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三 宅 村 議 会 だ よ り

平成

議案第１号

日）

年第３回三宅村議会定例会

（会期：９月

で審議された議案
議案第４号

歳入歳出予算の総額にそれ
ぞれ１３７３万円を追加し、
総額２億２７０８万６千円と
なります。
主な内容は、都道改修に伴
う大路第１・第３水源架空線
張替工事等による増額補正で
す。
議案第６号

財産の取得について
ＩＰ告知システム及び機器
更改を行うため、ＩＰ告知サ
ーバー及び付属設備一式を購
入します。

議案第９号

訴えの提起について

議案第７号

財産の取得について

村営住宅使用料滞納者等に
係る最終段階の明け渡し訴訟
についての訴えの提起です。

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

認定第１号

中央診療所のＦＤＰ搭載デ
ジタルＸ線ＴＶシステム及び
Ｘ線一般撮影装置を更新する
ため、新たな装置を購入しま
す。
議案第８号

財産の取得について
中央診療所のＦＰＤ及び画
像診断設備を更新するため、
新たな装置を購入します。

２９

平成 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。

２９

２９

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１号）
歳入歳出予算の総額にそれ
ぞれ 万９千円を追加し、総
額３億４７８７万３千円とな
ります。平成 年度介護給費
支払基金返還金額が確定した
ことによる増額補正です。
議案第５号

平成 年度三宅村簡易水道
特別会計補正予算（第１
号）

29

三宅村営住宅使用条例の一
部を改正する条例
村営住宅の入居収入基準
を、一般世帯の本来階層の月
額 万４千円を月額 万９千
円に引き上げを行います。
議案第２号

平成 年度三宅村一般会計
補正予算（第２号）
歳入歳出予算の総額にそれ
ぞれ６９６１万２千円を追加
し、総額 億２２６４万９千
円となります。
主な内容は、臨時庁舎管
理、職員住宅管理の増額、友
好町村親善桜植栽事業に伴う
整備等による増額補正です。
議案第３号

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１号）
歳入歳出予算の総額にそれ
ぞれ１５３万１千円を追加
し、総額４億６９５５万１千
円となります。
主な内容は、諸支出金の増
加に伴う増額補正です。

同意第１号

三宅村教育委員会教育長の
任命につき同意を求めるこ
とについて

三宅村教育委員会教育長に
加藤一則氏を任命することに
同意しました。

同意第２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平
松勝憲氏が任命されました。
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２５

１２

３０

３０
４６

７９

３０

２１

３０

３０

三 宅 村 議 会 だ よ り

平成３０年第３回三宅村議会定例会

議決結果
審議の賛否

平成３０年度三宅村一般会計補正予算（第２号）

○ ×

議案第３号

平成３０年度三宅村国民健康保険（事業勘定）特別会計補正予算（第１号） ○

○ ○

議案第４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１号） ○

○

○ ○

議案第５号

平成３０年度三宅村簡易水道特別会計補正予算（第１号）

○

○

議案第６号

財産の取得について

○ ○

議案第７号

財産の取得について

○

○ ○

議案第８号

財産の取得について

○

○

○ ○

議案第９号

訴えの提起について

○

○

認定第１号

平成２９年度三宅村公営企業会計決算の認定について
⑴平成２９年度三宅村旅客自動車運送事業会計歳入歳出決算

○ ○

同意第１号

三宅村教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて

○

○ ○

同意第２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

○

○

○

○

○ 可決

○ ○

○

○

〃

○ ○

○

〃

○

○

○

〃

○

○ ○

○

○

〃

○

○ ○

○

○

〃

○ ○

○

〃

○

○

○

〃

○

○ ○

○

○

〃

○

○ ○

○

○ 認定

○ ○

○ 同意

○

○

○

○

○ ○

○

○ ○

※表中の記号：○…賛成
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議決結果

議案第２号

大作

○ ○

平川

○

光夫

三宅村営住宅使用条例の一部を改正する条例

水原

靖江

議案第１号

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

交換を行わないまま、次のス
テップに進むつもりでしょう
か。
答 観光産業課長

果を見て、それから議論をし
て決めていきたいと思ってお
ります。
今ある資源を活用すると
再
いうアイデアですが、大
久保浜にある火力発電施設、
その冷却水をポンプでくみ上
げて、小・中学校や避難施設
エリアで温水プールとジャグ
ジーを建設し、島民や観光客
に開放するというアイデアは
いかがでしょうか。
小・中学校の屋外プールは
夏の期間、一カ月半くらいし
か利用しないにもかかわら
ず、維持管理だけで膨大なメ
ンテナンス費用がそれぞれに
かかっています。老朽化した
小・中学校新設事業について
は、前回の定例会でお話し
た、校舎、体育館、プールな
どをまとめていく計画であれ
ば、プールについては全天候
型の温水プールにして、ジャ
グジーなどを併設し、公共施

設として一般開放する。温泉
掘削事業に１億円かけたとい
う規模から考えたら、こちら
の方が全く現実的です。
答 村長

２．無人運転バスの計
画について

一つの意見としてお聞きし
ておきたいと思います。
問

平成 年第１回定例会に
て、無人運転バスの質問をし
ました。今年度の事業とし
て、無人バスの運行実験が三
宅島の中で行われるというこ
とですが、事業主体の詳細と
実施時期について、説明をお
願いいたします。
答 観光産業課長

ハイブリッドのバスは都
再
でもすでに実験運転され
ていて、今、災害地などで
は、１つのバスが体育館３日
分の電源を補填する。全国で
災害が起こっている中で、三
宅島も導入ができるといいか
なということと、自分で運転
できない方とか高齢者の方も
含め、避難のときに活躍する
のが実はバスだったりするの
で、そこをうまく村の中に整
備事業として取り入れたらい
いなと思います。

３．オリンピック・パ
ラリンピック気運醸成
問
事業のボルダリング大
会について

大会について決まっている
ことを教えてください。

答 観光産業課長

ボルダリング大会について
は、三宅村オリンピック・パ
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～５人の議員が一般質問～
沖山
議員

