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三 宅 村 議 会 だ よ り

三宅村公衆便所設置条例の
一部を改正 す る 条 例

議案第３号

阿古漁港船客待合所２階に
村民や来島者の交流の場とし
て﹁三宅村交流センター﹂が
開設されるため︑施設の管理
運営や利用料について規定が
設けられ︑原案のとおり可決
されました︒

理条例

平成 年第２回定例会
︵会期 ６月 日〜 日︶で
審議された議案
報告第１号

平成 年度三宅村国民健康
保険︵直営診療施設勘定︶
特別会計繰越明許費繰越計
算書について
平成 年度中に予算措置が
された中央診療所の人工透析
導入整備に伴い︑歯科診療所
を移転することになり︑歯科
診察室などの改修工事を平成
年度に施工するため︑地方
自治法の規定に基づき議会に
報告がされました︒
﹇※繰越明許費⁚複数年度に
またがる事業において当年度
の予算を翌年度に繰越して使
用できる経費のこと﹈
議案第１号

三宅村火山体験遊歩道設置
条例

島内に カ所ある公衆便所
のうち︑火の山峠に設置され
ている公衆便所が老朽化して
おり︑利用者に危険を及ぼす
恐れがあるため﹁三宅村火の
山峠公衆便所﹂を廃止し︑ま
た︑雄山の旧レストハウス敷
地内に﹁三宅村雄山公衆便
所﹂が新設され︑条例の一部
改正が原案のとおり可決され
ました︒
議案第４号

三宅村児童遊園条例の一部
を改正する 条 例

ので条例の一部改正が原案の
とおり可決されました︒

の減免に関する条例の一部
を改正する条例

三宅村火山ガスに対する安
全確保に関する条例の全部改
正に伴い︑高濃度地区に関す
る固定資産税の一部改正が原

号

のグラウンド山側に新駐車場
を設置する工事請負契約の締
結について原案のとおり可決
されました︒

議案第

案のとおり可決されました︒ 平成 年度消防ポンプ自動
車︵ＣＤ︱１型︶購入契約
の締結について
議案第６号

平成 年度三宅村一般会計
補正予算︵第２号︶

既定の予算額 億２９６５
万６０００円に２３８１万３
０００円を追加し︑ 億５３
４６万９０００円となりまし
た︒主な内容として︑阿古漁
港船客待合所の利用開始や︑
新たな児童遊園整備に伴う諸
費用等の増額と︑高濃度地区
継続滞在事業終了による減額
を行う補正予算が原案のとお
り可決されました︒
議案第７号

坪田地区内配水管布設整備
事業や水道施設維持管理費な
ど歳出予算が組替えられ原案
のとおり可決されました︒

議案第８号

三宅中学校グラウンド駐車
場整備工事請負契約の締結
について

三宅小中学校の駐車場スペ
ースが狭小であり︑利用者の
利便を図るため︑三宅中学校

号

﹁三宅村火山ガスに対する
安全確保に関する条例の全部
を改正する条例﹂の可決に伴
い︑火山ガスの規制緩和が図
られるため︑全日本空輸株式
会社に運航基準・就航率の向
上など見直す要望を行政と連
名で提出することに全会一致
で可決されました︒
﹇※要望書の詳細については

平成 年度三宅村簡易水道
特別会計補正予算
︵第１号︶ 航空機の就航率向上に向け
た取り組みについての要望
書︵案︶

発議第１号

三宅村交流センターの管理
運営については︑一般社団法
人三宅島観光協会を指定管理
者とすることが原案のとおり
可決されました︒

三宅村交流センターの指定
管理者の指定について

議案第

三宅村消防分団の消防車両
が更新時期となり︑新規ポン
プ自動車購入契約の締結につ
いて原案のとおり可決されま
した︒

25

議案第５号

三宅村火山ガスに対する安
全確保に関する条例の全部
を改正する条例
火山ガスが減少傾向に向か
っていることから︑火山ガス
の規制区域名称から﹁高濃度
地区﹂が削除され︑﹁立入禁
止区域・危険区域・準居住地
区﹂の三つの分類となりまし
た︒このことにより︑三池・
沖ケ平地区が﹁高濃度地区﹂
から﹁準居住地区﹂に変更さ
れ︑居住や営業の再開が可能
となる条例が原案のとおり可
決されました︒
﹇注⁚居住や営業再開につい
ての詳細は︑総務課にお問い
合わせ願います﹈
議案第９号

火山ガスに対する安全対策に
関する区域の変更について
﹁高濃度地区﹂の名称が削
除され︑規制区域の範囲に変
更が生じたため︑本条例に基
づく﹁議会の議決を経る﹂議
案が原案のとおり可決されま
した︒
議案第 号

40

25

阿古地区溶岩埋没地跡に三
宅村火山体験遊歩道周辺の整
備をするため︑遊歩道の利用
者に対する禁止行為の規制が
設けられ︑原案のとおり可決
されました︒
議案第２号

三宅村火山ガスに対する安
全確保に関する条例に設定
されている危険区域及び高
濃度地区に係る固定資産税

40

26

神着地区に既存する東京都
所管の児童公園を村が購入し
たことにより︑名称を﹁三宅
村ふれあい児童公園﹂とした
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三 宅 村 議 会 だ よ り

次のとおりです︒﹈

年７月

日

策専門家会議﹂においては︑
飛行中の航空機内における乗
員・乗客への火山ガスの影響
について︑火山ガスが空航路
にかかっても何ら影響がない
との見解をいただいておりま
す︒
貴社におかれましても︑村
条例の改正及び専門家の見解
を踏まえ﹁運航基準﹂の見直
しを早急に図り︑就航率の向
上に努められますよう要望い
たします︒
平成

浅沼

平野

寿文

徳広

辰昇

明伸

幸男

大作

崇

谷
長谷川
平川
上松
彦坂
長谷川一也

議案番号
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12

東京都三宅島三宅村長
櫻田 昭正
東京都三宅村議会議長
平野 辰昇
三宅島空・海路を考える会会長
平松 一成

名
案
議

議決結果
平成25年第２回定例会

25

︻ 要 望 書 の 詳細︼

26

貴社におかれましては︑平
素より三宅村政に深いご理解
とご協力を賜り御礼を申し上
げます︒
また︑日々の運航にあたっ
ての並々ならぬご労苦︑ご尽
力に対して敬意を表しますと
ともに本年３月末を持って退
役予定であった三宅島・羽田
間の運航延長におきましても
ご理解を賜り重ねて御礼を申
し上げます︒
さて︑平成 年４月に定期
路線として運航を再開してい
ただいて以来︑火山ガスの影
響により就航率の低迷が続い
ており︑生活路線としての役
割が損なわれております︒
しかし︑最近の﹁火山ガ
ス﹂観測結果をみますと︑火
山ガスの放出量は大幅に減少
し︑日量２００トンから４０
０トンに推移しており︑ま
た︑村が定める﹁長期的健康
影響基準﹂である火山ガス濃
度も着実に低下していること
から︑平成 年６月 日に火
山ガスに対する安全条例の改
正案が村議会で可決され︑７
月１日付で島内に唯一存在し
ていた﹁高濃度地区﹂を﹁準
居住地区﹂へと移行いたしま
した︒
更に︑５月 日に開催いた
しました﹁三宅村安全確保対
20

