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保険（直営診療施設勘定）
議案第５号
特別会計歳入歳出決算
平成 年第４回三宅村議会定例会
平成 年度三宅村介護保険 ⑷平成
年度三宅村介護保険

（保険事業勘定）特別会計
（保険事業勘定）特別会計
（会期： 月５・６日）
歳入歳出決算
補正予算（第２号）
で審議された議案

年度三宅村簡易水道
歳入歳出予算の総額にそれ ⑸平成

特別会計歳入歳出決算
ぞれ８８４万４０００円を追
加し、総額３億５５９７万９ ⑹平成
年度三宅村後期高齢

承認第１号
議案第２号
０００円となります。主に、
者医療特別会計歳入歳出決
算
平成 年度三宅村一般会計 三宅村福祉会館条例の一部 介護保険準備積立等の増額補
正です。
平成 年度の各会計の決算
補正予算（第４号）に係る を改正する条例
が認定されました。
三宅村福祉会館の管理運営
専決処分の承認について
議案第６号
【一般会計決算】
歳入歳出予算の総額にそれ において指定管理者による管
歳入総額 億４５２５万３
ぞれ４６４万１０００円を追 理運営を可能とするための一 平成 年度三宅村簡易水道
加し、総額 億４５１９万５ 部改正です。
特別会計補正予算（第２号） ０００円、歳出総額 億１０
０００円となります。
歳入歳出予算の総額にそれ ４２万５０００円
議案第３号
主な内容は、衆議院議員選
ぞれ１１００万６０００円を 【特別会計決算】
挙 に 係 る 経 費 の 増 額 補 正 で 平成 年度三宅村一般会計 追加し、総額２億８５５４万 ◦国民健康保険（事業勘定）
歳入総額５億９７２２万
す。
７０００円となります。主な
補正予算（第５号）
１０００円、歳出総額５億
歳入歳出予算の総額にそれ 内容は漏水の増加に伴う修繕
議案第１号
７２７７万円
ぞれ３７１８万６０００円を 料等の総額補正です。
◦国民
三宅村社会福祉会館設置条 追加し、総額 億８２３８万
 健康保険（直営診療施
認定第１号
１０００円となります。
設勘定）
例
主な内容は、夕景浜温泉設 村道路線の認定について
歳入総額３億４３６８万
旧坪田保育園を三宅村社会
９０００円、歳出総額３億
福祉会館として使用するため 備改修に伴う増額補正などで
坪田地区大永井第二団地線
す。
２３９２万９０００円
の条例です。
が村道として認定されまし
◦介護保険（保険事業勘定）
た。
議案第４号
歳入総額３億２１２２万
認定第２号
円、歳出総額３億９４３万
平成 年度三宅村国民健康
７０００円
保険（直営診療施設勘定） 平成 年度三宅村一般会計
特別会計補正予算（第２号） 及び特別会計決算の認定に ◦簡易水道
歳入総額２億７６００万
ついて
７０００円、歳出総額２億
３２４７万１０００円
◦後期高齢者医療
歳入総額８０６１万８０
００円、歳出総額７９９４
万９０００円

29

４０

歳入歳出予算の総額にそれ
ぞれ 万３０００円を追加
し、総額３億８３４５万１０
００円となります。
主な内容は、後期高齢者診
療報酬収入見込の増加に伴う
増額補正です。

⑴平成 年度三宅村一般会計
歳入歳出決算
⑵平成 年度三宅村国民健康
保険（事業勘定）特別会計
歳入歳出決算
⑶平成 年度三宅村国民健康

４０

３９

同意第１～３号

三宅村固定資産評価審査委
員会の委員の選任につき同
意を求めることについて

三宅村固定資産評価審査委
員会委員に左記の方が選任さ
れました。
・堀井 美也子
・浅沼 美幸
・山田 昭彦

同意第４号

三宅村教育委員会の委員の
任命につき同意を求めるこ
とについて

三宅村教育委員会委員に左
記の方が任命されました。
・髙松 友恵
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29

29

２８

２８

２８

２８

29

29

６８

２９

４０

１２

２８

２８

２８

２８
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平成２９年第４回三宅村議会定例会

○ ○

議案第２号

三宅村福祉会館条例の一部を改正する条例

○

○ ○

議案第３号

平成２９年度三宅村一般会計補正予算（第５号）

○

○

○ ○

議案第４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２号）

○

○

議案第５号

平成２９年度三宅村介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第２号） ○ ○

議案第６号

平成２９年度三宅村簡易水道特別会計補正予算（第２号）

○

○ ○

認定第１号

村道路線の認定について

○

○

○ ○

認定第２号

平成２８年度三宅村一般会計及び特別会計決算の認定について
⑴平成２８年度三宅村一般会計歳入歳出決算
⑵平成２８年度三宅村国民健康保険（事業勘定）特別会計歳入歳出決算
⑶平成２８年度三宅村国民健康保険（直営診療施設勘定）特別会計歳入
歳出決算
⑷平成２８年度三宅村介護保険（保険事業勘定）特別会計歳入歳出決算
⑸平成２８年度三宅村簡易水道特別会計歳入歳出決算
⑹平成２８年度三宅村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

○

○

同意第１号

三宅村固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めること
について

○ ○

同意第２号

三宅村固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めること
について

○

○ ○

同意第３号

三宅村固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めること
について

○

○

同意第４号

三宅村教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

○ ○

○

○

○

○ 承認

○ ○

○

○ 可決

○

○ ○

○

〃

○

○

○

〃

○

○ ○

○

○

〃

○

○ ○

○

○

〃

○ ○

○

〃

○

○

○ 認定

○

○ ○

○

○

○

○ ○

○

○ 同意

○

○

○ ○
○

○ ○
○

○ ○

〃

○

〃

○ ○

〃

○

〃

※表中の記号：○…賛成
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議決結果

三宅村社会福祉会館設置条例

○ ○

大作

議案第１号

○

平川

○

光夫

平成２９年度三宅村一般会計補正予算（第４号）に係る専決処分の承認
について

水原

靖江

承認第１号

佐久間正文

木村

肇

審議の賛否
沖山

肇

雄一

名

沖山

案

石井

議案番号

議

議決結果

○

×…反対
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村政を問う

イベントの工夫、あるい
は、サービスの仕方、ガイド
力、宣伝の仕方、対外国人対
策等々ありますが、まずは三
宅島ならではの観光資源の掘
り起こしと、活用、あるいは
それとのいろいろな組み合わ
せをすることによって、集客
をするといったような形で、
そういったものに挑戦する必
要があり、担当課も、そうい
う意味合いで観光協会をはじ
めとする関係機関と連携をさ

答 村長

村長の考え方をお聞きし
再
ます。法人としての自助
努力を促す意向で、幾つかの
補助金の凍結、見直しも考え
るべきではないでしょうか。

おります。村としても、観光
協会をはじめとする関係機関
と連携して新たなる客層の取
り込みやリピーターの確保に
努めてまいります。それでも
集客できないイベントについ
ては、総括して改善策を検討
した上で、とりやめたり、補
助金の精査を行うなど対応し
ていきたいと思います。