１．温泉の掘削事業に
ついて

住民への説明については、
今後、機会を捉えて報告した
いと考えております。
また、今後同じ場所で掘削
するか、検討するかについて
は、今回の補正予算で調査費
を計上しておりますので、現
在の場所の周辺の専門的な再
調査を行い、その結果を踏ま
えて、今後、議員の皆様にも
ご意見を聞きながら、方針を
決定していきたいと思いま
す。

２９

本事業については、東京都
産業労働局と東京都観光財団
が行う事業となっており、７
月末に事業説明がありまし
た。
今年度は三宅島を自動運転
の認証実験の場として、関係
者一般のモニターツアーと島
民試乗体験が 月中旬に企画
されています。バスについて
は 人乗りのトロリーについ
て、今崎海岸で試乗を予定し
ており、また４人乗りの車に
ついては、三宅村交通公園に
おいて試乗体験を計画してい
るとのことです。
１２

答 村長

調査をした結果に基づい
て、あそこに場所を設定して
やったわけです。途中までや
って、議員の先生方にお諮り
して、もう少し掘ってみよう
という話し合いのもとに、掘
られたわけです。
ですから、あそこでやめる
とか、継続するとかというこ
とではなくて、まず調査の結

１６

問

２年間にわたり調査予算か
ら掘削予算まで、約１億円と
いう膨大な予算で行ってきた
温泉事業です。現在得ている
事業結果が、４００メートル
掘って ・８度、温度の低い
限りなく海水に近い成分の温
泉、議会もこの２年間承認し
てきた責任は重く受け止め、
膨大な事業損害を三宅村の事
業が負ってしまっていること
について、住民への説明責任
があると思っています。
三宅村は、住民説明、意見
２３

三 宅 村 議 会 だ よ り

ラリンピック対策本部会及び
幹事会において協議の結果、
大会名を三宅島ボルダリング
大会２０１９として、平成
年２月 日土曜日に開催する
ことが決定しました。現在、
大会に向けて関係機関との調
整、協議に入っており、今
後、詳細を詰めていきます
が、まずは大会開催の実施の
周知をホームページやＩＰ電
話、ＩＰ告知端末、またはツ
イッターなどを活用して、告
知したいと思います。
今年の２月大会ゲストで
再
来島した野中生萌さん
が、ワールドカップ年間優勝
に輝きました。昨年、テレビ
取材で来島された野口啓代さ
んもアジア大会で金メダルに
輝きました。現役のワールド
カップ１位、２位が三宅島に
来ていること、これはものす
ごい追い風だと思うのです。
オリンピックの気運醸成とい
うことでは、アジア各国のキ
ャンプ地としての誘致もある
と思います。これについては
いかがでしょうか。

答 村長

４．交流人口増加に向
けた取り組みについて

答 観光産業課長

交流人口をふやすポイント
は２つだと思っていて、一つ
は観光客をふやすこと、もう
一つは過去に三宅島に住んだ
ことがある方、三宅島に親族
が住んでいる方、三宅島に住
所のある事業者で仕事や調査
など、長期、短期で滞在する
人たち、これらの方たちに何
らかの施策を投入することで
す。
１つ目の観光客をふやすこ
とは、何度も定例会で議論し
ましたが、危機感を持ってど
うしたら観光客がふえるの
か、観光関係者が集まり、議
論し、具体的な打ち手をコツ
コツと実行していくしかない
と思っています。

問

町村会でも、今年度、積極
的にやっております。外人相
手というのは非常に条件が難
しそうです。実際にどういう
条件でこっちの受け皿をそろ
えたらいいのかというところ
をもう少し研究をしてみたい
と思っております。

３１
年間を通じて観光客増加の
ための対策としては、有人国
境離島法やそのほかの補助制
度などを活用したイベントや

ツアーの実施を進め、さらに
三宅島ならではの魅力的な大
自然の活用をした行事や火山
観光ツアー等を関係団体と連
携して企画するなど、他島に
はない新しい取り組みを進め
たいと思っております。
交流人口をふやす、もう
再
一つの方法があります。
それは、仕事で滞在する方、
過去に島に住んだことがある
方、内地に住む島民関係者、
これらをどう取り込むかで
す。島内に住所のある店舗や
事業者に限り対象とする考え
方で、領収書を役場に持って
きたら、島民割引との差額を
補助しますという制度、島外
の事業者は普通に経費精算し
てくださいということです。
さらに、過去に三宅村に住ん
でいたが、噴火で戻れなくな
った方、三宅村の小中高の教
職員や都の職員で、支庁や保
健所、診療所などに勤めてい
た方、過去の住民履歴で判断
する過去島民の方、家族や兄
弟、義理の家族など、島内在
住者の何らかの近い関係にあ
り、墓参りのために来島、義
父母が孫の運動会や演劇発表
会などに会いに来るなど、島
内在住者との関係性を記入
し、交通手段の領収書を役場
に持っていくと島民ファミリ
ー割引として差額を補助す
る。交流人口をふやすために

これらの割引制度について、
導入を考えてみてはいかがで
しょうか。
答 観光産業課長

ファミリー島民割引等の制
度について、航路及び航空路
の住民の割引は、島で生活す
る島民に対する補助ですの
で、出身者や関係者等島外に
生活の拠点のある方の助成
は、難しいと考えておりま
す。
答 村長

我々首長の中でも、観光客
を呼ぶには、島民だけではだ
めだと、結構話題にはなって
いるんです。しかし、まだそ
れを具体化するところまでは
いっておりせん。内閣府に
は、そういったところへも目
をつけて、概算要求をしてい
るところですので、ご理解を
いただきたいと思います。

１．大路池の洗浄につ
いて

議員

佐久間正文

問

２０００年の噴火によって
汚れて、ブラックバスやブル
ーギル、その他の外来生物に
よって大路池の水が汚され、
深刻な状況になっております。
朝日新聞によりますと、各
地でブルーギル、ブラックバ
スの退治が行われ、成果を上
げています。大路池の水は、
前回の答弁にありましたけれ
ども、水源地となっており、
環境省との協議をすると答弁
がありましたが、協議はされ
ましたか。

答 企画財政課長

環境省と協議しています。
自然公園法の特別保護地区で
あることから、ある程度の制
限は課せられますが、駆除方
法についての協議はしており
ます。
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２３