25

24

議決結果

議案第１号

三宅村火山体験遊歩道設置条例

◯

◯

◯

◯

◯

◯ ◯ ◯
議案第２号

三宅村交流センター設置管理条例

◯

◯

◯

◯

◯

◯ ◯ ◯
議案第３号

三宅村公衆便所設置条例の一部を改正する条例

◯

◯

◯

◯

◯

◯ ◯ ◯
議案第４号

三宅村児童遊園条例の一部を改正する条例

◯

◯

◯

◯

◯

◯ ◯ ◯

議案第５号

三宅村火山ガスに対する安全確保に関する条例の全部を改正する条例

◯

◯

◯

◯

◯

◯ ◯ ◯

議案第６号

平成25年度三宅村一般会計補正予算（第２号）

◯ ◯

◯

◯

◯

◯ ◯ ◯

議案第７号

平成25年度三宅村簡易水道特別会計補正予算（第１号）

◯

◯

◯

◯

◯

◯ ◯ ◯

議案第８号

三宅中学校グラウンド駐車場整備工事請負契約の締結について

◯ ◯

◯

◯

◯

◯ ◯ ◯

議案第９号

火山ガスに対する安全対策に関する区域の変更について

◯

◯

◯

◯

◯

◯ ◯ ◯

議案第10号

平成25年度消防ポンプ自動車（ＣＤ―１型）購入契約の締結について

◯ ◯

◯

◯

◯

◯ ◯ ◯

議案第11号

三宅村交流センターの指定管理者の指定について

◯

◯

◯

◯

◯

◯ ◯ ◯

議案第12号

三宅村火山ガスに対する安全確保に関する条例に設定されている危険区域及び高濃
度地区に係る固定資産税の減免に関する条例の一部を改正する条例

◯

◯

◯

◯

◯

◯ ◯ ◯

発議第１号

航空機の就航率向上に向けた取り組みについての要望書（案）

◯

◯

◯

◯

◯

◯ ◯ ◯

報告第１号

平成24年度三宅村国民健康保険（直営診療施設勘定）特別会計繰越明許費繰越計算
書について

◯

◯

◯

◯

◯

◯ ◯ ◯

三 宅 村 議 会 だ よ り

廃屋︵旧・お土産センタ
ー︶の危 険 解 消 に つ い て
答 総務課 長

況です︒もし︑この廃屋が都
道側に倒れたら︑通行人や通
行車両に多大な被害を及ぼす
ことも十分考えられます︒そ
こで︑この廃屋について︑こ
れまで村としてどのような対
策を講じてきたのか伺いま
す︒

〜六人の議員が一般質問〜

村政を問う

問

三池地区の﹁旧・お土産セ
ンター﹂の家屋につきまして
は︑登記簿謄本により︑鉄骨
鉄筋コンクリート造の構造体
であると確認されています︒
このため︑倒壊・飛散の可能
性が低いと判断され︑被災家
屋解体事業からははずれてい
ましたので︑所有者による施
設の適正な維持管理をお願い
してきました︒
現状の条例では︑この廃
再
屋︵旧・お土産センタ
ー︶の解体は無理だというこ
とですか︒
答 総務課 長

現状を見てみると︑登記簿
謄本の内容と構造が一部異な
り︑２階と３階部分の壁や窓
が崩壊しており︑道路側など

への倒壊・飛散の可能性が非
常に高く危険な状態になって
います︒今後︑新たに被災家
屋解体事業の対象として︑早
急に事業実施ができるよう︑
所有者と折衝します︒
既存の条例が定める範囲
再
で対処できないのであれ
ば︑消防法の適用なども検討
すべきではないかと考えま
す︒一刻も早く手を打つべき
問題であり︑あらゆる手段を
使って︑解決すべきだと考え
ますが見解を伺います︒
答 総務課長

①待ち時間の短縮について

中央診療所について

私どもの持っている被災家
屋解体事業で対処できますの
で︑所有者との折衝に努め︑
早急に対応します︒
問

中央診療所は三宅島におけ
る唯一の医療拠点で︑島民の
健康を守り︑病気の治療にあ
たる島民の安心のよりどころ
です︒その関係者の日夜にわ
たるご労苦は並々ならぬもの
があると思います︒ここに深
く感謝申し上げます︒
その上で︑関係者の努力が
十分に生かされ︑更に島民が
安心して受診・入院できる診
療所になるよう︑質問しま
す︒
第１点目は︑診療体制の改
善についてであります︒現状

は︑早朝から玄関前で待機し
ている患者さんが非常に多く
見受けられます︒少しでも早
く受診したいため︑早朝から
並んで順番札を受け取ります
が︑受診までの待ち時間が非
常に長く︑お昼まで掛かって
しまうケースも多々ありま
す︒そこで︑救急以外は予約
制で受診できるようにすれ
ば︑患者さんが早朝から来院
する必要もなくなり︑大きな
負担軽減につながるのではな
いでしょうか︒こうした工夫
も検討し︑患者さんの負担軽
減のために現在の診療体制を
改善する必要があると考えま
すが見解を伺います︒
答 医療担当課長

現在︑一部火曜日の午後の
みに実施している高血圧など
の慢性疾患対象の予約診療に
ついて︑今後︑電子カルテな
どの端末機械による予約シス
テムを活用し︑拡大・推進す
るための方策を検討してまい
ります︒また︑朝６時 分か
らの順番札のシステムについ
ては︑そのあり方を検討し︑
待ち時間の改善が図られるよ
う努力します︒
この問題は︑以前にも同
再
僚議員から質問が出るな
ど︑大事な問題です︒私は
時々︑東京の病院にも行きま
すが︑８時から順番札が渡さ
れ︑８ 時半から受付が始ま

り︑９時から診療が開始され
ます︒中央診療所の場合︑朝
早く来て順番札をもらった
ら︑いったん帰る人もいま
す︒このようなことがなくな
るよう改善していただきた
い︒