～７人の議員が一般質問～
雄一
議員

三宅島の今後の観光振
興について

沖山

問

三宅島の観光振興につい
て、観光協会が行う補助金を
使ったイベントの集客不足に
ついて、待っていれば観光客
がたくさん来島する過去の離
島ブームのときとは状況が大
きく変わっている中で、観光
協会や観光産業課は時代の変
化にどう対応していくのかに
ついて質問をします。
答 観光産業課長

ご指摘のとおり、待ってい
れば観光客がたくさん来る時
代ではないのは十分認識して

らに密にして、そのときのニ
ーズに応じていくように努
め、改善をすべく検討をして
おりますので、少し時間が必
要であるというふうに考えて
おります。
ほかの団体にも同じよう
再
にいえることですが、前
回の定例会でも議論したはず
です。一度補助してしまう
と、補助金ありきの組織から
抜け出せなくなってしまう、
自助努力の上で決算後に赤字
の補塡をしていくというのな
ら理解はできますが、最初か
ら補助金を出していく、そう
いう考え方は、ここでストッ
プしないといけないのではな
いか、そう考えるのですが、
いかがでしょうか。
答 村長

今のお考え、私も多少はそ
ういうことを考えたこともあ
りますし、独立法人について
は、もう少し自助努力をして
ほしいという気持ちは十分持
っております。だからと言っ

ごみゼロの島を目指す
ことについて

て、今すぐ、補助を打ち切る
ということについては、これ
は島全体のことにかかわるこ
となので、先ほど申し上げま
したように、改善すべきは改
善していく。つまり、検討す
る時間が必要だと思います。
補助金にかかりきるというこ
とについては、前々の議会か
らも相当問題になっておりま
すので、全然無視しているわ
けではありません。
問

１つ目は海岸漂流物、海岸
清掃。２つ目は不法投棄ごみ
の撤去。３つ目は生活関連日
常ごみ。この３つのカテゴリ
ーに分けられると思います
が、三宅村は今後、それぞれ
のごみについてどこまで対応
できるのか、お答えいただけ
ますか。
答 地域整備課長

現在、海岸ごみについて
は、伊豆諸島漂着物対策事業
として東京都の委託金により
海岸に漂着したごみを収集
し、収集したごみは島外に搬
出し、島外で処理を行うとい
う事業を実施しています。ま
た、この２年間で子供たちや
青年団のボランティアにより
海岸清掃が行われ、さらに村
道脇においても今年、阿古地
区の青年団の呼びかけによ

り、ごみ拾い、ボランティア
の活動が行われるなど、住民
の皆様のごみに対する意識が
高まっていることに大変感謝
をしております。釣り場周辺
につきましては、観光協会が
釣り場の入り口付近に釣り具
等のごみは持ち帰るよう、啓
発看板を設置し、釣り人に対
し、釣り場のごみは必ず持ち
帰るよう案内していると聞い
ています。
墓地につきましては、今
年、阿古墓地のステーション
ボックスを２つふやし、ごみ
の増加への対応を図り、神着
墓地につきましては、焼却炉
の修繕を行うなど対応をして
います。
放置されている車両につい
ては、地主みずからが放置し
ている傾向があることから、
その処理に対して連絡を行う
など対応を図っています。
また、違法な放置車両があ
りましたら、まずは村にご相
談いただければと思います。
廃家電につきましては、ご
みの収集場所に放置する面が
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多く見られます。以前、放置 ついては、手続きがされてい
された廃家電に罰則規定を盛 ないものです。廃棄自動車で
り込んだ警告書を張り付けて すので、これについては、先
啓発した結果、持ち帰ったと ほ ど お 話 し し ま し た け れ ど
いう経緯もありましたので、 も、地主に対してお話をして
今後とも不法に放置された廃 いるところです。
家電についても、同様の対応
村税・公共料金の滞
を図っていきたいと思います。 問
納・徴収方法について
最後に廃棄物全般による不
法投棄については、行政の指
不納欠損などが行われる
導はもとより、住民個々の意 と、きちんと払っている人か
識に頼るところが多分にある ら不満の声が上がります。徴
と考えられますので、今後も 収率を上げる今後の対応につ
個々によるごみの不法投棄防 いて、率直に担当課長はどう
止の意識啓発を継続的に実施 考えていますか。
するなど、ごみゼロの島に少
答 村民課長
しでも近づけられるよう取り
組んでまいりたいと思います。
まず、滞納額の解決策です
が、まず全体として、前年度
三宅村には、自動車の投
再
分の滞納繰越を発生させな
棄の規制条例というのが
い、これ以上ふやさないとい
あります。島内で見かける廃
うことが第一であると考えて
棄車両の状態を見ると、全て
います。ご承知のとおり、現
が届け出をされていて３年以
在、三宅村では、各納期ごと
内のものとはとても思えない
に村内放送、それからＩＰ告
状態のものがありますが、そ
知端末、ホームページ等によ
もそもこの条例に基づいてき
りまして納付のお願いをして
ちんと規制がされているので
います。滞納となった場合に
しょうか。
は、督促、それから催告によ
り納付を促しています。さら
答 地域整備課長

確かに条例がありますが、
こちらについては噴火以前の
条例で、放置した車両が使え
なくなった場合には、地主み
ずからが撤去している経緯が
あります。今、残存で何箇所
かに放置されている自動車に

には、その先、財産調査など
を経て、財産差し押さえ等の
対応処分を行っているところ
です。
徴収方法についてですが、
出張所での窓口払いのほか、
指定金融機関、それから郵便
局での支払いが可能となって
いるほか、納め忘れのないよ
う、便利な口座振替の制度を
促進しているところです。近
年では、そのほかコンビニ納
付、クレジットカード納付、
インターネットバンキングな
ど、さまざまな納付方法によ
りまして、皆様の納税環境の
改善が図られています。ま
た、広域連合や一部事務組合
などによる徴収事務の共同化
を図っている団体もあります
が、いずれにしても三宅村の
現状では、それらの導入は難
しいと感じています。
なお、 月 日から 月１
日までの５日間、東京都主税
局徴収部の職員２人を派遣し
ていただき、懸案事項に対す
る解決策や滞納者への臨戸訪
問、滞納整理に関する実務研
修などを行いまして、職員の
スキルアップを図ったところ
です。今後も引き続き、自主
財源の安定的確保と税の公平
性確保の観点からも、税に関
する住民の意識の向上を図る
とともに、不納欠損とならな
いよう、適正な法的措置を行
っていくつもりです。
１１

２７

１２

木村

靖江

議員

問 福祉、健康について

私からは、今回、地域包括
ケアシステムに係ることにつ
いて質問をさせていただきま
す。
初めに、地域包括ケアシス
テムについて、現在の村の取
り組み状況と仕組みについて
お伺いをしたいと思います。
答 福祉健康課長

まず、本村の地域包括ケア
システムを構成する要素は、
５つございます。
１つは介護分野ですが、こ
ちら、社会福祉法人あじさい
の会が担っている特別養護老
人ホーム、そして短期入所な
らびにデイサービス、そして
社会福祉協議会が担っている
ところの訪問介護、ホームヘ
ルパー事業でありますが、そ
して、あと昨年度から新たに