三 宅 村 議 会 だ よ り

ております。
島内においても一生懸命や
っていることはよくわかって
おりますが、 分でも 分で
も 分でも短くする方法があ
ればと思います。
答 医療担当課長

行われるよう配慮を行ってい
ます。
今後も見直しを行い、都内
搬送時間短縮による安心・安
全な医療提供を図ってまいり
ます。

恐らく現在のシステムで
再
は医師の確保が大変だと
思います。
医師の確保をあらかじめし

医師のシフトもそう対応
再
していただけることで、
１分、２分でも短縮できるよ
うに努力していただき、三宅
島のみならず、伊豆諸島にお
けるヘリの要請についての短
縮を進めていただくよう、要
望します。

ヘリ搬送の添乗医師は、自
治医大卒業医の中でシフトを
組んで対応しています。
患者が発生したとき、医師
のセカンド、サードまでは決
定していると聞いています。
従前よりシフトを組んで医師
は確保されていると認識して
おります。

答 医療担当課長

分からやっぱり 分の
再
短縮は、大変なことだと
思います。
それによって命が、
たかが 分とは言えないとき
があると思いますので、これ
が 分ということになれば非
常にありがたいと思います。
中央診療所以外で短縮が考 ておくシステムを、マニュア
えられるとしたら、あります ルの中に組み込んでいただけ
ればと思いますが、いかがで
か。
すか。

２０

ヘリ搬送の要請につきまし
ては、先ほど申したマニュア
ルに基づいてそれぞれの担当
ごとに行われていますが、昨
年、東京都伊豆諸島４支庁総
務課長会議でも、同様の内容
が検討されたということで、
支庁の中でも検討されている
と思います。
支庁と連携をとりながら、
こちらでできること、
また、
お
願いしていくことを整理しな
がら、短縮に向けて努力して
いきたいと考えております。

答 医療担当課長

１０

大路池は水源と位置づけ
再
られていますが、いろい
ろなものが蓄積されて汚れて
います。その水をろ過するた
めに多くの薬品が使用されて
おりますが、飲み水としては
結論的には飲んでも安全であ
り、心配ないということでし
ょうか。

秋田県はため池と、河川。こ
れはたまっている水ではなく
て動いている水ですが、そこ
にも仕掛けて、大きな駆除を
成功しているということで
す。
比較的簡単な方法で、お金
もかからないで駆除をする方
法で、具体的な図解の写真が
載っております。ぜひともト
ライしていただければと思い
ます。
答 企画財政課長

その方法等について、後ほ
どお伺いしたいと思います。

２．ヘリコプター要請
について

１０

１０

２０

３０

２０

島内で急患が発生した際に
は、東京都福祉保健局で作成
し、島しょ救急患者搬送内部
マニュアルに基づき、
診療所、
三宅支庁、東京消防庁、海上
自衛隊、東京都福祉保健局、
後は収容先の病院で協力、調
整を行い、都内まで救急患者
の搬送を行っています。
現在、診療所で医師が要請
が必要と判断し、都内収容病
院までは、天候等によります
が、平均で３時間から４時間
ほどかかります。
今年１月 日、診療所所内
会議において、短縮が可能な
項目の洗い出し、休日、夜間
に従前は事務を介して行って
いた要請書の発信を、看護
師、医師から送信できるよう
にマニュアルを整備しまし
た。数カ所に送付するファッ
クスの短縮ダイヤルを設定
し、 分から 分の時間短縮
を図っています。
高齢独居の方は、ふだんの
診察時から島内のキーパーソ
ンの聞き取りを行い、カルテ
に記載することで急な搬送時
の付き添い人の確保が円滑に
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答 地域整備課長

６４

１０

２３

２０

問

三宅島のみならず、伊豆諸
島全体にかかわる問題だと思
っておりますが、緊急ヘリを
要請する場合は、状況は少し
違うとは思いますが、救急車
を要請し、医師が判断し東京
都へ、さらに支庁へ、昼間は
消防庁、夜間においては自衛
隊のヘリが来ていただけるこ
とになっています。
要請してから、ヘリが来て
東京の病院に行って医者に診
てもらう時間が長く、かなり
時間がかかっており、三宅島
に来る時間を短くできないか
と。もう 分、もう１時間早
かったら命が助かったのでは
ないか？とそういう話を聞い
３０

大路水源の水については、
適正に検査をして、年間、
月、それから、職員が直接の
検査を実施しており、基準を
きちんとクリアをしておりま
すので、安全です。
ブラックバスの汚れから
再
用水へ話がいきました
が、ブラックバスの影響があ
るかどうかということです
が、これも実際にははっきり
したデータがないと言われれ
ばデータがないと思っていま
す。
平成 年、調べられた結果
が出て、大路池そのものも汚
れたと出ておりました。
朝日新聞に宮城県の伊豆
沼、稚魚１０７万匹の駆除に
成功、ボランティア組織のバ
スターズは、長野県の青木湖
で、捕獲 ％の成果、皇居外
苑のお堀、ここは水を抜いて
ブラックバスの駆除 匹、ブ
ルーギルを１３００匹捕獲。
１５

７０

三 宅 村 議 会 だ よ り

３．
防 集 団 地 の 進 捗（ち
問
ょく）状況について
昭和 年の噴火以来、今年
で 年目を迎えます。平成
年６月 日の第２回の定例会
に、その質問をさせていただ
き、その後、説明会も開いて
いただきました。
その後の進捗状況、２回目
の説明会を開いていただい
て、防集団地にお住まいの方
の今後の対応について説明を
していただければ、解決策に
なると思いますが、いかがで
しょうか。

だきたいとあり、今回の補正
予算に不動産鑑定の評価業務
委託料を計上したところで
す。
村では不動産鑑定後、引き
続き国交省、東京都と協議を
進め、補助金返還で対応でき
るような道筋をつけた上で、
できれば年内には改めて土地
の購入について説明会を開催
できるよう努力してまいりた
いと思います。

