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平成


月４・５日）

年第４回三宅村議会定例会

（会期：

で審議された議案

三宅村教育委員会教育長の
給料及び旅費等に関する条
例の一部を改正する条例

議案第５号

三宅村長期継続契約を締結
することができる契約を定
める条例

議案第１号

長期継続契約を締結するこ
とができるよう新たな条例の
制定です。

円となります。
主な内容は、人事院勧告に
準じて職員給与が改定された
ことに伴う減額補正です。
議案第８号

平成 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

号

新たに生じた土地の確認に
ついて

港湾・漁港整備事業に関す
る公有水面埋立しゅん功に伴
い、新たに生じた土地の確認
です。
認定第１号

村道路線の認定について

神着地区、「焼場線」が村
道として認定されました。
認定第２号

平成 年度三宅村一般会計
及び特別会計決算の認定に
ついて

２１２円、歳出総額 億８９
６８万５３７９円
【特別会計決算】
◦国民健康保険（事業勘定）
歳入総額５億３８７１万５
２２８円、歳出総額５億３３
３４万６６３７円
◦国民健康保険（直営診療施
設勘定）
歳入総額３億２８４１万３
７７円、歳出総額３億２７６
７万５５２８円
◦介護保険（保険事業勘定）
歳入総額３億４１３６万７
１４３円、歳出総額３億２５
２５万２１９０円
◦簡易水道
歳入総額２億７８９５万１
９６４円、歳出総額２億６５
２４万２０４７円
◦後期高齢者医療
歳入総額７７２６万９０９
１円、歳出総額７６９２万５
１６１円

請願第１号

平成 年９月 日付で提出
された本請願については、
「趣旨採択」となりました。

議会の動画配信に関する請
願について

３９

※趣旨採択…請願について、
願意は十分理解できるが、
当分の間は実現することが
困難である場合に、便宜的
に趣旨には賛成という意味
で議決する決定方法。
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歳入歳出予算の総額にそれ
ぞれ１５９９万４千円を追加
し、総額３億６３８６万７千
円となります。介護予防事業
の追加実施、過年度分介護給
付費負担金及び地域支援事業
交付金の確定に伴う償還金等
の増額補正です。
議案第９号

４１

議案第２号
議案第６号

平成 年度三宅村一般会計
補正予算（第３号）

２９

◦議案第３号～５号
議案第２号と同様に、人事
院勧告に準じて、期末手当の
支給率と期別支給割合が改正
されました。

三宅村職員の給与に関する
条例等の一部を改正する条
例
人事院勧告に準じて、三宅
村職員及び一般職の任期付き
職員の給与に関する条例の改
正です。給与月額、賞与、宿
日直手当が改定されました。

歳入歳出予算の総額にそれ
ぞれ１億２８６２万７千円を
追加し、総額 億５１２７万
６千円となります。
主な内容は、村営住宅空き
家整備設計委託料、二酸化硫
黄濃度常時観測、特別支援教
育への増額補正などです。
議案第７号

⑴平成 年度三宅村一般会計
歳入歳出決算
平成 年度三宅村簡易水道
特別会計補正予算
（第２号） ⑵平成 年度三宅村国民健康
保険（事業勘定）特別会計
歳入歳出予算の総額にそれ
歳入歳出決算
ぞれ１８２０万８千円を追加
し、総額２億４５２９万４千 ⑶平成 年度三宅村国民健康
保険（直営診療施設勘定）
円となります。主な内容は茅
特別会計歳入歳出決算
場浄水場膜ろ過施設膜洗浄委
託三宅村水道施設機器類等整 ⑷平成 年度三宅村介護保険
（保険事業勘定）特別会計
備工事費等の総額補正です。
歳入歳出決算
議案第 号
⑸平成 年度三宅村簡易水道
特別会計歳入歳出決算
平成 年度三宅村旅客自動
車 運 送 事 業 会 計 補 正 予 算 ⑹平成 年度三宅村後期高齢
者医療特別会計歳入歳出決
（第１号）
算
人事院勧告に準じて、職員給
平成 年度の各会計の決算
与が改定されたことに伴う増
が認定されました。
額補正です。
【一般会計決算】
歳入総額 億３８５１万６

１２

議案第３号

三宅村長等の給料等に関す
る条例の一部を改正する条
例
議案第４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２
号）
歳入歳出予算の総額からそ
れぞれ３４０万３千円を減額
し、総額４億１０２１万５千

30

１１

２９

30

30

１２

三宅村議会議員の報酬及び
費用弁償等に関する条例の
一部を改正する条例

４７

２９

２９

２９

２９

２９

２９

30

30

１０

３０

３０

三 宅 村 議 会 だ よ り

平成３０年第4回三宅村議会定例会

議決結果
審議の賛否

三宅村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

○ ○

議案第３号

三宅村長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例

○

○ ○

議案第４号

三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する
条例

○

○

○ ○

議案第５号

三宅村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の一部を改正
する条例

○

○

議案第６号

平成３０年度三宅村一般会計補正予算（第３号）

○ ○

議案第７号

平成３０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８号

平成３０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９号

平成３０年度三宅村簡易水道特別会計補正予算（第２号）

○

○

議案第１０号

平成３０年度三宅村旅客自動車運送事業会計補正予算（第１号）

○ ○

議案第１１号

新たに生じた土地の確認について

○

○ ○

認定第１号

村道路線の認定について

○

○

認定第２号

平成２９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２９年度三宅村一般会計歳入歳出決算
⑵平成２９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２９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２９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２９年度三宅村簡易水道特別会計歳入歳出決算
⑹平成２９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

議会の動画配信に関する請願について

○ ○

○

×

○

○

○ 可決

○ ○

○

○

〃

○ ○

○

〃

○

○

○

〃

○

○ ○

○

○

〃

○

○ ○

○

○

〃

○ ○

○

〃

○

○

○

〃

○

○ ○

○

○

〃

○

○ ○

○

○

〃

○ ○

○

〃

○

○

○

○

○ ○

○

○ ○ 認定

○

○

〃

○ ○

○

趣旨
採択

※表中の記号：○…賛成
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議決結果

議案第２号

大作

○

平川

三宅村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

光夫

議案第１号

水原

靖江

○ ○

佐久間正文

木村

肇

雄一

肇

○

沖山

名

沖山

案

石井

議案番号

議

×…反対

三 宅 村 議 会 だ よ り

村政を問う
雄一

ざまな事項の検討が行われて
いるところですので、現時点
で村で進めているものはござ
いません。

２．雄山火口周辺の条
問 例解除にむけた取り組
みについて
去る 月 日に、行政と議
会は火口視察をしました。今
の段階で一般人の立ち入り規
制解除は望ましくないと考え
ますが、いかがでしょうか。

ターの施設整備だけで入山規
制を解除するのは危険ではな
いでしょうか。
具体的な立ち入り禁止区域
の条例について、そして入山
規制については、いつごろま
でにどのように進めていく計
画ですか。
答 総務課長

避難施設については、東京
都が国の指針に沿った構造を
持った避難用シェルターを今
年度中に遊歩道の途中に２カ
所整備すると伺っています。
また、火山ガスの観測機器
を更新して、火山ガスあるい
は風向、風速をスマホ等で常
時モニターできるシステムを
構築していく予定です。
開放については、平成 年
度の早い時期にということで
変わっていません。

３．三宅島空港ターミ
ナルの計画について

も十分承知をしておりますの
で、そういったことも勘案し
ながら、科学的観測、調査、
専門家の意見なども聞き、実
施するものです。
入山については、人数制限
もしますし、ルールも整備を
していきます。人命尊重と安
全・安心を最優先し、せっか
くの観光資源ですので、その
活用を図っていきたいと思っ
ております。