答 医療担当課長

待ち時間の改善について
は︑現場も見てよく分かって
いますので努力してまいりま
す︒

問 ②職員の対応について

病院に限らず行政サービス
の基本は︑村民への思いやり
にあります︒その思いやりは
診療所を訪れる方々への職員
の丁寧な応対に表れると思い
ます︒ところが当診療所の職
員や看護師が︑患者さんに対
して︑例えば︑あいさつの仕
方︑接し方などが︑﹁高圧的
だ﹂﹁横柄だ﹂などの苦情が
多くの村民から寄せられてい
るようです︒私のところへも
同様の話が来ておりとても残
念です︒ところが︑都内の病
院などでは︑患者さんをお客
さんとして対応しています︒
例えば︑窓口から診療に至る
まで︑﹁何々様﹂というよう
な接客の仕方が普通です︒診
療所は村民の元気を創造する
行政サービスの柱であると思
います︒ぜひ診療所において
は大切な﹁お客さん﹂でもあ
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議員

三池地区︑沖ヶ平地区がこ
れまでの高濃度地区から準居
住地区に改正される条例がよ
うやく本議会に提出されてい
ます︒これまで︑私は高濃度
地区の一刻も早い解消を強く
主張してきましたが︑今回の
条例改正には︑非常に感慨深
いものがあり︑住民の皆様と
ともに心から歓迎するもので
あります︒
ところで︑この地域には︑
火山ガスによる廃屋が何軒も
あります︒特に都道沿いに
は︑３軒もの廃屋があり︑中
でも︑三池地区にある﹁旧・
お土産センター﹂は都道のす
ぐ脇にあり︑１階はガレキで
埋もれ︑２階は壁がはがれ︑
柱もむき出しになっており︑
いつ倒れてもおかしくない状

30

幸男
上松

三 宅 村 議 会 だ よ り

意味でも患者さんに気を遣わ
せないようにしていただきた
いと思います︒
答 村長

都内の病院では︑患者さん
のことを﹁患者様﹂と呼ぶほ
ど︑敬意を払っていると聞い
ています︒看護師にも患者さ
んの立場に立って行動するよ
う︑これからも指導してまい
ります︒

ります︒当時の村長以下関係
者が良く働いてくれたが︑残
念ながら要望は叶えられませ
んでした︒私も前村長と都教
育庁に教育長を訪ね要望しま
したが︑その際に四点を指摘
されました︒
①たぶん生徒は島外から呼ぼ
うとしているだろうが寄宿
舎はあるのか︒
②教職員は全て常駐とはいか
ず︑週に一度とか通うよう
になるが︑今の︵平成 年
当時︶状態では無理があ
る︒
③できたとして卒業生は就職
できるか︒
④志願者がいるか︒
①については前村長が保証
しているので問題ありません
②で返事に詰まりました︒当
時は伊ケ谷港も未完成︑ヘリ
もなし︑航空路もなし③は解
りませんが本音です︒世間に
は農業・工業・普通高校等あ
るが︑卒業後すぐ就職または
上級校へ進学とは言い切れま
せん④は舞子高校を見れば解
ります︒然し防災︑または危
機管理は東日本大震災を機に
益々重要になっています︒最
近は南海・東南海トラフによ
る大地震︑大津波の襲来が叫
ばれています︒関西では以前
から舞子高校に防災科があり
ます︒日本の首都である東京
都に防災教育を受け持つ高校
が一校くらいあっても不思議

ではありません︒われわれ島
しょ地域に住む東京都民とし
て︑このような要望をするこ
とは決しておかしなことでは
ありません︒そして何よりこ
の三宅島には生きた教材に事
欠きません︒噴火は約 年に
一度︑それに伴い地震発生︑
毎年台風シーズンには風速
〜 ㍍の風が吹きます︒海も
内地とは比べものにならない
ほど荒れます︒その中で三宅
島は高齢化が進んでおり︑超
高齢化社会の防災体制︑危機
管理体制も確立しなくてはな
らない︒このように生きた教
材が濃縮されています︒先に
離島振興法が改正され︑それ
に伴って都でも離島振興計画
が策定されました︒その中の
基本計画で三宅島は火山と共
に生きる新たな島づくりとし
て共助体制構築による防災体
制云々とあり︑広域的基本方
針の中で伊豆諸島の課題は人
口減少が掲げられており︑新
たな課題の中で東日本大震災
の教訓を生かした新たな視線
で防災対策の強化とうたって
います︒ですから三宅高校に
防災科をぜひ設けて欲しい︒
そうすれば都の定めた基本方
針の中の伊豆諸島の継続的な
課題である人口減少にもスト
ップが掛けられます︒もし設
けてもらえれば︑一学年 人
の定員として三学年で 人︑
それに伴い教職員等を含める

答 副村長

と百何十人増となり︑ 人が
生活するための寮が必要にな
り雇用が発生します︒父兄に
しても三人に一人位は三宅島
ってどんなところなのか︑
行っ
てみようという気になれば︑
交流人口が増えることになり
ます︒大島に水産科があるの
であれば︑教材の豊富な三宅
島に防災科があって当然︒そ
れが時代の流れの先取りとい
うものです︒このことは︑あ
る都議にも話しましたし︑教
育庁三宅島出張所にも話しま
した︒三宅高校にはまだ話し
てないですが︑以前は校長先
生と地質学の先生に話した
ら︑両先生とも喜んで地質学
の先生はわざわざ舞子高校ま
で視察に行ってくれました
が︑両先生とも転勤してしま
い三宅には戻りません︒これ
は高いハードルですが︑不可
能なことではありません︒粘
り強く都に働きかけていただ
きたい︒また私にできること
は何でもやります︒村長の見
解を伺います︒

40

90

平成 年に村として都・教
育庁に要望に行ったことがあ
ります︒やはり村もそうです
が︑三宅高校自身もその必要
性を強く感じていただき︑率
先して取り組んでいただくこ
とが肝要かと思います︒村と
しても問題意識は持っており
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る村民に接する︑お手本を示
してほしいと思います︒村長
は選挙の公約に﹁人材の育
成﹂を第一に掲げています︒
もともと優秀な職員であり︑
看護師です︒診療所での応対
についても︑東京の病院で研
修する機会をつくるなど︑更
に磨きをかければ村民に益々
喜んでいただけます︒そこ
で︑診療所のサービス向上に
向け︑具体的な対策に取り組
むべきと考えますが見解を伺
います︒