始まったアイ・エル訪問看護
ステーションによる訪問看護
です。
２つ目は、医療分野では中
央診療所および歯科診療所で
す。
３つ目は、生活支援・介護
予防分野では、地区ごとの老
人クラブ、あるいは地区ごと
のサロン活動です。
４つ目ですが、関係機関と
して三宅支庁、あるいは島し
ょ保健所、三宅島警察署、民
生児童委員、自治会、村役場
等がそれらにかかわり、ま
た、５つ目として、それら全
体をコーディネートしたり、
あるいは住民の皆様からの相
談窓口として、村があじさい
の会へ委託している地域包括
支援センター、そしてあと、
めぐりケアセンターおよびあ
じさいの会が担っているとこ
ろの居宅介護支援事業所があ
るところです。
今、申し上げました５つの
構成要素、これが具体的に、
では、どのような連携を図っ
ているか、その仕組みを幾つ
かご紹介させていただきます
と、１つは介護保険事業者、
そしてあと行政が、事業所連
絡会として毎月１回集まりま
して、情報共有を図っている
ところです。
２つ目ですが、医療連携ケ
ア会議といたしまして、医
療、福祉、介護、行政が毎月
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１回、支援が必要な個別検討
を行うとともに、そのツール
として、昨年度からＩＣＴに
よる多職種連携の推進を図っ
ているところです。
また、３つ目の取り組みで
すが、社会福祉協議会による
通院送迎、それとあと、診療
所および歯科診療所、その予
約診療を効率的に運用するた
めに、定期的な連絡会の開催
を図っているところです。
また、４番目ですが、独居
高齢者などへあじさいの里か
ら配食サービスを実施してお
りますが、それと見守り事業
を実施しています。その結果
を、地域包括支援センターへ
フィードバックをしていると
いうような取り組みを行って
います。
そのほか、社会福祉協議会
を中心として、地域福祉権利
擁護事業も行っていますが、
判断能力が十分ない方への支
援も連携をしながら支援をし
ているところであり、そのほ

答 福祉健康課長

地域包括ケアシステムにつ
きましては、今後日本が急速
な高齢化社会を迎え、やが
て、一人の若者が一人の高齢
者を支える、そうした社会に
対応するための仕組みです。
少子・高齢化あるいはその厳
しい財政状況におきまして
は、介護保険等、社会保険制
度による共助、そして一般財
源による高齢者福祉あるいは
生活保護等の公助、そうした
共助・公助の大幅な拡充が厳
しい中であります。そのため
に、自分のことは自分です
る、あるいはみずからの健康
管理等の自助、そしてボラン
ティア活動あるいは住民組織
の活動等の互助、その役割が
極めて大切であるといわれて
おります。本村におきまして
は既に 歳以上の１人に対し
まして、 から 歳は１・２
人という状況になっていま
す。そのため、本村といたし
ましても、自助、互助を促進
するための施策につきまし
て、今後、推進していく必要
があると、そのように認識し
ているところです。

まさに、私も同感でござ
再
いますが、最後に、私は
全て行政に頼るのではなく、
地域住民一人一人がまさに今
ご答弁いただいた中の、自

助・互助の自覚を持つことの
認識がより大切になってくる
かと思います。
これはちょっと余談という
か、蛇足になりますけれど
も、申し訳ありません。これ
は全てに通ずることと思いま
す。行政にやれやれという前
に、自らができることは行動
を起こすことが本当にこれか
らは大事かなと、こういう小
さな島、本当に一人一人の役
目が大きいかなと思います。
そして、最後に申し上げた
いと思いますが、これは私ど
も地域の牽引役としての議員
の役割、使命が私は改めて深
く今、考えているところでご
ざいます。今後、改めて確認
をしてまいりたいと思います。
以上で私の質問を終わりま
す。ありがとうございました。
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答 福祉健康課長

議員のおっしゃられたとお
り、実際に具体的なその場面
に遭遇しないと、なかなか馴
染みがない制度です。ただ、
高齢化社会における地域づく
りには、極めて重要な仕組み
であることから、今後、住民
の皆様に適切な周知、あるい
は啓発方法、それらを今後、
検討してまいりたいと考えて
おります。
ぜひ、形になるような形
再
で、進めていただければ
と思います。よろしくお願い
いたします。
前出のご説明の中にもあり
ました、まさに多職種の専門
職の人材不足の課題もある中
で、ちょっと申し上げにくい
ことを考えたなと思っている
ところでございますけれど
も、今後、超高齢社会に向か
うこれから、地域包括ケアシ
ステムの仕組みを支える自
助・互助・共助・公助につい
ては、村としてはいかがお考
えでしょうか。

６４

か必要な都度、関係機関の相
互連携により個別対応を図っ
ているところです。
正直申し上げまして、こ
再
れほど村が大きくかかわ
って、深く進めてくださって
いるとは、正直驚いている状
況でございます。ありがとう
ございます。
私ごとで大変恐縮でござい
ますが、今年８月に、義父の
最後を見送りました。半年ほ
ど前から介護を必要とし、あ
じさいの里のショートステイ
に通うなど、関係の皆様には
大変にお世話になり、感謝の
言葉も見つかりません。まさ
に、そこで初めての経験でご
ざいましたけれども、医療、
介護、看護それから救急車の
お世話にもなりました。現場
の迅速、的確な連携を目の当
たりにし、改めて地域包括ケ
アの大切さを実感いたしてい
るところです。これは、誰も
が避けて通れないことであ
り、誰もが行く道ですし、誰
もが住みなれた地域で、本当
に大事な切れ目のないサービ
スを受けられる地域包括ケア
について、今、課長がご説明
くださった、このご説明の内
容のことがまだまだ、申し訳
ございませんが、三宅村の皆
様に理解し切れていないので
はないかと思っております
が、この点、いかがですか。

６５

２０
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平川

大作
議員

７０

１８

２３

いうことであれば、そこは保
険者負担というところの圧迫
にもつながりますので、財政
当局と調整をしながら、法定
外繰入もせざるを得ないとは
事務局のほうでは考えていま
す。
法定外繰入をすると、国
再
からペナルティーがかけ
られると思うのですが。本当
に法定外繰入も辞さないとい
う考えでしょうか。
答 村民課長

各市区町村の実情に合った
賦課料率で課税していくとい
うことができることになって
おります。国や東京都からの
ペナルティーは今のところな
いというふうに聞いておりま
す。
国、東京都に対し、国庫
再
負担割合の引き上げ、多
子世帯への均等割、課税額の
軽減など低所得者対策の実施
を要望していく必要があるの
ではないでしょうか。
答 村民課長

国は既に低所得者対策を含
めました激変緩和措置のため
の財政支援の拡充を行うとい
うことで、発表しておりま
す。また、東京都に設置され
ております国保連携会議の場
においても、ご質問と同様の

子どもの学力低下につ
いて

議論が既になされており、区
長会からも要望が都に出され
ており、都としても認識して
います。
問

学力低下の原因がどこにあ
ると考えているのか、今後ど
のように対応していくのでし
ょうか。
答 教育課長

平成 年度からは、全学年
を対象に、三宅村学力調査を
１年間で２回、三宅村独自に
実施しております。その結果
からは、一概に学力が低下し
ているとはいえません。

学力低下は一概にいえま
再
せんと言いましたが、そ
れは教育委員会がみずからの
判断ですか、それとも保護者
会との何らかの話し合いがあ
っての答弁でしょうか。

２３

う財政当局とも相談しなが
ら、村の国保運営協議会の中
で十分な検討をしていきま
す。

答 村民課長

２７

法定外繰入はこれまで同様
に可能かどうかということで
すが、急激な上昇ということ
が見込まれるようであれば、
財務当局と国保運営協議会の
中でも十分検討した上で、村
の保険料率を決定させていた
だき、税額が急激に上がると