問
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答 総務課長

４月に開催しました三宅村
安全確保対策専門家会議にお
きまして、一定の条件付きで
はありますが、火山遊歩道の
火口周辺について、一般人の
立ち入りを認めても差し支え
ないという旨の見解をいただ
いております。
このことから、火山遊歩道
に限り、安全を第一とした条
件をつけて、立ち入りを許可
する方向で、現在検討を進め
ているところです。

月１日より、東邦航空の
ヘリコプターが三宅島空港に
乗り入れ、東京七島新聞に
は、「村長は式典後、これで
観光にも拍車がかかる、ター
ミナル整備が早まることを期
待していると話した」とあり
ます。住民や空港利用者から
は、現在の空港にはお土産屋
やカフェ、軽食などができる
場所がないという声も聞かれ
ます。
２０２４年開設予定の三宅
島空港ターミナルの計画につ
いて、ターミナル整備を早い
時期にという点と、利用者の
インフラについてどのように
進めていく計画かという２点
についてお聞きします。

東京都の長期ビジョンによ
りますと、三宅島空港ターミ

答 企画財政課長

１１

１５

～７人の議員が一般質問～
沖山
議員

１．三宅村の子育て支
援、保育 園 運 営 に つ い て

日で、利用開始は新年度を予
定しております。
待機児童については、 月
１日現在、１、２歳児で２人
となっております。なお、３
歳児以上については、待機児
童はおりません。
保育士確保ですが、現在、
園長を除くと６人ですが、１
人育休中のため、実稼働は５
人で運営をしている状況で
す。
欠員を補うため、１人の常
勤保育士と産休代替保育士を
随時募集してまいりました
が、申し込みがないことか
ら、現在４月１日採用の募集
へと切りかえたところです。
１２

２０１９年 月より、幼
再
児教育と保育の無償化が
始まりますが、これについて
の具体的な準備は進めていま
すか。
答 保育園担当課長

年周期ということ

２０

問

前回の定例会で、補正予算
の中で、新生児出生祝い金が
人から 人の予測で増える
という答弁がありました。約
２億円をかけた保育園拡張計
画は順調に工事が進んでいる
と思いますが、施設の完成予
定と利用開始時期、現在の待
機児童の状況、それから保育
士の確保についてどのように
なっていますか。

３１

根拠のない感覚かもしれ
再
ませんが、約 年おきに
噴火している三宅島では、前
回２０００年の噴火から既に
年が経過し、いつ噴火して
もおかしくないタイミングと
も言われています。このタイ
ミングで、やはり火山観光を
オープンにする予定でしょう
か。
答 村長

年、

２０

１１

火山の防災対策の施設整
再
備について質問をします。
火口付近のシェルターがあ
れば、人はそこが安全だと思
って、みんな逃げ込みます。
ただ、これまでの噴火による
死亡者の状況を調べてみる
と、逃げる途中に噴石が直撃
し亡くなっています。シェル

１８

１８

答 保育園担当課長

３１

１０

国の経済財政運営と改革の
基本方針２０１８において、
２０１９年 月１日からの実
施を目指すとされています
が、現時点においても、さま
１０

２４

完成予定と利用開始時期で
すが、完成は平成 年３月

２９

１４

三 宅 村 議 会 だ よ り

ナルの整備については、２０
２４年度、平成 年度に完了
する計画となっています。な
お 月１日に東邦航空のヘリ
乗り入れが開始され、今後も
利用客が増加することが見込
まれることから、整備の早期
着工と利用者のさらなる利便
性の向上となる施設整備を、
関係機関と協議を行いつつ要
望したいと考えております。
ヘリコプターとの乗り継
再
ぎでさらに利用者もふえ
ていく点を重視して、通常４
便、往復８便の運行の要望
を、今後していくことはいか
がでしょうか。
答 企画財政課長

満席となる便が多く、予約
がとりにくい状況があります
ので、通常４便の運行体制
を、今後要望していきたいと
考えております。
空港ターミナルが新設さ
再
れるというタイミングと
合わせて、新中央航空に対し
て、週数本の経由便でもいい
ので、神津島と三宅島を結ぶ
設定を要望することについて
はいかがでしょうか。
答 企画財政課長

おります。

４．エンデューロレー
スで来島された小池都
問
知事への直接の現場要
望について
あじさいの里を訪問し、高
齢者が都知事と会話をして、
昨年空調が壊れて猛暑の夏に
大変だった現場を知っていた
だく、また、あのタイミング
では、別の案件ですが、都立
三宅高校ボルダリング部の女
子が東京都初の全国大会を獲
得した直後で、あの日、昼過
ぎからレクリエーションセン
ターで練習をしていたので、
直接生徒にあって声をかける
シーンなど、時間を少しでも
意図的につくる。そのような
動きをできなかったのでしょ
うか。
答 総務課長

都知事が来島される際、警
備などの都合上、分刻みでの
視察のコースが決められてお
ります。したがいまして、現
場で変更するということはで
きないこととなっておりま
す。今回の来島に際しても同
様でした。
答 村長

特養等については、第５次
計画では 年からの計画とな
っています。
ただ、一つ私のほうで話し

ておきたいところは、自分の
島のことだけを考えている首
長は余りよくない。自分の島
のことは大事ではあるけれど
も、島嶼全体を、そして東京
都を思う村長であってほしい
というようなことを言われま
す。
したがって、村長は、村民
の幸福を願う為政者でなけれ
ばならない、しかし、それを
願うためだけで他人に負を負
わせるようなことがあっては
ならないと思っております。
自分の村も、ほかの町村
も、もっと大きく言えば東京
も日本も共存共栄する、そん
な大きな心で物を考えていき
たいなと、私自身考えており
ます。
自分のことだけ考えて、
再
人に負を負わせちゃいけ
ないというお言葉をいただ
き、もちろん、それは胆に
重々銘じております。ただ、
今回質問させていただいたの
は、私の中で、自分たちの住
んでいる三宅島もまだまとも
に頑張れていないのに、ほか
のことまで見ている余裕がな
いという自分の小ささを思い
知りました。
まだまだ１期目ですし、事
足りないことたくさんあると
思いますが、今後も住民のた
めに少しでも頑張れればと思
います。

平川

大作

議員

１．障害者の航空運賃
問
について

障害者の航空運賃につい
て。一日でも早く、安くなる
と助かるとも言っています。
今後の対応を検討していく
ということだったので、その
進ちょく状況についてお聞き
します。
答 企画財政課長

村としても、障害者の運賃
については、子供の運賃を含
め、さらなる割引を対象とす
るよう要望があることは、関
係機関との事前協議の中でも
議題として取り上げておりま
すので、今後も引き続き、関
係機関、航空事業者に要望し
てまいりたい。
要望方法も、三宅村単独で
はなく、他島と連携し、伊豆
諸島全体として要望していく
のが必要かどうかも検討して

何らかのモーションを起
こされたのか。

いきたい。

再

答 企画財政課長

子供の運賃も含めて、障害
者運賃について割引をお願い
している。
伊豆諸島全島が対象となっ
たので、今動いている。

対応を改善していただく
再
ことが行政マンの仕事か
なとも私は思いますので、実
現に向けて、また力押しをお
願いしたい。

答 企画財政課長

協議会等の場所でも、村と
して触れていくようにしてい
きたい。

２．キャンプ場の設置
について

実現に向けて何回でもや
再
りますので、よろしくお
願いしたい。

問

大久保浜のような施設が各
地区に１つずつ、キャンプ場
があればいいとも言っていま
した。この人たちの要望を実
現させていただくよう、東京
都に要望すべきではないか。

答 観光産業課長

キャンプ場の必要性につい
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３６

他島との経由便について
は、新中央航空に可能性につ
いて打診してみたいと考えて

３３

１１
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ては、村においても認識して
いるところです。まず、都に
要望すべき内容を検討してい
く必要性があると考えており
ます。
内容というのは、トイ
再
レ、水道はどうする、そ
ういうものを含めた内容と認
識してよろしいか。
答 観光産業課長

