課長

待合室の乗船場近くの移転
ですが、東京都に要望してま
いりたいと思います。

島民のみならず、観光と
再
して、大きな問題と考え
ます。
桟橋は吹きさらしのまま
で、乗客が雨を遮る屋根もな
く、お年寄りの方は、休むと
ころも何もありません。
桟橋の幅は狭いと思います
が、スペースはあり、船に乗
るために屋根付きで椅子付き
の通路を要望します。
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問 伊ヶ谷港整備について

３９

答 観光産業課長

女性委員の選任についてで
すけれども、今後、女性委員
の選任を含めて調整を図って
まいりたいと思います。

お手元に配付いたしました
のは、平成 年度の伊ヶ谷港
のデータです。
伊ヶ谷港は、避難港と位置
付け、都の管轄であると承知
しています。
待合所の経緯も、承知して
います。
離島港史には、１６２３年
ごろ、大船戸湾は工事をされ
たが、１７２３年に神着に島
の行政が置かれ、やむなく伊
ヶ谷港は使われなくなったと
載っています。 多くの方が
伊ヶ谷港に到着し、大船戸湾
を中心に、江戸から上陸した
と考えます。
配付しました平成 年度三
宅島の港別の定期便の就航率
です。８月 ・６％、 月
・７％、２月 ・３％、伊
ヶ谷港の就航率をどのように
28

２２

答 観光産業課長

観光振興についての花いっ
ぱい推進に関するご質問にお
答えいたします。
花いっぱい推進事業につい
てでございますが、現在、花
いっぱい推進部会の開催に向
けて総合開発委員会の所管各
課と調整を行っており、今
後、部会委員として、総合開
発委員から５人以内を選出い
ただき、臨時委員として７人
以内の選任を行い、部会の開
催に向けて手続きを進めてい
くところでございます。

ぜひ期待したいと思いま
再
す。どうかよろしくお願
いいたします。
この花の推進事業について
は、多くの女性の方から、声
をかけていただいて、激励を
いただいております。
これは以前も申し上げたと
思いますが、島にある花、こ
の植生を生かした花々が、魅
せる島づくりとして、観光客
へのおもてなしとしていきた
いものでございます。今後
は、スピード感のある対応を
お願い申し上げて私の質問と
させていただいて、終わりま
す。

２６

三 宅 村 議 会 だ よ り

してまいりたいと思っており
ます。

防風保安林の現状につ
いて

答弁は、
理解はできます。
再
物事においては、順番
というものがあると思いま
す。一番有効的な場所が最後
になってしまうということ
は、これほどのデメリットは
ないと考えております。
問

最初に写真を見ていただけ
ればと思っております。丁度
度に傾いている看板はここ
に記載されていますけれど
も、東京都のものであるとい
うことは、私も承知しており
ます。昭和 年に設置された
印です。恐らくもう 年ぐら
いたっていると思いますが、
放置されたままです。
もう１枚の写真が、近くの
木です。 年近くたち、木も
成長したが、放置され、立ち
枯れの木もあり、将来的に枯
れてしまうと思います。
防風林、保安林は、森林管
45

が実感です。だから諦めると
いうことではなくて、要望は
していきます。
経緯は、どこの港がいつ
再
どうだとかそういうこと
ではなくて、この現状を中心
に物事を考えて、改善してい
くということが、私たちの仕
事であり、発展につながりそ
して、観光につながっていく
と考えます。三池が、阿古
が、伊ヶ谷がと、そういう考
えはなくて、ベストなところ
はどこかということが大事だ
と思っております。
これらを強く要望します。
答 村長

要望をやらないということ
じゃなくて、そういう現状が
あるから知っておいてほしい
と。１６００年代から、江戸
幕府においては伊ヶ谷が全天
候型の港で良好であるという
ところで、人も余り住んでい
ないところへ、港を構築した
わけで、よく私も知っている
つもりです。
錆ヶ浜にも三池にも、まだ
工事途中、完成していないと
ころ。そこを先に東京都のほ
うはやっぱり完成をさせなく
てはならないという考えもあ
ろうかと思います。
村は村なりに、議員から議
会でそういう意見があれば、
積極的に働きかけをしてまい
ります。