答 教育長

私どもの考えている中で
は、学力が年々低下している
という事実はございません。

求められる能力をどうや
再
ってつくっていくかとい
うのが、教育委員会に求めら
れるものではないでしょうか。

答 教育長

ご指摘の問題も、検討を重
ねながら、もう少し、家庭教
育についても、ご理解いただ
けるように保護者の皆さん、
あるいは地域の方々ともコミ
ュニケーションをとりながら
進めていきたいと思っており
ます。

点数で求められる部分と
再
いうのは多々ありますの
で、今後もさらなる尽力をし
ていただきたい。

答 教育長

学校、家庭、そして地域、
そしてもう一つ、関係機関、
私ども教育委員会も含めて連
携しながら課題を共有して対
応していきたいと考えており
ます。

本村においては、先生の
再
退職者がいますね。学童
においてもこういう先生方の
採用をすればどうでしょうか。
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問 国保の広域化について

法定外の繰り入れは今後
再
とも続けることは可能な
のかどうか、都議団が作成し
たシミュレーションがあるの
で紹介します。
年金収入３００万円の 歳
以上ひとり暮らしの高齢者の
場合、２０１７年度が 万８
１２１円。来年度には、 万
８０８２円と約５万円、１・
倍の値上げ、また、給与収
入５００万円のみの夫 歳と
収入なしの妻 歳と子供２人
の場合、２０１７年度 万５
７円が、来年度には 万５９
０７円と約 万円、１・３倍
の値上げになります。
これでは、払いたくても払
えないのが現状です。ここま
で高くなったのは国と東京都
が補助率を下げたためです。
法定外の繰り入れが今後とも
可能なのでしょうか。
４１

１７

４２

５７

７４

試算はできているのか、平
均家庭を例に示していただき
たいと思います。
答 村民課長

３０

現時点で、東京都が試算し
ている三宅村の一人当たりの
保険料につきましては、法定
外繰入前ですが、一人当たり
９万４１０円です。現在の三
宅村の保険料で見てみます
と、同じく法定外繰入前では
万１３３０円、法定外繰入
後で５万８６９８円という状
況になっています。
年明け早々に国から提示さ
れます本計数で東京都が区市
町村ごとの納付金、標準保険
料率を決定します。それをも
とに三宅村としての 年度の
保険料率を決定するわけです
が、急激な上昇とならないよ
１２
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答 教育長

教育委員会も全く同じこと
を考えており、現に退職した
先生に支援員をお願いしてい
るところです。
問 航空運賃について

で、現在協議されております
今後の伊豆諸島北部の航空運
賃の動向等を見据えつつ、子
供料金、身障者料金のさらな
る割引について、今後の対応
について検討していきたいと
考えております。
問 プロパンガスについて

れ以外にないというふうに思
います。
問 観光客の低迷について

七島新聞の東海汽船のまと
めによると、三宅と御蔵島の
み、観光客が減という状況を
見て、大変危惧しています。
三宅島、御蔵島のみ、前年
度に比べ減という結果が出て
いるが原因はどこにあると考
えているのかということと、
今後の対応についてお聞きし
ます。

問 カラス対策について

カラスもこの時期に集中的
に駆除すればかなり減らせま
す。餌もよいものを入れれば
飛びつきます。この時期に
は、最大限の尽力をされるこ
とを希望します。
カラスの被害はいまだ多
く、多くの捕獲が望まれると
ころですが、総計で何匹捕獲
していますか。
答 観光産業課長

カラスの捕獲数ですが、こ
れまでに合計３４７羽を捕獲
している状況です。

この時期は、６月ごろの
再
産卵に向けて餌の確保で
飛び回っていますので、もう
少しだけ、捕獲していただけ
ればと思います。今後の方向
性について、お聞きします。
答 観光産業課長

村といたしましても地道に
カラスの確保に、少しでも減
らすような努力をしてまいり
ます。

佐久間正文

議員

問 伊ケ谷港について

質問に入る前に、先日の住
民懇談会につきましては、い
ろんな意見があり、丁寧に答
えていただいたと思います。
検討しますという言葉が少
なく、答えておりました。昨
年の７月に、小池知事が初登
庁の際に、できるだけ検討と
いう言葉は使わないようにと
いう訓示を思い出したところ
です。
大きな関心事であり、広域
性の高く、島民の多くの要望
があり、３回も質問をさせて
いただきます。
写真がございます。伊ケ谷
港全貌が見えるところから写
したのですが、雨風をしのぐ
通路、待合所が写っていませ
ん。
雨風が降っている中を歩い
ているわけですけれども、こ
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答 観光産業課長

９月、 月につきまして
は、週末台風、低気圧の通過
に伴う船の欠航などが要因で
す。今後の対応については、
観光協会などと連携を図りな
がら、観光客の誘致に努めて
まいります。

年間通しまして、チラシ、
ポスターを作成しており、今
後も引き続き、関係機関と連
携しながら、三宅島のＰＲと
誘客、周知に努めてまいりた
いと思います。

答 観光産業課長

今後とも少しずつでもパ
再
ンフレットやポスターを
増やして、やっていくという
ような考え方があるのかどう
か、お聞きします。

１０

体の不自由な方々の割引を
国、東京都に要望すべきでは
ないでしょうか。
補助が出ているのにプロパ
ンガスが安くならない理由を
どのように認識しているの
か、認識していないのであれ
ば、東京都に対し調査を要望
し、理由を解決し、ガスを安
くすべきではないかと考えま
す。
答 企画財政課長

プロパンガスの運賃につき
ましては、昭和 年から東京
都の伊豆諸島海上運賃の補助
金により１００％の運賃補助
が適用されております。した
がって、島内のプロパンガス
の小売り料金につきまして
は、安価であるというふうに
認識しております。

企業努力ができるかどうか
というのは、私には何とも言
えませんが、あるとすればそ

答 企画財政課長

業者の方々の経営努力で
再
安くしてもらうしかない
という判断でしょうか。

６２

答 企画財政課長

平成 年度の東京都離島航
空路地域協議会において、伊
豆諸島北部の島民について
も、東京都補助による有人国
境対象離島なみの航空路の運
賃割引が協議されているとこ
ろです。三宅村といたしまし
ても、有人国境離島法の対象
となっている他の離島の自治
体から、子供料金、あるいは
身障者料金について、さらに
割引対象とするよう要望があ
ることは、関係機関との事前
協議の中で聞いておりますの
２９
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の写真を見てどうお考えにな
りますか。
答 企画財政課長

伊ケ谷港は避難港としての
位置付けとなっており、施設
整備は難しい面があります。
悪天候時は、利用者への負
担がかかるということは十分
承知しております。
月６日に開催された、東
京都の港湾を考える町村懇談
会で、国等に対して、伊ケ谷
港の雨よけ、風よけ設備につ
いて、村長が直接要望を行っ
ています。
今後も、引き続き関係機関
への要望を行っていきたいと
思っております。