問 三宅高 校 に つ い て

議員
三宅高校に防災科︑または
危機管理科を設けてもらうよ
う︑都に働きかけて欲しい旨
を前村長に要望したことがあ

18

答 村長

中央診療所の職員は公務員
という立場である以上︑全体
の奉仕者であり︑医療サービ
ス︑住民サービスの向上を図
ることは当然のことであると
認識しています︒ご指摘のよ
うな職員の対応については︑
大変残念ながら私も直接耳に
しており︑今後︑職員の患者
の皆様に対する言動について
は︑自分の立場と相手の気持
ちを考えた︑思いやりのある
接遇を日々︑心掛けるよう指
導してまいります︒なお︑看
護師に対する研修につきまし
ては︑人材育成の観点から︑
都内の病院の教育担当者を講
師として招くなど︑まずは島
内における研修の実施を検討
してまいります︒
患者さんは︑特にお年寄
りの方が多いので︑その
再

20

30

90

徳広
浅沼

18
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師︑医師︑各産業の後継者
等々︑自分の村で有望な人材
が確保できたらどんなに素晴
らしいことでしょう︒奨学金
の増額︑貸付制度から給付制
奨学金に移行できないか︒

めましてより良い奨学金の活
用を目指して努力をしてまい
りたい︒

三池海岸の波よけにつ
問
いて
東京都に対して︑住民の生
命︑財産を守る立場から早期
に対応していただけるよう要
望すべきだと考えます︒

問 カラス対策について

私は生産性を上げてもらう
ためにもこのトラップの貸し
出しが必要と考えます︒トラ
ップを村が作り︑貸し出すこ
とができないか︒
答 観光産業課長

先月開催されました農業委
員会におきましてカラスによ
る農作物への被害について報
告がありました︒その対策に
農家の方々も苦慮していると
いうことでございました︒村
が公的施設の施設内に試験的
に設置をいたしまして︑その
効果のほどを確認した上で貸
与について今後検討してまい
りたい︒
簡単なトラップで結構で
再
す︒私が住民から聞いて
いるのは小さい物ですからそ
れを含めて検討していただけ
ればと思います︒
答 観光産業課長

まずは試験的に村が効果を
検証した上で貸与については
検証してまいりたい︒
試験は早急にやられると
いうことですね︒

再

答 観光産業課長

村の方としても迅速な対応
をとっていきたい︒

問 高濃度地区について

全面解除に向けての今後の
取り組み︑住民の皆さまに対
する支援をどう考えるのか︒

答 村長

今後も火山ガスの放出量と
濃度の数値を注意深く見守り
ながら準備検討を進めます︒
今後の支援ですが高濃度地区
については︑これまで他の地
区にはない各種支援を実施し
ました︒このたびの規制解除
にあっては平成 年４月の阿
古高濃度地区︑平成 年８月
の御子敷地区を準居住地区に
規制解除した時と同様に特別
な支援を行うことは考えてお
りません︒
他の地域にない年数の長
再
さというのも事実ですか
ら︑この辺りを含めて今後と
も検討していただければと思
います︒

答 村長

心情的には非常に私も理解
しております︒しかしながら

―6―

答 空港対策・防災担当課長

議員ご指摘の波返しの根の
部分の洗掘の対応につきまし
ては︑本年度調査設計が実施
されると聞いています︒村と
しても三池地区の海岸保全の
ため︑浸食防止工事を早急に
実施するよう東京都に要望し
てまいりたい︒
地震︑津波等と言うのは
再
何時来るかわからないの
で万全の策をとっていてもた
くさんの方が亡くなる事例は
前の震災の時でわかると思い
ますので一日でも早くできる
ように要望していただきたい︒
答 空港対策・防災担当課長

東京都に引き続き要望して
行きたい︒

他の資料等も収集した中で
適正︑手ごろなサイズが在る
ようであればそういう物も検
討していきたい︒
トラップを検討して頂け
再
るということなんで︑し
かも前向きな検討をしていた
だけるということでよろしい
んですね︒
答 観光産業課長

22

答 教育課 長

ご提言の情報の周知でござ
いますけれども中学校をはじ
め高校もですね︑進路指導の
中で奨学制度については十分
に周知をしていると聞いてい
ます︒今後も周知の仕方を含

答 教育課 長

現在︑奨学金の貸与を受け
ておりますのが 人の方でご
ざいます︒奨学金の金額につ
いては島嶼の他の自治体の例
も参考にしながら見直しを検
討したい︒給付奨学金です
が︑現行条例の中に優位な人
材を確保するために卒業後︑
三宅島振興発展のために本村
に居住した方には一定の条件
のもとに償還金の免除をする
規定もございます︒基金の原
資の活用をしていくためにも
貸付型の奨学金の維持を考え
ております︒
奨学金の増額については
再
今後も検討されていくと
いう判断でよろしいですね︒
制度があることをもっと父兄
の方にも周知していただける
ような手段を取っていただき
たい︒
12

ますので︑引き続き三宅高校
及び都教育庁を始め関係機関
各方面に対して粘り強く働き
かけを行ってまいりたいと考
えております︒

三宅村奨学資金貸付条
問
例 に つ いて

議員

現在︑村で不足している看
護師︑介護士︑臨床検査技

21

答 村長

都のしかるべき筋のところ
を問い合わせたところ︑まず
高校に先頭に立ってやっても
らうと良いですよ︒と助言も
いただいておりますので︑こ
れから徐々にそれを進めてい
きたいというふうに考えてお
ります︒

大作
平川
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他とのバランスがありまし
て︑それを無視して一部の者
だけにということになるとこ
れはまた大きな問題になろう
かと思います︒現段階におい
てはそのことについては考え
ておりませんという答えしか
ない︒
私は私の立場でものを言
再
わしていただければやは
り長いとリスクも多いわけで
すから︑今後ともどんなこと
ができるかわかりませんが検
討していただければというこ
とだけ申し伝えておきたい︒

住民にとって有効的な利
再
用ということなので当
然︑避難施設も含まれている
わけですよね︒避難施設な
り︑避難のための場所という
ような部分を含めた議論をさ
れるということですね︒
答 財政課 長

ご提言も含めましてもっと
も有効︑かつ効果的な検討を
図ってまいりたい︒

の補助金等の制度動向を重視
しつつ︑連絡を密にしながら
より有利な財源の確保に積極
的に努めてまいりたい︒
私がこの元気臨時交付金
再
について質問をした一つ
の思惑の中には︑担当職に置
かれましてはこうゆう情報収
集については全神経をとがら
せてもらって︑村に財源を少
しでも落とせるような手法を
取っていただければというの
が私の胸の中にはありまし
た︒今後とも情報収集には力
を入れてもらって︑更なる努
力を要望します︒

