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三 宅 村 議 会 だ よ り

日）

三宅村子ども・子育て支援
法第 条の規定による過料
に関する条例

議案第３号

で審議された議案

（会期：９月

令和元年第３回三宅村議会定例会

議案第１号

三宅村特定教育・保育施設
及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める
条例の全部を改正する条例
特定教育・保育施設及び特
定地域型保育事業の運営に関
する基準の一部が改正された
ことに伴い、本条例の全部を
改正するものです。
議案第２号

子ども・子育て支援法第
条の規定に基づき、過料を科
すことに関する必要事項を新
たに定めるものです。
議案第４号

三宅村火葬場条例の一部を
改正する条例

会運営に係る条例の一部改正
です。
議案第７号

令和元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１７２６万１千円を追加
し、総額 億１０９３万７千
円となります。
主な内容は、情報通信基盤
施設管理、プレミアム商品券
事業等による増額補正です。

令和元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９号

緊急搬送時等に使用する医
療機器不具合による機器更新
のための補正です。

号

ぞれ１１２６万５千円を追加
し、総額４億３９３４万７千
円となります。
主な内容は、簡易水道施設
整備工事、水道施設配管整備
等による増額補正です。
議案第

三宅村防災行政無線デジタ
ル化整備工事請負契約の締
結について

防災行政無線デジタル化整
備工事について、三峰無線株
式会社が整備工事を請け負う
ことになります。

令和元年度三宅村国民健康
議案第 ～ 号
保険（直営診療施設勘定）
特別会計補正予算（第１号） 財産の取得について

議案第８号

４４

歳入歳出予算の総額にそれ
ぞれ 万９千円を追加し、総
額３億８０５８万７千円とな
ります。平成 年度地域支援
事業支援交付金支払基金返還
金額が確定したことによる増

平成 年度三宅村公営企業
会計決算の認定について

認定第１号

新たな残土処分場建設に伴
う用地を購入するものです。

１４

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
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。
３０

新たな三宅村火葬場施設供
用開始に伴う条例の一部改正
です。
議案第５号

１１
１２

３０
歳入歳出予算の総額にそれ

◦平松勝憲氏

額補正です。
三宅村教育委員会の委員の
任命につき同意を求めるこ
議案第 号
とについて
三宅村教育委員会委員に左
令和元年度三宅村簡易水道
特別会計補正予算（第１号） 記の２人が任命されました。

同意第１～２号

３０

三宅村家庭的保育事業等の
設備及び運営に関する基準
を定める条例
児童福祉法の一部が改正さ
れたことに伴い、本条例を新
たに定めるものです。

三宅村乗合自動車条例の一
部を改正する条例
消費税率の引き上げに伴い
運賃改定を実施するにあたり
条例の一部改正を行うもので
す。
議案第６号

三宅村乗合自動車運営協議

３０

◦彦坂明伸氏

発議第１号

新たな過疎対策法の制定を
求める意見書（案）

現行の過疎地域自立促進特
別措置法が、令和３年３月末
をもって失効することから、
引き続き総合的な過疎対策を
充実強化させる必要があるた
め、新たな過疎対策法の制定
を求めるものです。
可決後、衆参両院議長、各
大臣に意見書を提出しまし
た。
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８７