三宅島全体の外観的統
一感について

つくってほしいと言っており
ます。繰り返し要望していき
ます。
問

前回写真を見ていただきま
した。もう一度ご覧になって
いただければと思います。別
に写真がございます。
都道沿いの側壁です。どう
いう経緯でこういう形になっ
たかということはわかりませ
んが、年度、年度、設計され
て作ったということだと思い
ますが、統一感がありませ
ん。
島の石を使ったところもあ
り、私個人的には、この石を
使ったものがいいのではない
かと考えていますが、都道沿
いですので、制約があるのか
とは思います。
観光等を考えた場合に、統
一した三宅島の外見的な考え
が欲しいと考えます。
地中海のような、全部そこ
までの統一とは言いません
が、そのくらいの気持ちがあ
っていいと思っております。
観光という観点からも重要
なことと思います。
みなかみ町に行ったとき
に、マイクロバスで山中を案
内してもらい、狭い道でした
が、バスに一度も枝が当たる
ことがありませんでした。
三宅島は、少し入ると都道

でさえすぐに自転車でも当た
ります。観光立島として外見
的なものを含めて、どのよう
な考えかをお聞きします。
答 企画財政課長

環境整備ということです
が、公園法の規制があり、突
出した構造物等はありません
が、公園法をクリアした工法
で施工されています。
ご指摘のとおり、そのとき
の担当者の考え方、経済情
勢、景気の状況や品物の単価
等のこともあって、同じもの
の施工ができなかったという
ことは、今までの中では事実
です。
公園法を見直そうと、今年
度より環境省の事業である、
国立公園伊豆諸島における自
然文化、資源を活用した魅力
創造事業の委員会を 月に設
置いたしました。
この事業の中では、三宅島
の自然資源の見直しと活用方

法についても関係団体と協議
を行うこととなっております
ので、三宅島ならではの自然
文化資源を生かした環境整備
ができるよう検討を行ってま
いりたいと思います。
道路部の環境整備ですが、
村道管理、都道管理の中で調
整に努めて住民へ枝について
の伐採をお願いし、周知も、
広報等を使ってしていきたい
と考えております。

最近、赤じゃり公園がで
再
きました。
赤じゃり公園というのは赤
砂利を使うということではな
いのでしょうか。普通の石を
使ってそこに色を塗っていま
すね。あれで赤じゃり公園と
言えるかどうかということで
す。納得いかないのですが、
どう思いますか。

答 地域整備課長

名称で赤じゃり公園となっ
ておりますが、実際には、都
道の園地、旧都道の残地を利
用した園地で公園整備されて
います。あそこの橋の手前か
ら、今は村道になっています
が、友地橋の奥に入っていく
途中の山側に赤砂利という地
名がありまして、そこの名称
を活用した園地ということで
なっております。
あの場所で材料を赤砂利と
いう形ではなくて、あの地区
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答 企画財政課長

写真を見せていただきまし
たが、私ども、足元の港でご
ざいますので、日々見たり、
散歩のコースにも使わせてい
ただいております。
先端まで行って帰ってくる
と１キロ以上ある距離になっ
ております。実際に船待から
行きますと、船を乗り降りす
るところまで５００メートル
ほどあることは承知していま
す。船が伊ケ谷から出るとき
は、天候が悪いことは承知し
ております、雨風のときは大
変だと認識しております。
天候が悪いから伊ケ谷の
再
港に着くのです。船待が
遠く、雨風がしのげる通路が
なくて、困っているという質
問をしています。

避難港ということは承知
再
していますが、前々回の
ときにお示ししましたデータ
によりますと、現在は４割ぐ
らいの寄港率があり、三宅島
の特有の冬の荒い時期には、
欠かせない港であるというこ
とは事実です。
都に働きかけていること
は、聞いております。先日の
住民懇談会でも要望がありま
したが、早急に対応してほし
いと思います。
答 村長

公式の場において、離島航
路協議会、島嶼の漁港等を考
える会で、観光客も非常に困
難な思いをしていると。正式
な会議で、とにかくぜひとも

１１

１１
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実際に行かれてみたと思
再
いますが、ペンキを塗っ
ているという現状です。
２番議員からも質問があっ
たと思いますが、村の環境、
そういうものの中に、自動車
の放置の問題もあります。こ
れについての条例は変えれば
いいわけです。
トイレにこだわって、伊豆
七島で一番きれいなトイレの
島というキャッチフレーズも
つくってもいいかなと思いま
すし、ごみがなくてきれいな
島、そういうことも含めまし
て、この島の全体の形づくり
をどうしていくのかというこ
とが重要だと思っておりま
す。花いっぱい運動の話も進
められています。島全体をど
うするかということの一つと
思います。
観光客再来者が減る原因と
なる話だと思います。安易に
石垣をつくったり、ものを植
えたり、これは逆効果ではな
いかと考えています。この
村、この島づくりということ
を考えていただいて、島のよ
さをアピールすることに進ん
でもらえればと考えておりま
す。
村長、島全体を考える外見
づくりについてどう思われる
かをお聞きします。

の名称が赤砂利ということで
命名していると思います。
島の全体像ということにつ
いては、私も常々感じている
ところです。
赤じゃりというのは私が小
さいときから赤砂利があっ
て、地名は多分、赤砂利から
来ていると思います。
石垣等については、都道に
ついては、都のほうでやって
くださるわけですけれども、
村と支庁と協議し、連携を密
にしようとしております。
石垣は、噴火前に方針が村
から出されてやっていました
が、噴火で途絶えてしまった
と聞いています。
都道沿いの石垣を組まなく
てはいけないところは、景観
を勘案してやることも頭の中
には入れていたと思います
が、安心安全面で、できるだ
け費用のかからないというよ
うな計算もあると思います。
それ以前に組まれたところ
は、噴火の石を利用したもの
は使われておりませんでした
ので、今までそういう経緯が
あり、ここ来ていると思って
おります。
これを機会に、島全体づく
りの中で、観光面から、或い
はいろんな面から角度から考
えて、村独自ではなく、支庁
とも連携を取りながらつくっ
ていくべきだと思っておりま
す。

答 村長

問

石井

肇
議員

村道、林道の管理につ
いて
雨水による落ち葉が都道に
流入することを防止するため
に、道路、これは村道や林道
の排水溝等の整備促進につい
てということについて質問を
行います。
近年、集中的に大雨が降る
ことが多くなったと思いま
す。また、襲来する台風も大
型のまま通過していくように
なったと思っております。
村道、林道においては、季
節柄、多量の落ち葉が堆積し
ております。
低気圧や台風等で、一時的
に大雨が降ると、雨水により
落ち葉が流されて、集水設
備、グレーチング等の目詰ま
りが起きます。結果、落ち葉
とともに路面を流れ下り、時
には、落ち葉や枯れ枝によ
り、水の流れる流水量が変わ

り、民家の庭に流れ込み、住
民は非常に困っているのが現
状です。
道路の状況を点検し、集水
設備の増設や排水路、小さな
沢も含んで、整備が必要だと
考えております。その見解を
お聞きしたいと思います。
答 地域整備課長

それでは、村道、林道の管
理についてのご質問にお答え
します。
まず、林道の管理につきま
しては、支庁の管轄となりま
す。
伊ケ谷林道からの大雨時
に、民家の庭先に雨水と落ち
葉が流れ込む状況については
把握をしております。
先般の台風前にも、村の保
管していた土のうを、業者の
企業努力によりまして設置し
た経緯もございますので、早
急に三宅支庁の担当に、集水
の設備や側溝の改善について