理署もしくは林野庁というと
ころが管理していると、都の
管轄であるということは私も
心得ております。放置してい
ていいのかということになり
ますが、いかがでしょうか。

答 観光産業課長

防風保安林の現状ですが、
東京都に確認したところ、島
内で指定されている防風保安
林は、伊豆地区と坪田地区に
ございます。ご指摘のありま
した場所につきましては村有
地であり、確認してまいりま
したが、確かに、つるや松の
木が杉の木に絡んでいる状況
が見受けられました。すぐに
立ち枯れの状態や木が枯れか
かったりした状態は現状で
は、確認することが残念なが
らできませんでした。
ご指摘を踏まえて、東京都
に相談しながら防風保安林の
あり方や管理方法について、
検討してまいります。

立ち枯れする前に、何と
再
かしてほしいというのが
今の私の質問です。どうです
か。

答 観光産業課長

ご指摘のとおり、すぐに対
応ということでございます
が、保安林の指定のかかって
いるところについては、東京
都に相談しながら、確認を行
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昭和 年に、１島２港と
再
決まったということは承
知しています。島民の利便性
と、観光に来る方、島外から
来る方に、来たときに、「え
え、この港は何、この玄関口
は何」というデメリットが大
きいと考えます。
港の状況を考えて、速やか
に実行していくことが、観光
立島として、島民へのプラス
になると考えておりますが、
いかがですか。
答 村長

よく理解できます。
港湾局ではよく話をしてお
りますが、三池の港が完成し
たらもっと就航率がよくなり
ますよ、その後でまた物申し
てくださいと言われます。
それから、錆ヶ浜につきま
しても、将来的にはもう少し
離岸堤をつくり、性能を高め
る構想もあってやっておりま
すので、伊ヶ谷の港だけとい
うわけにはいかないと思いま
す。現実にはマリンサービス
の方々に聞いても、やっぱり
伊ヶ谷の港へ接岸し、出港す
ることが一番われわれとして
は安心できるのだという話は
聞いております。
さらに港湾のほうには要望

40

答 観光産業課長

乗船通路の設置や、高齢者
の方への乗船通路に椅子の設
置でございますが、待合所と
あわせて、東京都に要望して
まいりたいと思います。
答 村長

島嶼は１島２港が基本とな
っており、噴火災害に際して
避難港ということで３港とな
っております。
首長会で、三宅だけなぜ３
港だと、皮肉と笑いをまぜて
言われます。避難港として非
常に役立っていますが、正式
の港、例えば三池港、錆ヶ浜
も今年度は岸壁の幅を広げる
工事等、そして三池港につき
ましては、船待の修理、建て
直しを計画し、そのような段
階を踏んでいます。要望して
いきますが、スピーディーに
というのはなかなか難しいの

53
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平川

大作
議員

問 村の活性化について

旧坪田中学校については公
共施設検討委員会で検討され
ていると思いますので、その
結果と海士町に学び、旧坪田
中学校に舎監を置き、全国か
ら生徒を公募し、村を活性化
できないかお伺いします。
答 企画財政課長

針ですが、いまの村の総合計
画の中では、それを持って島
を活性化するという計画は今
のところございません。

とおっしゃいますけれども仮
に海士町に学んだ対応するか
しないかという決定を村がし
ている訳ではないです。活性
化することはもちろん大事な
ことなので考えなければなり
ませんが、今の施設ありきで
はなくて、別の考え方が必要
ではないかという判断のも
と、村は解体した方がいいだ
ろうという結論に至っており
ます。

