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三 宅 村 議 会 だ よ り

で審議された議案

（会期：９月８日）

令和３年第３回三宅村議会定例会

承認第１号

利用等に関する法律の一部改
正に伴い、カードの再交付に
係る手数料に関する規定の一
部を削除する改正です。
議案第２号

令和３年度三宅村一般会計
補正予算（第４号）
歳入歳出予算の総額にそれ
ぞれ１７０９万千円を追加
し、総額 億１９４５万円と
なりました。
主な内容は臨時庁舎管理、
クリーンセンター管理、合併
処理浄化槽設置補助、新坪田
分団詰所新設、簡易水道特別
会計繰出金等の増減額補正で
す。

歳入歳出予算の総額にそれ
ぞれ１０５４万８千円を追加
し、総額３億８９１１万７千
円となりました。
主な内容は、新型コロナコ
ロナ対応に係る医療従事者確
保、それに伴う備品購入等の
増額補正です。

議案第４号

令和３年度三宅村介護保険
（保険事業勘定）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 万７千円を追加し、総
額３億７２７２万２千円とな
りました。
主な内容は令和２年度介護
給付費交付金支払基金返還金
償還金等の額の確定に係る増
額補正です。
議案第５号

令和３年度三宅村簡易水道
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２５０６万４千円を追加
し、総額２億９９７２万５千
円となりました。
主な内容は、簡易水道施設
設備工事（ポンプ設備等）、配
水管布施付帯工事等に係る増
減額補正です。
認定第１号

村道認定路線の廃止につい
て

認定第２号

⑴令和２年度三宅村旅客自動

令和２年度三宅村公営企業
会計決算の認定について

車運送事業会計歳入歳出決
算
令和２年度三宅村旅客自動
車運送事業会計の決算を認定
しました。
発議第１号

コロナ禍による厳しい財政
状況に対処し地方税財源の
充実を求める意見書（案）

新型コロナウイルス感染拡
大は、変異株の猛威も加わ
り、全国に甚大な経済的、社

会的影響を及ぼしており、国
民生活への不安が続いている
中で、地方財政は、来年度に
おいても財源不足は避けられ
ない厳しい状況に直面してい
ることから、地域の実情に応
じた行政サービスを持続的に
提供していくことを目的と
し、地方交付税等の一般財源
総額の確保、充実を強く求め
るものです。
可決後、
衆参両院議長、
各大
臣に意見書を提出しました。
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８７

既認定路線（薄木１号線）
特別会計補正予算（第２号）
の現状に応じた整理を行うた
め、認定路線の廃止を認定し
ました。

令和３年度三宅村国民健康
保険（直営診療施設勘定）

議案第３号

４３

令和３年度三宅村一般会計
補正予算（第３号）に係る
専決処分の承認について
歳入歳出予算の総額にそれ
ぞれ１８８万４千円を追加
し、総額 億２３５万９千円
となりました。
内容は新型コロナワクチン
接種体制確保事業に係る消耗
品購入、案内業務・予約業務
委託に伴う増額補正を承認し
ました。