三宅村乗合自動車運営協議
会条例の一部を改正する条
例

１９

１０

１１

８７
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令和元年第３回三宅村議会定例会

議決結果
審議の賛否
議決結果

平川

水原

大作

光夫

靖江

肇

雄一

肇

佐久間正文

木村

沖山

名

沖山

案

石井

議案番号

議

議案第１号

三宅村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営
に関する基準を定める条例の全部を改正する条例

○

○

○

○

○

○

○

可決

議案第２号

三宅村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定
める条例

○

○

○

○

○

○

○

〃

議案第３号

三宅村子ども・子育て支援法第87条の規定による過料に関
する条例

○

○

○

○

○

○

○

〃

議案第４号

三宅村火葬場条例の一部を改正する条例

○

○

○

○

○

○

○

〃

議案第５号

三宅村乗合自動車条例の一部を改正する条例

○

○

○

○

○

○

○

〃

議案第６号

三宅村乗合自動車運営協議会条例の一部を改正する条例

○

○

○

○

○

○

○

〃

議案第７号

令和元年度三宅村一般会計補正予算（第２号）

○

○

○

○

○

○

○

〃

議案第８号

令和元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）

○

○

○

○

○

○

○

〃

議案第９号

令和元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１０号

令和元年度三宅村簡易水道特別会計補正予算（第１号）

○

○

○

○

○

○

○

〃

議案第１１号

三宅村防災行政無線デジタル化整備工事請負契約の締結に
ついて

○

○

○

○

○

○

○

〃

議案第１２号

財産の取得について

○

○

○

○

○

○

○

〃

議案第１３号

財産の取得について

○

○

○

○

○

○

○

〃

議案第１４号

財産の取得について

○

○

○

○

○

○

○

〃

認定第１号

平成３０年度三宅村公営企業会計決算の認定について
⑴平成３０年度三宅村旅客自動車運送事業会計歳入歳出決算

○

○

○

○

○

○

○

認定

発議第１号

新たな過疎対策法の制定を求める意見書（案）

○

○

○

○

○

○

○

可決

同意第１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

○

○

○

○

○

○

○

同意

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

○

○

○

○

○

○

○

〃

※表中の記号：○…賛成
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×…反対

三 宅 村 議 会 だ よ り

村政を問う

ように、お互いに気持ちよく
使っていただくということが
原則と考えております。
キャンプ場のエリアにつ
再
いて、三宅村としてはど
のように考えていますか。

反映されていない」などの声
も聞きます。今後も観光協会
への委託を続けていく方向で
すか。
答 企画財政課長

連休最終日でお盆が近づく
多客期であるとともに、台風
号が接近し、東海汽船が着
発という状況下で、ＩＰ端末
の情報の誤配信をしてしま
い、島民、また観光客の方々
には大変ご迷惑をおかけし、
おわびを申し上げます。
誤配信につきましては、翌
日報告を受け、
状況を確認し、
誤配信に至った経緯、原因、
改善策を確認、再発防止に向
けた指導を行っております。
また、今後の委託でござい
ますが、観光立島を目指す本
村において、観光業の中心的
役割を果たす観光協会は、島
内の重要団体の一つと考えて
おります。このため、協会の
支援や育成も含め、引き続き
委託を考えております。

今後も委託を考えている
再
ということですが、東海
汽船や新中央航空に委託をし
て、直接配信してもらうとい
う考えはありますか。

答 企画財政課長

現在のところ、説明させて
いただいたとおり、観光協会
への委託を検討してまいりた
いと思います。

④クライミングの体育館
再
利用者に対して、簡単な
初心者講習をしてほしい。
「ビデオを見て勝手にどう
ぞ、楽しんでくださいでは、
実際には楽しめなかった」と
いう利用者から声がありまし
た。既に会員登録が３８００
人を超える施設で、一般開放
されてから３年が経過しよう
としています。
今後はさらに盛り上がって
いくことが予想されますが、
施設利用者へのサービスの向
上や対応について考えている
ことはありますか。

答 観光産業課長

現在、受付に１人を配置し
ており、小人数の場合で対応
が可能な際にはスタッフがゲ
スト対応をしておりますが、
大人数が来館された際には受
付で手いっぱいとなり、対応
し切れていないのが現状です。
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答 観光産業課長

既存の噴火前に開設されて
おりました２カ所の復活を最
優先に考えたいと思っており
ます。
また、有料でのキャンプ場
ということにつきましては、
別途改めてさまざまな運営形
態も考慮しながら検討してい
く必要があると考えておりま
す。
③台風 号の影響で御蔵
再
島、八丈島が欠航し、連
休最終日の８月 日の東海汽
船の下り便について、７時半
と間違った告知が流れ、下り
は通常の４時 分到着、上り
については７時半出発という
のが正しい情報でした。
「７時半着発だと思い、宿
や島民は迎えに行かなかっ
た。通常どおり到着した乗客
の受け入れができなかった」
と、住民からクレームがあり
ました。
今後の対策と委託事業のあ
り方について質問をします。
住民からは「港が間違ってい
る」、「情報が時間どおりに