トハウス周辺から大路池周辺
を含む雄山中腹を都立公園と
して整備するように要望すべ
きではないか。
答 観光産業課長

野鳥の保護や巨木の保全に
つきましては、国、東京都、
関係機関と連携しながら進め
てまいりたい。
東京都で一緒に実現のた
再
めに全力を尽くしてほし
い。

４．大久保浜地区に避難
タワーの設置について

村長の一歩先を読んだ行
再
動に対して、敬意をあら
わしたいと思います。
問

緊急時において、高齢化の
ため避難が遅れることが予想
されることから、人命保護の
ために避難タワーが必要では
ないか。
答 総務課長

南海トラフ地震について
は、地震発生から津波到達ま
でにおおむね 分程度、時間
がありますので、まずは自助
あるいは共助によって高い場
所に逃げることをお願いした
い。
地形的な問題もありますの
で、この場所が避難タワー設
置に有効なのかどうか慎重に
考えていく必要がある。

村長のお考えもわかりま
再
した。
本当に逃げられると思いま
すか。一人の犠牲者もなく。
私はそれが最も心配です。
課長の話もわかりました。
でも、こういう提案があった
ことは、覚えておいてくださ
い。

問 ５．イベントについて

費用対効果の立場から、過
去に開催したイベントを再検
討し、開催できないか。
答 観光産業課長

現状で、耐震強度されて
再
いない施設で、利用され
ている施設はありますか。

答 企画財政課長

中央診療所はどうなんで
しょうか。

はい、そのとおりです。

答 企画財政課長

今利用されている施設は
再
耐震基準をクリアされて
いるので安心だという判断で
よろしいですね。

整備が平成元年となってお
り、耐震基準は満たしている
と認識しております。

答 医療担当課長

再

関係機関からも意見を聞き
村で使っている施設につい
ながら、
検討してまいりたい。 ては、新耐震基準にのっとっ
た施設なので安全かと思って
おります。

６．解体予定の施設に

５年 年先を考えた政
再
策、イベントを、お願い
したい。

問

この避難タワー、村長は
ついて
再
どう考えるか。
役場本庁舎の解体と、解体
施設の結果を出すまでの調査
答 総務課長
方法についてお聞きします。
揺れたらすぐ逃げる、これ
答 企画財政課長
を実践できるように、今後も
訓練を続けていく必要がある。
三宅村役場本庁舎は、解体
予定施設ではありません。
答 村長
日本建築防災協会による平
成 年実施の帰島前調査を参
考に、村職員で実施していま
す。
揺れたらすぐに逃げる方法
を考えるほうが得策かという
ふうに考えています。
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答 観光産業課長

都に要望すべき事項を、検
討していき、取り組んでいけ
ればと考えております。
村長にお聞きしたいが、
再
整備等はどう考えている
のか。
特に都立公園、これはどう
考えるか。
答 村長

第１回目の都知事との意見
交換会の際に、図面を持って
いき説明をしております。
先にエコツーリズムをやっ
てはどうかというお話があっ
て、今、観光産業課では、そ
ちらへ目を向けて進めている
ところです。
キャンプ場についてもぜひ
とも必要で、できたらいいと
口頭では申し上げてあります。

10

当然そういう話になれば、
そういう検討も必要にはなっ
ていくとは思います。
地域の皆さんの要望もあ
再
ることですから、早急に
できるよう、担当課としては
臨んでほしい。
答 観光産業課長

東京都の施設となります
と、かなり時間もかかると思
います。まず設置要望の内容
について検討していきたいと
は考えております。

３．都立公園の設置に
ついて

５月の支庁の事業説明会
再
において、私、議員とし
て要望しています。
問

野鳥の保護、日本一の巨木
の保護のためにも、この地域
を公園にしてもらって、保護
すべきだと考えます。旧レス

15
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７．カラス対策につい
問
て
捕獲数を増すか、捕獲箱の
新設を再考できないか。
答 観光産業課長

増設については、現在考え
ておりません。
前回猟友会に相談してい
再
くということでしたが、
接触はされていないんでしょ
うか。

問 ８．野良猫について

野良猫の去勢にさらなる補
助を出し、進めることはでき
ないか。
答 福祉健康課長

昨年度から、東京都の補助
事業として、飼い主のいない
猫対策事業をしたところで
す。今後も、島嶼保健所、ボ
ランティア団体と連携をとり
ながら、啓発活動等飼い主の
いない猫対策に努めてまいり
ます。
少し幅を持たせていただ
再
いて、予算を執行しても
らうような方法をとっていた
だければと思います。
答 福祉健康課長

同団体からまた状況等を確
認しながら、必要であれば必
要な対応は考えていきたい。

佐久間正文
議員

問 １．伊ケ谷港について

冬場は ％と非常に高い寄
港率です。冬場でなくとも朝
は錆ケ浜、三池、昼は伊ケ谷
港から出る重要な港だと考え
ます。
公式の場で、繰り返し雨風
を防ぐ通路、船待を近くに作
ることを要望していくと答弁
されていましたが。
答 企画財政課長

伊ケ谷港の風雨を防ぐ屋根
つき通路は、港湾局は、平成
年度に屋根つき施設の設計
委託を発注すると伺っており
ます。
平成 年度中の工事早期着
工と、桟橋の拡張も、要望し
てまいります。

問

２．記憶の銀行につい
て

現在のサタドーの灯台の写
真です。階段があって、非常
に良い場所だと思います。左
を見ると赤場暁がとてもきれ
いに見え、右は、サタドーと
いう語源の地獄という絶壁が
見え、その先は三池浜が見え
ます。
拡大した古い写真がありま
す。風力発電が当時あり、電
気を起こして、サタドーに明
かりをともしていました。
誰に聞いても初めて見たと
言われ、いつだれが撮ったの
か知っている方は教えて欲し
いと思います。
坪田の都道も石垣、商店の
風景が変わりつつあります。
ＤＶＤに置きかえていただ
きたいと思います。教育長ど
うでしょうか。
答 教育長

本年第１回定例会の中で、
三宅島の記録を残すという目
的に沿って、今後も進めてい
きたいと答弁をさせていただ
いております。
ふるさと再発見ディスカバ
ー三宅島事業の一環でトコロ
ジスト養成講座でも、古い写
真のデータ収集、高齢者から
の聞き取りを行うなど、三宅
島の昔の記録を残すための取
り組みを進めています。島内

３．都道側壁のミドリ
のカーテンについて

の方から、三宅島の古い写真
をデータとして提供いただい
ています。
村民の協力を得ながら、島
内への呼び掛けと島内外にわ
たる写真のデータ収集を考え
ています。

問

第１回定例会で、立根の緑
のカーテン、サカキカヅラの
話をしました。村長は、人為
的にやってもうまくつかない
場合もあるけれども、東京都
と相談して進めていきたいと
答弁をされました。
その後の結果をお聞きした
いと思います。

答 地域整備課長

早速、支庁に相談と要望し
ました。
都道の立根で、山側擁壁の
上部にある転石防止柵が劣化
していることから改修工事を
発注する予定があり、
その際、
極力サカキカヅラを残してほ
しい旨を伝え、残すよう努力
をしますとの回答でした。
施工方法では、支柱部分に
ついては基礎の再設置が必要
となるため、切らざるを得な
いとのことで、そのほかの部
分はなるべく残すとの回答が
ありました。人為的には考え
ていないとのことです。自然
にふえていく場合には残して
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答 観光産業課長

猟友会に相談させていただ
いていいかということはお話
させていただいています。
最初のころ設置をしたわ
再
な猟にならない方式の捕
獲箱は、申請をすれば個人で
も設置は可能なのかどうなの
か。
答 観光産業課長