第１次産業の再生のた
めにキャスの導入を考
問
えることはできないで
しょうか。
答 観光産業課長

キャンプ場の開放につ
いて

現在、三宅島漁協では鮮魚
出荷を主体としており、東京
都漁連への出荷のほか、航空
便を活用した調布アイランド
との連携による販路拡大に取
り組んでいます。冷凍品は鮮
魚よりも単価が安くなること
から漁協生産品を冷凍保存、
出荷することは考えていない
とのことでございます。ま
た、鮮度保持機能を強化させ
販売単価増につながる取り組
みとして、冷凍冷蔵コンテナ
を２機整備して対応しており
ますので、現段階ではキャス
の導入の考えはないです。
問

三池地区、錆ヶ浜地区のキ
ャンプ場の開放が不可欠と考
えます。ここは、村としても
三池地区、錆ヶ浜地区のキャ
ンプ場の開放を支庁に要望す
べきと考えます。村長の考え
をお伺いします。

答 観光産業課長

近年、大久保浜園地のキャ
ンプ利用が増加していること
は認識しておりますが、台風
接近時の安全管理や、外国人
向けの案内板の設置など、新
たな課題もございます。こう
した状況を考慮しつつ、三池
園地、錆ヶ浜園地のキャンプ
利用につきましては、三宅支
庁や観光協会と意見交換を行
いながら検討してまいりたい
と思います。

問 磯つり祭典について

磯釣りの祭典の中身にお金
をかけ、集客数を上げるべき
ではないでしょうか。考えを
伺います。

答 観光産業課長

磯釣りの祭典については、
観光協会の事業として村から
の補助金と参加費で実施して
おりましたが、平成 年 月
の第 回開催を最後に終了し
ております。開催しなくなっ
た一番の理由といたしまして
は、釣り人口の減少に伴い、
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ってまいりたいと考えており
ます。
噴火により山は緑がなく
再
なり、いろいろな方々の
ご助力により、緑化運動がさ
れています。成果も出ていま
す。緑化運動で植林をしてい
て、かたや成長した木をその
まま放置しているという、矛
盾を感じるわけです。
植林をしても、 年たたな
いと木は大きくなりません。
つるに巻かれている保安林
も、 年後には枯れてしまい
ます。植林をしながら、成長
した木を放置しておいて、何
もしないでいたら、同じこと
を繰り返すに過ぎないと思い
ます。
海は山からできているとい
う言葉があります。海は山か
らできている。木というもの
は大事なものだと思っており
ます。昭和 年に植えたあの
木の放置状況が、非常に心苦
しく思います。
検討委員会で取り壊すと
再
いう決定がされたという
ことですね。以前にはまだ使
えるということで莫大なお金
をかけたはずです。現状でも
何年か利用して雨漏りもある
程度修繕をして利用すべきと
考えます。島民の皆さんの血
税を有効に生かすものだと私
は考えます。壊すのでしたら
また多額のお金がかかると思
います。私が言うように海士
町に学んで舎監を置いて、島
外からの高校生を呼んだりす
れば経済的な効果はかなり出
てくると思います。高校がな
くなると島民の皆さまはかな
りの出費をせまられることに
なります。それを防止するた
めに、現状の校舎を壊すとい
うよりも、本当に駄目になる
まで使えるだけ使って、高校
生を誘致するぐらいの判断を
して欲しいと思うのですが。
答 企画財政課長

旧坪田中学校をなぜ修繕を
したかでございますが、当時
は建物そのものの利用につい
て、当時の村としては必要だ
からという観点から修繕費を
かけたというふうに理解して
います。海士町に学んだ対応

11

答 村長

旧坪田中学校の再利用にあ
たっては修繕、整備費用に加
え本施設が学校校舎として竣
工しているために、他の目的
に流用する場合には、その利
用目的に沿った改修が必要に
なり、財政状況の厳しい本村
においては多大な財政負担に
なるということが見込まれる
ことから取り壊すという結論
に至っております。
舎監を置いた施設を持って
高校生を受け入れるという方