害児の定義に新たに政令で定
めます１３０の難病等が追加
されました︒難病患者等が必
要に応じまして︑ホームヘル
プサービス︑あるいは短期入
所などの障害者福祉サービ
ス︑補走具費の支給︑日常生
活用具の給付が受けられるこ
ととなりました︒本村の対象
者は 人です︒内７人はすで
に障害者手帳を所持しており
ますので︑実質は 人という
ことです︒情報の周知につい
てですが︑窓口に厚生労働省
発行のチラシを備え付けてご
ざいます︒今月から東京都の
難病の医療書の切り替え申請
がございます︒この申請の時
期を捉えまして︑必要な対応
を行っています︒
他の活動と連動して周知
再
してもらうのと広報等の
周知も必要ではないか︒知ら
ないとどんな病気が該当する
のかも分からなければ申請の
しようがない︒住民周知には
更なる努力を要望したい︒
答 村民生活課長

27

20

担当課といたしましても引
き続き必要な対応を図ってま
いりたい︒

問

地域ネットワーク事業
について

議員

わが国は︑戦後各国が目を
見張るような高度経済成長を
成し得てきました︒これに伴
い生活水準が向上して︑必然
ながら生活様式や食生活の変
化と相まって医療技術の進歩
等により世界有数の長寿国に
なりました︒近年︑いわゆる
団塊世代と称される人たちも
高齢化し︑わが国の高齢化の
波は益々拍車がかかってきて
おり︑今や高齢化現象は社会
保障の見地からも国の最重要
課題となっております︒つい
最近の研究によると西暦２１
００年には︑わが国の平均寿
命は 歳と 歳を超える予測
もされております︒本村も高
齢化が顕著になってきてお
り︑これに伴い高齢者世帯も
増加しつつある現況下におい
て︑この地域ネットワーク事
業はこれからの本村の実情を
考慮したとき︑必要な事業と
言えます︒現在一地区の実施
を踏まえて︑見直し作業を進
めているとのことですが︑ど
のような状況になっているの

90

答 財政課長

障害者総合支援法につ
いて

ご提言のとおり有利な財源
の確保に積極的に務めてまい
りたい︒

問

本村において︑この障害者
総合支援法を住民に対してど
のように周知し対応をしてい
くのか︒
答 村民生活課長

議員ご指摘のとおり︑本年
４月１日より障害者自立支援
法の一部が改正され︑障害者
の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律︑
障害者総合支援法が施行さ
れ︑主な改正点は障害者︑障
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明伸

彦坂

93

答 村長

お気持ちは十分わかります
が検討するという答えはここ
ではできないというのが偽ら
ざる気持ちです︒ただ心には
止めておきたい︒

この交付金が本村において
交付対象であればこの交付金
をどのように活用され︑活用
しようとしているのか︒

問 元気臨時交付金について

行政としてこの勤労福祉会
館跡地をどのように利用され
るのか︒

答 財政課 長

三宅勤労福祉会館跡地
について

答 財政課長

本交付金事業の実施につい
て︑検討を行いましたが︑交
付対象事業が国の 年度補正
予算に計上された追加公共事
業に限られることから︑三宅
村実施計画に該当する事業が
存在しないため申請は行って
いません︒今後も国︑東京都

問

跡地の今後の活用につきま
しては︑第５次三宅村総合計
画に基づき三宅村公共施設利
用検討委員会等で十分協議し
て︑村民にとって最も有効か
つ効果的な活用を検討してま
いりたい︒

24
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か伺います︒

末︑ご指摘のＴＶ電話こちら
の方には双方向の通信機能も
ありますので︑この活用も考
えていきたいと思います︒
国でも極めて特異な形態を維
持していることから︑東京都
の無形民俗文化財として指定
されたものであります︒三宅
島の先人たちが幾多の災害を
乗り越え︑伝統を継承してき
たことに敬意を表しまして今
後も三宅島の文化財として広
くアピールして行くことが三
宅島の魅力を拡大し観光客誘
致につながってゆくものと考
えております︒
この祭りを通じて︑新規
再
の観光客の掘り起こしが
図られれば観光客の増加にも
つながると想定するが再度見
解を伺います︒
答 教育課長

ご提言の通り三宅島の先人
が守り抜いてきた一大イベン
トを文化財として今後も強く
アピールし魅力を拡大するこ
とによって︑祭りの時だけで
なく︑三宅島への観光客誘致
の拡大につながっていくもの
と考えております︒

みについて

問 ①ジオパークの取り組

観光振興対策

長谷川一也

ジオパークとは地球活動の
遺産を主な見所とする自然の
中の公園として認定されるも
ので︑世界ジオパークと日本
ジオパークがあります︒現
在︑伊豆諸島では伊豆大島が
日本ジオパークとして認定さ
れています︒三宅島は活火山
島であり︑過去からの噴火が
繰り返されてきた島なので︑
地質遺産等が数多く存在しま
す︒第 次三宅村総合計画で
は﹁観光業は三宅島の基幹産
業であり︑低迷した島の経済
活性化を促進するため︑これ
からの観光メニューには火山・
海を活用した新たな観光メニ
ューの開発に努める﹂とあり
ます︒まさにこれからの観光
メニューには火山景観を生か
した火山観光は欠かせないも
のであります︒そのためにも
ジオパーク認定は観光業にと
って大きな起爆剤となり観光
客誘致につながるものと考え
ます︒ジオパークの取り組み
について見解を伺います︒

答 観光産業課長

第二次観光振興プランの中
でも火山観光については最重
要施策として位置付けてお
り︑必要な整備をするとして
おります︒すでに島内 カ所
にジオ看板の設置をしてお
り︑また︑阿古溶岩埋没地跡
には火山体験遊歩道の整備を
しております︒ソフト面につ
いては︑火山景観に関する見
所を詳しく解説したジオマッ
プを作成し︑事業を進めてい
るところです︒観光協会にお
きましては︑本年４月より観
光ガイドをスタートさせ︑着
実に火山観光の振興を進めて
おります︒日本ジオパーク認
定でありますが︑国内におけ
る三宅島の認知度を高めるた
めにも︑有益であると考えら
れることから︑今後関係機関
との調整を進めてまいりたい
と思います︒

②船客待合所の売店等
の運用について

観光の玄関口となる阿古船
客待合所が来月オープンとな
ります︒観光シーズンを迎え
るにあたり阿古船客待合所の
売店・レストラン等の運用方
法︑三池港・伊ケ谷港船客待
合所や空港内への売店等設置
に関する方向性について見解
を伺います︒また︑島の特産
品等の販売拡充機能・ＰＲの