要望したいと思います。
また、村道では、道路の途
中に構成ぶたを設置し、特に
都道への流出が多い箇所で
は、都道の横断溝の手前に横
断溝をもう一つ設置するなど
工夫をしておりますが、それ
でも大雨時に側溝の縁を越え
て庭に流れ込みやすい場所に
ついては、土のう袋を保管
し、設置ができるよう準備を
しておりますので、ご理解を
いただきたいと思います。

現在、村道で、大雨のと
再
き家屋の庭先とか床下浸
水等の被害を想定される家屋
はどのくらいあるかご存じで
しょうか。

答 地域整備課長

現在、大雨時、大量の雨が
降って、時間で１００ミリ近
い場合には、都道の部分が冠
水するとか、そういった部分
では聞いておりますが、村道
については、噴火以前につい
ては阿古地区の横座、こちら
については、幹線道路からの
水と山側からの水が入ってき
て、民家に３軒、入った記憶
がございます。
こちらについては、現在、
旧阿古診療所の部分に約４０
０トンの浸透ますを駐車場の
中に置いてあります。そちら
で今のみ込めるということ
で、その部分で解消がされ

― 10 ―

三 宅 村 議 会 だ よ り

て、現在のところ、その民家
に入ったという報告は確認し
ておりません。現在では、一
応民家に入る部分はないとい
うふうに確認しております。
先ほどから答弁に出てい
再
ます、伊ケ谷、阿古、ほ
かの地区はどうなんでしょう
か。
答 地域整備課長

伊ケ谷地区も前はございま
した。実際に、共栄橋から下
って行くと、行き止まりにな
る道がございますが、伊ケ谷
の下線になるんですけれど
も、こちらについて、三宅支
庁のほうにお願いして、要は
グレーチングでのめる施設を
設置したばかりです。
ただ、今後、共栄橋の道路
の侵入部分には横断溝がない
ので、その辺の状況について
は、現況を見て、今後検討す
るということで東京都とは協
議しております。

大久保地区については、
今、都道改修をしております
が、実際には低い土地である
ということで、発電所のとこ
ろですね、ここのところで冠
水した経緯があります。た
だ、民家に入ったということ
は聞いておりません。
それから、都道のバスがＵ
ターンする場所の交差点から
大久保港に行く、１軒山側の
ところがあるのですが、こち
らに一度冠水したということ
で、こちらについては村で管
理しておりますので、グレー
チングぶたを増やして監視を
しております。
あと、１カ所、坪田です
と、前の旧農協の支所があっ
たと思いますが、こちらにつ
いては以前、一度に大量の水
が来て、村道ではないのです
が、赤道に、それから漁港
に、民家の下に排水溝がずっ
と通っていまして、その１軒
で冠水したという確認はして
おります。
これについては、噴火以前
に側溝を整備して、排水が浸
透できるようになっておりま
す。
村で現状を把握している
再
ところは土のうなりとい
うことで応急処置をすればい
いのですが、まだ調査してい
ないところも多々あると思い
ます。これを早急に調査して

検討していただいて、土のう
を先ほど用意しているという
答弁ありましたが、土のうは
あくまでも応急的な処置なの
で、永久というか、恒久とい
うか、そういう対策をするの
には集水、排水のことを考え
れば、路面の形状を変えなけ
ればいけないようなところも
あると思います。
大雨が降り、住民の皆さん
に土のうを置いてくださいと
か、村が置くのか、それはわ
かりませんけれども、そうい
うふうなことで今対応してい
るということですけれども、
都道までの間、都道にも落ち
葉が流れ出しては困ります。
車の往来があるので、スリッ
プしたりもします。それ以前
に住民の皆さんが困っている
というのは事実でございます
ので、これを少しでも少なく
するためには、排水路の整
備、集水設備、それも整備し
ていかなければいけないと思
います。
三宅島は、大きな災害をた
びたび受けています。

いろいろ案はあると思いま
すけれども、各地区の自治会
に、土のうの設置、危険箇所
の調査などしていただいて、
その地域の協力も求めていく
のがいいのかなと。お互い
が、地域で、自分たちの置か
れている状況を認識すること
が、先々の災害対策に欠かせ
ないことだと思います。
私たちも、自分の家は自分
で守るというのが原則ですけ
れども、やはり生活の道路で
もあるので、大雨が降りまし
た、また水が流れてくるので
はないかと、それは当然水は
流れると思うんですけれど
も、早く落ち葉と水を分け
て、林道とかは落ち葉が落ち
るのはこれは当たり前といえ
ば当たり前、ただ、それが水
によって下まで流れて行っ
て、民家や都道が災害を受け
るということを少しでも少な
くすることが大事だと思いま
すので、その考えをもう一回
お願いします。
答 地域整備課長

それではまず、大雨が降っ
た後ですね、それから台風だ
とか、その後に落ち葉が路面
に堆積するということについ
ては、村も所定の土木班がご
ざいます。現業職員がおりま
すので、そちらの中で速やか
にできるように対応してまい

りたいと思います。
それから、島全体の側溝の
詰まりだとか、そういった部
分については、もう現業職員
がおりますので、大雨が降っ
た場合にはここが詰まりやす
いだとか、そういった部分に
ついては把握しておりますの
で、こちらについても三宅支
庁の都道の交差点、村道との
交差点等については、三宅支
庁にも現業部隊がおりますの
で、そちらと連携して、速や
かに対応できるようにしてい
きたいと思います。
また、自治会からの側溝の
改修ですとか、そういったも
のは自治会から要望書をいた
だいて対応している状況もご
ざいますので、そうした部分
も踏まえて、今後対応してい
きたいと思います。

どうにか早く住民の心配
再
をなくしてほしいという
ことを切に願いまして、私の
質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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沖山

肇
議員

中央診療所の医師に関
する件

はないかと考えます。
このような医療体制、医師
の活用についての村の考え方
をお教え願いたいと思いま
す。
答 医療担当課長

それでは、中央診療所に関
する医師に関する件につい
て、ご質問にお答えします。
まず、妊婦に対する産前の
サポートといたしましては、
毎月、産婦人科の専門診療お
よび助産師外来のタイミング
に合わせまして、常勤医師に
よる妊婦検診、また、保健指
導を実施しております。これ
により、厚生労働省の標準的
な検診であります妊娠 週前
の週２回の受診機会を確保し
ております。
ご質問の、産婦人科の受診
機会の増につきましては、常
勤であります１番、今井医師
が、現在、妊婦検診を行って
いるとともに、万一の早産等
の場合でも、常勤医師による

診察、処置が可能であります
ことから、当面は現行の体制
を維持してまいりたいと考え
ております。
また、妊娠９カ月以降は、
上京して都内での妊婦検診、
出産となりますが、妊婦の方
には、診療所、産婦人科、専
門指導実施の際に、早めに出
産先を確保するようにご案内
しております。
出産先の確保につきまして
は、里帰りですとか、近親者
の近くで出産先を探される方
が多いようですが、都内で縁
故等がなく、出産先の確保が
難しい方につきましては、へ
き地および離島支援を病院経
営方針に掲げております東京
北医療センターをご案内して
おります。
ここでは、出産に関し、積
極的に離島からの受け入れを
行っていただいているととも
に、出産までの宿舎も１日当
たり２，０００円で利用が可
能となっております。
続きまして、期間を定めて
派遣いただいております３番
診察室医師の活用についての
ご提言ですが、３番の医師に
つきましては、各病院内で調
整の上、派遣をいただいてお
ります。このため、その診療
科目を中央診療所が指定する
ことは難しい状況です。
しかしながら、本年度だけ
でも小児科、循環器科、皮膚