10

雄一

のジャッジ基準に対する今後
の対応についてですが、選手
に対して競技前に日本水泳連
盟のルールをもとに、三宅島
独自のローカルルールを適用
することを説明していたとこ
ろです。
次回につきましては、さら
に明確な説明を事前に行うよ
う、主管団体と調整していき
たいと思っております。
②キャンプ場の利用者配
再
慮について、大久保浜園
地のルールはどのようになっ
ているのでしょうか。
答 観光産業課長

大久保浜園地につきまして
は野営場ではなく、利用に当
たってはキャンパーの独占を
約束するものではないことか
ら、利用する方がお互いに気
持ちよく利用していただくこ
とが大切かと考えております。
なお、村といたしまして
は、キャンパーか島内住民の
どちらかの利用を優先する裁
量はございません。ルールに
つきましても、先ほど述べた

12

～５人の議員が一般質問～
沖山
議員

三宅島の観光について
問 “配慮”するべき細か
い視点について
４つの質問をしたいと思い
ます。
①三宅島ＯＷＳ大会２０１
９で、入賞の判定について、
運営側と選手側において見解
の相違が見られた場面があっ
たと聞いています。トップを
争う選手のジャッジについて
どのように改善をしていきま
すか。
答 観光産業課長

三宅島ＯＷＳ大会２０１９

10

50
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しかしながら、施設の利用
状況を見ますと、週末、それ
から連休で、かつ雨の日と２
つの要因が重ならないと、午
前、午後、夜と、各時間帯で
人以下という現状の中で、天
候に左右されながらもう１人
を配置するというのは、予算
的にも、人材の確保について
も難しいと考えております。

答 福祉健康課長

運転免許返納者に対する村
の補助は現在、特段ございま
せん。
三宅村の公共移動手段と
再
しては村営バスのみで、
便数も限られています。一方
で、自分で運転する方、運転
している方に乗せてもらう方
も高齢者には多く見られます
が、視力や運動神経など、体
の変化や自動車の機能に対応
できていない方、そもそも十
分な整備や保険に入っていな
い車も散見されていて、非常
に不安を訴える島民もいま
す。
近い将来を考え、このよう
な対象者、免許返納者と免許

を持たない高齢者に限定した
サービスのタクシー利用を、
三宅村が負担する考えはござ
いますか。

思いますが、いかがでしょう
か。

答 空港業務担当課長

東京諸島間での旅客等の動
向につきましては、平成元年
から平成 年の間、新中央航
空によりその調査が行われま
した。空港を有する島しょ間
に飛行機を運航し、実際に旅
客運送を行うものでした。こ
の調査の結果といたしまして
は、「極めて低い利用にとど
まった」と聞いております。
また、改めて運航会社に意
向について打診してみたとこ
ろ、「前述のような結果とな
ってしまったため、今後、島
しょ間での旅客運送を行う意
向はありません」という回答
でした。
このような状況から、現
在、三宅島空港をハブとして
使うという実現性は、恐らく
不可能ではないかと思ってお
ります。
10

答 福祉健康課長

三宅島空港ハブ化につ
いて

運転免許返納者に限らず、
島内での移動手段に支障を来
している住民の方への支援
は、今後とも重要であると考
えております。その手段等に
つきましては、ご提案のタク
シーを含め、さまざまな先進
事例もあるほか、また、高齢
者向けの交通手段自体も大き
く社会として変化する可能性
もございます。まずは、研究
を進めてまいりたいと考えて
おります。
問

次の総合計画のメインテー
マの一つとして、三宅島の空
港ハブ化を盛り込み、海況が
悪い中でも信頼できる空路を
整備し、東京諸島の中で中心
となるターミナル計画を盛り
込むことについて質問をしま
す。
機材の確保やパイロットの
確保などには課題があり、４
便、５便と増便していくには
段階的に調整が必要だと思い
ます。三宅島として空の便で
のハブ化や、この先のビジョ
ンを考える時期ではないかと

光夫

議員

新中央航空の運航につ
いて

水原

問

現在、パイロットの欠員に
より減便となっていますが、
従来の運航体制への見込みは
いつごろになりますか。ま
た、空港運営にあたり、三宅
村が負担すべき経費と新中央
航空が負担すべき経費はどの
ようになっていますか。改善
策および是正する事項につい
てお伺いします。