大作
議員

１．高齢者の医療、介
護保険料について

平川

問

私からは介護保険関係につ
いて、現役世代並みの所得の
ある方については、本年８月
１日より２割から３割に負担
割合の変更を行ったものです。
三宅村では、具体的には３
人の方が２割から３割に変更
となりましたが、約 ％の方
は従来どおり１割負担のまま
であることから、見直しによ
る影響は極めて限定的である
と考えております。

答 福祉健康課長

から約２倍になっています。
医療でも介護でも患者、利用
者の負担がふえているのが現
状です。
介護保険の本人負担が２割
から３割に引き上げられた
り、高額医療制度の上限が改
訂され、本人負担がふえるこ
とが予想される。本村におい
てはどうなのかということ
と、この影響をどう考えるか
お聞きしたい。

高額医療制度について説明
させていただきます。
高額医療制度は、医療期間
や薬局の窓口で支払った額
が、一月、月の初めから終わ
りまでで上限を超えた場合
に、この超えた金額を支給す
る制度となっております。
この制度の改定が本年８月
に始まったものですので、今
後の状況を注視してまいりま
す。

答 村民課長

この介護保険料、３割負
再
担の利用者が２年以上滞
納すると、滞納者に対する罰
則として４割にするという条
項が盛り込まれています。
高齢者ですから、本当に明
日がわからないという状況化
に常に置かれているわけです
から、ぜひとも細かい対応を
していただきたいと思います
が、どうでしょう。

答 福祉健康課長

滞納者に対する措置です
が、これは従来からの措置で
す。
３割の方が滞納の上、消滅
時効となった以降には、同様
に利用者負担を４割、保険給
付を６割とする措置で、税の
公平性からしてこれは当然の
措置であると考えておりま
す。
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答 企画財政課長

早い時期にいろいろなこ
再
とを努力されて、説明を
していただければ、防集団地
にお住まいの方も不安が解消
できると思います。 年とい
うのは非常に長い期間だと思
います。
一定の条件をきちんと決め
ていただき、説明していただ
ければ安心ができるかと思い
ますので、よろしくお願いい
たします。
答 企画財政課長

安倍政権は８月１日から高
齢者が医療、介護サービスを
利用した際の自己負担を一部
引き上げました。一定以上の
所得のある人の介護サービス
料の本人負担が２割から３割
に引き上げられました。
医療制度でも、自己負担額
に上限を設けた高額医療制度
が改定され、負担がふえる高
齢者が生まれることになりま
す。
どちらも国民の暮らしに大
きな打撃を与えます。昨年８
月に続く引き上げで、以前の
上限額に比べ６，０００円増
の１・５倍にはね上がってい
ます。
歳から徴収される介護保
険料は、現役世代も高齢者も
繰り返し値上げされてきまし
た。２０００年の制度開始時

９７

２８
土地の払い下げはもちろん
ですが、建物の件についても
いろいろな条件があろうかと
思いますので、個別な相談も
踏まえて、さまざまな状況を
想定し、対応できるような資
料をそろえ、説明会を開いて
いきたいと思います。

３５

５８

１５

防集団地については、前回
の説明会の後、土地の購入希
望者がいる現状を踏まえて、
まずは財産処分払い下げの方
法について国交省、東京都と
協議を行ってきました。
前回の説明会の時点では国
は現在の評価額で払い下げた
いというような説明を受けて
おりました。
しかし、今の時点では、国
も当時かかった補助金ですか
ら、考えれば今の評価額より
も安くなるのではないかと、
返還の方向で今進んでおりま
す。
国交省からも当時の補助金
と比較、検討資料として、現
在の防集団地、３団地の、不
動産鑑定額の提示をしていた

４０

３５

三 宅 村 議 会 だ よ り

保険料の納付については、
ケースによっては分納誓約に
よる納付も可能ですので、窓
口に直接ご相談いただければ
と思います。

問２．グループホーム
について

認知症の患者自体がコミ
再
ュニケーションがとれる
ような場所が必要だと考えて
います。
老人ホームに入る人がいっ
ぱいになったときに考えるの
ではなくて、今考えておけば
入る人を減らすことができる
と思います。この認知症のグ
ループホームを、ぜひとも考
えていただきたいと思いま
す。
答 福祉健康課長

認知症高齢者グループホー
ム、あるいは認知症対応型通
所介護というものがあります
ので、それらについてまずは
慎重に研究を進めてまいりま
す。

看護師の住居は現在どうな
っているのか。中央診療所の
近くに確保されているのかと
いうことと、今後の構想につ
いて聞きたい。
答 医療担当課長

居住地区は、伊豆地区に１
人、伊ケ谷地区に１人、阿古
地区３人、坪田地区に３人と
なっています。
正職員、看護師の欠員補充
として、２人の非常勤看護師
を雇用しています。こちらの
職員については、伊豆地区で
１人、伊ケ谷地区で１人とい
う形で居住しています。
今後の医療職の住宅につい
ての構想としては、災害時の
診療所事業継続等を踏まえつ
つ、診療所の建てかえや老朽
化する医師住宅等とあわせ、
慎重に検討してまいります。
問 ４．椿山住宅について

椿山住宅に行く機会があり
ました。そのとき、居住者と
話す機会があり、風呂がない
ことを聞いてとても驚きまし
た。
シャワースペースがあれ
ば、風呂桶を置くことは可能
ではないかと考えます。
仕事の疲れをとるには風呂
が一番です。シャワーか風呂
かどちらかを選択できる条件
を整えるべきだと思います。

職員の住宅として認識して
いますから、消防などの職員
が居住しているのではないか
と思います。消防本部の職員
も、看護師同様、ベストな状
態で仕事に従事してほしいも
のです。
居室は幾つあって、お風呂
は幾つあり、シャワーのみの
部屋は幾つあるのか。
答 総務課長

椿山職員住宅の使用可能な
戸数ですが、現在 戸です。
うち風呂つきが９戸、シャワ
ーのみは６戸という現状で
す。
村営住宅へ転居した例もあ
りますので、相談等があれば
持ち合わせの情報を随時提供
することはでき、そういった
ことを職員の皆さんにＰＲし
ていきたい。