行政手続きにおける特定の
個人を識別するための番号の

三宅村事務手数料条例の一
部を改正する条例

議案第１号

４３

三 宅 村 議 会 だ よ り

令和３年第３回三宅村議会定例会

議決結果
議決結果

平川大作

木村靖江

沖山 肇

名

沖山雄一

案

北川博史

議

石井 肇

議案番号

審議の賛否

承認第１号

令和３年度三宅村一般会計補正予算（第３号）に係る
専決処分の承認について

○

○

○

○

○

○

承認

議案第１号

三宅村事務手数料条例の一部を改正する条例

○

○

○

○

○

○

可決

議案第２号

令和３年度三宅村一般会計補正予算（第４号）

○

○

○

○

○

○

〃

議案第３号

令和３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４号

令和３年度三宅村介護保険（保険事業勘定）特別会計
補正予算（第１号）

○

○

○

○

○

○

〃

議案第５号

令和３年度三宅村簡易水道特別会計補正予算（第１
号）

○

○

○

○

○

○

〃

認定第１号

村道認定路線の廃止について

○

○

○

○

○

○

認定

認定第１号

令和２年度三宅村公営企業会計決算の認定について
⑴令和２年度三宅村旅客自動車運送事業会計歳入歳出
決算

○

○

○

○

○

○

〃

発議第１号

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の
充実を求める意見書（案）

○

○

○

○

○

○

可決

※表中の記号：○…賛成

―3―

×…反対

- …欠席

三 宅 村 議 会 だ よ り

村政を問う
雄一
三宅村では、コロナ感染症
対策につきましては、昨年３
月に三宅村新型コロナウイル
ス感染症対策本部を立ち上
げ、今日まで、関係機関を含
めた第２次拡大会議を必要な
都度開催して、村全体で対策
等を講じております。
本村におきます感染状況
は、８月には８件の陽性者が
確認され、住民の皆様にもご
心配をおかけいたしました
が、現在は終息に向かってお
ります。そのため、島への出
入り規制について、本村が現
在そうした措置が必要な状況
ではないものと判断いたしま
すが、いつ何どき、どのよう
な状況になるのか全く予測も
つかない状況にあって、対策
本部としては、様々なことを
想定しながら、今後も関係機
関と連携を密にしながら、適
時適切な対応を講じてまいり
ます。
なお、ワクチン２回接種な
ど来島条件とする、そういう
考えにつきましては、三宅島

答 福祉健康課長

～５人の議員が一般質問～
沖山
議員

コロナ禍における感染
問 対策と経済対策につい
て
全国的な感染拡大が続く中
で、東京諸島全体でも三宅村
においても、複数の感染者が
報告されています。
９月の後半には連休なども
控えており、島内の出入りに
ついて三宅村では、これまで
と変わらずという対応をして
いくのですか。もしくは、ワ
クチン接種を２回終えた方や
陰性を証明するなど条件を提
示するとか、何かしら考えが
あるか、
伺いたいと思います。

観光協会では、三宅村新型コ
ロナウイルス感染症対策本部
第２次拡大会議で協議の結
果、９月中旬から３泊以上滞
在される来島者に対して、来
島前日までにＰＣＲ検査の受
検等をお願いする予定であ
り、また、対策本部として
も、島内建設関係の皆さま
に、業務上来島される皆さま
に対して同様の対策を講じら
れるよう依頼したところでご
ざいます。
住民の方の声を反映して
再
もう一度お聞きします。
商工会や観光協会の会費に
ついては２年連続で補助しま
した。今年も全島民に商品券
など経済対策を打つという予
定はあるのか、サービス業や
観光業、その他個人事業など
を含め、島内の事業者に対し
去年やったような支援金を出
す予定があるのか、お答えい
ただけますか。

答 観光産業課長

増える空き家対策につ
いて

商品券を出すか出さないか
という質問ですが、今回は実
施はいたしません。
問

空き家等の実態把握、所有
者の特定等について質問しま
す。
国土交通省の空き家対策に
ついての住宅統計調査による
定義の中で、その他の住宅、
転勤、入院などのため長期に
わたって不在の住宅や、建て
替えなどのために取り壊す予
定になっているもの、売却の
ために空き家になっているな
ど、整理分類は固定資産税な
どの課税に影響する。過去に
も質問しているが、村として
把握して対策の優先順位をつ
けているのか、事前に調査事
項として、三宅村の空き家状
況の詳細について質問しまし
たが、村ではデータを所有し
ておりませんと回答がありま
した。
三宅村の空き家対策を遡っ
ていくと、第５次の三宅村総
合計画には、「空き家の有効
活用を図り、住居の提供を推
進します」として、「空き家
バンク制度を確立し、空き家
の有効活用を図ることで島内
外の定住者確保の促進をしま
す」とあります。

計画の策定あるいは所有者
の調査、データ整理、管理の
促進等についてはまだ手をつ
けていないと回答しています
が、その理由を伺いたい。

答 村民課長

税務係では、固定資産税相
続人代表者指定及び現所有者
認定事務取扱要領を定めてお
りまして、常に相続人の特定
を行っています。
所有者が死亡した場合、相
続登記が完了していれば、そ
の相続人に納税の義務を受け
継ぐことになります。相続登
記が完了するまでの間です
が、その間は相続人を代表し
て納付していただくことにし
ていただくため、相続人代表
者指定届の提出を求めており
ます。この指定届の提出がな
されない場合は、代表者をこ
ちらから強制指定していま
す。また、毎年納税通知書の
発送時に島外の納税義務者に
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対しまして、納税義務者が亡
くなられたときの手続につい
てというお知らせを同封して
おり、周知に努めています。
さらに納税通知書未到達、
届かなかったという納税義務
者に対しましては、現住所の
調査を行いまして、適正な課
税に努めています。
また、空き家等で放置さ
れ、固定資産として評価に値
しない物件や未登記の家屋で
取り壊した場合など、現場調
査を含めまして家屋滅失届の
提出を求めておりまして、固
定資産台帳から抹消している
という状況です。
したがいまして、空き家に
よる固定資産税への直接的な
影響はないものと考えており
ます。
答 企画財政課長