問

25

問 富賀大祭の広報について

祭りは四季を通じて日本全
国津々浦々で行われており︑
日本文化の象徴と言っても過
言でなく︑日本人一人一人の
心に根付いております︒本島
の富賀神社大祭も規模的には
小さいかもしれないが﹁五穀
豊穣﹂﹁大漁﹂﹁村内安全﹂
﹁無病息災﹂を祈願して隔年
ごと８月４日から８月９日ま
での間︑阿古地区から時計廻
りで島内５地区を渡御巡行し
て︑各地区住民が一堂に会す
るイベントであります︒この
祭りが昨年３月 日付で東京
都指定無形民俗文化財に指定
されて︑初めての大祭であり
ます︒このことから︑この大
祭は島の一大イベントと捉え
て︑他のイベント同様に観光
客誘致を図るべく広報等広く
周知をしたらと考えるが見解
を伺います︒
答 教育課 長

富賀神社大祭は︑三宅島の
一大イベントであります︒富
賀神社大祭は神輿の渡御とい
う伝統的な祭礼形態を継承し
つつ︑三宅島の旧五カ村間で
受け渡され︑各村の鎮守に一
泊しながら島内を巡行する全
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議員
5

答 村 民 生 活課長

見直し作業の状況ですが︑
坪田地区の試行を踏まえて協
力者の方々に過度の負担とな
らないよう︑また︑島ぐるみ
で効率的に実施できるような
制度になるように検討を重ね
ているところであります︒
早く見直し作業を完結し
再
て︑全島にこの事業が図
られるよう望むところであり
ます︒また︑この事業を実施
している他の自治体の実態を
見ると行政が中心となってい
ることはもちろんですが︑地
域内の各団体や新聞屋さんや
郵便配達員︑宅急便等の日常
生活に直結した人たちの協力
を得て実施しているのを見受
けいたします︒本村もこれら
他の自治体を参考にしたらと
思うと同時に︑この事業に本
村が設置したＴＶ電話の活用
も一役担えるのではないかと
考えるが再度見解を伺いま
す︒
答 村 民 生 活課長

他の自治体の参考やＴＶ電
話の活用との提言であります
が︑他の自治体で近くは大島
町がこの事業を立ち上げたと
いう情報も聞いております︒
検討にあたりましては︑他の
自治体における先進事例を調
査するとともにＩＰ 告知端

21
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年 月以降︑二酸化硫黄の放
出量は︑日量５００ｔ 以下が
続き︑村が定めている長期的
健康影響基準である二酸化硫
黄濃度の過去一年間の平均
値︑概ね０・ ｐｐ ｍ 以下が
現在も連続して観測されるな
ど︑目に見えて減少している
状況です︒この状況を踏ま
え︑航空会社に対し運航基準
を見直すための検討材料とし
て︑科学的データを村︑東京
都で作成し︑三宅村安全確保
対策専門家会議︵５月 日開
催︶において審議し︑科学的
健康影響に問題はないとの見
解をいただきましたので︑今
後は︑議会・村・考える会の
三者で航空会社に対し運航基
準の見直しについて要請をし
たいと考えております︒
全日空が運航している間
再
に改善をしていただきた
い︒また︑運航時間も半期ご
とに見直すとなっているので
時前後に運航できるよう併
せて要望していただきたい︒

04

現在の運航時間については
平成 年４月の運航再開時に
おいて︑火山ガスの影響が一
番受けにくい時間帯の設定だ
と聞いております︒今後︑火
山ガスの状況が目に見えて減
少していることを踏まえ︑運
航時間の変更も併せて要請し
ていきたいと考えます︒

答 空港対策・防災担当課長

9

充実拡大についても併せて見
解を伺います︒

は︑観光振興対策として臨時
運航等︑東海汽船に要望をし
てまいりたい︒
橘丸就航時には︑東京へ
再
の到着時間を 時もしく
は 時半ぐらいに到着できる
よう︑是非要望活動をしてい
ただきたい︒
答 村長

三宅島の空路は平成 年４
月までは羽田空港路線︑それ
以降は調布飛行場への空路の
開設が決定していますが︑依
然として火山ガスの影響によ
り欠航が多いのが現状です︒
しかし︑現在は火山ガスの放
出量も減少傾向にあると聞き
ます︒今後︑新空路開設に向
け︑火山ガスによる運航基準
の緩和は喫緊の課題であり︑
早急な打開策を講じる必要が
あるものと考えます︒現在の
火山ガスの状況と運行基準緩
和に対する今後の見解を伺い
ます︒

問 ②空路について

話題の中では橘丸就航時に
は︑竹芝桟橋到着時間は短縮
できると聞いています︒これ
から詰めの段階になってくる
かと思われますので︑三宅島
としても早く到着するよう要
望してまいります︒

19

答 空港対策・防災担当課長

24

19

火山ガスの状況ですが︑昨
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引き続き積極的に取り組んで
まいりたいと考えます︒
特産品︑加工品等の販売
再
において特に課題となっ
ているのが︑冷凍食品の配達
方法︵クール便︶だと思いま
す︒今年から人工透析もスタ
ートしますが︑患者さんの中
には食事制限が必要となり︑
カロリー計算された食糧品等
が必要となるケースもありま
す︒また︑他にも多数の方か
らクール便の要望がありま
す︒このクール便の取り組み
について見解を伺います︒
おり︑その航路として上り便
が大島への寄港を行うとの話
を聞きます︒大島寄港により
新たな交通手段の選択が増
え︑利用者の利便性が向上す
るとともに︑観光ＰＲ・観光
客誘致にもつながる絶好の機
会だと思いますが︑大島町と
連携した観光ＰＲ活動・観光
客誘致に向けた相互間の施策
展開・協力体制等について見
解を伺います︒また︑現在︑
試験運航されているジェット
フォイルについてですが︑島
内の観光行事等に合わせた運
航体制とするなど︑東海汽船
と連携を図り︑利便性向上に
努める必要があると考えます
が併せて見解を伺います︒
答 村長

新型船﹁橘丸﹂の就航は離
島への船旅のイメージアップ
になるものと期待をしており
ます︒上り便の大島寄港につ
いては正式ではありませんが
そのような計画もあると聞い
ています︒東京までのアクセ
ス向上は観光振興対策として
も有効な手段であると考えま
すので︑運航事業者との連携
を密にしたい︒また︑大島町
との観光連携については︑共
通の観光資源である火山を軸
として︑ジオパークも含め大
島町と積極的に調整を図って
まいります︒また︑ジェット
フォイルの運航体制について

10

20

答 観光産 業 課 長

離島流通効率化事業により
冷凍冷蔵コンテナの導入を検
討しており︑三宅島︑御蔵
島︑運航事業者である東海汽
船の三者で協議会をつくり︑
国の補助金によりコンテナを
導入する事業を進めていると
ころです︒