今やりくりしても先々は
再
その必要性が出てくると
思います。先延ばしでなく、
よく働いてくれる職員のため
にも、何とかお風呂を実現し
ていただきたいと考えます。
答 総務課長

建物自体の将来性というと
ころも見ながら、今後の対応
を考えていきたい。
村営住宅にも当然、職員で
も入れますので、職員の皆さ
んには選んでいただける方法

もあるということで周知をし
ていきます。

今、総務課長が言われま
再
したので、借りる方も気
は楽になったかと思います。
使えるだけ使うように、あ
る程度のお金はかけることは
必要だと考えます。ぜひとも
前向きな検討で今後取り組ん
でいただきたいと思います
が、どうでしょう。

答 総務課長

５．バス停留所につい
て

職員住宅については、その
他いろいろ諸課題抱えており
ますので、そういった中、一
つの課題ということで捉えて
おります。
引き続き、どのような方法
をとっていくのか、検討して
みたい。

問

いまだバス停留所に椅子を
置いてくれという要望が多い
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問

当然、本人の意思を尊重さ
れるべきだと考えますが、あ
じさいの里に入るほどでもな
い人が一緒に住んでいただい
て、楽しく余生を送っていた
だくような施設がぜひとも必
要ではないかと思います。そ
うすることで、あじさいの里
に入所する人が減ると思いま
す。同時にヘルパーの移動の
負担も減ります。
この施設の必要性をどう考
えるか、お聞きします。
答 福祉健康課長

３．看護師の住居につ
問
いて

独居高齢者を目的としたグ
ループホームについては、制
看護師の住居も診療所の近
度自体がありません。グルー くに必要だと考えます。
プホームには２種類あります。
１つ目は認知症対応型共同生
活介護でして、認知症高齢者
を対象とした介護保険サービ
スの一つとなっています。
２つ目は、障害者総合支援
法に基づく共同生活援助とな
り、いずれも独居高齢者を対
象としたものではありません
ので、適していないというこ
とになります。

１５

三 宅 村 議 会 だ よ り

が、可能かどうかお聞きした
い。
答 観光産業課長

バス停留所への椅子の設置
については、設置にかかる経
費や設置後の維持管理など、
いろいろ問題がありますの
で、現状では設置は難しいも
のと考えております。

光夫
議員

１．残土処分場の用途
計画について

水原

問

どのような形で残土処分場
の跡地利用について進めてい
るのか。観光緑地として整備
することが望まれますが、そ
の考えはあるのか。三宅島に
おいては、公園は整備されて
いないのが現状ですが、今
後、観光客の集客の場として
この跡地を、広大な敷地を都
立公園として整備することが
望まれます。
よって、東京都及び関係機
関に対して、早期にこの公園
整備に向けた陳情活動を行う
意思があるか、お伺いいたし
ます。
答 地域整備課長

出を防止するための整備を計
画しています。
跡地利用については、ご提
言の観光緑地も含め、別途検
討していく必要があると考え
ております。
三宅島にはきちんとした
再
公園はいまだ整備されて
いません。ですから、この広
大な跡地を緑地公園としてぜ
ひ活用していただければと思
いますが。
答 村長

跡地利用については、まず
は安全確保第一ということ
で、その点は急いでやらなけ
ればと思います。
都立公園については、別
途、今、都立公園の候補地を
挙げて、ここをぜひ都立自然
公園等にしてもらえないかと
いうことを要望したり、いろ
いろな議員の方にも働きかけ
ているところですので、また
いろいろな機会にそういった
議論をしていきたいとは思い
ます。
この広大な土地を利用し
再
て、ぜひ緑地公園として
活用できれば、また、観光客
の集客の場として、島でゆっ
くり休める場を設置できれば
と思います。いかがでしょう
か。

答 村長

公園整備については、今後
検討していきたいと思いま
す。

２．村有財産である各
ついて

問 施設の管理の在り方に

本庁舎は三宅村の玄関口で
もありますが、現状を見る
と、玄関前は雑草が生い茂っ
ており、景観上からも非常に
見苦しい状態となっておりま
す。
また、都道脇の植え込み地
帯は早急に整備することを望
むとともに、その地帯に花木
を植栽してはいかがなもの
か。花いっぱい運動の一環に
もつながると思われます。
また、駐車場は、災害時の
避難場所になっているので
は。常に災害発生を念頭に、
安全に避難できるよう早期に
環境整備を図ることが必要で
あると思われます。次に、児
童公園の管理状況を見ます
と、敷地内は雑草が生い茂
り、遊具においても危険な状
態がうかがえます。安全に利
用ができ、美化の保全と環境
づくりが必要ではないでしょ
うか。
また、公園内に故浅沼稲次
郎氏の生家が存在しておりま
す。現状を見ますと、このま
まの状態で放置していると、

家屋もいずれは朽ちてしまう
おそれがあります。きちんと
管理することが必要であると
思われますが。

答 総務課長

本庁舎周辺の草刈り等の環
境整備については、年に一、
二回程度、計画的に行ってい
ます。
また、都道沿いに花木の植
栽ですが、何か植栽できれば
いいのか考えております。観
光客の目に入るところですの
で、環境整備には十分努めた
いと考えております。

答 福祉健康課長

児童遊園の除草関係です
が、本年度は委託先に対し
て、年度当初にあらかじめ年
間の除草希望時期を示し、計
画的な事業実施を依頼してい
ます。
また、児童遊園の稲次郎の
生家ですが、換気等も含め年
間で委託しています。
遊具類については、自主的
に安全点検を実施し、遊具の
安全性を確保するために、都
市公園における遊具の安全確
保に関する指針を参考とし日
常点検を実施していきます。

先ほどの花木の植栽につ
再
いても、村で責任を持っ
てやるということも必要です
が、例えば、ボランティア等

―9―

Ｕ字溝等の廃材の利用で
再
あれば、置くだけでいい
んじゃないですか。
そういう廃材の利用を含め
て、利用者の方と打ち合わせ
していただくことはできませ
んか。
答 観光産業課長

ベンチの設置等について
は、東京都の道路占用許可基
準もありますので、その辺を
照らし合わせながら何かいい
方法がないか、今後研究して
いきたい。
できるだけ早い期間に設
再
置できればと思います。
どうでしょうか。
答 観光産業課長