今後、改善の予定の枠を
再
残していただければ、私
もこの質問をしたかいがあり
ます。
答 福祉健康課長

事実を確認しながら、必要
な対応は、東京都の補助事業
でもありますので、それらを
含めて対応を考えたい。

40

31

申請をすれば可能となって
おります。
行政としても、こういう
再
とり方は可能だというこ
とを、広報等のＰＲで伝えて
いただければと思います。
答 観光産業課長

広報等を通じて周知できれ
ばと思っております。

31
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フンをする状況になっていま
す。
ふ化してオタマジャクシに
なり、真っ黒になるぐらい池
岸にたまっています。
前回の答弁で、専門家と検
討し、駆除方法については環
境省と協議をして具体的に結
果を出すといわれましたが？
答 地域整備課長

まい、昭和 年の噴火による
降灰のためタイロモもなくな
ったと書いてあります。
大路池の水が汚れていると
いうことになります。大路池
の掃除をしてもらい、ブラッ
クバスは外来種なので退治を
していただきたいという質問
を以前しましたけれども、引
き続きお願いしたい。
答 地域整備課長

村で釣り大会を開催するの
東京都内では、空き家でひ
も一つの方法ですが、駆除に とり住まいの女性や男性の家
ついては、これまで島民や観 に、学生を一緒に住まわせて
光客から意見や要望、情報も もらい、部屋代は無料で、一
届いていない状況で、現在の 緒 に 夕 ご 飯 を 食 べ る だ け で
大路池にとって環境や景観に す。
悪影響を及ぼしているとは考
三宅島には大学生がいませ
えにくいと思っていますが、 んが、他島では、島外から高
今後も駆除の必要性があるの 校生を誘致しています。これ
かも含め、引き続き関係機関 を高校生に当てはめたらと考
と協議、
検討してまいります。 えます。
高校生は、三宅島は 人
観光客や島民から話がな
再
で、１学年 人足らずです。
いと答弁がありました
今後ふえるかどうかわかりま
が、あってからでは遅いの
せんが、存続のためにも、高
で、早くやってほしいという
校生を呼び込み、新しく施設
のが私の要望です。
をつくるのではなく、１人で
住んでいる方と一緒に住むと
いう条件ですから、可能な限
り考えていただければと思い
ますが。

５．あじさいの里の高
問 齢者一人住まいの方の
利用について

異世代同居システムを使う
と、高齢者の方、ひとり住ま
いの高齢者の方の認知症予
防、気力回復につながると結
果が出ています。
北九州市にあるラポールと
いう施設で、大学生を限定的
に取り入れ、一緒に住まわせ
るということをやっていま
す。大学生に対する条件は、
週３回、夕食を一緒に食べる
だけの条件です。
一緒に夕食を食べるだけで
効果が出て、認知症者の方が
みるみる変わっていくという
ことが、実例として出ており
ます。

答 福祉健康課長

サービス付き高齢者向け住
宅で実施している多世代共生
ひとつ屋根プロジェクト、高
齢者の住宅に大学生が同居す
るホームシェアなど、異世代
同居をキーワードに、全国的
に幾つかの事例が始まってい
るところです。
この仕組みでは、高齢者に
は独居の解消、生きがいづく
り等、若年層には低家賃での
生活、高齢者からの学び等の
メリットがあると言われてい
ます。
直ちにそのまま本村に取り

26

58

大路池一帯は自然公園保護
法による特別保護地区に指定
され、水抜きや水位の変動、
古木・低木の除去、土砂の除
去の行為自体が禁止されてい
る区域です。
貴重な水源として大路池一
体の山側の地下水を使用して
いますが、池の中でも湧き出
ている水源を考えると、同じ
水源である可能性が高く、池
を洗浄することは、水床の形
状を動かし、水源の水量、水
質に影響を及ぼさないとは限
りません。村としては、この
水源を保全しなければなりま
せんので、実施することは難
しいと判断しております。
ブラックバス、ブルーギル
の駆除方法は、現地で処分を
行えば誰でも可能です。釣り
人に協力してもらう、インフ
ォメーションセンターに掲示
することも一つの方法かと考
えます。

10

いくということです。
人為的にが一番大事であ
再
って、サカキカヅラは、
阿古、伊ケ谷が多く、阿古と
伊ケ谷の間の側壁がセメント
で固められている結果と思い
ます。
三七山は地面に直接生えて
横たわって、年間を通して、
緑のカーテンならぬ緑の絨毯
です。
人為的にやるべきです。ぜ
ひともプッシュしてほしいと
思いますが、いかがでしょう
か。
関係機関と協議し、専門家
と検討し、環境省の保護官に
相談をしています。
ブラックバスやブルーギル
等の外来魚の釣りや駆除は、
現地での殺処分を行えば誰で
も可能です。
カエルの駆除は、アズマヒ
キガエルは特定外来生物に属
さず、駆除を行う場合は許可
が必要となり、行政機関が主
体となって行う駆除のみに限
定され、大路池の保全のため
の根拠を示す必要があり、規
制もかなり厳しいです。
駆除の必要性があるのかも
含め、引き続き関係機関であ
る環境省、三宅支庁、観光協
会、レンダー等にもご相談
し、意見を参考に検討してま
いります。
ここに平成 年度の三宅
再
村文化財保護審議会の資
料があります。ブラックバス
によって、昭和 年に発見さ
れたタイロモがなくなってし
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答 地域整備課長

４．大路池の洗浄につ
いて

支庁は、人為的には考えて
いないという回答です。再度
お伝えはしますが、必ずしも
それが三宅島の自然環境に合
った植栽とは、調査はしてお
りませんので、判断できない
という状況もあります。
三宅島の道路改修におい
て、緑化マニュアルもありま
すので、自生のものなのか本
来のものであるのか、改修に
する場合には、公園法もあ
り、支庁と相談したいと思い
ます。
問

非常に汚れ、カエルの卵が
散乱し、カラスが餌として食
べ、桟橋の手すりに止まって

15
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込むことができる仕組みでは
ありませんが、今後の独居高
齢者対策、そして若年層の受
け入れ対策をつなぐ仕組みの
一つとして、研究してまいり
たいと考えております。

肇

前向きに考えていただい
再
て、新しい建物をつくっ
たりするよりは、はるかに効
果的であると考えております
ので、ぜひとも進めていただ
ければと思います。

石井
議員

問 １．防災・減災対策

近い将来、東海、東南海、
南海地震などが同時発生する
南海トラフ巨大地震や首都直
下型地震、富士山噴火等の被
害が懸念されており、これま
で以上に防災対策、減災対策
の取り組みが急務となってお
ります。噴火災害を繰り返し

てきた三宅村にとっても防
災、減災対策への取り組み
は、必要不可欠なものと考え
ます。
近年、伊ケ谷港への定期船
の利用頻度は高くなってお
り、避難港として、今後ます
ます重要な港となっていくこ
とから、安心、安全に島民が
利用可能な新たな避難道路の
整備促進が喫緊の課題となっ
ております。
早急な対応、対策が必要と
考えますが、見解を伺いま
す。
答 総務課長

伊ケ谷漁港から都道２１２
号線に至る避難道路は、これ
までの要望活動がようやく結
実し、ルート、工法が決定
し、現在、各種調査が実施さ
れているところです。早期に
完成が図られるよう引き続き
都にお願いしていきたいと考
えております。
村民の皆さんも非常に高
再
い関心を持っておられま
す。ぜひとも、早期着工、早
期完成を目指しまして、今後
の努力をしていただきたいと
思います。
答 総務課長