21

52

関係機関との手続がありま
すので、それが終われば、す
ぐ手入れはすることになろう
かと思います。
緑が増せば国が潤うという
のは、これはもう鉄則でござ
いますので、そのためにも山
を大事にして、植林もずっと
続けております。

16
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参加者が少なくなったことで
す。観光協会としては、三宅
島に釣りに来てもらうことに
方針を変え、ジャパン・フィ
ッシング・フェスティバルに
継続的に出店し、三宅島の磯
釣りについてＰＲ活動を実施
し、好評を得ています。
引き続き、
釣り人口の増加、
三宅島への釣り客の誘客を図
ってまいりたいと思います。

場所の早期工事を支庁に要望
すべきと考えます。
答 地域整備課長

支庁により平成 年度に法
面改修調査が実施されてきて
おりますが、進捗が見られな
いことから、再度、支庁に深
刻な被害状況を説明し、要望
をしてきたところです。その
結果、状況を理解していただ
き、緊急の予算要望を行っ
て、緊急の防工事を実施する
よう調整していくと伺ってお
ります。また、来年度から、
本格整備実施に向けての調査
設計準備に入るよう調整をし
ていきたいとの話も聞いてお
ります。
現状では危険性について
再
どう考えますか。道路が
崩れたりするような危険性は
ないという判断でしょうか。

道路の下に２枚の岩層があ
るので、道路が落ちることは
まずないと思います。それが
崩れないように応急工事を実
施していただけるということ
で、考えております。

答 地域整備課長

担当課、観光協会と話し合
いながら、創意工夫をしてい
く考えです。

問 税について

商品をもっと良くした
再
り、地域で参加する人た
ちに協力を仰いで、以前のよ
うな盛り上がりをもって対応
すれば、変わってくるのでは
ないでしょうか。

問 道路維持について

高齢者の方は、車の免許を
返納された方が多く、支払い
に行くのが容易ではないので

答 村長

飛行場下の慰霊碑より三池
港に向かって１００メートル
ほど先の、崖下の崩れている

連絡をするので取りに来てく
れないかという問い合わせが
複数の方から届いています。
この対応ができないでしょう
か。
答 村民課長

まず、税というものは、法
的には持参債務でございま
す。納税という債務は、納税
者が持参して履行しなければ
ならないものであり、納税者
自身が自主的に期限内に納付
をする納期内自主納付が原則
でございますので、職員の訪
問による収納は行っておりま
せん。
納税に出向くのが困難とい
うことであれば、便利な口座
振替による納税をお願いして
います。
建前もわかります。しか
再
し、目の前にある現実も
また事実なので、何らかの方
法も今後考えていただきたい
と思いますが、もし考える余
地があると思われるのでした
ら、ご答弁願いたいと思いま
す。
答 村長

この件につきましては担当
課だけの問題ではありません
ので、役場としても今後検討
していくということでご理解
をお願いしたいと思います。

石井

肇

議員

問 戸別ごみ収集について

１番、石井肇でございます。
私は、戸別ごみ収集につい
てお伺いしたいと思います。
高齢者や障害を持つ人など
ごみ集積所まで運ぶことが困
難な人を対象に、玄関先でご
みを回収する戸別収集サービ
スの実施について質問いたし
ます。
現在のごみ収集法としては
各地区の数カ所に集積所を設
置し、家庭ごとに持ち寄り、
収集車が回収する方法で実施
しております。
近年、住民の高齢化が進み
高齢者の家庭がふえ、集積所
までごみを運ぶことが非常に
重労働となっております。そ
こで、ごみ収集所まで運ぶこ
とが困難な人を対象に玄関先
で職員が回収する一声収集の
実現。住民福祉といいます