本村の空き家対策といたし
ましては、現在、村独自事業

である三宅村空き家活用対策
事業を実施し、空き家を有効
活用することにより定住を促
進し、地域の活性化を図る取
組を行っております。
国が実施する空き家対策総
合支援事業については、対象
施設が適切な管理がされない
まま放置され、周辺環境へさ
まざまな悪影響を及ぼすこと
が懸念されるような、いわゆ
る特定空き家や不良住宅であ
り、一般の空き家住宅におき
ましても、除却後の跡地、ま
たは増改築等の後の建築物が
地域活性化のため、計画的利
用に供されなければならな
い、などの条件が付されてお
ります。
現在、国が示している特定
空き家に該当する空き家につ
いては、本村において確認が
されていないことや、村有施
設を増加する計画などもない
ことから、当面の間は、三宅
村空き家活用対策事業を実施
し、空き家の発生を防ぎ、地
域の活性化を図る取組を行っ
てまいりたいと考えておりま
す。
今後も、空き家に係る村民
ニーズや特定空き家等の状況
を鑑みながら、必要と判断し
た場合は、空き家等対策計画
の策定や協議会の設置などに
よる地域事業者等との連携体
制の構築など迅速に対応して
まいります。

平川

大作
議員

新型コロナウイルス感
問
染症対策について
三宅にＰＣＲ器具がなく、
ＰＣＲ検査ができないように
聞いています。
必要なときに何回でも検査
が受けられるよう、三宅に検
査器具を置き、島で検査がで
きるようにすることと、島民
の皆さんの命を守るために、
三宅に来ないでくださいとい
うような強い手だてが取れな
いかということと、観光客に
ＰＣＲ検査の義務づけができ
ないかお聞きします。
答 福祉健康課長

必要なときに何回でも検査
が受けられるよう、島内にＰ
ＣＲ検査機器を設置すべきだ
とのご要望についてお答えい
たします。
島内でのＰＣＲ検査は、現
在は診療所を発熱等により受

診したときに必要に応じて行
う検査と、また、島しょ保健
所三宅出張所が濃厚接触者に
対して行う検査の二通りがあ
ります。
いずれも島外の検査機関に
委託しておりまして、検体搬
送後、基本的には翌日には検
査結果が判明いたします。
島内にＰＣＲ検査機器の設
置をとのご要望でございます
が、厚生労働省からＰＣＲ検
査等における精度管理マニュ
アルが示されております。そ
の基準を満たすには、設置す
る検査室の設備面、また、人
員の確保等幾多の課題があ
り、設置は困難です。
次に、島民の皆さまの命を
守るために、三宅に来ないで
くださいといった強い手だて
をとの要望、さらには観光客
にＰＣＲ検査の義務づけがで
きないかとのご質問ですが、
現段階ではそうした状況にな
いと判断しております。対策
本部といたしましては、さま
ざまなことを想定しながら、
今後とも適時適切に対策を講
じてまいります。
また、三宅島観光協会で
は、三宅村新型コロナウイル
ス感染症対策本部第二次拡大
会議で協議の結果、９月中旬
から、３泊以上滞在される来
島者に対して、来島前日まで
にＰＣＲ検査の受検等をお願
いする予定であり、また、村

対策本部としても、島内建設
関係の皆さまに業務上来島さ
れる皆さまに対して、同様の
対策を講じられるよう依頼し
たところでございます。
今後とも対策本部として
は、関係機関と連携を密にし
ながら、住民の命を守るため
に取り組んでまいります。