詳細な工程というのは、今
のところわかりませんが、こ
ういった道路の新設について

は、計画から 年程はかかる
と通常は言われています。１
年でも短くしていただけるよ
うに、お願いしていきたいと
考えております。
問 ２．避難港の整備促進

⑴伊ケ谷港の整備について
いつ起こるかわからない地
震や津波、大型台風、噴火災
害等、本村における自然災害
には、緊急避難の人命、物資
等の輸送は避難港である伊ケ
谷港が重要となっておりま
す。
その重要な避難港で浮かび
上がる課題について見解を伺
います。
その一つとして、伊ケ谷港
の整備促進を図ることによ
り、港内の静穏度を高め、緊
急避難の人命、物流等の機能
を確保するとともに、海岸浸
食の防止、軽減および海浜の
安定化と人命、財産を守る対
策が必要不可欠と考えます
が、見解を伺います。
答 企画財政課長

現段階では、桟橋のかさ上
げパラペットとあわせて消波
ブロック、一部駐車場の整
備、風雨を防ぐ屋根つき通路
等の施工計画について伺って
おります。これらを施工する
ことにより、港内の静穏度が

図られることから緊急避難時
の人命、物流等の機能の確
保、海岸浸食の防止等向上す
るものと考えています。

桟橋も波がかぶるという
再
ようなことで、現在は利
用しづらい環境にあります。
早期着工、早期完成を目指し
て努力をお願いしたいと思い
ます。

⑵駐車場の整備について

現状は、バスが何台入る
再
かわかりませんが、それ
でこと足りるということでし
ょうか。

答 総務課長

バスについては、当然、そ
こに長時間とめ置くというこ
とではなく、お客様、避難す
る住民は、至急船に乗り込ん
でいただくというような措置
をとり、大型バスが滞留しな
いような措置を考えなければ
いけないと考えております。

駐車場の整備は、伊ケ谷
再
漁港の揚浜の一部を埋め
立てて、もう少し広げるとい
うような情報もあります。い
ずれにしろ、安全に避難、車
が立て込んでも安全に運行、
人身の被害が出ないような方
法でまた考えていただきたい
と思います。

災害時、島内より一斉に車
等が集中することが想定され
ます。学校からの大型バスや
救急車、消防車、警察車両等
の緊急車両も集まり、道路に
あふれ、混乱が生じることが
懸念されます。安心、安全か
つ利便性も考慮した大型の駐
車場整備が必要と考えます
が、見解を伺います。
答 総務課長

避難港に避難場所がなけれ
ば、島内より一斉に集まった
住民は車内で待機することに
なり、指示が乱れ、災害避難
時にこのような混乱は命に直
結するものです。避難時に
は、一同が終結できる避難所
が必要です。避難所と併用し
た船客待合所の新設について
見解を伺います。

⑶避難所を併用した船客待合
所の新設について

災害時、島外へ避難する際
は、ご指摘のような混雑が予
想されることから、地域防災
計画及び火山噴火避難計画に
おいて、住民は、一時集合場
所からバスを使って港まで輸
送する２段階避難を原則とし
ております。また、港周辺で
は、一般車両の侵入に規制を
かけるなど、混乱を避ける措
置をとっていきたいと考えて
おり、大規模な駐車場の必要
性はないと考えています。
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保に努め、長期的な取り組み
として、義務教育から企業へ
の関心を高める工夫も必要だ
と考えます。人材確保、起業
家の掘り起こしに向け、あら
ゆる手を尽くすべきと考えま
すが、見解を伺います。
答 企画財政課長

現在、漁業、農業の産業分
野において、環境団体と連携
し、長期研修を実施しており
漁業では４人、農業では１人
の方が移住しています。
また、島ぐらし体験事業で
は 人の方が移住し、村内各
所で活躍していただいていま
す。今年度から有人国境離島
法に基づき、島内において雇
用増を伴う創業、事業拡大を
行う民間事業者に対して事業
資金の一部を補助する雇用機
会拡充事業を実施しており、
創業においては、事業を継承
する者も対象となっておりま
す。
今年度は、本事業におい
て、創業１件、事業拡大１件
の交付決定を行い、それぞれ
事業を進めていただいてお
り、本事業について、個人や
事業者から問い合わせや相談
があることから、今後も引き
続き事業を実施していきたい
と考えております。
事業継承、後継者づくりに
ついては、さまざまな条件も
あると思いますが、長期的な

取り組みとして、関係団体と
連携を図りつつ、若者や子供
たちに島の民話、火山、農
業、観光業等の調査や職場見
学、産業祭における商工会主
催の会社設立と経営の疑似体
験、伝統芸能の継承活動など
を通じて、島に誇りと愛着を
持つ人づくりを推進し、人材
育成、確保に努めていきたい
と考えております。
くさやの工場が島に１軒
再
もなくなってしまった。
これは、後継者不足ばかりが
要因ではないと思いますが、
くさやの工場がなくなるとい
うのは、昔からあった産業が
まさにゼロになってしまった
ということを非常に危惧して
おります。
このことから、跡継ぎ等、
小規模事業者の方々がせっか
く築きあげてきたこのくさや
の種をなくしてしまったとい
うことから考えますと、非常
に先行き心配です。
答 企画財政課長

事業の継承については、商
工会、観光協会、農業、漁
業、それぞれの事情があろう
かと思います。
有人国境離島法の活用、幅
広い分野で利用できるとなっ
ておりますので、住民周知が
まだ足りないところがあると
いう思いもありますので、周

知をもう少し検討し、対応を
図っていきたいと思っていま
す。

靖江

議員

１．桜の植栽事業につ
いて

木村

問

このたび、三宅村と小金井
市との友好のシンボルである
桜の植栽計画について、村か
らの発表がございました。住
民の皆様の間には、明るい話
題として広がりつつありま
す。新たな観光資源の一つと
して、また、島の活性化につ
ながるのではないかと大変に
期待をしております。
そこで、植栽が行われるま
での日程と、その際に記念の
セレモニーなどの計画がおあ
りなのかお伺いします。
また、その後についてです
が、現在、植栽が予定されて
いる三七山スポーツ公園を将
来的に、前回のご説明の中

で、花見ができるような公園
とする旨の話がございまし
た。何点か私から提案をさせ
ていただきたいと思います。
一つは、新たに公園の名称
をつける。二つめに、東屋な
どの休憩スペースや、その他
適宜にベンチを置く、３つ目
として、飲食を可能とする移
動販売車を含む売店を置く。
４つ目には、花いっぱい推進
部会と連動しガクアジサイや
島の植生を生かした四季の花
を植える。この点を含めて村
の考えをお伺いしたいと思い
ます。

答 総務課長

本事業につきましては、友
好都市、小金井市との友好親
善の一層の発展と三宅村の観
光振興を推進する目的とし
て、小金井・三宅島友好協会
より桜の苗が寄贈されること
になり、現在、遊休施設にな
っている三七山スポーツ公園
内に植栽をしようという計画
です。
植栽に向けた日程について
は、今月中旬には苗木がいた
だけると伺っております。苗
木については、いったん仮置
きをした後に、植栽に適した
時期である２月から３月の間
に植栽ができるように日程調
整を行いたいと考えておりま
す。
また、セレモニー等につい
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答 総務課長

災害時、島外へ避難する場
合は、地域防災計画、火山噴
火避難計画において、一時集
合場所からバスを使っての二
段階避難を原則としており、
避難する住民を滞留させる大
きな施設というものは、必要
性はないのではないかと考え
ています。
都は、伊ケ谷漁港に関し
て、避難港という位置づけで
整備をしている関係上、船客
待合所の整備計画はないと伺
っています。いずれにしても
島外避難時においては、混乱
を避けるような対策、対応を
十分とってまいりたい。

３．人口減少、高齢化
に伴う後継者不足

待合所の新設もないとい
再
うことですが、いずれに
しても、有事の際、混乱しな
いような方策を今から練って
いっていただければと思いま
す。
問

中小、小規模事業者の多く
は、地域密着型の経営が中心
で、家族、親族に限らず、第
三者への事業継承、後継者づ
くりを早急に進めなければ地
域が活力を失い、人口減少と
過疎を加速させかねない状況
です。
三宅村においても担い手確