アクセ ス 対 策
問
①海路 に つ い て
平成 年７月から大型客船
﹁橘丸﹂の就航が予定されて

26

答 観 光 産 業課長

阿古船客待合所について
は︑１階に観光協会事務所を
設置することで︑観光インフ
ォメーションの充実およびお
土産品等の販売に今後期待を
しているところです︒また︑
２階には三宅村交流センター
︵仮称︶を設け︑交流フロア
ーと厨房フロアーを備えてお
り︑飲食物の提供ができるよ
う今後準備を進めてまいりま
す︒また︑三池港・伊ケ谷港
については︑７月上旬から上
り便の発着時間に合わせ︑観
光協会によるお土産品の販
売︑特産品の販売を開始する
としております︒空港内につ
いては︑スペース等の関係上
難しいと聞いておりますが︑
今後も関係機関と協議してま
いります︒次に特産品の販売
ＰＲ拡充についてですが︑明
日葉については年２回程度︑
都内大手スーパーで試食会を
含めたＰＲ事業を展開してい
ます︒また︑月１回のペース
で島内宿泊事業者に対し︑宿
泊客へ明日葉料理の提供と明
日葉料理のレシピの配布を依
頼し︑ＰＲ に努めておりま
す︒島内では︑島市のイベン
トを開催しておりますが︑そ
の中で新たな加工品の紹介︑
特産品の発掘に努めるなど︑
26
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調布飛行場への開設にあ
再
たり︑計器飛行の導入に
ついてはどうなっているの
か︒
答 空港対策・防災担当課長

電力の発電に依存している状
②事前防災の取り組み
態となっていることから︑災 問
について
害時に強い電力のバックアッ
プ機能として自然エネルギー
中央防災会議でまとめた最
︵太陽光・風力・潮力等︶の 終報告では︑南海トラフ巨大
有効活用を検討すべきと考え 地震の規模や発生時期の予測
ます︒三宅村はこれまでも火 は困難と結論づけ︑被害を減
山噴火などによる自然災害を らす﹁事前防災﹂の取り組み
幾度も克服してきた歴史があ が重要視されています︒この
り︑三宅村が自らの困難を克 ような発表を踏まえ︑今後の
服するための対策︑﹁スマー 防災対策・事前防災の取り組
ト ア イ ラ ン ド ﹂ づ く り を 行 みについて見解を伺います︒
い︑情報発信を行っていくこ
答 総務課長
とで︑他の島々の対策にも寄
与できるものと考えますが見
平成 年５月に東京都から
解を伺います︒
発表された三宅村５地区の︑
詳細な津波到達時間︑津波の
答 空港対策・防災担当課長
高さを６月の広報で住民に周
非常時において安定的な電 知しました︒村では﹁住民避
力が確保できるシステムを確 難を中心に命を守る﹂これを
立させることは非常に重要で 基本として今後も避難路の確
あると認識しております︒村 保などハード面と避難計画の
としても地域特性に適した再 整備・訓練の実施・家庭備蓄
生可能エネルギーについて現 の増強など︑ソフト面での事
在模索しており︑本年度予算 前防災の充実︑強化に努めて
におきましても調査費を計上 まいります︒
しています︒他の地域におけ
住民より最近︑明け方に
再
る先進事例なども参考にしな
地震が多いと聞きます
がら調査を進めてまいります︒ が︑実際に微動の地震が発生
しているのか伺います︒

寿文

議員

答 総務課長

高速船就航に係る空海路を
考える会の考え方ですが︑こ
れまで実施した高速船の就航
を求める署名活動や東海汽船
に対する要望活動を村・議会
と連携して行っており︑高速

答 村長

来 年７ 月 よ り 新 造 船 ﹁ 橘
丸﹂が就航しますが︑高速船
就航については過去の実績も
含めてどのように考えている
のか︒当初はあくまでも新規
航路開拓のための試験運航と
聞いていましたが︑今後はジ
ェットフォイル航路として随
時運航が行われていくと解釈
してよいのか︒そもそも高速
船就航の意義は海路による東
京へのアクセス時間の短縮を
求めていたのではないでしょ
うか︒しかし︑今の運航体系
ではその目的に向かっている
とは思えません︒村長の高速
船運航に対する考えと︑空海
路を考える会の方針がどのよ
うになっていて︑東海汽船と
の話し合いはどのように行わ
れているのかお伺いします︒

問 交通網の確保について

谷

地震の詳細な情報について
は︑気象庁より逐一報告が入
ることになっておりますが︑
そのような報告はありませ
ん︒

船就航に関する考え方は同一
と認識しています︒また︑こ
れまでの高速船実験運航は毎
年延べ５日間くらいの運航で
すが︑天候などの影響により
約半分程度の就航となってお
ります︒今年度においても４
日間の実験運航が継続されて
おります︒東海汽船の考えで
すが︑要望書提出時における
見解は︑潮流及び船の手配等
に課題があり︑定期就航は困
難であるとのことでした︒こ
れらの状況を踏まえて当面は
観光行事に合わせた臨時運航
の実施について東海汽船に働
きかけを行って参ります︒
閑散期の単発的な臨時運
再
航に満足するならば︑本
当に航路改善と言えるのか疑
問である︒橘丸も復路便は大
島寄港となると聞きますが︑
少しでも東京への時間短縮を
求める利用者にとって不便極
まりない︒ジェットフォイル
の具体的な運航が実現しない
ならば︑ここは一端区切りを
つけて︑橘丸が少しでも早く
東京竹芝に到着する運航体系
を求めていく必要があるので
はないかと考えますが︑村長
のお考えをお伺いします︒

答 村長

ジェット船については５月
から 月のシーズン中はとて
も無理だという船会社の回答
を得ておりますが︑具体的な
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計器飛行については︑すで
に東京都が調布飛行場に対し
設置するとして事業を進めて
おりますので︑来年の調布飛
行場への乗り入れの際は︑計
器飛行が導入されていますの
で︑就航率は向上されるもの
と思います︒

エネルギー対策及び防
災対策
問 ①猪瀬知事が進めてい
る自然エネルギーの有
効 活 用 について
三宅村には発電所が一カ所
しかなく︑浜辺で海抜の低い
所に立地しており︑南海トラ
フ巨大地震でなくとも︑数メ
ートルの高さの津波が押し寄
せた場合には︑発電所の機能
が壊滅される恐れが大きいこ
とから︑全電源が喪失してし
まう恐れがあります︒また︑
発電機能が維持できたとして
も︑発電の燃料は島外から輸
送された物であり︑港湾機能
の損害が大きい時︑あるいは
広域的に被害が発生し燃料の
積み出しが困難な時などに
は︑燃料不足で電気の供給が
止まってしまう可能性があり
ます︒現在︑三宅村では東京