答 空港業務担当課長

従来の運航体制への見通し
について新中央航空に確認し
たところ、パイロットに欠員
が生じており、現在、副機長
から機長昇格に向けた社員を
育成していると聞いていま
す。「今年 月ごろ昇格の見
込みですが、直ちにダイヤを
改正して従来に復帰するとい
うのは難しい」という回答で
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運転免許返納などが進
問 む中、高齢者のタクシ
ー利用の補助について
運転免許返納などが世の中
でも進む中で、島内の移動に
は高齢者が買い物や通院、空
港や港への移動など、車がな
いことで不便を感じる未来が
予想されます。自動運転のバ
スや自動車など、イノベーシ
ョンによる社会変化は、もう
少し先になると思います。
今後、三宅村でも運転免許
返納者や車で送り迎えなどが
頼めない方の補助として、タ
クシー会社を組織化して、そ
ういう方たちに無料で利用し
てもらう新しい価値をつくり
出すということについて質問
をします。
現状行われている障害者の
タクシー利用補助や、社会福
祉協議会の診療所などへの無
料送迎などの既存サービスに
加えて、現在、三宅村として
免許返納者に対するサービス
はありますか。

12

10

三 宅 村 議 会 だ よ り

した。
引き続き早期に従前の運航
体制となるように、また、増
便等につきましてもあわせて
要望し、その情報を注視した
いと思います。
空港運営に係る経費負担で
すが、新中央航空の就航に先
立ち、航空会社で空港職員を
確保した場合、職員の求人、
教育、育成等に時間がかかる
ため、平成 年４月の就航に
間に合わない可能性が高いと
いうことから、当面の間、全
日空の空港業務受託を通じた
教育を受けた職員を有する三
宅村が、新中央航空から業務
を受託し、一部業務を民間に
再委託するという業務体系で
現在に至っております。
受託収入に関しては、年間
１２００万円の受託収入を受
け、運営しているところです
が、この見積りについては、
就航当初の低い就航率、搭乗
26

率に基づき一時的に算定した 心残りがあるかどうかについ
もので、現在、就航率、搭乗 てお伺いします。
率とも増加傾向にあることか
答 村長
ら、この件については新中央
航空と引き続き協議を図って
この８年間を振り返ったと
まいりたいと考えております。 き、公約、特に総合計画につ
いてはローリングをしなが
空港の安定的な運営と村
再
ら、今やらねばならないもの
が負担すべき経費につい
から、焦らず、たゆまず、着
て、当初の計画と現在の現状
実に取り組んできたと自負し
を考えますと、収益的には増
ております。
加傾向ということで、行政の
特に私が心にとまっている
負担がかなり多いと思いま
実施したことについては、人
す。新中央航空が負担すべき
工透析治療の実施、医療技術
ものと村が負担すべきものを
者の就労促進資金貸付制度の
きちんと区別して、是正すべ
実施、空海路の整備、新中央
き点は是正してもらい、なお
航空への円滑就航、農・漁業
かつ便数がふえる対策を願っ
における後継者対策の推進、
ているところです。
本村にとって一番大事だと思
本件について村長の考えを
える東京都との合同総合防災
伺います。
訓練を 年ぶりに実施できた
こと、国土交通省、御蔵島と
答 村長
の災害情報連絡協定の締結、
そ れ に つ き ま し て は 精 査 避難時要支援者対策の推進、
し、是正すべきところは是正 三宅村文化会館の建設、小・
すべく、新中央航空ともしっ 中学校へタブレット端末の導
かりと話を進めていきたいと 入 、 高 齢 者 見 守 り 事 業 の 開
始、村民憲章の制定などが挙
考えております。
げられます。
櫻田村政２期８年を迎
２期目には、現在、村内に
問
えることについて
噴火避難壕設置を準備、推進
しているところです。また、
ヘリポートの移転、三池港船
客待合所の建設推進、火口付
近の東京都版エコツーリズム
の推進等が、自分としては行
ったものと思っております。
さらに私が一番強調したい
住民が期待してきた人工透
析の導入に始まり、課題、難
題を解き明かしてこられまし
た。これまでの２期８年を振
り返り、村長としての誇り、
まだやり残している課題につ
いて多くあると思いますが、

