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三 宅 村 議 会 だ よ り

平成
日）

議案第９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
人事院の勧告に準じて、教
育長の期末手当の支給率の一
部が改正されました。

年第１回三宅村議会定例会
で審議された議案

（会
 期：３月８日～３月

議案第１号

条例等の一部を改正する条
例

三宅村職員の旅費に関する
条例

東京都市町村議会議員公務
災害補償等組合規約の一部
を改正する規約

議案第 号

旅費に関する規定の全部改
正が行われました。

議案第 号

人事院の勧告により国制度
に準じて、各種手当の額や支
給率、給料表等の一部が改正
されました。

三宅村職員の勤務時間、休
日、休暇等に関する条例の
一部を改正する条例

議案第６号

行政不服審査法の施行に伴
う関係条例の整備に関する
条例

人事院の勧告に準じて、議
員の期末手当の支給率の一部
が改正されました。

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８号

人事院の勧告に準じて、村
長等の期末手当の支給率と、
旅費規程の一部が改正されま
した。

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７号

審査請求や審査会に関連す
る条例の一部が改正されまし
た。

議案第５号

臨床工学技師と栄養士の専
門職員を新たに採用するた
め、条例の一部が改正されま
した。

三宅村職員定数条例の一部
を改正する条例

議案第４号

結核に対する指針の改正に
より、この条例は廃止となり
ました。

職員の結核休養に関する条
例を廃止する条例

議案第３号

労働基準法に基づき、月
時間を越える時間外勤務手当
の一部の支給に代わる措置の
条文が追加されました。

議案第２号

行政不服審査法の改正に伴
い、新たに三宅村行政不服審
査会を設置する条例です。

三宅村行政不服審査会条例

３１

三宅村職員の給与に関する

本組合の議員定数や選挙区
の一部が改正されました。
議案第 号

三宅村国民健康保険税条例
の一部を改正する条例
三宅村国民健康保険運営協
議会の答申を受け、保険料等
の一部が改正されました。
議案第 号

東京都後期高齢者医療広域
連合規約の一部を変更する
規約
広域連合への負担金の適用
期日の延長等、規約の一部が
改正されました。

議案第

号

号

号

政令の一部改正に伴い、屋
外でのイベント等の催しに対
する防火対策の規定が追加さ
れました。

議案第

平成 年度三宅村旅客自動
車運送事業会計資本金の額
の減少について

号

三宅村乗合自動車運営協議
会の答申を受け、事業会計の
健全な運営を図るため、資本
金等の調整を行いました。

号

号

議案第

三宅村特別職の職員で非常
勤のものの報酬及び費用弁
償に関する条例の一部を改
正する条例

号

平成 年度三宅村一般会計
補正予算（第６号）

議案第

消防庁の定める基準に従
い、任命や退職、公務災害に
関する規定の追加等、全部改
正が行われました。

三宅村消防団員の定員、任
免、給与、服務等に関する
条例

議案第

消防組織法の一部改正に伴
い、消防団に関する規定を条
例と規則で定めることになり
ました。

三宅村消防団の設置等に関
する条例

議案第

法改正に伴い設置された農
地利用最適化推進委員と行政
不服審査会委員の報酬額を定
めた条例です。

議案第

神着、坪田、伊豆地区に三
宅村農業生産基盤施設を設置
する条例です。

三宅村農業生産基盤施設設
置条例

１４

三宅村火災予防条例の一部
を改正する条例

号

事業確定や決算見込みに伴
う増減、他会計への繰り出し
金等による増額補正です。

議案第

平成 年度三宅村国民健康
保険（事業勘定）特別会計
補正予算（第３号）

号

主に直営診療施設勘定への
繰出金による増額補正です。

議案第

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）

号

医療機器購入等の事業確定
に伴う減額補正です。

議案第

平成 年度三宅村介護保険
（保険事業勘定）特別会計
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１５
１６
１７
１８

１０

１１
１２
１３

２８
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補正予算（第３号）
見込額の確定に伴う過不足
号

議案第

議案第

議案第

号

号

平成 年度三宅村旅客自動
車運送事業会計予算

号

平成 年度三宅村後期高齢
者医療特別会計予算

号

平成 年度三宅村簡易水道
特別会計予算

議案第

額調整による減額補正です。 平成 年度三宅村介護保険
（保険事業勘定）特別会計
予算
議案第

平成 年度三宅村簡易水道
特別会計補正予算
（第４号）

号

主に事業収入の減による減
額補正です。
議案第

平成 年度三宅村後期高齢
者医療特別会計補正予算
（第２号）

号

平成 年度事業の精算に伴
う減額補正です。
議案第

平成 年度予算は村長選挙
が予定されていたため、投資
的事業や新規事業等の「政策
的な経費」は補正予算対応と
なり、人件費や扶助費、公債
費等の「義務的経費」を中心
に編成されました。その結
果、一般会計、特別会計、公
営企業会計を合わせた全体の
予算規模は 億３５９１万４
千円となり、昨年度より 億

過疎地域自立促進特別措置
法に基づき、５カ年計画が策
定されました。

議案第 号

三宅村国民健康保険直営歯
科診療所の指定管理者の指
定について
「医療法人社団創新会」と
なりました。
議案第 号

財産の処分について
神着地区の旧三宅勤労福祉
館の跡地が、三宅島警察署用
地として警視庁へ売却となり
ました。
議案第 号

三宅村指定地域密着型サー
ビスの事業の人員、設備及
び運営に関する基準を定め
る条例の一部を改正する条
例
介護保険法の一部改正に伴
い、同法を規定している箇所
が改正されました。議案 号
も同様の内容の一部改正とな
っています。
議案第 号

議案第

号

三宅村福祉会館条例

福祉の増進を目的とした三
宅村福祉会館を、旧阿古保育
園内と旧坪田小学校校舎内に
設置する条例です。
号

議案第

号

平成 年度三宅村旅客自動
車運送事業会計補正予算
（第１号）

号

大型と中型バス各１台を購
入するための増額補正です。

議案第

三宅村農業生産基盤施設の
指定管理者の指定について

議案第

平成 年度三宅村一般会計
補正予算（第７号）

号

「一般社団法人三宅島農業
振興会」となりました。

議案第

市町村総合交付金等の確定
に伴い、財源の組み換えを行
いました。
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

平成 年度三宅村一般会計
補正予算（第１号）

号

議会選出の監査委員に木村
靖江議員が選任されました。

三宅村監査委員の選任につ
き同意を求めることについ
て

同意第１号

「一般社団法人三宅島観光
協会」となりました。

議案第

「株式会社割烹わたなべ」
となりました。

三宅村交流センターの指定
管理者の指定について
号

当初予算に投資的事業の経
費や、新規ソフト事業として
「文化・教養のかおる島づく
り」のための「芸術文化振興
事業」等が計上された増額補
正です。
議案第

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）

号

診療所の一部改修工事を行
うための増額補正です。
議案第

平成 年度三宅村簡易水道
特別会計補正予算
（第１号）

茅場浄水場の膜ろ過・砂ろ
過交換工事等のための増額補
正です。
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４４