学校や保育園の子供たち
再
をどう守っていくかが今
後の課題だと思うのですが、
その辺はどのように考えてい
ますか。

答 福祉健康課長

例えば三宅であれば、ほか
の町村の島しょ保健所から人
的な応援をいただいて、保健
所間でお互いに協力し合っ
て、検査体制は対応している
ところです。
また、島内では学校、保育
園それぞれこの夏休み過ぎ
に、喚起の文書を保護者あて
に全部お願いをして対応して
いるところですので、今後と
も、引き続き十分対応してま
いりたいと考えております。
なお、抗原検査の簡易キッ
ト、こちらもそれぞれ施設の
ほうへ配置済みでございまし
て、万が一のときは、そうし
た対応も可能ということで現
在対応しているところです。
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齢者に必要な医療を確保し、
後期高齢者制度の窓口
自己負担割合の見直しで受診
問
負担について
抑制などが生じないようにす
窓 口 ２ 割 負 担 を め ぐ っ て ることを総合的に勘案し、現
は、田村厚生労働大臣は、子 役並み所得者を除く後期高齢
供医療費助成と同様に自治体 者のうち、課税所得が 万円
が独自に窓口負担増を軽減す 以上かつ単身世帯で年収２０
ることは、地方自治の精神に ０万円以上、複数世帯でいき
鑑み、
できると明言している。 ますと年収合計が３２０万円
年金しか収入源がない高齢 以上の方に限って医療費の窓
者の方の医療費の窓口負担２ 口負担を２割とし、それ以外
割負担化は重症を招き、生活 を １ 割 と す る と い う も の で
す。つまり、負担能力のある
そのものを壊す。
医療の窓口負担２倍化を村 一定所得以上の方、所得上位
として中止すべきだ。また、 者に限って医療費の窓口負担
２割負担中止を国に対して要 を２割といたしまして、それ
望すべきだと考えるが、どう 以外の方は１割とされたもの
でして、被保険者への影響は
考えるかお聞きします。
最小限に抑えられているもの
答 村民課長
です。
施行時期につきましては、
令和２年 月 日に閣議決
定されました全世代型社会保 令和４年度後半までの間で政
障改革の方針の内容でござい 令で定めることとされており
ますが、負担能力のある方に まして、２割負担への変更に
可能な範囲で負担していただ よって影響が大きい外来患者
くことにより、若い世代の負 へ の 配 慮 措 置 と い た し ま し
担を少しでも減らし、かつ高 て、法の施行後３年間、１カ
月の負担増額を、最大でも３
０００円に収める措置を導入
することも盛り込まれている
ものです。
また、今回の閣議決定に至
るまで、全国後期高齢者医療
広域連合協議会が厚生労働大
臣に対しまして、令和元年６
月から３回、窓口負担の在り
方についての要望書を提出し
ていること、それから全世代
１２

１５

２８

型社会保障検討会議、こちら
も令和元年９月から 回開催
されておりますが、その間、
社会保障審議会医療保険部会
におきましても 回ほど議題
とされておりまして、有識者
をはじめ医療関係団体、保険
者、それから経済団体、自治
体、市民団体などの各代表に
より議論が重ねられまして、
十分な配慮がされているもの
と考えております。
多くの方が日々の生活を
再
切り詰めて生活していま
す。そんな中で医療費が上が
るということは、本当に死活
問題です。若い者の１万円の
価値と高齢者の１万円の価値
とは全然違うんです。
高齢者の方々を何とか救っ
ていただくよう、今後とも町
村会において三宅島の現状を
訴えていただきたいと思いま
す。
今後とも全力で取り組んで
いただきたいと思います。
答 村民課長

いわゆる低所得者に関しまし
てはこれまでどおり１割負
担、変わりません。なおかつ
全体の数字で申し上げます
と、今、６月末現在ですが、
後期高齢者医療の保険者です
が、被保険者は４７７人おり
ます。そのうち３割負担して
いる方 人、１割負担に関し
ましては４５２人と ％が１
割負担です。仮に２割負担に
なるとして想定して、今の６
月末現在で試算しますと、お
よそ 人が、今現在１割負担
の方が２割負担に移行すると
しても 人です。その率とし
ましては ％、全体の ％の
方が２割負担を強いられる
と。その方々につきましても
収入があるということですの
で、現役所得並みの３割負担
の方、３割まではいきません
が一定のラインで２割負担の
負担になるという現状です。