14
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答 教育課長

す。また、学校行事において
も暑さ対策の空調整備は不可
欠と考えます。災害から村民
の命を守る対策を講じる必要
があると考えます。そこで、
ぜひ、来夏まで間に合うよう
に、三宅村立小・中学校体育
館へのエアコン設置に取り組
んでいただきたいことを改め
て要望させていただきます。

21

ので、設置するとなった場合 は、ナゴラ海岸は、本年度中
の時期については、村の財源 に終了し、ヨコママ海岸につ
を無駄にすることのないよう いては、来年度以降も継続す
に検討を重ねてまいります。 ると聞いております。
また、海岸区域の拡大整
ありがとうございました。
再
備、これについては、村から
維持費については、想定
要望していただくも厳しい採
できるものを考えておりま
択の要件があると。そのこと
す。ぜひ、子供たちにとって
で、拡大できないとの状況
も、村民にとっても大事なこ
も、実は、公明党の藤井都議
とだと思いますので、どうか
が視察に来ていただいており
よろしくお願いいたします。
まして、その視察のあと、直
村長からも一言お願いします。
接、都の建設局と港湾局に伺
い、そのことを聞いていると
答 村長
のことの確認をしておりま
教育課長が申し上げたとお す。しかし、ナゴラ海岸につ
りですけれども、子供たちの いては、観光業を営む方をは
安全、安心のため、また、教 じ め 、 地 域 住 民 の 皆 様 か ら
育活動を滞りなく行き渡らせ は、特に長太郎池から坪田漁
るためにも、また、スポーツ 港までの海岸道路の整備を進
人口が結構多いですから、そ めていただきたいとの強い要
の人たちが熱中してスポーツ 望がございます。この海岸沿
活動に専念できるためにも、 いは、海水浴客や自然の散策
できるだけ早く設置したいと ができる道としての利便性が
いう気持ちはありますが、こ あります。
また、海水浴中の災害時に
れ、今、急に出てきた問題
で、すぐさまということは、 は、避難道として活用できる
相手があることですからいか のではないかとし、ぜひ、必
ないと思いますけれども、で 要なものと考えます。
そこで、お伺いします。長
きるだけ早くできるように努
力 を し て い き た い と 思 い ま 太郎池のナゴラ海岸を特定し
す。学校の体育館は全部、避 て、新たに観光と防災の観点
から整備の計画はないのでし
難所にされていますので。
ょうか。村として、今後、東
３．坪田地区の海岸線
京都の関係機関に働きかける
問
整備について
よう、要望をしていただける
のかをお伺いしたいと思いま
す。
現在、東京都による坪田地
区の２つの海岸整備について

答 地域整備課長

ナゴラの海岸に特定して新
たに観光等、防災の観点から
の整備の計画の働きかけにつ
きましては、現在の三宅支庁
の説明会資料を見ますと、ナ
ゴラ海岸から坪田漁港までの
残り区間については、海岸保
全区域に指定されていない箇
所と、一部は港湾区域に隣接
しており、拡大する区域が明
確となっていないことから、
東京都においても管轄する部
署が異なり、現時点では区域
からはずれ事業の計画がない
こととなります。
ナゴラ海岸の海岸整備につ
いては、村としましても、こ
れまで、防災上の観点から要
望をしてきておりますことか
ら、引き続き要望していきた
いと考えております。
また、ナゴラ海岸の周辺か
ら漁港周辺までの区域につい
ては、防災等、観光等の利便
性を図る計画の要望ができな
いか、早速、三宅支庁に伝え
てご相談をして対応をしてま
いりたいと思います。

ありがとうございます。
再
地域住民の方からの強い
要望、期待がございますので
よろしくお願いします。

― 11 ―

てですが、本村の友好交流協
会と相談をしながら計画して
いきたいと考えているところ
です。
また、来年度以降も苗木を
いただけるということですの
で、三七山スポーツ公園に加
えまして逢ノ浜温泉の敷地も
有効活用して、桜の公園を造
成していきたいと考えている
ところです。
また、名称あるいは付帯施
設、草花の植栽についてのご
提言につきましては、計画を
具体化する段階で検討して、
対応してまいりたいと考えて
います。

２．学校体育館へのエ
アコン設置について

三宅小・中学校体育館への
エアコン設置要望ですが、最
近の気温上昇による暑さ対策
から子供の健康に配慮する観
点や学校が避難所となってい
ることから、学校体育館のエ
アコン化は進めていくべき課
題だと考えております。
ただ、エアコン設置の工事
費に対する補助金は、国が３
分の１、都が６分の１になっ
ており、２分の１は、村が負
担することになっております。
一方で、第５次三宅村総合
計画の中では、小・中学校の
校舎は、建設から 年が経過
し、校舎躯体の耐用年数を超
えていることから、新校舎の
建設を検討するとしておりま
す。平成 年から 年にかけ
て基本計画を作成することに
なっております。また、東京
都の実施する補助制度の年限
は、平成 年までと聞いてお
ります。維持費についても区
市町村負担となっております
40

33

問

月８日、村長に三宅小・
中学校体育館へのエアコン設
置について要望の申し入れを
させていただきました。今夏
の日本列島は、大阪北部地
震、西日本集中豪雨、台風
号、 号、北海道胆振東部地
震などの自然災害が相次ぎ、
各地で甚大な被害が発生しま
した。また、災害レベルとも
言われる猛暑により、熱中症
による学校体育館での被害の
報道も相次ぎました。
三宅村においては、雄山の
噴火や首都直下地震にも備え
る必要があります。既存の避
難施設に限らず、学校体育館
も開放することが予測されま
32

33

11
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水原

光夫
議員

様を対象とした介護予防講座
を開催し、おおむね好評で、
今後の事業継続を希望する声
が多く寄せられているところ
です。
サロンの皆様、介護関係者
からの要望を踏まえ、介護予
防事業を充実、継続できるよ
う検討してまいります。
また、高齢者だけでなく青
年層も参加しやすい時間帯、
曜日、
内容等のほか、
全体プロ
グラムの構築も含め、
現在、
調
整を進めているところです。
進んでいく時勢かなと思って
おりますので、村民の要望に
添った方向へ進んでいきたい
と思っております。

２．児童公園の遊具の
設備促進に関して

要介護者を含めた対応が
再
確実にできるようお願い
したい。
特に、
機能訓練士が今
現在、
常駐していないので、
機
能訓練士の配置を含めて、対
応が図れるようお願いしたい。
問

必要と思われます。現在の保
育料については、今後も現状
の施策で履行されるのか伺い
たい。
今後、保育料の完全無償化
に向けての措置が可能かどう
か、決断と見解について伺い
たい。
答 保育園担当課長

完全無償化についてです
が、保育料は、保育園を運営
していくための大切な財源の
一部であるとともに、保育園
に入られていない未就学児の
世帯との負担の公平性を保つ
というためにも、国の施策の
枠を超えての無償化はできま
せんので、ご理解をお願いし
たい。

村として、財政負担が困
再
難なことは理解できます
が、無償化に向けた対応がぜ
ひ必要と思われます。
答 保育園担当課長

業の遂行ができるよう、国に
完全無償化に向けた要望を行
う意思があるか、村長の見解
を伺いたいと思います。

答 村長

この件は、国は示したもの
の、自治体には十分な協議は
なかった。自治体、全国の市
町村長会で申しています。ま
だ確定というところまでいっ
ていないので、その状勢を見
て、判断をしていきたいと考
えております。

国の動向を見るだけでな
再
く、全国町村会、自らが
国に早急実施できるような働
きかけが必要と思われますが。

答 村長

全国市町村会では、既に、
国にいろいろな要望書を提出
してかけあっているところで
す。しばらくは注視したいと
いうところです。

答 保育園担当課長
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１．予防介護事業の更
なる取り組みに関して
来年度について、利用者
再
からは、３カ月ごとに１
回、または、２カ月に１回、
実施ができるよう予算措置を
ぜひお願いしたい。
答 福祉健康課長