道路の占用許可の基準等が
ありますので、それも照らし
合わせながら研究してまいり
ます。

平成 年度以降残土処分場
の安全を確保するための措置
として、法面の土止め対策
や、排水の処理などの土砂流
３２

三 宅 村 議 会 だ よ り

を募って植栽の苗木を寄贈し
てもらうなどして、適当な花
木を入れて、環境整備を図る
ことも必要かと考えます。
また、児童公園の管理につ
いて、子供を遊ばせるには、
現状としては非常に好ましく
ない状態であり、早急に整備
されるよう強く望みます。
また、故浅沼稲次郎さんの
生家の建物も、現状を見ます
とかなり荒れている状況で
す。これは先ほど委託をして
いるということですが、これ
は年に何回しているのか。
特に、生家に故浅沼稲次郎
氏の遺品の展示等をし、観光
客の集客の場としても価値が
あるのではないかという感じ
がしますので、その辺を含め
て再度質問します。
答 総務課長

ボランティア等による植栽
ということですが、村として
はさまざまなことを考え、植
栽については進めていきたい
と思っております。
どういう方法でできるのか
検討し、実現に向けて努力し
てまいります。
答 福祉健康課長

児童遊園の除草関係です
が、早急な対応をということ
で、この９月下旬には着手と
確認できております。

また、故浅沼稲次郎氏の生
家の換気の程度は、月２回換
気、簡易な清掃を含めて依頼
をしているところです。
また、必要な修繕も箇所が
ある場合は、年度内予算の範
囲内で実施したいと考えてお
ります。
活用方法についてご意見が
ありましたが、公園全体の活
用も含めて今後検討したいと
考えております。
庁舎の管理については、
再
鋭意美化に向けた活動を
進めていただきたいと思いま
す。
また、児童公園及び生家の
管理についても、故人の意思
に背くことのないよう、十分
な管理を進めていただければ
と思います。

３．宅急便の冷蔵・冷
の改善について

問 凍品の取り扱いと配送

現在、島外から冷凍・冷蔵
製品を送ろうとしても、それ
らの整備が整っていないとい
うことで、宅急便が受け付け
てくれない状態となっており
ます。これらの改善はできな
いものか。
また、郵便物及び宅急便を
島外から発送すると３日間を
要しております。以前は翌日
配達がされていたと思われま
すが、これらの件について。

郵便局及び宅急便等の事業者
に対し、改善の要望をすべき
と考える。
答 企画財政課長

宅急便の冷蔵・冷凍品の配
送については、大島、八丈島
についてはヤマト運輸の支店
があるということで対応が可
能となっているようですが、
三宅島は支店がないというこ
とで委託で対応されていると
いう現状となっています。
これは、民間事業者の運営
となっておりますので、改善
を直接要望するというのはい
かがなものかなと思っており
ます。
また、郵便物と宅急便の配
送にかかる日数ですが、これ
は問い合わせしたところ何ら
方法、日数も変わりはないと
いうことです。
円滑に発送できるような
再
仕組みを業者と協議して
いく必要があるのかと思われ
ます。この現状は何とか打開
し、あくる日に配達をできる
ような仕組みができないかど
うか、特に、その辺の実現に
向けて配慮を願えればと思い
ます。
答 企画財政課長

宅配便の案件については、
やはり三宅だけではなくて、
新島、神津、御蔵も全て委託

でというところで、三宅の委
託業者に訪ねたところ、その
ような方向に行くように今調
整中という話ですので、今後
は他島との状況も見ながら対
応の仕方を考えていきたいと
思っております。

業者と協働して、早期に
再
改善できればと思ってお
ります。郵便局で生ものと言
いますと、受け取ってくれま
せん。宅急便も同じです。で
すから、その辺を何らかの形
で考えていければと思ってお
ります。ただし、郵便局につ
いては、チルドの制度があり
ますが、割高になっておりま
すので、その辺も改善できれ
ばと思っております。
答 企画財政課長

料金の問題ですが、業者側
も、そのような施設にすると
さらに料金が上がるのではな
いかという懸念もあるとは聞
いております。
ただ、
大島、
八丈島も実施し
ていることなので、できるだ
け努力したいという形で、こ
ちらの委託業者も打ち合わせ
をしているようなので、それ
に期待をしたいと思います。

ぜひ早期に実現できるよ
再
う、業者と連携をとって
早期に改善されるよう、お願
いします。

石井

肇

議員

問 ごみ収集について

私は、ごみ収集について伺
いたいと思います。
近年、住民の高齢化が進
み、高齢者のひとり暮らしの
家庭がふえ、集積所までごみ
を運ぶことが非常に重労働と
なっております。
ごみ出し作業が困難な方々
を対象に、玄関先で委託業者
が回収する、ひと声収集を今
でも思っておりますが、現時
点での実現は難しいようです。
現状では、高齢者や体の不
自由な方々からのごみ出しの
要望がありますか。どのよう
に対応しているのか、伺いま
す。

答 福祉健康課長

高齢者や障害を持つ方々を
対象にしましたごみの収集に
ついて、現状と今後のあり方
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について、お答えさせていた
だきます。
本件については、昨年第２
回定例会でもご質問いただい
ておりますが、重ねてのご質
問で、やはり重要な課題であ
ろうというふうに認識してい
るところでございます。
第７期三宅村高齢者保健福
祉計画、これを本年３月に策
定しましたが、そのときの
歳以上の方を対象とした高齢
者実態調査では、ごみ出しが
１人でできるかとの質問に対
しまして ・５％の方が「い
いえ」と回答されておりま
す。
このことから、決められた
収集日と時間に出すことが困
難であり、また、支援を要す
る多くの方がいることがわか
りました。
また、介護保険サービスの
居宅介護支援、こちらを利用
されている方の約半数の方
は、ごみ出しを支援の一つと
１０