問 緊急ヘリ搬送について

東京であれば救急車が来て
病院まで搬送してくれます。
本村においては、緊急ヘリか
飛行機が一番早く着きます。
７時間以上かかる船の中で容
体が急変したら対応できない
と思います。
例えば大腿骨や歩けないほ
どの骨折をした場合、緊急ヘ
リ搬送の現状、要請条件はど
うなっているのか、今後の対

応はどうなのかお聞きしま
す。

答 医療担当課長

緊急ヘリ搬送の要請条件で
ございますが、患者を高次医
療機関に搬送し、処置執刀
を、または人工呼吸器などの
サポートを行わなければなら
ない差し迫った状況であるこ
と、また受入れ病院との当該
患者の搬送について調整がな
されていること、この２点が
搬送を行う要件となります。
今後の対応ですが、ただい
まご説明した要件に基づき適
切に対応してまいります。
なお、三宅島に限らず、い
わゆる単純な大腿骨骨折によ
るヘリ搬送は原則行っており
ませんが、当然、骨折に伴う
合併症など複数の症状が見ら
れ、緊急性が高いと診断され
た場合は緊急ヘリ搬送の要請
を行います。
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１２

今後、町村会等また議長会
等もあると思います。この後
期高齢者の窓口２割負担につ
いて議論がなされた場合に
は、逐一情報を得ながら村の
ほうでどういう対応をしてい
くのか、また考えていきたい
というふうに思います。低所
得者、年金収入のみの方で、

１７

９５

１７

２５

８０

８０

１０

三 宅 村 議 会 だ よ り

北川

博史

靖江

議員

男性の育児休業につい
て

木村

問

男性が、妻の出産直後に計
４週間取得できる、出生児育
児休業の導入を盛り込んだ、
改正育児介護休業法が今年６
月３日に成立いたしました。
早ければ２０２２年 月に、
新制度に基づく育休が取得可
能になります。子供を産み育
てやすい環境づくりが、大き
く前進すると期待されており
ます。
男性版産休ともいう育休
は、妻の出産から８週間以内
に、夫が４週間まで育休の取
得ができるというものです。
出産直後の女性は、ホルモン
バランスの崩れや睡眠不足な
どによる、産後うつのリスク
が高いと言われます。心身と
もに不安定になりがちな妻
を、夫がしっかり支えられる
よう、このような枠組みを設

ける意義は大変に大きいと思
います。
改正法では、育休を取得し
やすい職場環境の整備を進
め、企業には社員研修や相談
窓口設置を求め、従業員への
取得意向の確認も義務付ける
とされています。
なお、
改正法
は公務員も対象となります。
今の若い世代は、育休を取
りたいと考えている人がとて
も多いと言います。育児休業
制度をはじめとする職場環境
の整備は、職員の確保を定着
させるためにも重要であり、
出生率の向上にも寄与すると
考えられていると言います。
三宅村にとっても、人口増加
につながることが期待できる
と私は考えます。
そこで、村では、男性の育
児休業についてどう考えます
か。
また、制度の職場環境への
整備について、準備されると
思いますが、お考えを伺いま
す。

答 総務課長

本年６月に育児休業、介護
休業等、育児または家族介護
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議員

か月にもわたっていることも
あり、前回のゴールデンウイ
ークに続き、この時期にまさ
かまたなのかと、言わば諦め
のため息に変わりました。新
型ウイルス感染症の増加数な
どいろいろな面での仕方のな
いことだと、十分過ぎるほど
理解しているつもりですが、
１年の売り上げの大半を占め
るこの時期の要請は、観光立
島を掲げている村としては、
緊急事態宣言以上の緊急事態
だと私は考えます。中には、
ある程度条件を満たし、保障
されているところもあるよう
ですが、飲食関連以外の事業
者は何の保証もなく、多くの
宿泊業者、観光業者はもはや
限界を超え、事業経営を維持
するには非常に厳しい危機的
状況に至っているという声
を、多くの方々から聞いてお
ります。
その中、都内では、要請に
も応じずルールを守らない事
業者がいる中、島内では、コ
ロナ感染者は発生してしまい
ましたが、私の把握している
限り、島内の業者はルールを
守り、要請に従ってくれてい
ると思います。が事業者の危
機的状況は増すばかりです。
そこで、商工業者が事業経
営を持続していただくために
も、昨年も実施していただい
た事業者支援金のような支援
をしていただきたいと思いま
すが、今後、村としては、観
光商工業者等に対して支援を
考えているのか、お伺いいた
します。
答 観光産業課長