２８

３９
４０
４１

２７

４５

４６

４７

平成 年度三宅村旅客自動
車運送事業会計補正予算
（第１号）
主に旅客運送収益の減によ
る減額補正です。
号

年度三宅村一般会計

議案第

平成
予算
号

３８

２８

４２

３５

３６

３１３９万５千円の減となり 三宅村指定地域密着型介護
ました。
予防サービスの事業の人
員、設備及び運営並びに指
議案第 号
定地域密着型介護予防サー
三宅村過疎地域自立促進計 ビスに係る介護予防のため
画（平成 年度～平成 年 の効果的な支援の方法に関
度）の策定について
する基準を定める条例の一
部を改正する条例

１３

３２

議案第

号

平成 年度三宅村国民健康
保険（事業勘定）特別会計
予算
議案第

平成 年度三宅村国民健康
保険（直営診療施設勘定）
特別会計予算
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同意第２号

三宅村副村長の選任につき
同意を求めることについて

号

飯田啓介副村長が選任され
ました。
同意第３号～

村政を問う
光夫

答 村長

～７人の議員が一般質問～
水原
議員

保健福祉のさらなる充
実に向けて

私の公約は、
防災島づくり、
人材育成、産業振興、福祉・
医療の充実、スポーツの振
興、人口増対策、文化・教養
のかおる島づくり、元気と笑
顔あふれる島づくりの８項目
です。実現に向けた具体的な
施策の一部も述べましたが、
実施には議会との協調、村民
の皆様の声に耳を傾けること
が不可欠と考えています。
問

に向けての意志と決意を伺い
ます。
次に、高齢者の介護予防事
し ん ちょく
業の施策と進 捗 状況につい
て。平成 年の介護保険法改
正で、軽度の方は介護保険制
度から切り離され、 年度か
ら市町村が当事業を実施しま
す。開始に当たり、村の施策
と実現に向けての進捗状況を
伺います。現在、神着、坪田
地区では高齢者の健康維持と
ひきこもり防止策として、高
齢者の交流を図る等のサロン
サービスが行われています
が、任意のため指導者の負担
が多いと聞きます。村の関わ
りや運営状況等を把握してい
るか、支援状況、今後のサロ
ン運営の支援とあり方を伺い
ます。
答 村民生活課長

26

29

保健センターには、職員の
配置及び組織改正の他、事務
所、各保健事業が実施できる
スペースの確保が必要で、現
時点で早期実現は困難ですが
今後の課題として検討してい
きます。
高齢者の介護予防事業の進
捗状況について、介護保険条
例で総合事業の開始を平成
年４月１日から定め、これ以
降の要支援１、２の方の訪問
系、通所系サービスは総合事
業へ移行します。サービス提
供は現行相当として、現在、

事業を実施している事業所で
調整し、一般事業は、現行相
当サービスの保険給付状況で
配分予算が限られ、利用状況
等を踏まえ今後検討したいと
考えています。
任意のサロンには、村委託
事業の地域包括支援センター
の職員が参加しているほか、
各地区の老人クラブへ地域包
括支援センターと村の保健師
が、介護予防の一環でプログ
ラムを組み参加しています。
現時点で公費導入の枠組みが
なく財政支援はできません
が、総合事業の内容に当ては
まるかを含め、今後、精査検
討したいと考えています。な
お、地域包括支援センター職
員や村の保健師の派遣等、人
的支援は行いたいと考えてい
ます。

答 村長

保健センター等は重要な検
討事項として今後、精査して
いきます。また、サロンサー
ビスですが、地域でのこのよ
うな活動は大変重要で有意義
なことで、行政もできる限り
支援を惜しまないようにした
いと思います。

保健福祉センターの設置
再
は伊豆七島で一番遅れて
おり、早急に設置して保健福
祉の一体化を、特に地域包括
支援センターと予防介護を含
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三宅村農業委員会委員の任
命につき同意を求めること
について

４７

委員（定数８人）には左記
の方が任命されました。
◦浅沼英明 ◦塩田冬彦
◦沖山勝郎 ◦菊地直彦
◦山本鶴良 ◦浅沼 存
◦浅沼榮子 ◦石井規久
（敬称略）


議決結果

村長二期目に向けて所
信表明を問う

高齢者、障害者の福祉のさ
らなる向上を目指した施策に
ついて伺います。三宅村の高
齢化率は ％に達しようとし
ている現状を踏まえ、高齢者
対策は最重要課題です。高齢
者が元気で明るく生活が維持
できる施策の構築が肝要で、
高齢者対策を円滑に推し進め
るため、保健福祉センターの
設置が急務と考えます。セン
ターの設置で、村民が気軽に
相談や問題解決が容易にな
り、安心して過ごせる生活環
境が図れると思います。設置

29

問

このたび三宅村議員として、
今、この場に立てて緊張を強
く感じています。櫻田村長を
はじめ、村民の皆様の期待に
応えるよう精いっぱい頑張り
ますので、今後４年間ご指
導、ご鞭撻のほどよろしくお
願いします。
さて、所信表明にある「心
ひとつに三宅の創造」につい
て、８項目の公約実現に向け
具体的にどのように考えてい
るか伺います。

40

１０

議案第１号から 号までは
全会一致で可決、同意第１号
から 号までは全会一致で同
意となりました。
１０

三 宅 村 議 会 だ よ り

め実施すべきと考え、建設は
どのくらいでできるか。ま
た、担当課長はサロンの運営
状況を見たことがあります
か。補助の形態は難しいと思
いますが、村の予算で早急に
解決していただきたいと思い
ます。

無償化に向けて村長の決
意を伺います。

できるよう、ある程度の給
与、俸給体系でなくては働き
甲斐ややる気が起きず、離職
率も高いと推測されます。改
善に向け対応を望み、実現に
向けての見解を伺います。
答 総務課長

平成 年４月策定の三宅村
人材育成基本方針により、求
められる職員像や能力を定
め、これに基づき取り組んで
います。具体的には研修や人
事管理を通じて人材育成を図
り、平成 年度は接遇、 年
度は公務員倫理研修を、全職
員対象に講師を招き実施し、
職員研修所の専門研修への積
極的な参加も督励していま
す。今後も職員の資質向上に
向けた取り組みを積極的に進
めたいと考えています。
職員の処遇について、本村
の平成 年４月時点のラスパ
イレス指数は ・９、 年４月
時点では ・８で、
島嶼９町村
中８番目の数値です。改善に
は制約があり一朝一夕にはで
きませんが、効果的な対策を
検討したいと考えています。
答 村長

27

職員の資質向上等には積極
的に取り組んでいますが、ま
だなっていないと苦情はいた
だきます。その反対もあり、
「課」を言って最近非常に良
くなったとお褒めの言葉をい

２６

例えば半額、徐々に下げ
再
る等も再度考慮していた
だきたい。
答 村民生活課長

保育料は、２人以上の園児
を入園させる場合、２子目が
２分の１、３子目は無料と、
条例に基づき軽減措置はとっ
ています。
もう少し広報等で利用を
再
増大させるような形態を
つくっていただきたい。
答 村民生活課長