科、形成外科、神経内科、呼
吸器内科等、各診療科医師を
派遣いただいております。そ
の予定につきましては、診療
所窓口右側およびレントゲン
室右側に掲示しておりますの
で、受診の際のご参考にして
いただきたいと思います。

今、現状の、妊娠６カ月
再
から７カ月で、島外の出
産環境を整えるために上京し
て通院、そして出産をしなけ
ればならないということで進
んでいると思うのですが、例
えば、島の中でぎりぎりまで
いなくちゃいけない人もいる
と思います。基本的には７カ
月いっぱいで、島から出て、
向こうの診療に行くと思いま
すが、ぎりぎりのときの対応
というのは、１番の先生、２
番の先生、あるいはその専門
の先生だと思いますが、その
中で対応できるということで
診察をしているということで
すよね。
というのは、妊婦の方が一
番問題なのは、不安に思って
いるということです。その辺
のことがはっきりわかってい
れば、私はもう、それはそれ
で今こういう形でこうなって
いますよと説明はできるので
すけれども、ただ、私一番村
の中で進んでいるなと思うの
は、助産師の活用です。しか
し、その助産師の活用も、は

っきりいってどこまでの技量
があるのかとか、不安がある
と思います。その辺が、これ
から子どもを産みますという
方たちが理解できればと思い
ます。
今の中で、確かにいろいろ
な面で形はだんだんできてい
るなというのはわかるのです
が、要は不安を残さないよう
な形でぜひそれを進めていた
だきたいと思います。
それで、関連の質問の中
で、先ほど言おうと思ったの
ですが、３番診察室の医師で
すか、事前にＩＰあるいは広
報などで張り出しだけではな
くて周知することはできます
か。それを教えてください。

答 医療担当課長

まず、助産師ですが、業務
としましては、妊婦に対する
ケア、助言、監督等による妊
婦に対する予防的な措置や、
母子の異常な状況の発見が主
な業務となります。
助産師外来におきまして、
異常を疑う場合や疑問、不安
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問

通告に基づいて、中央診療
所の医師に関する妊婦の受診
機会についての質問と、関連
を含めた質問をします。
現在、中央診療所では、お
産前に定期的な月１回の、産
婦人科専門診療、助産師外来
が実施されていることは確認
していますが、特に、子供は
島の宝、島に愛着を持った人
づくり、人口増を言うのであ
れば、妊産婦の精神的不安の
緩和など、この島で安心感あ
る暮らしのために、産婦人科
への受診機会をふやすことは
重要と考えます。
また、今現在、東京都から
派遣される３番診察室の医師
を活用して、産婦人科、整形
外科、眼科、小児科等の専門
分野を輪番にすれば、住民の
医療の向上に貢献できるので
３５
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のある場合については、診療
所内常勤であります、１番医
師が現状で対応しておりま
す。
あと、産婦人科医がいない
ときの妊婦さんに対する対応
ですが、先ほども少し説明し
ましたが、１番の医師が対応
しております。状況によって
は東京に行っていただく、も
しくは緊急ヘリ等でも対応し
ている現状です。
また、３番医師の予定につ
きましては、診療所内で現状
通知しているだけですので、
今後につきましては、ＩＰ等
の活用も行っていきたいとい
うふうに考えます。
ぜひとも今後の島の医療
再
の向上について、私も住
民からのいろいろな意見を聞
いたりして課長に届けますの
で、ひとつよろしくお願いい
たします。
以上で私の質問は終わりま
す。

水原

ります。
答 福祉健康課長

専門医療の検診について
再
は非常に受診率が低いの
で、来年度以降、都の補助事
業を活用して、推進に向けて
進める考えですが、乳がん、
子宮がんについては、早期予
防医療の観点から２年に１回
ではなく、毎年実施し、年齢

１８

光夫
議員
１７

がん検診は、その受診率
は、胃がん９・１％、大腸が
ん ・２％、肺がん ・１
％、子宮頸がん ・６％、乳
がん ・５％です。
来年度から都の補助事業を
活用しながら、従来の個別通
知のほかに、再勧奨通知ある
いはリーフレットを同封、実
施する等により、受診率の向
上を図ります。
国の指針に沿ったがん検診
を実施して、住民の健康維持
促進のためにも、受診率向上
に努めたいと考えています。
１７

２２

歳を 歳以下に下げて、村
負担でやる考えはないか伺い
ます。
２０

答 福祉健康課長

予防医療を考えると、村
再
独自の政策があってもい
いのではないでしょうか。

まずは一次予防をさらに充
実し、二次予防としてのがん
のこの検診につきまして、ま
ずは受診率を向上させていく
ということが最も肝要であろ
うかというふうに思っており
ます。
国の動向、指針が変わって
くることも想定されますの
で、その中で必要な対応は考
えてまいります。

答 福祉健康課長

予防医療を高めるために
再
も、それから医療費の抑
制のためにもという考えで、
進めていくべきと思います
が。

がん検診につきましては、
どれがより推奨できるか、そ
の年数および対象年齢、検査
方法、こちらが決められてい
ます。

答 福祉健康課長

４０

来年度から取り組んでいき
たいと栄養指導、補助事業等

を含めて、今検討し、また、
人材の確保についても、その
専門職を含めて、現在検討し
ているところです。

観光施設の案内版の設
置について

村としての意志決定、住
再
民の健康管理の増進に向
けて、真剣に考えていただけ
ればと思います。

問

観光客等に対して、観光施
設ならびに公共施設の案内板
の表示の設置を図り、利用促
進に向けた対策を図ることが
肝要と思われます。
都道に公共施設および道路
案内の表示板が設置されてお
りましたが、現在、それらの
数が減少されております。
東京都に対して早急に設置
の要望を行い、案内板の設置
を図ることが必要と思いま
す。

答 観光産業課長

三宅支庁に確認したとこ
ろ、案内表示の設置について
は認識しており、来年度以
降、なるべく早い段階で、計
画的に実施していくと伺って
おります。

村自体としても、施設の
再
案内板をつくるなり、や
はり中へ入らないと場所がわ
からないというところで、都
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住民の健康増進及び住
問
民健診の動向について
住民の健康増進に向け、住
民健診と各種専門医療が実施
されていますが、さらなる実
績の上積みと専門医療である
胃がん、乳がん、子宮がんに
ついては２年に１回の実施と
なっていますが、健康増進と
予防医療の促進に向け、毎年
度実施する考えはないか伺い
ます。
答 村民課長

１６

受診率ですが、年々増加傾
向にはありますが、過去３年
の平均で見ますと、国保の特
定検診が ・１％、後期高齢
者医療に係る健康診査が ・
４％という状況で、低い状況
にあると思います。
引き続き広報活動を通じ、
保険者の意識を高めるととも
に受診率の向上に努めてまい
２７