新型コロナウイルス感染症
により疲弊した、観光産業を
はじめとする島内各産業の活
性化を図るため、三宅島島内
における宿泊費の補助を実施
したいと考えております。

１０

新型コロナウイルス感
染症拡大防止の影響に
問
おける事業者への支援
について
７月 日、新型コロナウイ
ルス感染症感染拡大に伴う４
度目の緊急事態宣言が発出さ
れ、東京都には外出自粛が呼
びかけられました。このたび
の緊急事態宣言は期間も約２
１２

三 宅 村 議 会 だ よ り

を行う労働者の福祉に関する
法律が改正され、男性版の育
休ともいうべき出産の育児休
業が導入されることは承知し
ております。
厚生労働省の発表した２０
２０年の人口動態統計でも、
出生数は５年連続で過去最少
を更新するなど、少子高齢化
が進行し、その対策は本村で
も急務となっております。
三宅村役場におきまして
も、制度に基づく休暇取得を
適正に実施してまいります。

生理の貧困対策につい
て

持ち合わせがなく慌てたとい
うことは、多くの女子が経験
をしているのではないでしょ
うか。
学校のトイレに、生理用品
が置かれていることはありが
たいことであり、本当に助か
るのだと思います。
保健室には多少の用意もさ
れているかもしれませんが、
三宅村の小・中学校のトイレ
に配備をしていただきたいと
思いますが、いかがでしょう
か。

沖山

肇
議員

村営住宅使用料の徴収
について

小させるよう措置を講ずるの
かを伺います。
答 地域整備課長

村営住宅使用料の滞納者へ
の対応については、毎月の納
付期限までに支払いがない方
に督促状を送付し、それでも
納付督促等に応じない滞納者
に対しては、電話、訪問、ま
たは呼出しによる納付指導を
実施しております。
また、本年４月には、現年
度の納付がされていない方へ
お知らせをし、出納閉鎖前ま
でに納入するよう指導を実施
しております。
滞納を発生させないための
取組としては、昨年に比べ、
本年度の滞納繰越し額は着実
に減っていることから、今後
も、三宅村営住宅使用料滞納

整理等事務処理要綱に基づ
き、納付督促、戸別催告等の
順に進め、催告等に応じない
滞納者に対し電話、訪問およ
び呼出しによる納付指導を粘
り強く実施してまいります。
それでも支払う意思のない
悪質な滞納者については、明
渡し請求、入居許可の取消し
訴訟など、段階的に措置を講
じてまいりますが、まずは滞
納させないよう、確実に債権
確保に取り組んでまいります。

村営住宅の入居状況です
再
が、今現在、空きはどの
ぐらいあるのですか。

答 地域整備課長

空き室に関しましては、２
１０戸、村営住宅がある中の
戸が空いております。
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問

９４

答 教育課長

小・中学校への配備につい
てですが、学校に確認したと
ころ、保健室で常備している
そうですが、その利用は非常
に少ないということでした。
しかし、１日のうちの多く
の時間を過ごす学校におきま
して、女子児童・生徒が突然
の対応にも困ることなく、安
心して過ごせるような環境を
整えるべく、学校現場と十分
協議の上、善処いたします。

令和２年度村税など収納状
況調べによる令和３年５月末
時点での数字を基に、村営住
宅使用料の徴収についての質
問をします。
令和３年５月末での滞納分
の収入が金額にして、２４９
万７０００円。現年度分４８
９０万９０００円と、徴収さ
れた率でいくと ・４％と比
較的高いと思われますが、現
年度分に新たに発生した未収
金が、２８８万２０００円で
約 万円増えています。
以前、村の答弁では、現年
度においては、できる限り新
たな滞納が発生しないなどの
努力をし、滞納整理に努める
と言われましたが、現状では
滞納額は増えており、これま
でどのような措置をとりつ
つ、今後どのように滞納を縮

３４

問

今月（９月）全ての東京都
立学校の女子トイレに、生理
用品が配備されることになっ
たと聞きます。
若い女性の間で、金銭的理
由で生理用品を買うのに苦労
した、ほかの物で代用した、
交換の回数を減らしたなどの
結果が、コロナ禍の今の中で
のある任意団体の調査によっ
て報告があったそうです。
学校では、予期せぬ状況で