今後、ホームページ等で軽
減措置を周知したい。
問 人材育成について

職員の資質向上に向け、教
育指導方針と人材育成はどの
ように進めていますか。特
に、窓口対応に村民から苦言
が聞かれており、マニュアル
作成等、親切、丁寧な態度で
応接するよう再教育や指導を
図るべきと思い、今後の対応
を伺います。
次に、職員の処遇につい
て、現在、三宅村職員給与の
ラスパイレスはどの位か伺い
ます。職員が安心して生活が

８６

はできませんが、同じ思いで
本村の財政で一足飛びに無
検討する方向で進めています。 償化は難しく、他の面で軽減
措置を図っていきます。
新たな施設建設ではな
再
く、空き施設の利用です
ぐにできると思います。ぜひ
実現に向けて村長の英断をい
ただきたいと思います。

答 村長

鋭意検討していきます。
問 子育て支援について

所信表明の第４項目「福
祉・医療の充実」で「安心し
て子育てができ」とあり、そ
の一環で保育料の軽減無償化
の実現が叶うか、現在の保育
園待機者は何名か、定員内訳
を伺います。

再

答 村長

ただくこともあります。私も
折りに触れて話すのですが、
やはり一朝一夕には難しく時
間が必要で、処遇改善につい
てもさらに精査し、検討が必
要と思っています。

雄一

議員

三宅村レクリエーショ
ンセンターについて

沖山

問

ここ２年間は島内の講習会
もないこの状態への考えと一
般開放の予定を伺います。ま
た、関係者にお披露目し、大
会が可能か検証すべく小さな
大会の設定等ビジョンがない
と心配です。今後のタスクと
スケジュールを伺います。

答 観光産業課長

来年度４月以降、施設管理
者を置き、一般利用へと運営
方法の改善を早目の対応で考
えています。
また、
今月末には
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２７

８６

答 村民生活課長

現在の保育園待機児童は
１、２歳児が５人、定員は１
歳児６人、２歳児６人、３歳
児 人、４、５歳児 人の計
人です。保育料は保育園運
営の大切な財源の一部で、保
育園に入所していない未就学
児の世帯との負担の公平性を
保つためにも、無料化の予定
はありません。
30

答 村民生活課長

地域包括支援センターにつ
いては今後の運営形態を踏ま
え、どういう形、場所でと検
討しています。保健センター
の趣旨は重々理解しています
が、現実として５地区の形態
で各種保険事業の実施に当た
り、各健診事業、母子保健を
含めて実施できる場所が重要
になります。これを踏まえ今
後検討の必要があり、今の時
点でいつまでにとは答えられ
ません。
サロンを見に行ったことは
ありませんが、今後、状況を
ぜひ見に行きたいと考えてい
ます。経費支援は、基本的に
財源を先に検討し、財源が充
当できなければ村独自の事業
でできるか検討したいと考え
ています。
答 村長

空き施設もありますが、公
共施設利用検討委員会等で活
用の仕方等も協議、議論しな
ればなりません。期間の約束

18

60
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成年後見制度にどのように
取り組むか伺います。また、
終活や孤独死の防止につい
て、最期まで島で暮らせるよ

く察知でき、今後も地域の協 分かっていて申請をしていな
力をお願いしたいと考えてい い方もいると聞き、子育て支
ます。
援広場を利用し２園化等、ま
ず、待機児童をなくさないと
後見人制度の中で手数料
再
無料化に行き着かないと考
を払えず弁護士を雇えな
え、待機児童についての考え
い等も起こってくると思い、
制
を伺います。また、給食費の
度を推進する上で村の顧問弁
無料化について伺います。
護士の活用は一つの解決策に
なると考えます。終活や見守 答 村民生活課長
り事業は地域に根づいた方た
待機児童の解消ですが、昨
ちの協力なくして解決は難し
年 月は６人いた状況で一時
く、積極的に地域と行政が協
保育等に切り替えて努力して
力するのが解決策と考えます。
います。１、２歳児それぞれ
６人の枠は国の施設基準で、
答 村民生活課長
６人に保育士１人と最低基準
でやっています。現実的に１
人で６人見るのは不可能で臨
時職員を雇い、ぎりぎりの状
況ですが、できるだけ受け入
れたいと、やりくりしていま
す。１園でも無料化が難しい
とおり、この待機児童で２園
化は人材確保等含め、非常に
厳しいと考えています。

子供たちの教育・支援
について

成年後見人の申請はまだ実
例がなく、今後検討したいと
思います。見守りにはプライ
バシーがあり、災害時の要支
援者リスト等で行政は把握で
きますが見守りに使えるかは
別です。現在の見守り事業は
各関係機関と見守りが必要な
方をピックアップし、本人ま
たは関係者からの申請で行い
ます。見守りは今後も必要で、
現状の事業もどのように今後
やるべきか検討しており、よ
り良い形で実施できるよう取
り組みたいと思います。

問

子供たちの未来を支える制
度、親御さんの金銭的負担を
軽減する取り組みの導入予定
を伺います。待機児童５人が

答 村民生活課長

優先順位はありますが、
再
待機児童の解決に向け積
極的に人を採用する努力をす
るか、もしくは２園化する
か、課題解決に向け具体的に
伺います。

12

保育士募集は常にしていま
すが申し込みがなく、任期付
き採用等で退職した方にお願
いしている状況です。保育士

の充足、安定した保育を提供
する取り組みを今後も継続し
たいと考えています。

答 教育課長

保護者の経済的負担を軽減
する取り組みとして、三宅村
準要保護児童・生徒認定委員
会で経済的困窮を認定した方
には就学援助制度がありま
す。平成 年度は 世帯、
人の児童・生徒に給食費と学
用品費、新入学の児童・生徒
には入学学用品費の扶助を行
っています。

問 新中央航空について

10

航空運賃は運行距離を基準
に設定され、最短の調布大島
間は１１３㎞に対し１㎞当た
り１１３円、調布三宅島間は
１８９㎞に対し１㎞当たり
円と、遠いほど安くなってい
ます。