５８

うな今後のあり方、今後どの
ようにしていくのか、構想を
練っている途中だと思います
が、お話し願いたいと思いま
す。
答 福祉健康課長

自治体によりましては、直
接行政がごみを収集している
ようなところも全国の中には
ございます。ただ、その中に
はやはり非常に対象者が増加
して、財政的に困難である
と、これ以上の継続は困難で
あるというような報告も多々
あるところでございます。
そうした中で、本村に最も
適した形は何かというところ
で、現在の構想でございます
が、先ほどもちらっと申し上
げましたが、やはり支援を必
要とされる方々の拠点となる
ところは地域包括支援センタ
ーであろうということから、
現在、配食サービスについて
は特別擁護老人ホームで委託

をし、見守りもお願いしてい
ると。
また、現在、村で直接実施
しているところの見守り事業
があるわけですが、こちらに
つきましても、やはり委託を
することによって支援の必要
な皆さんに対して一体的な支
援ができるのではないかと。
また、情報も一括して共有で
きるのではないかというよう
なことから、それらに対して
有効な都の補助事業を含め
て、現在どういうような制度
設計ができるかというところ
を、地域包括支援センター含
めて、関係機関と制度設計に
向けて協議を進めているとこ
ろでございます。

先ほど課長がおっしゃら
再
れたとおり、第７期三宅
村高齢者保健福祉計画で、実
態調査の結果、４３０世帯中
・５％の方がごみ出しがで
きませんと、苦労していると
思います。この ・５％とい
う数字が重いのか、軽いの
か、ここのところを皆さんで
いい知恵を出し合って、この
・５％の方々が楽してごみ
を出せるようなことを、実現
に向けてやっていきたいと思
いますので、どうぞよろしく
お願いします。
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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いますので、この点も含めま
して、どういう形でごみ出し
の支援をしていくのがよいの
か、その制度設計を含めて、
地域包括支援センターを含め
て、今後制度設計をしてまい
りたいというふうに考えてお
ります。
今のお答えですと、ヘル
再
パーさんが家に持ち帰る
ことも多々あるという、これ
は事実のようでございます。
ですから、あまりヘルパー
さんのほうに負担がかからな
いような方法をということを
今、考えております。
次に、今後のあり方でござ
いますが、やはり昨年の２月
の定例会で、福祉健康課長は
支援を必要とする独居高齢、
あるいは老老介護世帯などに
おけます生活支援の一つとし
て、ごみ出し問題があるとい
うふうに私どもも認識してい
るところでございます。ほか
の自治体でも課題となってお
りまして、先進事例等もある
ことから、それを参考にしな
がら自助、互助、公助、こち
らを基本に、本村に最も適し
た仕組みづくりにつきまし
て、来年度中の実施につきま
して、検討してまいりたいと
考えておりますと、このよう
に答弁されておりますけれど
も、本当に先進事例等もござ
いましたら、それに見合うよ

１０

して利用されているという実
態でございます。
村といたしましては、高齢
者の方を対象とした既存の配
食サービス、また、見守りサ
ービス、これらと関連づけた
サービスを、都の補助事業を
活用しながら新たに創設でき
ないか、現在、地域包括支援
センターなど、関係機関と来
年度中のスタートを目指しま
して、現在協議を進めている
ところでございますので、よ
ろしくご理解のほどお願いい
たします。

現在は社会福祉協議会に
再
よる、介護員が訪問介護
のときにごみ出し等をしてい
ると聞いております。
午前中の訪問の方なら間に
合うのですが、午後からでは
もう回収車が行ってしまい、
介護員が持ち帰り、自宅のご
みとして出していると聞いて
おります。このことについて
は、いかがでしょうか。
答 福祉健康課長

ヘルパー利用者 人のう
ち、約 人の方が今お話のご
み出しを利用されておりま
す。
そうしたことから、今お話
のありましたとおり、実際に
午後、自分の自宅等へ持ち帰
って、ということは、私ども
は承知しているところがござ
３０

１０

１０

６５
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三宅村
人

口

２，６８５人

２，５０３人
世 帯 数

１，２６３世帯

１，６４１世帯
高齢化率

４０．７９%

３９．３１%
面

１９，７３５㎢

５，５２７㎢
予算規模

４９億８，３００万円

４５億３，２２３万５千円
議員定数

１０名

８名

（※平成30年8月現在）

積

平成 年３月の東北震災の
際は、福島県から ㎞と ㎞
の間に位置し、多大な震災に
よる爪痕は今なお残されたま
まの状態です。また、人口推
移にしても、昭和 年を境に
減少しており、上記の人口と
なっていました。今回の調査
項目は、大まかに４項目を主
題に調査依頼を行い、それを
もとに意見交換等を行いまし
た。

帰村を促しているとのことで
した。また、帰村の住宅改築
費補助制度と民間アパートの
建設補助制度の確立がなされ
ていました。

⑵空き
 家対策及び復興支援事
業の実情と実績について

く生産拡大を行っているとの
こと。
また、現在、農業での取り
組みとして「そば」の栽培を
はじめ、ハウスぶどう・ワイ
ンぶどうの栽培などがありま
した。その他には、タラノメ
生産組合を立ち上げ、新たな
ブランドの生産への取り組み
などが紹介され、新たな特産
品の開発と販売促進に向けて
発展を目指しておりました。

⑷地域資源を生かした地域づ
くりへの取り組みについて

田ノ入工業団地「新生かわ
うち」を象徴する工業団地や
居住エリアの造成地イノベー
ション・コースト構想に基づ
き研究拠点の適地として提
供、企業誘致を積極的に進め
ており実績を残しています。
離島と陸地での違いはかなり
あると考えるが、村としての
積極的な施策推進の絶え間な
い努力が伺えた。
川内村と本村との共通する
事項は多々ありますが、お互
いの事情をよく理解され、活
発な意見交換を行うこともで
き、本村のおかれている状況
も理解をいただきました。

また、意見交換の終了後、
議会議長・議会事務局長の計
らいにより、 ㎞内の帰宅不
可地域である富岡地区へ案内
していただきました。また、
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２０