か、住民サービスの向上を図
るべきと考えますが、見解を
伺います。

答 地域整備課長

ちなみに、板橋区のホー
ムページから持ってきた

それでは、戸別ごみ収集に
ついてのご質問にお答えいた
します。
現在のごみ収集の形態は、
各地区で指定された曜日に、
各集積場所から委託業者がご
みを回収し、三宅村クリーン
センターへ搬入をしておりま
す。
ご質問の戸別ごみ収集につ
いては、高齢者や障害を持つ
人などを対象にとのことです
が、この範囲をどこまでにす
るかということは、担当課で
は判断が難しいものと考えま
す。このため、現時点におい
て、各地区の自治会や社会福
祉協議会、見守り事業などが
中心となっていただき、集積
場所に持ち込むことが困難な
人に対してケアをすることが
最善の方法かと考えます。
しかしながらこの問題につ
きましては、高齢化が進む中
での重大な問題であると考え
ますので基本の収集業務とは
別に、福祉目的とした戸別ご
み収集サービスについて福祉
担当課と調整を図りつつ、検
討してまいりたいと思います。

再
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のですけれども、申し込み条 い 方 。 そ の 自 治 会 の 方 々 と
件というのがございまして、 か、福祉の方々にお願いする
板橋区では 歳以上のみの世 のも一つの手だと思いますけ
帯。かつ、ひとり暮らしを含 れども、ごみ収集をしている
めます。それで、全員が介護 業者さんが玄関先まで取りに
保険の要介護または要支援の 行って、一声かけて、おばあ
認定を受けている場合。二つ ちゃんおじいちゃん元気です
目に、障害者のみの世帯。ひ かとか、そういう観点も大事
とり暮らしを含む。全員が障 なことではないかと思います
いかがでしょうか。
害手帳で障害の状況が確認で けれども、
きる場合。三つ目に、上記、
今まで言いました一、二を重 答 福祉健康課長
複する場合と、そのような条
福祉健康課におきましても
件だそうです、
板橋区ではね。
近年の課題といたしまして、
次に江東区では、介護保険
支援を必要とする独居高齢
認定者。かっこして、要介護
者、あるいは老老介護世帯な
２以上。二つ目に 歳以上の
どにおけます生活支援の一つ
方。三つ目に身体障害者手帳
として、ごみ出し問題がある
を持つ方と。こういう方々が
というふうに私どもも認識し
対象だそうです。
ているところでございます。
ですから村としても、認定
この件は、今、ご紹介のあ
を受けていないお年寄りでも
りましたほかの自治体でも課
足腰が悪くて、目に見えてい
題となっておりまして、先進
る集積所までも歩くのが困
事例等もあることから、それ
難、それとまた雨が降ったり
らを参考にしながら、自助・
冬の西風が吹いたりという条
互助・公助、こちらを基本に
件下で１人では持って行けな
本村に最も適した仕組みづく
りにつきまして、来年度中の
実施について検討してまいり
たいというふうに考えており
ます。
なお、緊急な事案等ござい
ましたら、地域包括支援セン
ターなど関係機関で検討して
まいりますので、ご連絡いた
だければと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。
65

65

今、ありがたいご答弁、
再
お年寄りも、先ほども言
いましたけれども、雨の日、
傘をさしながら重い生ゴミと
か、そういう荷物を持って集
積所、目の前に見えているの
ですけれども、そこまで歩く
のに２回、３回と休まなくて
はそこまでたどりつけない
と。
帰りはまあ、
空身でしょう
けれども。そういうのを見て
いますと、私も２回ばかりそ
ういう目にあって、お年寄り
を確認してお手伝いをちょっ
としたのですけれども、見る
からにお年寄りが腰を曲げ曲
げ、荷物を持って集積所まで
行ってまた帰ってくると。こ
ういうのは見るにたえない。
隣近所があれば、同じ日に
ごみを出すのですから、おば
あちゃんおじいちゃん、持っ
て行こうかと言うのですけれ
ども、隣近所が遠いところで
ひとり暮らししているお年寄
りを見るにたえない。今後、
村当局も検討してくださると
いうことなので、安心してお
ります。
全戸とは言いません。とり
あえずもう、そういう方々を
重点に、募集して、私は持っ
て行ってもらいたい、私は年
なのだけれどもまだ足腰が丈
夫だからいいですよと、そう
いう人もいると思います。全
部が全部とは言いません。
65