特に神着地区の児童公園の
遊具については、三宅村に委
譲される以前に設置された遊
具のみであり、新たな遊具の
設置はされておらず、現状の
遊具では、未就学児、幼児が
使用できる設備とは言いがた
く、安全確保ができていない
状態です。
幼児と親子が安全で安心し
て楽しく使用できるような遊
具の整備が必要です。
答 福祉健康課長

幼児教育の無償化について
は、３歳児から５歳児の保
育、幼稚園、認可外保育所等
の無償化、こちらについて
は、それぞれの施設におい
て、無償化の内容が異なって
くるというようなことです。

平成 年 月に全国知事会
から平成 年度税財政等に関
する提案という形で、幼児教
育、高等教育の無償化への対
応の部分について、国の責任
において必要な地方財源をし
っかりと確保すべきだという
ような要望が出されているほ
か、全国市長会からは、平成

11

ご要望に添えるよう、４回
以上で計上しているところで
す。
この事業は、要介護者は
再
該当しないという前提で
すが、現在、機能訓練を行う
事業所が島内にはありませ
ん。要介護者についてもあわ
せて機能訓練ができるよう体
制を整えていただきたい。

来年度には、神着のふれあ
い児童公園および伊豆児童公
園内に未就学児も使用できる
ような対応の設置できるよう
努力してまいりたい。

３．子育て支援につい
て

今後、無償化に向けて、
再
特に 年度、 年の予算
に向けて、村として、この事

30

31

問

先般、島外の介護サービス
事業者の協力のもとで予防介
護に関する講演や個別ごとの
評価を受けるなどの事業が実
施され、多くの高齢者が参加
し、身体の改善が見られるな
ど、その評価は非常に高く好
評でありましたと伺っており
ます。
また、介護予防の知識と訓
練により心身の健康維持管理
ができ、要介護状態になるこ
ともなく、やがて、高齢者に
なる 歳以下から 歳までの
方を含めて対応できるようお
願いしたい。
答 福祉健康課長

問

子供は宝であり、賑わいの
ある島づくりに向けた施策が

32

答 村長

予防介護事業については大
賛成です。これからの方向づ
けとしては、そういう方向へ

31

40

本年度、初めて介護予防事
業に着手しました。本年 月
と 月に各地区サロンでの介
護予防事業のほか、住民の皆

10

64
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年 月に子供のための幼児
教育、保育の無償化を求める
緊急アピールの中で、国の責
任において全額、国で確保す
ることというような形で、地
方の負担が大きくならないよ
うな形の要望が出されており
ます。

看板の設置に向けまして前向
きに検討してまいります。
我がふるさとの先輩であ
再
ります浅沼稲次郎氏に関
する紹介は今まで何もなかっ
た。建物が維持管理されてお
りますが、建物だけで、どう
いう方かもわからない。三宅
村の偉大な大先輩であります
ので、後世に残る足跡をぜ
ひ、看板にして、建物を閲覧
できるように対応が図れるこ
とを強く望みます。
答 福祉健康課長

５．東京宝島会議の動向
と今後の推移について

極めて近代史において大き
な足跡を残された政治家で
す。その紹介看板について、
案内標識も含め、前向きに検
討をしてまいりたい。
問

東京宝島会議の動向と今後
の推移について、当村が進む
べき道筋と対応策について、
どのように考えているかをお
伺いしたい。
答 企画財政課長

の入口をつくることであり、
島に行く、島を知る、島を楽
しむ、島の特産品を買う、島
の味を食べるなど、高単価の
島外からの利益獲得、島にと
っての優良顧客の誘客、産品
の販路拡大、開拓についての
取り組み等が会議の目的とし
て設置されております。
会議の動向ですが、全般、
年 月 日に第３回島会議
が行われ、新たなファンのニ
ーズに対する課題、顧客に当
たるターゲット設定等が参加
者によって議論されました。
今後、会議の進ちょく状況
を踏まえ、対応策を検討して
いきたいと考えております。
11

29

答 企画財政課長

三宅島の中での会議も開
再
催されているようです
が、なるべく情報公開をしな
がら、他の意見を聞くような
機会を持って、推進していた
だければと思いますが。

30

東京都が主催ですので、そ
ちらと話をし、情報公開を求
めていきたいと思います。

問

沖山

肇

議員

１．三宅島の噴火災害
対応について
①高齢者対策について

最初に防災に関する質問で
すが、ここでは、三宅島の噴
火災害対応について質問をし
ます。
まず、高齢者対策について
の質問です。２０００年の噴
火から約 年近くになろうと
していますが、本村では、
歳以上の高齢者が３００人を
超えるなど、ここ阿古地区に
おいても１００人を超えてい
ますが、噴火災害時の高齢者
避難対策については、どのよ
うな備えをしているのか伺い
ます。
答 総務課長

高齢者対策についてです
が、高齢等により自力で避難
ができない、避難行動要支援

者の方については、噴火警戒
レベルが低い段階で避難して
いただくこととしておりま
す。これらの方については、
各自治会のご協力をいただい
て、名簿を作成し、関係機関
で共有しているところです。
災害時には、村職員が中心
となり、関係機関の協力をい
ただきながら、最優先で避難
をしていただくという対応を
考えているところです。

このところ、噴火や津波
再
に対する避難訓練を実施
していないように思うのです
けれども、特に高齢者に対し
ては、日ごろから意識をさせ
てスムーズな避難ができるよ
うなきめ細かい対応が必要で
あり、体制づくりが大事と思
われるので、三宅村のしっか
りした体制づくりもさること
ながら、やはり、実践的避難
訓練をするべきと考えます
が、今後、どのような計画で
取り組んでいくのかを聞かせ
てください。

答 総務課長

避難訓練は、昨年度は、伊
ケ谷地区において訓練を実施
したところです。伊ケ谷地区
の訓練では、老人クラブの
方々に協力をお願いして実施
しました。
また、本年度は、阿古地区
を予定しております。阿古地
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４．浅沼稲次郎氏の紹
介看板の設置について

33

問

現在、神着地区の児童公園
に「故浅沼稲次郎氏」の生家
と銅像が建造されております
が、我がふるさとにおける偉
大なる政治家であり人間機関
車と呼ばれ、大衆から親しま
れておりました。昭和 年
月 日、テロに倒れられて
年を経過しております。戦
後、政治と経済革命に命さな
がらの機運を育てあげてきた
経緯とその足跡を広く知らせ
るためにも、その紹介看板を
設置することにより、後世に
伝えることができると思われ
ます。
答 福祉健康課長

25

60 10

東京宝島会議については、
東京都主催で進められてお
り、村としてはオブザーバー
で会議に出席しております。
島しょ地域のブランド化に向
けて第一歩は、それぞれの島
に新たなファンをふやすため

８０

11

生家は、平成 年に東京都
から三宅村が土地の購入とあ
わせて譲渡を受けたもので、
観光協会のホームページでも
見どころとして紹介されてい
るなど、活用が図られている
ところですが、残念ながら紹
介看板がない状態です。今
後、案内標識も含めて、紹介

２０

30
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区の避難行動要支援者にご協
力をいただいて訓練を実施す
る予定です。現在、詳細を詰
めているところです。
避難訓練をやるというこ
再
とですけれども、自治
会、社協も参加するような規
模ですか。
役場の職員対応ということ
ですが、担当課だけになりま
すか。

職されるところまで来ている
んですけれども、現在の村役
場職員の多くが、これまでに
三宅島で発生した噴火の経
験、噴火災害時の業務経験が
ないと思われるのですけれど
も、それに対する噴火災害の
対応など、教育訓練というよ
うな形というのは、どうなの
でしょうか。
答 総務課長