答 企画財政課長

新中央航空の運賃、島民割
引額は気軽に利用できる額で
はありません。金額を下げれ
ば利用率も上がり、片道島民
割引で１万円の実現について
伺います。

19

単純な距離計算ではなく
再
島の方に気軽に使っても
らう政策、補助なり、村とし
て今後の施策を伺います。

９１
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27

答 村民生活課長

24

う在宅、訪問医療の取り組
み、一人暮らしの高齢者や要
介護者、退院して島に戻った
方にどのように対応していく
か伺います。

31

三宅島社会福祉協議会と成
年後見制度の窓口について調
整し、現在実施している地域
福祉権利擁護事業で、今後、
成年後見人をつける支援を行
議会も含め関係者へ施設概要 う予定です。
説明会を開催すべく準備して
答 医療担当課長
います。大学等関係各所へ合
宿や大会開催等を誘致できる
施設入所者へは週１回の訪
ようＰＲを積極的に行い、三 問診療のほか、施設スタッフ
宅島の観光アクティビティの と連携し適宜必要な対応をし
一つとして活用していきます。 ており、自宅で最期を迎えた
い方には本人と家族の意思を
今、島民は無料ですが、
再
尊重し、必要に応じて訪問診
使用料金と、お披露目の
療を行っています。独居の方
具体的なスケジュールを伺い
は最期をどのように迎えるか
ます。
本人が考えておくことが重要
で、関係機関と連携を図り、
答 観光産業課長
元気なうちに考えておくよう
料金や条例整備、人件費等 促しています。
の確保も含め十分検討して進
答 村民生活課長
めたいと考えています。施設
概要説明会は３月 日から
各関係機関と連携し、独居
日のどれかになると思います。 高齢者の生活や身体の異変を
早期に発見し、必要な援助に
高齢化社会における課
つなげるよう、三宅村地域見
問
題、対策について
守り事業と三宅村高齢者配食
サービス事業を実施していま
す。しかし、行政も 時間、
毎日はできず、地域で日常的
に気にかけることが異変を早
28
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答 村長

航空料金は当初から課題
で、離島航空路協議会等でも
意志表示はしていますが基礎
計算なので難しい。新中央の
当初の赤字計算より軽く済ん
でいるので、違う方法で交渉
できないか摸索しています。

平成 年度の観光振興
問
プランについて
島に来るお客様について観
光協会が現場でマーケティン
グしている様子はなく、ツイ
ッターとブログの更新ももう
少し積極的に取り組んでもら
いたい。観光ＰＲに欠かせな
い無料のＳＮＳの活用と、戦
略として大切なマーケティン
グ、出入口調査の取り組みを
伺います。また、レディース
ランを継承するイベントとし
て、例えば島一周マラソン、
箱根駅伝のように五カ村をタ
スキでつなぐような、継承プ
ランにどう取り組むか伺いま
す。
答 観光産業課長

窓口、出入口で実数をつか
んではおらず、東京都の観光
客数等実態調査をもとに観光
産業振興に向けた施策を推進
しています。観光協会でのマ
ーケティング調査は人員等も
考え難しいと認識していま
す。来年度、観光協会のホー

ムページを一新すると聞いて
おり、多言語対応も含め、よ
り見やすい内容になると期待
し、併せて積極的なＳＮＳの
活用も協議したいと思いま
す。また、昨年 月のウオー
キング大会が好評で、来年度
観光協会でこのイベントを継
承する計画があると聞いてお
り、村もサイクリングイベン
トを開催すべく準備を進めて
います。ランニングイベント
は島一周の景観のいい道路を
活用し、今後検討を進めたい
と思います。民間のスポーツ
イベントの開催計画等があれ
ば、一緒につくり上げたいと
考えています。

答 観光産業課長

観光協会の方が分からな
再
いというのはあってはな
らず、調べて時間がかかって
もその場で対応するのが窓口
の役割です。ＳＮＳはぜひ勉
強していただき、観光では東
京諸島で一番うまくいってい
ると言われるよう意識改革を
お願いします。ランイベント
は民間か行政か、一体にやっ
ていくのかはありますが、う
まくいっているものはアクセ
ルを踏むという感覚を持って
早く進めていただきたい。

12

観光協会の組織体制も変わ
ると聞いており十分勉強して
いただき、村と一体での情報

大作

発信も含め、さらに連携を密
にしたいと思います。ランニ
ングイベントは、一周道路を
使ってできないか常日頃考え
ており、実施主体がどこにな
っても実現に向け今後調査し
たいと思います。

平川

議員

問 子育て支援について

入園待機者の改善の取り組
みをしたか、遊び場の確保、
遊具の計画繰り上げ設置はで
きないか伺います。
答 村民生活課長

昨年末、保育の優先度合い
が高い方に一時保育を一部実
施しています。遊び場は児童
遊園やグラウンド等あり、既
に不要な地域があるため今後
選定の見直しも必要と考えて
います。遊具の計画は前倒し

島外からの保母さんの離
職は改善されたか伺いま

で実施したい思いですが、村
全体の事業バランスを考慮し
て実施年度の調整が行われて
います。
再

す。
答 村民生活課長

離職については保母不足の
慢性化、聞いた中には人間関
係や職場とプライベートの線
引きができないと。保母さん
と面談等行って心配事を聞
き、アドバイス等しています
が、改善は保育士の充足が最
優先と思っています。今いる
保育士や今後採用した方が辞
めないよう、園長と連携して
配慮が必要と考えています。

補充は必要ですが、根本
再
問題を解決しないと同じ
です。行政として問題を解決
していく姿勢は明確にしてほ
しいと思います。
答 村民生活課長

議員がご存知の情報が根幹
たるものであれば、教えてい
ただければ今後改善できるか
と思います。保母離職の実情
はプライバシーの問題で発言
できない内容もあり、それに
ついて行政は何もできない分
野です。

答 村長

離職が多いのは行政も原因
を調べ、それなりの理由も分
かっていますが話せないこと
もあります。園の中の人間関
係や四六時中「先生」で見ら
れているといった原因等もあ
り、行政も調べて努力をして
いきます。

一地域１カ所の遊具の確
再
保、遊び場は必要で、早
期にできないですか。

答 村民生活課長

どのくらいの年数を予定
していますか。

遊具の設置は順次、実施計
画のとおりやる予定で、島内
全域を一気に１カ年でやるの
は難しく、計画的に着手して
いきます。

再

答 村民生活課長

場所によりトイレ設置の計
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答 村長

制度にのっとって保護事業
はあり、申請のあと委員会を
開催し措置するかどうかを決
定するため、事前の措置申請
は制度上できません。

答 村民生活課長

認知症が進む前に関係施
再
設への入居承諾をもらう
手だてはないですか。そうす
れば緊急時は収容可能になる
のでは。

近年さまざまな事案が発生
し、その都度ケース会議にて
関係機関と情報共有、対応を
協議して進めています。行政
がどこまでできるか各種制度
を踏まえ、他島の情報も収集
しながら検討したいと考えて
います。

答 村民生活課長

画もあり、３カ年の予定です。 時の対処法を伺います。
子供は道路で遊んでおり
再
１日も早い方がよく、総
合交付金の一部を遊び場と遊
具の確保に使っていただけれ
ばと考えます。
答 村長

財政が豊かではなく年次を
組まないとできない状態で
す。３年間、かなり時間がか
かります。われわれの子供の
頃は自然を相手にいろいろな
遊びがあり、これを機会に島
民の皆さんも意識改革を、自
然を相手にした遊びや余暇の
過ごし方を各自が工夫する時
期でもあると思っています。
問 高齢者対策について

本村でも孤独死が発生し、
今後も発生する可能性があり
防止策の検討が必要です。地
域での見守りは重要ですが限
界があり、独居老人への緊急

行政もときに先取りするこ
とは大事です。保健局では特
養に看取り部屋をつくる補助
も打ち出してきており、それ
も見据えて進めることも肝要
と思います。
問 産業振興について