訪問リハビリ、訪問看護が実
施されておりますが、まだ満
足とは言いがたく、人材不足
により十分なサービスが満た
されていないのが現状ではな
いでしょうか。
十分な介護サービスが付与
できる施策と人材確保は、村
として支援に向けての施策は
あるかお伺いします。

全国的に看護介護の不足
しているのか現状だと思
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答 福祉健康課長

26

26

光夫

議員

三宅島暮らし体験事業によ
り、３人の方が施設を見学し
ました。
２点目に、島嶼医療従事者
確保事業による医療職現地見
学会で、７人が施設を見学し
ております。
３点目として、平成 年施
行の三宅村医療技術者等就労
促進貸付条例による医療・介
護の就労促進支援で、 年か
ら今日まで 人が利用してお
ります。４点目が、東京都に
対して人材育成、確保支援を
要望しております。
最後５点ですが、ＩＴ告知
端末による住民への募集案内
を行っており、限られた福
祉、人材確保はサービス提供
の根幹にもかかわると認識し
ており、今後とも各機関と連
携し、人材確保の支援をして
まいりたいと思います。

再

29

歳以上とか言いながらも、
歳、まだ丈夫で働いている人
もおります。そういう方々は
別に手を挙げないと思います
けれども、どうにもならない
お年寄りをぜひとも皆さんで
助けてあげたいという一心
で、こういう質問をさせてい
ただいております。
そういう検討をしてくださ
るという答弁をいただきまし
たので、これで私の質問を終
わりたいと思います。どうも
ありがとうございました。

水原

いて

問 現状と今後の施策につ

高齢者介護サービスの

65

三宅村の高齢率は ・１％
になっており、現状では、施
設サービス、特養ホーム、通
所介護、訪問介護と、新たに

39

三 宅 村 議 会 だ よ り

います。利用者にとって、人
材不足により良い介護が受け
られない中で、村は十分な対
応を図るべきであり、待遇面、
ほかの事情により確保できな
いのが実情ですが、村が策を
掲げ、支援をするような考え
を持つべきだと考えます。
答 村長

しての価値が失われており、
観光スポットの名所でもある
ので、あらためて東京都に対
して除去の要望する意思はあ
るのかお伺いします。
答 観光産業課長

三七山（ひょうたん山）は
国立公園の特別保護地区に指
定され、伐採の許可基準もご
ざいません。この地域に植生
している植物を伐採すること
は、難しい状況であると伺っ
ております。
貴重な観光資源の一つであ
るので、自然公園法の枠組み
の中で景観に配慮した方法で
保全について観光機関と協議
してまいりたいと思います。

次に、旧勤労福祉館の敷
再
地内にある東京都指定天
然記念物「神着の大桜」の樹
木の保全について伺います。
このまま放置すれば仮死す
ることは目に見えておりま
す。島内での巨木の保全同様
これらの樹木と敷地内の整備
を行い、観光の名所として位
置付けられていると思われま
すが、考えをお伺いします。
答 教育課長

置いて、保全に努めるべきだ
と思います。
答 教育長

天然記念物の周辺の風景、
どうやって地域住民の納得で
きる形にしていくのかという
ところでございますので、警
視庁の担当者と綿密に連絡を
とっております。
樹木医の診断の結果あるい
は樹木医に指摘を受けている
のだからその対策をとっても
らうよう強く申し入れをして
おりますので、連携協力して
取り組んでいきたいと思って
おります。