三 宅 村 議 会 だ よ り

道沿いに村独自の案内板をつ
くる必要があるのではないか
と考えます。
答 観光産業課長

三宅支庁とも連携を図っ
て、協議を行って、村独自で
設置をするような箇所につい
ては、今後検討してまいりた
いと思います。

海上保安庁の中間基地
問 の設置と誘致活動に向
けて
近海における海難事故が多
数発生しており、一刻も早く
救助措置がなされ、海上の安
全監視を図ることと、近海に
おける違法操業の取り締まり
も含めて、当村に基地の設置
に向けた誘致活動を行う意志
があるかお伺いします。
答 総務課長

ここで誘致活動を行う意思

があるかないかというより
は、まずは調査あるいは研究
をさせていただければと考え
ております。
何度か繰り返して要望
再
し、海難事故の早期対応
と、違法操業等、管理体制の
強化等を含め、三宅島に中間
基地をつくっていただくよう
に働きかければと思います。
有人国境離島法の施策の中
に、国および公共団体は、広
域の見地から連携が図れるよ
うにする、それが国および公
共団体外国船舶による法基準
の違法行為の防止に努めると
いうこともあるので、その辺
を含めて誘致を考えればと思
います。
答 村長

初めてのことでございます
ので、メリット、デメリット
もあるでしょうし、海上保安
庁のほうの意向を伺いなが
ら、精査する必要があろうか
と思いますので、真剣に情報
収集に努めてみたいと思いま
す。
三宅村として計画性をも
再
って、東京都を経由して
国へ上げていくことが肝要と
思われます。長い年月かもし
れませんが、要望活動を続け
ていただくよう、再度お願い
いたします。

答 村長

都を通してあるいは独自で
アタックして、いろいろと情
報を集めてみます。

温泉施設の現状と新た
て

問 なる施設の構築に向け

現行の施設は老朽化が進
み、管理費も多大になること
は明白でございます。修繕に
伴い、長期休業をせざるを得
ない状況の中で、利用客への
不便を与えているのが現状で
はないでしょうか。観光客が
来島し、温泉を利用しようと
思っても休業では、観光客や
利用者に対して満足な接客は
できないと思われます。
施設の老朽化を考えると、
新たに施設の増設を図ること
が肝要と思われます。利用客
が喜んで入浴ができ、三宅島
の温泉は楽しいという印象を
持っていただけるよう、早期
に実施できるよう、国および

東京都に働きかけ、支援を受
けるような意思があるのかど
うか、伺います。
答 観光産業課長

村長の堅い意志を持っ
再
て、早期に実現できるよ
う頑張っていただきたいと思
います。
観光客が来ても雨の時は何
も活動できず、温泉へ行って
も温泉は壊れて入れない、や
はり娯楽施設は充実する必要
があるのではないかというこ
とで、利用者が納得いくよう
な施策が必要だと思いますの
で、強く要望します。

私も早いうちから島には２
カ所の温泉が必要だなという
のは、これは持論でずっと思
っていたんですが、今、すぐ
今のところへ掘削するという
ことがあったら、じゃあその
次になるだろうというふうに
思ってはいます。

ふるさとの湯は、島内唯一
の温泉施設です。
ご提言の新たな温泉施設に
新施設の構築に向けての
つきましては、観光振興を図 再
対応を庁舎内で検討する
る上でも必要性を感じてお
ということですが、利用客の
り、大きな課題と受け止めて
利便性を図る上で、新たな施
おります。今後、村内部で検
設をつくるほうが得策じゃな
討してまいります。
いか、村長のお答えを願いま
体験ビレッジ、温泉施設、 す。
再
味覚館と、施設がばらば
らの位置に存在して、利用客 答 村長
から見ると非常に不便を感じ
ており、利用客の減少および
施設の老朽化等、それから今
後の対応を含めれば、それら
の施設を一括にまとめて、施
設の構築を図ることが必要と
思われます。
答 観光産業課長

体験ビレッジ全体の維持管
理費といたしましては、ご指
摘のとおり、かなり予算的に
も経費、維持管理費がかかっ
ている状況です。今ある施設
の維持管理をすることも必要
かなと思っております。
新たな温泉、総合的なもの
については、必要性は感じて
いますので、今後、村内部で
検討してまいりたいと思いま
す。
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月

日㈯︑

日㈰

議 長 報 告 書

年

月

月

月

日㈭︑

日㈯︑

日㈪

日㈫

日㈪

日㈫

日㈮

日㈰

平成

年

年９月

⑻平成

年

29

日㈬

日〜平成

月

20

月４日

12

⑼平成

第

年

年

年

年

年

月

月

日㈫

日㈰

月３日㈮

月８日㈬

月

月

日㈯

日㈯
回三宅島産業祭出席

⑸平成

２０１７ＷＥＲＩＤＥ三宅島エン
デューロレース出席

⑷平成

三宅村１︐０００本さくら植栽事業推
進委員会出席

⑶平成

三宅村立三宅小学校・中学校開校 周
年記念式典出席

⑵平成

平成 年度﹁敬老の集い﹂出席
︵代理 三宅村議会副議長 石井 肇︶

⑴平成

２．行事・来島者関係

伊豆諸島北部地域の航空路運賃低廉化
及び超高速ブロードバンド環境の早期
整備に関する要望活動出席︵千代田区︶

年

第 回町村議会議長全国大会出席︵渋
谷区︶

29

29

61

１．出張関係
⑴平成

年

第 回小金井なかよし市民まつり出席
︵小金井市︶

⑵平成

年

月

平成 年度三宅村議会議員先進地視察
︵徳島県海陽町︶

⑶平成

年

月

平成 年度みなかみ町豊楽まつり出席
︵群馬県みなかみ町︶

⑷平成

年

月

平成 年度九州北部豪雨被害に係る義
援金目録贈呈︵港区︑中央区︶

⑸平成

年

第 回東京都道路整備事業推進大会出
席︵千代田区︶

⑹平成

年

地方自治法施行 周年記念式典・記念
シンポジウム出席︵千代田区︶

⑺平成

第 回離島振興市町村議会議長全国大
会出席︵千代田区︶

10

編集後記

平川

大作

明けましておめでとうございます︒新年を迎
え︑気持ちを新たにし毎日を過ごされているこ
とと思います︒
寒さもますます︑厳しさを増してきていま
す︒気温の変化に体がついていかず︑風邪をひ
く人が増えている今日この頃です︒御体をご自
愛ください︒
気持ちを新たにし各議員も各得意分野で活躍
してくれると思います︒
私自身もそんな一年にしていきたいと考えて
おります︒その報告はこの議会だよりをもっ
て︑村民の皆さんに分かりやすくお伝えして行
きたいと思います︒
私達︑編集委員も村民の皆さんに読んで頂け
るよう創意工夫に心掛けています︒
この度︑この議員コラムの枠を編集後記とす
る事にしました︒
今後とも︑全力で取り組んで参ります︒

議会だより編集委員長
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三 宅 村 議 会 だ よ り

写真提供：中 込

哲（坪田在住）

イソヒヨドリ

シチトウメジロ

ジョウビタキ

次回定例会は３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

ホオジロ

お問い合わせ先

フォトギャラリーコーナーに掲載する村民の皆様の身近
な写真をお待ちしております。
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。

― 16 ―

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