⑴川内村の定住促進対策の取
り組みと支援について

福島県では、福島県空き家
ふるさと復興支援対策事業
（空き家の修繕などの支援事
業）補助金交付要綱を策定し
て支援を行っているが、本村
同様、空き家といえども個人
所有の住宅であり「子供が帰
ってくるから」とか、さまざ
まな理由でなかなか進んでい
ないとのことでした。
平成 年に「公益社団法人
福島県宅地建物取扱業者」と
川内村が「川内村空き家・空
き耕地バンク事業に関する協
定書」を締結し、この事業の
推進を図ってきたが、実績は
ないとのことでした。また、
空き家の防災対策として、村
内パトロールを実施してい
る。

国の補助事業（地方創生加
速化交付金）を活用し、川内
村独自のブランド形成のロゴ
マークの開発を進めている。
商品としては、「イワナ」を
中心とした食品開発を行い、
養殖事業で観光客へ提供すべ

⑶特産品開発についての取り
組みについて

３０

３０

１２

特に、比較事項としての人口
などは左記のとおりとなって
おり、多くの点で共通点が伺
えました。

川内村

３０

本村も昭和 年と平成 年
の噴火災害により人口が激減
していることと新たな住宅建
設を余儀なくされております
が、川内村も同様に震災後、
帰村者が ％減少しており、
多くの問題を抱えているとの
ことでした。復興対策の一環
として、定住促進対策として
人口増加を図る目的で、新築
住宅の建設費の助成金を交付
しています。
原発事故による人的被害と
自然災害との違いはあるにせ
よ、復興に向けて積極的に取
り組んでいました。しかしな
がら、帰村者の状況を見る
と、本村同様、高齢者が多く
若年層の帰村が少なく、特に
子育て世帯の帰村は少ない
が、平成 年度より、福島県
の取り組みにより子育て世帯
に対して補助制度を設けて、
５８

平成 年度
三宅村議会議員先進地視察報告
今年度の視察先は、先の東
北地方太平洋沖地震による福
島原発事故のため、全住民が
長期にわたる圏外避難を余儀
なくされた福島県川内村に決
め、９月 日に視察を実施し
ました。
本村においても、２０００
年の噴火災害に伴い、全島避
難という同じ歩みを経験して
いることから、復興に向けた
取り組みや労苦等、お互いに
共通する事項が多く見られて
おります。
今回の視察は、「住民生活
環境をはじめ、魅力ある地域
づくりと未来を担う子供たち
の健全育成など、さまざまな
課題に対して先進的な取り組
みを実施している市町村を視
察し、本村の抱える諸課題の
解決や地域の活性化を図るこ
と」が目的です。
視察先が川内村に決まった
経緯は、人口・世帯数・財政
規模（予算）ならびに議員定
数が類以していることと、復
興に向けた課題が共通してい
ることとして、川内村が現在
取り組んでいる施策や成果に
ついて伺うこととしました。

２０

目

２３

２０

２９

項

３０

２６

三 宅 村 議 会 だ よ り

津波の押し寄せた地域（現
地）の視察と自然の恐ろしさ
を間近に見ることができまし
たが、震災から７年を経過
し、いまだ帰宅できない方々
の状況は、あまりにも大き
く、われわれには理解できな
いのではと思うばかりでし
た。
今回の視察においては、川
内村村長をはじめ全議員の皆
さま、そして、職員の皆さま
には、多大なご迷惑をおかけ
し、また、お世話になりまし
たこと、心より厚く感謝申し
上げます。同様な災害状況と
復興対策に向けての熱い志は
心に染み入る思いでした。
今後とも、お互いに復興途
上の中、住民の幸せと、一日
も早い安心安定した生活が営
まれることを願いつつ、視察
研修の報告といたします。
寄稿者代表  佐久間正文
水原 光夫


平成

日㈭～７月３日㈫

年６月９日～平成

年９月７日

年度第１回臨時総会及び小笠原村現地調査

年度第１回総会等出席（千代田区）

年度定時総会出席

年度高遠城下まつり出席

●東京
 都町村会・東京都町村議会議長会合同会議及び東京都副知事及び関係
各局局長への平成 年度東京都予算編成に対する要望の実行運動出席
（新宿区）

平成 年９月１日㈯
●第２
 ７８回忌絵島の法要及び平成
（長野県伊那市）

日㈬

２．行事・来島者関係
平成 年６月

●三宅島ＯＷＳ大会２０１８出席
●第８回三宅島警察署少年柔道剣道大会出席

日㈰
回あじさいの里納涼祭出席

編集後記

平成 年第３回定例会が９
月 日に開催され、活発な議
論・討論が交わされました。
月４日に第４回定例会が開
催される予定になっておりま
すので、多くの島民の方の傍
聴をお願いいたします。
平成 年度第 回三宅小・
中学校合同運動会が全面芝生
化された三宅小学校で、みや
け保育園園児も参加し、天候
の心配される中、開かれまし
た。
日頃、ご指導いただいてい
る成果が、児童、生徒、園児
たちの一生懸命の演技、パ
フォーマンスから伝わり、感
動をいただきました。ありが
とうございました。
昼食は緑豊かな芝生の中で
お弁当をいただき楽しい一日
を過ごすことができました。
その時の１枚を表紙にいた
しました。
議会だより編集委員長
佐久間 正文



３０

議 長 報 告 書
１．出張関係
平成 年６月

日㈮

●東京
 都町村議会議長会平成
（小笠原村）

平成 年７月
●全国
 離島振興市町村議会議長会平成

平成 年８月２日㈭

３０

フェスティバル出席

●公益
 社団法人三宅村シルバー人材センター平成

平成 年７月７日㈯
平成 年７月８日㈰
日㈰
日㈯

回ふれあいらんど三宅島マリンスコーレ

平成 年７月
●第

●第

平成 年８月
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３０

１２

１２

３０

３０

３０

３１

●ＷＥ
 ＲＩＤＥ三宅島親子サマーキャンプ開会式出席
（代理：三宅村議会副議長 石井 肇）

平成 年８月

３０

２１

１２

２８

２０

２０

２９

１８

１９

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０

３０ ２４ ３０

１６ ３０

三 宅 村 議 会 だ よ り

遠藤村長と川内村議会の方々

谷議長、あいさつ

川内村議会の方々と庁舎前で

次回定例会は１２月４日を予定しており、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

復旧されたJR常磐線・富岡駅

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。
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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