役場職員への対応ですが、
こちらについては、昨年５月
に策定されました三宅島噴火
避難計画の内容を検証するた
め、先ほども申しましたよう
に昨年の 月に伊ケ谷地区
で、また、来月を予定してお
ります阿古地区で、以後順
次、各地区で避難訓練を行う
予定としているところです。
これらの訓練を通じて、経
験のない、若い職員の教育を
行っていきたいと考えている
ところです。
また、訓練以外にも先般、
入職３年までの若い職員を対
象に、髙塚副村長が研修を行
いまして、その中で、役場職
員としての災害時の役割、あ
るいは、普段の心構えについ
てを講話をしたところです。
こういったところを通じて職
員教育を行っていきたいとい
うことで実践をしているとこ
ろです。

２．都立三宅高校の生
問
徒数増加対策について
最後、都立三宅高校の島外
生徒の受け入れについての質
問をします。
この質問は、確か同僚議員
が以前、海洋科などの三宅高
校への新設科について東京都
の関係機関への働きかけとい
うことで質問されているんで
すけれども、その後、新たな
動きなどは。
恐らく、海洋科、防災科、
その新設についての動きとい
うか、その辺の一般質問で出
ているはずなんですけれど
も、それに対しての回答を、
そのときに出していると思い
ますけれども、そのあと、そ
れをどういうふうにするべき
なのか、もしくは、また新し
く何かほかに考えているので
しょうか。
答 教育長

私の知る範囲ですが、今、
三宅高校から、海洋科、防災
科をつくるという、そういっ
た話は聞いておりません。過
去にそういう話があったとい
うのは、私も今初めて聞いた
のですけれども、基本的に
は、そういう科をつくるとい
うことに関しては、村のほう
からは働きかけができない部
分があろうかと思い、最終的
に判断するのは、三宅高校で

あると思っておりますので、
その辺をご理解いただけたら
と思っております。

少し見方をかえて聞きた
再
いのですが、今、東京都
の教育委員会が推進している
島外生徒受け入れ事業制度が
ありますよね。それを活用す
る・しないは、村の判断なん
ですけれども、村として、今
後、何らかの形をつくる取り
組みを進める考えがあるかど
うかお聞きします。
答 教育課長

都立高校においては、原
則、身元引受人が必要となっ
ております。
ホームステイなどの受け入
れ先が確保できるのかが課題
となってくると思っていま
す。
現在でも、受け入れについ

ての問合せがあるようです
が、ホームステイ先の確保が
難しいと高校ではお答えをし
ているようです。
そういう状況の中ですの
で、教育委員会としても必要
であれば、ホームステイ先の
確保について協力することを
三宅高校にはお伝えしていた
ところです。
なお、東京都で実施してお
ります受け入れ制度の場合で
すが、一月のホームステイ、
限度額というのが決まってお
りまして、村も４分の１くら
い負担するということになっ
てきております。
また、高校の募集枠により
ましても費用負担等も大きく
かわってきますので、今後に
ついては、高校を含めた関係
機関と検討を重ねる必要があ
ると考えております。
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答 総務課長

阿古地区で、現在、計画し
ております避難訓練は、当
然、村役場、それから三宅支
庁、それから、警察、そうい
った関係機関にも協力をお願
いする予定でおります。ただ
し、社協につきましては、現
時点で協力していただくかど
うかというのは、まだ、決め
ておりません。
村役場の職員ですが、なる
べく若い職員、経験のない職
員を対象に協力をしていただ
いて、訓練を実施したいと考
えております。
②噴火
 災害に向けた役場職員
の対応について
次に、役場災害に向けた役
場職員の対応についての質問
をしたいと思いますが、先ほ
ど、同僚議員も申していたん
ですけれども、この数年の間
に、現在の幹部職員が定年退
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平成

月

月

１１

日㈬

年９月８日～平成 年

平成 年

３０

２１

議 長 報 告 書
１．出張関係
１１

３０

日

２２

平成 年

月

周年記念式典

日㈯、 日㈰

◦小金
 井市市制施行
出席（小金井市）

平成 年

月

日㈪

◦第 回小金井なかよし市民まつ
り、小金井三宅島友好協会セレモ
ニー出席（小金井市）

平成 年

月

日㈫

◦平成
年７月豪雨災害に係る義援

金目録贈呈（千代田区）

平成 年

月３日㈯

◦第 回東京都道路整備事業推進大
会出席（千代田区）

平成 年

月

日㈪

◦リポ
 ビタンＤチャレンジカップ
２０１８出席（調布市）

平成 年

◦平成
年東京都島嶼町村議会議長

会第２回臨時会出席（港区）

月

日㈫

平成 年９月９日㈰

日㈰

◦第４
 回三宅村スポーツイベント
「おたのしみ運動会」出席

平成 年９月

日㈯

◦平成
年度あじさいの里
「敬老会」

出席（代理：三宅村議会副議長
石井 肇）

平成 年９月

月６日㈯
周年

◦社会
 福祉法人三宅島社会福祉協議
会法人化 周年記念式典出席

平成 年

日㈰

◦東京
 都立三宅高等学校創立
記念式典出席

月

月

日㈯

年度「敬老の集い」出席

平成 年

◦平成

平成 年

◦第

月

日㈯
回三宅島産業祭出席

平成 年

◦２０
 １８ＷＥＲＩＤＥ三宅島エン
デューロレース出席

１０

１７

６０

◦平成
年度東京都町村議会議長会

第２回臨時総会出席（港区）

平成 年

１６

２２

１４

７０

１０ ５０

１０
１１
１１

月７日㈰

◦第 回町村議会議長全国大会出席
平成 年９月 日㈬、 日㈭
（渋谷区）
◦平成 年度三宅村議会議員先進地

視察（福島県川内村）
２．行事・来島者関係

６２ ３０

３０

３０

３０

３０

３０

編集後記

議会だより編集委員

水原 光夫

今年も元旦は穏やかな陽気で新年を迎えることができま
したが、皆様はいかがでしたか。早一カ月が過ぎ、時が過
ぎるのも早く感じます。元旦に神着御笏神社で行われる元
旦祭に出かけましたが、神事の後に、神着芸能保存会によ
る木遣太鼓が奉納されました。小さな子供たちから若い衆
による打ち込み太鼓は勇敢であり力強さが感じられまし
た。
昨年は、さまざまな災害に見舞われ、尊い命が失われ暗
いことばかりでしたが、今年は明るい社会になることを心
から願うばかりです。
さて、今年は五月から新しい年号になりますが、どのよ
うな年号になるのか心ワクワクといったところでしょう
か。明るく分かりやすい年号になることを期待し、願うば
かりです。新しい年を迎えて、行政ならびに議会が協調し
て、三宅島のますますの繁栄と皆様の健康維持が保たれる
よう一体となってまい進すべきと考えております。議会は
年４回開かれますが、ぜひ傍聴に来ていただき、行政と議
会の動向を注視していただければと思います。
今、島内では、インフルエンザが猛威を振るっておりま
す。一人一人が注意をし、健康管理には十分注意され、
日々の生活をいとおしんでいただきたいと存じます。


【お詫びと訂正】議会だより 号３ページ議決結果、議案第２号審議の賛否欄の
表中、佐久間正文議員の賛否の表記が「○」となっておりましたが、正しくは
「×」の誤りでした。訂正しお詫び申し上げます。
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２６

２０
２２
２３
１９

２０

３０ ３０ ３０

１９ ３０

１０
１０
１０
１１
１１
１１

◦第 回離島振興市町村議会議長全
国大会出席（千代田区）

２７

２７

２１

１０

３０

３０

３０

４６ ３０

３０

３０

２９ ３０

３０

３０

３０

３０

３７ ３０
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書初め展（写真提供：三宅中学校）

◦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。

第19回三宅島産業祭

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
佐久間正文 沖山肇 水原光夫
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お問い合わせ先
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