建設時においては、地元
再
の意見を聞いていただけ
るような配慮をいただければ
と思います。

問

三宅村職員の人材確保
と処遇改善について

人材確保については、常に
安定された人材確保に向けて
努力していることは十分承知
してございます。特に、看護
師、保育士、消防士等につい
ては、安定的な確保ができて
いない状況であり、在職期間
も短期であるなど、定着率が
低いことはさまざまな問題が
あり多様であるが、魅力ある
職場の構築を図る必要がある
と考えます。職場の問題もさ
ながら待遇面も関連している
のではないかと思われます。
三宅村の給与実態を見る
と、他の町村と比較してのラ
スパイレスが低いのではない
か。改善を図る必要があると
思われますが、改善の余地は
あるのか。優秀な人材確保の
ためには、それなりの改善が
必要と思われます。

答 総務課長

本村の起用制度につきまし
ては、国の制度に準拠してお
り、村独自の判断で何かを行
うということが非常に難しく
なっております。
なお本村の平成 年４月１
日現在のラスパイレス指数で
すが、 ・４でございます。
島嶼の９町村中７番目、下か
ら３番目という状況でござい
ます。
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いろいろと検討し、秘策と
は申せませんが、特効薬がな
い状態です。それなりに創意
工夫する中で、人材の確保
等、医療充実に努めていきた
いと思っております。
答 福祉健康課長

東京都が指定した新百景
再
です。なぜ回復できない
のか。観光スポットの一部と
して活用、観光客の誘致に努
めるべきと思います。

観光資源の保全と管理につ
いて、「神着の大桜」は、昭
和 年３月４日に東京都指定
文化財天然記念物となってお
ります。樹木医による診断調
査結果に基づき、大桜の周り
に育成しているアジサイを小
さく剪定するなど、大桜の育
成保護対策に取り組み、今後
は、東京都指定文化財の所有
者であります警視庁が大桜の
保全管理をしていくことにな
ります。保全や管理方法につ
いて、三宅村教育委員会から
情報提供を行い、連携して保
全管理に取り組んでいるとこ
ろです。
村としてきちんと保全に
再
向けた対応が必要である
と考えます。このまま放置す
れば、あとは何年もなく荒廃
してしまいますので、村とし
ての文化財の考え方を念頭に

28

高齢化率が高い本村におい
て、介護予防は極めて重要で
あると認識しており、今後と
も、高齢者向けの介護予防分
野を積極的に推進してまいり
たいと思います。

環境庁、東京都に再度要
再
望して、復元し、映画の
撮影場所として、宣伝活用し
て使えるものと思います。

十分な対応が図れるよう 答 観光産業課長
再
さらなる検討を含め、各
観光スポットとして、環境
関係機関との連携を取り行動
省の自然保護官等も来島され
していただきたいと思います。
る機会がございます。三七山
（ひょうたん山）の除草がで
きないか、国、東京都と協議
してまいりたいと思います。

観光スポットと無形文
問
化財の保全について

三宅島の観光スポットであ
る三七山（ひょうたん山）
は、東京都の新百景に指定さ
れておりますが、周辺はイタ
ドリの草が繁茂し観光資源と

88
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７番目に低いということ
再
で、これではやはり優秀
な職員は見つかりません。特
に、技術系の職員の給料は他
の町村から比べると低いとい
うことで応募しないという声
もちらほら聞かれており、優
秀な技術者を確保するために
は、それなりの待遇改善を行
い、確保することが必要と考
えますが、対応について伺い
ます。
答 総務課長

職員のやる気、満足度を
見るには、改善が必要と

現在のところかなり年齢の
高い職員の採用が続いており
ます。なかなか給与面の処遇
が満足できるものになってい
ないという状況ですが、経験
等を踏まえた形での給与体系
という形ですが、なかなか満
足いくような給与面での処遇
ができないというのが、制度
上の問題ということで認識を
しております。
給与制度は国の制度に準拠
しており、村独自で給料表を
改定したり、新しい手当をつ
くったりということができな
い状況になっており、ほかに
何かいい方法がないか、引き
続き研究していき、処遇改善
に努めていきたいと考えてお
ります。
再