芋餅等、三宅の特産品開発
は早急な課題です。また、生
産者が自ら販売する場所、道

の駅的なものが必要です。地
産地消は余りにも小さく宣伝
不足で、もっと規模を拡大で
きないか伺います。
答 観光産業課長

いきいきお魚センターと旧
農協店舗で、地産地消の取り
組みとして直接販売を行って
おり、生産者の方々は一般商
店への出荷も積極的に行って
います。さつま餅は近年商店
でよく見かけるようになり、
製造者の意識も特産品へと向
いていると感じます。また、
漁協では干物やすり身等の研
究や販売も始め、商工会でも
加工品の新商品開発の検討を
進めていると聞いており、生
産者および製造者の意欲を行
政がさらに支えるという観点
で進めていきます。
行政側は場所の提供だけ
再
で運営等は任せ、残った
ものは持ち帰る形式でもっと
自由に売買できるよう広げて
いただけないか。空いている
施設があり、早く結論を出し
て活用する方向に進んでいた
だきたい。
答 観光産業課長

地産地消の事業で十分取り
組めると感じています。地産
地消部会に入っていただけば
広がりは増えると思うので、
十分情報発信し、一緒にやれ

るよう進めたいと思います。

５地区に１カ所、とりあ
再
えず適当なところを見つ
けていただき、買い物でわざ
わざ他地区に行かなくてもす
むようになれば、観光客が土
産を買うのにいいと思います
が、その辺はどうでしょうか。
答 観光産業課長

空き施設の利用につい
て

運営体系等も考慮して２カ
所で動いています。地産地消
部会も定例的に行っており情
報共有をしながら、別の場所
で事業展開ができる状況にな
れば拡大も進めたいと思いま
す。しかし、地産地消部会の
意見、運営状況も十分考慮
し、時間をいただければと思
います。
問

本村の高齢化率を考えると
空き家対策は不可欠で、とく
に旧坪田中は大人数を収容で
きます。三宅高校の入学希望
者が、居住施設がなく諦めた
と聞き、居住施設の確保は早
急課題です。人口対策として
も空き公共施設を、三宅高校
への内地からの入学生の寮と
して利用できないか伺いま
す。
答 財政担当課長

近隣施設の三宅村レクリエ

結論が出てから施設を改
造して間に合うのですか。

ーションセンターを基幹施設
とした東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会におけ
るスポーツクライミング競技
大会への誘致に関する要望を
しており、今後の状況によっ
ては周辺施設の一体的な整備
など利活用も大きく変わるこ
とが予想されます。採択、誘
致に向け各関係機関の動向を
注視し、この結果をもって坪
田中学校調整会議にて、ご提
言も含めた旧坪田中学校の最
も効果的な利用について、引
き続き検討を行いたいと思っ
ています。

再

答 財政担当課長

追加種目が本年度８月のＩ
ＯＣ総会で決定すると伺って
おり、その辺の状況を注視し
つつ検討を図りたいと思いま
す。
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問 老人ホームについて

老老介護をする方、独居老
人の方、子が親を見る方、こ
れから増えることが予想され
ます。待たずに入れるように
増床と、都内の要介護者を受
け入れて雇用確保ができない
か伺います。
答 村民生活課長

佐久間正文

とをやるためには心を一つに
することが最も大切で、これ
からの三宅島に大変重要なこ
とだと思い、感銘したので初
めの言葉とさせていただきま
す。この言葉の中に、全ての
業種、つまり一つになるとい
うことに、農業・漁業・建設
業・商業、観光、教育、医
療、少子化や高齢化、電力、
水、全てのものが含まれてい
るという考えでよろしいか、
村長に伺います。
答 村長

ご質問に答える前に、私の
思いをもう少し知的に表現し
ていただきありがとうござい

ま す 。 「 Every generation ました。「心ひとつに三宅の
has the obligation to free 創造」という合言葉は、全て
men's minds for a look at の 業 種 が 含 ま れ て い ま す 。
new worlds...to look out from 村、人、仕事が一体となるこ
a higher plateau than the とで、安心して心豊かに生活
」という言葉 し、家庭を育み、年老いてよ
last generation.
で、「前の世代が到達できな かったと思える島づくりが進
かった新しい世界を、次の世
代のために力を合わせて」と
大きく訳された方がいます。
これを今の、
「心ひとつに」
という言葉に当てはめると、
今まで三宅島は心一つになっ
てやるということがなかなか
できなかったような記憶があ
ります。私も 歳まで三宅島
の阿古で育ち、この三宅島が
私のふるさとですが、なかな
かその当時、それから今も振
り返ってみますと、大きなこ

められると考えています。ま
た、それらを推し進めると
き、地区の利害のみにこだわ
らず、常に全島的な立場から
ものを考えて判断し、一体と
なって取り組んでいきましょ
うという私の強い思いも込め
られています。

各バス停や歩道への椅
子の設置について

今の言葉の中に、全島的
再
な立場からという強い言
葉がありました。これは本当
にこれからの三宅島にとって
最も大切な言葉だと、重ねて
申し上げます。

問

バス停にはいろいろあり、
もちろん観光地ですから椅子
が設置してあるところもあり
ます。新澪池の周りも椅子が
設置されていることは承知し
ています。しかし、小中学校
のところのバス停で、１月の
寒さの時に子供たちが震えて
待っている光景を見て、バス
停に何かをつくってあげなけ
ればかわいそうだと思いまし
た。また、大久保浜の年老い
た方たちが買い物に行くと
き、房州かごをしょって地べ
たに座っている姿を本当によ
く見ました。雨が降っている
時もあり、設置が必要と考え
ました。
都道ということは承知して
いますが、都と協議すること
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査しないと、今の現状でやり を発表したいと思います。
私は日本人ですのでアメリ
ますとは答えられません。こ
れに限らず、本村の高齢化率 カのパスポートを実際に細か
等から福祉施策を考えねばな く 読 ん だ こ と は あ り ま せ ん
らないとは認識しています。 が、その中に著名人の言葉が
今後の検討材料の一つとして た く さ ん 載 っ て い る そ う で
お預かりできればと思います。 す。もちろんケネディも載っ
ているそうですが、その中に
この他、カラス対策につい 日系二世のオニヅカさんとい
う方の言葉があります。その
て質問がありました。
方はあの爆発の悲劇があった
宇宙ロケットに乗り亡くなっ
た方で、有名人の中にまじ
り、その方の言葉はほとんど
知られていません。所信表明
議員
の「心ひとつに」という言葉
に感動し、この言葉を思い出
したので発表させていただき

所信表明の序文の「心
という合言葉について

問 ひとつに三宅の創造」

所信表明の中の「心ひとつ
に三宅の創造」という言葉は
とても素晴らしい言葉で、ま
さにこれからの三宅島の未来
に、一番大切で重要な表現だ
と思います。これはできるよ
うでなかなかできない、非常
に不可欠な言葉だと考え、こ
れに関連して、ある人の言葉