10
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要望を上げていただき︑次に
つなげていきたいということ
で︑村でもいまその運びをし
ているところです︒橘丸につ
きましては︑非公式で大島寄
港と聞いておりますが︑それ
であっても竹芝到着は早くな
ると聞いております︒なお︑
大島寄港に関しては︑ジオパ
ーク等のこともあり︑どちら
がいいのかということは精査
する必要があると考えており
ます︒
交通アクセスはさまざま
再
な手段があることが理想
ではありますが︑今の臨時便
運航体系では大島から先が乗
り換えなどのために結局は４
〜５時間も掛かってしまい︑
高速船の意味がなくなってし
まいますが︑村長のお考えを
お伺いします︒
答 村長

議員のおっしゃることは私
も理解できまして︑事実︑私
もそのような声を聞いており
ます︒空路に関しましては火
山ガス規制の緩和と計器飛行
ということで就航率も上がっ
てくるということですが︑貨
物となると重量制限が厳しく
なるようですので︑やはり船
便も必要ということで︑ジェ
ット船についても性急に結論
づけずに︑あらゆる角度から
検討すべきと考えておりま
す︒

問

多目的施設の建設につ
いて

私はこの計画の見直しを何
度も訴えてきましたが︑まず
先日行われた入札が不調に終
わった経緯と原因についてお
伺いします︒

には︑各地区の自治会長をお
呼びして説明を聞いてもらう
という手法をとりました︒
では一例として伺います
再
が︑防災面ではどうでし
ょうか︒消防施設である坪田
分団施設の移設先も平行して
示さずに︑本当に優先順位が
妥当だと考えますか︒三池・
沖ケ平地区の規制解除に伴っ
て島民の経済活動も再開され
れば︑それだけ災害リスクが
高まることは明らかでありま
すが︑一分一秒を争う防災体
制が後回しでいいのでしょう
か︒昨年は日本国内最大規模
の山林火災があの地域で発生
したばかりです︒防災面で不
安はないのか︑現場を指揮す
る消防長に見解を伺います︒
答 村長

三宅村には文化の中心とも
なるべき施設もなく︑他島に
もあるように一カ所くらいは
必要であると考えています︒
消防施設は場所が狭いという
ことで︑近くに建設するよう
検討を進めています︒
答 消防長

防災拠点としての坪田分団
施設の移転ということです
が︑昨年 月の設計変更によ
り分団詰所が入らないという
ことで︑今現在も場所の選定
検討中ということになってお
ります︒

元々あの場所には坪田分
再
団詰所があったにも関わ
らず︑多目的施設だけは着々
と進んでいるわけですが︑話
を戻して︑入札が不調に終わ
った今後のスケジュールはど
うなるのか伺います︒
答 総務課長

今後のスケジュールです
が︑現在設計委託業者に設計
内容の再確認をさせておりま
す︒何分専門性の高い分野で
もあり︑役場の職員だけでは
完全な確認が難しいというこ
ともありますので︑他の業者
においてもチェックをかける
予定でいま調査をしており︑
一カ月くらいは掛かるものと
思います︒
先日の全員協議会におい
再
て︑島内業者ではなく島
外の業者を入れたらどうかと
共産党議員は言っておりまし
たが︑私はそれで良いとは思
いません︒が︑そもそも当初
予定額が５〜６億円で︑それ
を４億円台に予算を圧縮した
結果の入札不調︒それを更な
る予算の増額で対応しようと
するなら︑財源問題などは無
視で建設ありきということに
なってしまうのではないの
か︒どうせ造るのならば良い
物を適切な場所に︑という私
が一貫して訴えてきた基本に
もう一度戻るべきで︑この施
設建設は紆余曲折の末︑今回

の入札不調となると︑これは
もうアヤのついた計画と言わ
ざるをえません︒どうか入札
不調を機に︑いま私が一例に
あげた防災関連事業を含めた
万全な計画で臨むよう櫻田村
長に強く求めて質問を終わり
ます︒

答 村長

良い物を良い場所にという
ことを考えたときに︑私は今
の場所がベストと考えており
ます︒ただ︑入札に関しまし
ては︑いま精査しているとこ
ろでありますので何とも言え
ません︒
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答 総務課 長

入札不調の原因ということ
ですが︑入札結果が辞退とい
うことで札等が入っておりま
せんので︑今のところ正しい
内容はわかっておりません︒
この施設は全島民が使う
再
施設であり︑かつ４億円
以上かける櫻田政権になって
最大の投資的事業になるにも
関わらず︑私が求めてきた坪
田地区以外の地区での説明会
が開催されていない理由を伺
いたい︒ここにきて三池・沖
ケ平地区の準居住地区への規
制解除に併せて出てくる役場
本庁舎の問題や︑議会から強
い要請のある火葬場の建替え
など︑先々多額の財源が必要
になってくる状況において︑
未だにこの多目的施設建設の
優先順位が最上位であると考
えているのか村長にお伺いし
ます︒
答 村長

いまもってその考えに変わ
りはありません︒また︑坪田
地区で説明会を開催するとき

11

三 宅 村 議 会 だ よ り

ライブ三宅

議員コラム

はじめに︑一昨年の東日本大震災等によ

り︑今なお仮設住宅や離散生活を余儀なくさ

れ︑三回目の暑い夏を迎える皆さまに心から

お見舞い申し上げます︒この大震災以降︑日

本人の心に何か変化が芽生えたように感じま

した︒その一例として︑昨年のロンドンオリ

ンピックで今迄メダルに縁がなかった団体競

技が活躍し︑特に感銘したのは競泳陣で男女

人が一致団結し︑これまでの２大会で金メ

ダル保持者の北島選手の無冠に接して﹁康介

を手ぶらで帰させることはできない﹂と選手
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一丸となって戦ったあの光景は強い感動を

受けました︒このように︑この災害を機に

﹁絆﹂という心の作用の一端を観た思いがし

ました︒本村もこのことを胸に刻み︑村の発

展のため島民が団結し︑英知を集って歩んで

行くことが大切ではないかと考えます︒私も

選挙公約の﹁島民を重んじる政治﹂を目指し

て︑日々邁進してまいりたいと存じますので

彦 坂 明 伸

よろしくお願い申し上げます︒
三宅村議会

議会に対するご意見︑ご要望がありました

平 川 大 作

お問合せ先

27

らお寄せください︒
編集委員

彦 坂 明 伸

長谷川 一 也

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 曽我部・丹

発
住
電
担

阿古漁港船客待合所落成式 ︵名称⁝ここぽーと︶

阿 古地区

開催日 平成 年７月３日
場 所
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