思われます。特になかなか優
秀な方は来ません。
研究費等の手当を支給する
などの特別な配慮をすること
が大事じゃないかということ
も思われます。
答 総務課長

処遇改善について新しい手
当をつくるということも非常
に難しいと考えております。
介護の関係で、就労支援の
貸付金、こちらが、村の看護
師それから保育士についても
適用できる状況になっており
ます。村で採用した職員につ
いてもこれを活用していると
ともに、処遇改善の一環とし
て考えておりますので、その
点についてもぜひご理解いた
だきたいと考えております。
職員のやる気、それから
再
前進に向けて、やはり村
長としての職務改善の決意を
新たにお願いします。

年３月４日～平成

議 長 報 告 書
平成

１．出張関係
⑴平成 年５月 日㈫

年６月９日

２９

⑵平成 年５月 日㈬

◦東京都町村議会議長会平成 年度第
１回定期総会出席（港区）
◦東京
 都町村議会議長会議員講演会及
び意見交換会出席（港区）

２９

◦平成 年度町村議会議長・副議長研
修会出席（中野区）

２．行事・来島者関係
⑴平成 年３月 日㈮
◦三宅村立三宅中学校卒業式出席

⑵平成 年３月 日㈭
◦三宅村立三宅小学校卒業式出席

⑶平成 年４月７日㈮
◦三宅村立三宅小学校入学式出席
◦三宅村立三宅中学校入学式出席
◦東京都立三宅高等学校入学式出席

⑷平成 年４月 日㈭
◦みなかみ町・三宅村農産物交流事業
に係る意見交換会出席

⑸平成 年４月 日㈮
◦みなかみ町・三宅村農産物交流事業
に係る植樹会出席

⑹平成 年５月 日㈫
◦三宅島ＯＷＳ大会２０１７大会準備
委員会及び第１回実行委員会出席

コラム

「日頃の備え」

今年の梅雨も九州北部で記録的な豪
雨により大きな土砂災害が発生し、い
まだに行方不明者の捜索や孤立した集
落での救助活動が連日連夜続けられて
おります。
お亡くなりになられた方々のご冥福
をお祈りするとともに被災された方々
に心よりお見舞い申し上げます。
平成 年、伊豆大島は三原山中腹か
らの土石流により甚大な被害となりま
した。
土砂災害は何日も続く長雨や短期間
に強く降る集中豪雨などの降雨により
発生することが多いです。しかし、土
砂災害の発生は地形や地質、土地の利

用状況などさまざまな要因により左右
されるため発生箇所や時期を特定する

ことは難しいとされております。

急傾斜地の麓で生活している私たち
も他人事ではありません。「土砂災害

警戒情報」の発表があった時はまわり

三宅村議会

副議長

石井

肇

の状況に注意しながら早めの避難を心
がけましょう。
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１７

２３

１３

１４

２３

２５

１６

２９

２９

２９

２９

２９

２９

２９

２９

２９
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みやけ保育園運動会で活躍するこどもたち
（写真提供：みやけ保育園）

大

展望台全景
池 展 望

路

台

三宅村議会議員一同

次回定例会は９月を予定しており、開催日
は島内掲示板や村ホームページ、ＩＰ告知端
末にてお知らせします。皆様の傍聴をお待ち
しています。
議会に対するご意見やご要望がありました
ら、お寄せください。
議会だより編集委員

平川大作 佐久間正文 沖山雄一

展望台からの眺望

お問い合わせ先

◦最終ページに掲載する写真をお待ちしています。
村民の皆様の身近な写真をお寄せください。
詳細につきましては議会事務局にお問い合わせください。

― 12 ―

発
住
電
担

行：三宅村議会
所：東京都三宅島三宅村阿古497番地
話：04994ー5ー0956
当：議会事務局