15

特別養護老人ホームの増床
は、高齢者人口や要介護認定
者数の推計から考え、保険料
値上げに直結するため考えて
いません。
入居を希望している方は
再
待たなければいけないと
いうことですか。
答 村民生活課長

待たずに入れる施設はなか
なかなく、村では特養への申
し込みから入所まで平均１０
３日、最短６日、最長４６２
日で、都内では５年、 年待
ちという状況かと思います。

特養に入る前の場所として
素晴らしいと思いますが、事
業を実施できるか根本から精

答 村民生活課長

グループホーム的なもの
再
を新設、居住することは
できませんか。

10
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を考えていただきたい。設置
面積だけを村が購入すれば、
簡単に解決するかもしれませ
ん。そして、安全性も加味し
なければいけないと思いま
す。学校の場所は吹きさらし
で、自転車が飛びそうになっ
たこともあります。雷の対策
も必要です。それから、お年
寄りが散歩しながら座れる場
所があればと考えています。
松戸では「すぐやる課」が
あり、すぐできることはすぐ
やれるという課が村にあれば
素晴らしいと思い、そういう
課をつくるということも含め
考えを伺います。
答 観光産業課長

歩道上にベンチを設置する
際は道路占有許可が必要で
す。道路管理者の三宅支庁に
確認したところ、現状の歩道
の幅でベンチの設置は、歩道
の利用、交通の支障となり、
現状では難しいと回答をいた
だいています。
また、各バス停へのベンチ
設置は、今申し上げた理由も
ありますが、旅客自動車運送
事業会計の財政事情もかなり
厳しく、今のところ予定はし
ていません。しかし都道沿い
には、新澪池等の話もありま
したが、東京都の園地が各所
整備されており、そういうと
ころを散歩の休憩にご利用い
ただくということでご理解い

ただければと思います。道路
管理者である三宅支庁と常に
情報交換をし、必要に応じて
協議していきたいと考えてい
ます。
学校の場所に２カ所あり
再
ますが、あの場所だけで
も設置は不可能ですか。
答 観光産業課長

小・中学校のところには、
小・中学校を出て上がった都
道の山側にベンチ等が設置さ
れています。そこは都道の残
地を活用して東京都に設置し
ていただいたベンチで、そこ
をご利用いただければと思い
ます。
そのベンチについては、
再
道路が狭いのが一番のネ
ックだと思います。確かに、
ベンチを置いたため通りにく

い等はあると思いますが、こ
れから高齢化社会に三宅島の
みならず日本全体がなるの
で、おいおいそういうことも
考えの中に含めることが必要
と考え、ぜひ検討をお願いし
ます。
答 観光産業課長

歩道の外側というか残地と
いうか、土地に余裕があれば
活用しない手はないと思って
います。また、村の財政状況
で、土地の購入まで話が広が
るとかなり厳しいと思います
が、いろいろ情報を得ながら
設置できるところはしていき
たいと思います。早急にと言
われてしまうと、いつという
話になりますので、計画的に
現状を見ながら情報を集めて
いきたいと思います。

三宅村活動火山対策避
難施設の誘導灯及び分
問
かりやすい案内板の設
置について
ここに行かれたことは皆さ
んあると思いますが、行かれ
た時間や足・自転車・車で行
ったのかで大分条件が変わっ
てきます。私は夜、自転車で
行きましたが、都道から避難
所に入る道が真っ暗で何も見
えません。避難というのは、
避難所に行くまでの間も含む
と思いますが、それについて

伺います。
答 総務課長

三宅村活動火山対策避難施
設、島民の方は伊豆避難施設
と呼んでいる施設周辺の灯火
が暗いという印象があるのは
事実です。これは、隣に村営
ヘリポートがあり、航空法に
より灯火規制がかかっている
理由で少し暗めになっていま
す。ご指摘はもっともなこと
で、航空法の規制の範囲内で
分かりやすい明るい案内板等
の設置も含め検討していきた
いと考えています。

案内板も夜は暗くて全く
再
見えず、島外の人には全
く分かりません。今、案内板
でよく見えるのは警察署だけ
で、青色の電気がついており
遠くからでも見えます。あの
くらいのことは簡単にできる
のではないかと、いろいろな
規制はあると思いますが、避
難の時に一つの明かりを目指
して行くことが、ものすごく
勇気が湧き、そして安心につ
ながると考えていますので、
ぜひ案内板の改良をお願いし
ます。
答 総務課長

避難施設の灯火や案内板、
これらが分かりやすく整備で
きるよう検討していきたいと
思います。

石井

肇

議員

問 災害対策について

津波災害時の電力確保につ
いて伺います。第５次三宅村
総合計画の「基本施策２、エ
ネルギー供給体制の整備」の
中で、「本村の電力供給は大
久保地区に火力発電施設を有
し、そこから三宅島全域へ送
電され、村民の安定した生活
を支えています。しかしなが
ら、既存の発電施設は大久保
海岸の海沿い標高約５・５メ
ートル地点に位置しており、
今後、東海・東南海・南海付
近で発生すると想定されてい
る大地震が発生した際の津波
に耐え得る環境にはないのが
現状です。このため、既存発
電設備の安全区域への移転を
要望し、常に安定した電力供
給体制を確保する必要があり
ます」と書かれています。
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第５次三宅村総合計画の策
定当初からその必要性が訴え
られており、早急な対応が求
められ、都、国への要望も必
要かと考えます。
先般公表された東京都の被
害想定によると、地震発生時
に最大 メートルの津波が想
定されており、津波によるダ
メージは相当大きく、また、
広域的な被災により島外から
の支援に相当な時間を要する
ことも想定され、電力供給に
も支障をきたすと考えられま
す。発電設備の移転も、法律
上の問題や相当な時間、経費
がかかると思いますが、発電
設備が機能を失うことは全住
民が生活できなくなることを
意味するので、将来に向けた
要望活動を続けていただきた
い。見解を伺います。

現在、発電所が設置されて
いる大久保地区には、南海ト
ラフ巨大地震等が発生した
際、 メートルを超える大津
波が来襲する恐れがあり、発
電機能の喪失が懸念されてい
ます。
このため平成 年６月に村
長と議長との連名で、電力会
社に対し発電所の安全区域へ
の移転を要望しました。ま
た、平成 年４月には、発電
所移転が容易には実現しない
こと等から、代替対策として

答 総務課長

13

１０

２７

２４

高圧発電車の常時配備も要望
したところです。
これらの成果もあってか、
昨年 月に実施した東京都・
三宅村・御蔵島村合同総合防
災訓練に合わせ、島内に高圧
発電車が１台配備されまし
た。従来からある低圧発電車
１台と合わせ、当面の応急対
策は整いつつあると考えてい
ます。しかし、これら発電車
の配備はあくまでも代替対策
で、発電所移転については議
会のご協力をいただきなが
ら、引き続き要望を行いたい
と考えています。
ちなみに昨日、雨が降っ
再
て 時現在で大体２２０
０キロワット発電していま
す。災害時はそんなに使わな
いと思いますが、６００キロ
での供給範囲、何日、何カ月
ぐらい供給できるのか、想定
で構わないので教えていただ
きたい。