４０

三 宅 村 議 会 だ よ り

一時に比べ、入居者が少
再
なくなっている現状だか
らこそ、より一層納付に対す
る指導を進めるべきだと考え
て質問させていただいたんで
すけれども、課長の本気度を
示していただいているので、
使用条例、例えば 条２項に
ある３か月滞納した場合、村
営住宅使用料滞納整理など、
事務処理に基づく適切に公平
公正な処置を行っていく、そ
ういう認識でよろしいですか。
これは、精査して、形でこ
ういうふうになったものなの
か。一応それまでの努力をさ
せていただくということで、
答弁されたと思います。
最後に伺いますけれども、
滞納されている方が、例えば
自主的に退去された場合、そ
のときにどのような措置を講
ずるのかを伺います。
答 地域整備課長

退去時に未納の住宅使用料
がある方については、入居時
に支払っている住宅保証金が
滞納分として補塡されており
ますが、それでもまだ滞納等
がある方については一括での
支払いか、分納誓約を交わし
請求する方法で対応しており
ます。

４１

三宅村議会開催に伴う新型コロナウイルス
感染症拡大防止に係る取り組み

新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的とし、９月開催の定例議会において以下の
とおり対応しました。

■出席者の座席の間隔を空ける
■答弁者（管理職）出席の入替制

■マスクの着用
■消毒液の設置
■一般質問時間について時間制限の設定
■議案審議の整理による会議時間の短縮
■行政報告、質疑等を簡潔に行う

■換気の実施
■傍聴自粛依頼

編集後記

第３回定例会が終了し、議会だより第 号を

お届けいたします。

わが国の新型コロナウイルス感染症は、ワク

チン接種が進むにつれ、ここにきて一日の感染

者数が大幅な減少傾向を見せ、生活環境が自粛

から自衛へと変わってまいりました。

今後もわれわれにできることは、これまで以

上に三密を避ける行動など、新しい日常を実践

することで第６波を絶対食い止めることだと考
えます。

私たち三宅村議会議員は、島が抱えるさまざ

まな課題に対し、これまで以上に村民の皆さま

のお声を反映し、より良い村づくりを一緒に進

めさせていただきます。

今後ともよろしくお願い申しあげます。

本号の表紙とフォトギャラリーは、子供たち

の元気な姿をお届けするため、三宅村立学校、

三宅村教育委員会のご協力をいただき、先日行

肇

われた三宅小学校運動会・三宅中学校運動会の

沖山

議会だより編集委員長

写真を掲載させていただきました。



―9―

39

三 宅 村 議 会 だ よ り

議 長 報 告 書
１ 出張関係
令和３年７月 日㈫

令和３年５月 日㈪

２ 会議関係

令和３年５月 日～令和３年８月

●令和３年東京都島嶼町村一部事務組合定例会出席
●東京都町村会・東京都町村議会議長会合同会議出席
●令和
 ３年東京都島嶼町村会・東京都島しょ町村議会議長会
合同研修会出席

２８

令和３年６月 日㈮

日

●第 回三宅村新型コロナウイルス感染症対策本部第二次拡大会議出席

２５

●第 回三宅村新型コロナウイルス感染症対策本部第二次拡大会議出席

令和３年７月６日㈫
●令和
 ３年度東京島しょ町村議会議長会第１回臨時総会（書面開催）

令和３年７月８日㈭
●全国
（Ｗｅｂ会議）
 離島振興市町村議会議長会令和３年第１回総会出席

令和３年７月 日㈯
●第 回三宅村新型コロナウイルス感染症対策本部第二次拡大会議出席

令和３年８月５日㈭
●第 回三宅村新型コロナウイルス感染症対策本部第二次拡大会議出席

令和３年８月 日㈬
●第 回三宅村新型コロナウイルス感染症対策本部第二次拡大会議出席

２ 行事・来島者関係
令和３年６月 日㈬
●三宅
 村シルバー人材センター令和３年度定時会員総会（祝辞送付）

令和３年７月 日㈭

●東京
 ２０２０オリンピック聖火リレー「ミニセレブレーション」出席
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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

発
住
電
担

２０

３１

１８

１０

２５

１６

１５

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さまの
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。

１０

１１

１２

１３

１４

中学校運動会