燃料確保が拠点施設をそれ
でカバーするということで、
１週間程度電力確保ができる
と聞いています。

答 総務課長

１２

現代において電気は非常
再
に重要です。避難施設の
夜間照明や私たちのところへ
の供給、情報収集、食糧確
保、冷暖房は別にしても今言
ったとおり給水はなくてはな
りません。商店にも供給しな

水の供給は電気が通じてい
る間に、島内全ての配水池が
満タンになれば当面は大丈夫
と考えています。

高圧発電車１台と低圧１
供給は１週間程度を想定
再
再
台を配備しているとのこ
とのことですが、本当に
とですが、これの出力は何キ １週間で済むのかどうか、津
ロワットですか。
波災害で燃料も来ないでしょ
うし、水の供給もそれで網羅
されるということでよろしい
答 総務課長
ですか。
出力は高圧が５００キロと
伺っています。低圧について
答 総務課長
は手元に資料がなく不明です。
この５００キロワットと
再
低圧、出力は分からない
とのことですが、これでどの
程度の供給ができるのか伺い
ます。
答 総務課長

三宅島内のピークが３００
０から３６００位と伺ってお
り、５００ですので４分の１
程度です。

いと食糧問題に波及すると思
います。
発電所の移転は、期間、資
金がかかると思いますので、
高圧発電車５００キロ１台で
はなく２台、３台とか、電力
会社と相談しなければならな
いですが、そういうことも考
えていただきたい。その点は
いかがですか。

答 総務課長

肇

発電所の移転については、
議会のご協力もいただきなが
ら、引き続き要望を行ってい
きたいと考えています。

沖山

議員

具体的にどのように進めて
いくのか伺います。

答 総務課長

高圧発電車は今、島内に１
台配備ですが、電力会社に確
認したところ、災害発生の際
にはもう２台追加で内地から
島に入れる予定もしていると
伺っています。なお、当然で
すが大久保の発電施設が被災
した場合、復旧に相当期間を
要すると想定されますので、
村民の皆さんには最低でも１
週間の食糧と水を備蓄してい
ただくよう、これから普及啓
発に努めていきたいと考えて
います。

遊具等の設置も大事です
再
が、地域のニーズに合わ
せた整備が必要です。子育て

子供たちが安全な場所で活
発に体を動かせる場は必要と
認識しており、次年度から計
画的に児童遊園等へ遊具を設
置していきます。

答 村民生活課長

村長の所信表明にある
問 「子育て環境の整備」
について

１週間で済むのかどう
再
か、その津波の大きさに
もよると思いますが、発電所
がなくなったときを思えば、
われわれとしてはすごく心配
です。その点、考慮していた
だきながら、発電所の移設等
も要望していくということ
で、質問はこれで終わりま
す。
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中の親から、阿古地区にはコ
ンパクトなグラウンドや遊び
場がなく、サッカーボール等
を使用した遊びが活発にでき
ないということで、その辺を
どのように受け止めているか
伺います。
答 村民生活課長

児童遊園やグラウンド等の
既存の公共用地を使っている
のが現状です。その辺の見直
しと公有地の関係もあわせ、
児童遊園になるかグラウンド
になるか等、今後検討してい
くと思います。
他の地域にできたとして
再
も、夫婦共働きの人もい
ます。例えば車で送り迎えが
できない状況等があり、その
ままにするわけにはいかない
ので、まず地域に合ったもの
を進めていただきたいと思い

ます。遊具はあれば良いとい
うものではないので、その場
所に合うものを整備していた
だければと考えます。
答 村民生活課長

靖江

使っていない児童遊園の見直
し等や新しい所も含めて今後
の検討課題としていきたいと
考えています。

木村

保護者の車の送迎等という
ことで、平日の夕方等だと地
議員
域の中にそういったものが必
要であると思います。土日や
休日については、小・中学生
にキッズパスを１００％公費
負担で交付し、無料で村営バ
スが利用できる事業を展開し
ており、これを利用していた
だき週末は他地区との交流や
遊具がある場所で遊ぶ等とい
う形になります。現実的に地
域に合ったものをということ
ですが、既存の公共用地にど 問 女性の活躍について
ういった場所があるかをまず
調べ、園地かグラウンドかと
初めに、このたびの村長選
いうのは今後になりますが、 挙にて櫻田村長が再選を果た
そういった情報収集に努めた されたこと、まことにおめで
いと思います。
とうございます。私自身も、
村議会選挙に推薦を受け、挑
現状は把握できましたが、
再
戦をさせていただき、無事当
どういう形になるにせよ
選をさせていただきました。
私も住民に説明しなければな
ここで簡単に決意の一端を
らないのでいろいろとお聞き
述べさせていただきます。初
します。良い方向に向かえる
の女性議員としての期待の声
よう、よろしくお願いします。
に身の引き締まる思いでいっ
ぱいです。女性の視点、母の
答 村民生活課長
目線で島民の皆様一人一人の
声を聞き、公明党のネットワ
ークを生かし、都議会や国会
議員と連携し、課題解決に真
今後も計画的に児童遊園の
整備等をできる形で行いたい
と考えています。また、現在

摯に取り組んでいきます。櫻
田村長のもと、同僚議員と心
をあわせ、島の発展のために
全力を尽くしていきます。ど
うぞよろしくお願いします。
女性の活躍について伺いま
す。女性の輝く社会づくりを
目指し、公明党が実現を訴え
てきた女性活躍推進法が昨年
８月に成立し、今年４月の施
行が決まりました。女性活躍
の推進には、地方公共団体に
よる地域の実情に応じた取り
組みが大事で、今後、さらに
活力ある三宅島にしていくた
めにも対策は不可欠です。
村長の所信表明に村役場職
員の意識改革とあるように、
役場から発信という意味で
も、女性職員の人材育成はど
のように行われているか、今
後さらなる活躍の場はある
か、管理職登用の予定はある
か、また、子育て中の女性職
員に何か配慮していることは
あるか伺います。
答 村長

今の質問には、一番詳しい
総務課長から答弁させます。
答 総務課長

過疎化や少子高齢化の進行
する本村で女性の職業生活で
の活躍は、各職場の担い手と
して必要不可欠な要素です。
役場は約３割が女性職員で、
その一人一人が重要な業務を

担い、担当業務の専門的知識
を得る研修にも積極的に参加
してもらっています。また、
出産や子育てで不利益が生じ
ないよう配慮もしています。
総務課は４つ係があり、３
つの係の係長は女性で、その
働きぶりは目を見張るものが
あり大変活躍しています。村
役場は試験制度で昇任し、性
差別はなく、意欲ある女性職
員も多いので、近い将来、女
性管理職が誕生すると期待し
ています。

男性職員で有能な方は多
再
くいますが、今の地域に
あってもそのように、女性が
活躍できる社会づくりが叫ば
れる今だからこそ、さらなる
向上を目指し、より一層の女
性職員向け研修会等の開催や
昇格への試験制度に向けた環
境整備の提案をしたいと思い
ますが、この点いかがです
か。
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三 宅 村 議 会 だ よ り

肇（無）

○

４

木村

靖江（公）

◇

５

佐久間 正文（無）

○

６

水原

光夫（無）

◎

７

平川

大作（共）

◎

８

谷

寿文（無）

◇

各議員が所属する委員会

沖山

答 総務課長

３

◦議会運営委員会

◎

◇

◇

雄一（無）

役場には女性が活躍できる
場は多くあり、現在も活躍し
ています。今後も女性とは言
わず、役場がさらに活性化す
るよう人材育成に努めていき
たいと考えています。

○

沖山

議会が円滑に運営できるよ
うに定例会前に開かれ、会期
の決定や議長の諮問等を協議
します。議長は地方自治法の
規定に基づき出席します。

◎

２

◦特別委員会
２つの常任委員会に関わる
問題や複雑で重要な事項につ
いて審議する必要がある場合
に、議会の議決により設置さ
れます。過去には「空港港湾
航路対策特別委員会」等があ
りました。
◦全員協議会

◇

◇

肇（無）

◇

石井

改選後の初議会となった平
成 年２月 日㈭開催の「平
成 年第１回三宅村議会臨時
会」では、正副議長の他、総
務文化常任委員会、経済厚生
常任委員会、議会運営委員
会、任意の委員会の「議会だ
より編集委員会」の各所属議
員を決定しました。
委員会の紹介

三宅村議会には２つの常任
委員会と議会運営委員会、特
別委員会、全員協議会があり
ます。
◦常任委員会

議会内部の意見調整を行う
場合や、村長が議会に対して
重要事項の報告を行う場合等
に開かれます。
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女性や村民、誰にとって
再
も細やかな心配りができ
る女性職員の存在はとても大
事で、今後、三宅村の女性職
員のさらなる輝きが島をより
明るくしてくれると期待しま
す。
答 総務課長

安倍総理も一億総活躍社会
と言っており、役場でも誰も
が活躍できる職場づくりに努
めていきたいと考えていま
す。

議案等を詳しく専門的に審
査するために「総務文化常任
委員会」と「経済厚生常任委
員会」の２つの常任委員会が
あり、議員はどちらかの委員
会に所属します。
「総務文化常任委員会」は
総務課、企画財政課、消防本
部、教育委員会に関する事項
と他の委員会に属さない事項
を、「経済厚生常任委員会」
は村民生活課、地域整備課、
観光産業課に関する事項を担
当します。

○
１

議会だより編集
議会運営
経済厚生常任
総務文化常任
）内は会派
※（

議席番号

２５

◇委員）
○副委員長
所 属 委 員 会 名（◎委員長
名
員
議

２８ ２８

三 宅 村 議 会 だ よ り

月

日㈫

議 長 報 告 書

年

１．出張関係
平成

月

日㈭・

日㈮

◦東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技 大 会 組 織 委 員 会 （ 港 区 ） 及
び東京 都 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン
ピック 準 備 局 （ 新 宿 区 ） へ の 要 望
活動

年

日㈬

年２月９日㈫

日㈮

平成 年
～
 平成

月１日
年２月
日

会定期総会出席（港区）
◦平成 年東京都島嶼町村会・島嶼
町村議会議長会第１回合同会議出
席（港区）
◦東京都島嶼町村一部事務組合平成
年定例会出席（港区）
◦東京都島嶼町村会・島嶼町村議会
議長会合同意見交換会出席
（港区）

２８ １２
月８日㈫

２．行事・来島者関係
年

年

月

日㈭

◦旭日単光章表彰伝達式出席

平成
平成

年１月３日㈰

◦東京都島しょ保健所三宅出張所新
庁舎内覧会出席（代理：長谷川前
副議長）

日㈰

◦平成 年三宅村成人式出席

平成

年１月

日（月・祝）

◦平成 年三宅村消防団出初式出席

平成

年１月

日㈯

◦三宅島柔剣道連盟鏡開き出席

平成

年１月
年１月

日㈪

◦三宅島警察署武道始式出席

平成
平成

年２月１日㈪

◦阿古漁港日除け雨除け施設視察

平成

日㈰

◦平成 年三宅村功労者表彰式出席
◦希望の鐘を打ち鳴らす会出席

年２月

◦村民の日記念綱引き大会出席

平成

コラム
就任のあいさつ

谷 寿文
石井 肇   

村民の皆様には日頃から三宅村議会に対し
まして、ご理解とご協力を賜り心より感謝申
し上げます。
私たちは、三宅村議会議員選挙後の初議会
において、議員各位のご推挙を受け、議長、
副議長に就任いたしました。誠に身に余る光
栄に存じますとともに、その職責の重さを痛
感しているところであります。もとより微力
ではございますが円滑な議会運営に努め、そ
の使命達成と、村民の皆様へ開かれた議会と
なるよう邁進してまいる所存でございます。
本村は帰島 年を新たな節目として「火山
とともに生きる、新たな島づくり」を目指す
べく、少子高齢化社会に向け、医療・福祉・
教育の充実及び観光・農漁業の振興、人口減
少対策等、厳しい財政情勢の中、山積する課
題に取り組んでいかなければなりません。
これら多様化する問題や村民の皆様のご要
望にお応えすべく、村民・行政・議会がとも
に連携し協働しながら、さらなる三宅村の発
展に向け全力を尽くしてまいりたいと考えて
おります。
今後とも村民の皆様や関係各位の皆様の、
より一層のご指導とご鞭撻を賜りますよう、
衷心よりお願い申し上げ就任のあいさつとい
たします。
三宅村議会議長
三宅村議会副議長

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

平成

年１月

◦離島振興懇談会及び離島振興対策
協議会 と の 合 同 会 議 出 席 （ 千 代 田
区）
◦各関係省庁、衆・参議院議員会館
等御礼 廻 り （ 千 代 田 区 ）

平成

年２月３日㈬

◦みなかみ町・三宅村合同会議出席
（港区 ）

平成
◦全国離島振興市町村議会議長会平
成 年度第２回総会及び離島振興
に関す る 研 修 会 出 席 （ 千 代 田 区 ）

平成

年２月

日㈭

◦平成 年度第３回公益財団法人東
京都島 し ょ 振 興 公 社 運 営 検 討 委 員
会出席 （ 港 区 ）

平成

年２月
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お問い合わせ先

次回定例会は６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

２９

２４

１０

１１

１６

２５

２８

10

２７

※平成 年 月１日から平成 年２
月 日までの議長公務は平野辰昇
前議長による。
２８

◦東京都島嶼町村議会議長会議長協
議出席 （ 港 区 ）
◦東京都町村議会議長会役員会出席
（港区 ）
◦東京都町村議会議長会平成 年度
第２回 定 期 総 会 出 席 （ 港 区 ）
◦行政懇談会出席（港区）

平成

◦小金井市議会表敬訪問
（小金井市）
◦平成 年東京都島嶼町村議会議長
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28
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