24

のは、芸術文化で、生活に密
着した手づくりの文化活動が
盛んになってきていることで
す。あわせて、健全な各種ス
ポーツが住民の生活の中にし
っかりと根づき、定着してき
たことについてはすばらしい
ことだと思っております。
やり残した問題としては、
現在進行中のものもあります
が、
大きな課題としては、
三宅
島空港ターミナル早期着工、
中央診療所及び特別養護老人
ホームの併設建設の推進、避
難港の岸壁整備と日よけ雨よ
けの整備それから役場新庁舎
の建設。これは、私が村長に
なってから始めた基金もそれ
なりに積み立てられた額にな
ってきておりますので、ＰＴ
を立ち上げて議論するときが
来たと感じております。
これらは、私一人が行った
ことではなく、議員諸兄姉を
はじめ、住民の皆さん、そし
て何よりも村の職員の努力、
関係機関のご理解とご指導に
よるものであると確信してお
ります。

来年２月９日に村長、議
再
員選挙がございます。そ
れに伴い現在、櫻田村政がま
だまだやらなければならない
事項が先ほど報告されました
が、それらの完成に向けて、
次期村長選挙に立候補する考
えはあるかお伺いします。
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答 村長

次期村長選挙ということで
すが、最近はその話が出ると
必ず健康のことを聞かれま
す。まだ 歳で、健康には極
めて自信があります。さきに
申し上げましたように、公約
事項はまだ道半ばのものはあ
りますが、焦らず、たゆま
ず、着実に取り組んできたと
自負しているところです。
しかし、空港ターミナル建
設、三池港の船客待合所の建
設、村内へ設置するシェルタ
ー、避難港への避難道路等は
決定しているものの、現在進
行中です。できれば、その完
成を見届けてからという気持
ちが強くあります。
さらに、産業振興の面で、
本島の特産物として内閣府や
都の指導、協力のもと、かん
きつ類の植樹を始めました。
昨年度は友好都市である小金
井市からの厚意もあって、三
七山スポーツ公園跡の千本桜
の植樹やその多目的公園化の
整備がまだ始まったばかりで
すので、それをしっかりと軌
道に乗せたいという思いが強
くあります。

80
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３期目続投ということにつ
きましては、これは私が一人
で決めるものではなく、私を
支援してくださっている多く
の方々に相談し、決定してい
きたいと思っております。

特定有人国境離島地域
運用（活用）について

問 社会維持推進交付金の

光、巨樹・巨木、温泉、クラ
フト体験、電動アシストサイ
クル等、新たな観光資源を活
用し、人を含め、安価なツア
ー企画を行い、予約につきま
してはキャンセル待ちが出る
ほどの人気の中、実施されま
した。
令和元年度につきまして
も、
前年度ツアーに基づき、
新
たなメニューを加えながら、
より効果的な事業実施を検討
してまいりたいと思います。

滞在型観光促進に対する
再
旅費の支援についての考
え方で、航空路、海路の割引
運賃の活用はこれに基づいて
できないのか、また、今後ど
のような活用の仕方があるの
かについてお伺いします。
答 企画財政課長

令和元年の特定有人国境離
島地域社会推進交付金が、
億５０００万円と決定されま
したが、当村に配分される予
算は決定されていますか。ま
た、滞在型観光の促進、旅費
等の支援策事業の活用につい
て、前年度および今年度の実
績と今後の見込み、新たな活
用施策はどのように考えるか
について、お伺いします。
答 企画財政課長

滞在型観光促進に対する旅
費の支援につきましては、直
接旅費に対する補助というよ
りも、事業全体としてツアー
価格ということで安価に設定
させていただき、実施をして
おります。
今後の活用の仕方は、先ほ
どご説明しましたとおり、火
山景観、巨樹、温泉、クラフ
ト体験、電動自転車等、前年
度の実績に応じながら、さら
なるブラッシュアップを図
り、事業展開してまいりたい
と考えております。

大作
議員

島外への交通費、宿の
補助について

平川

問

「島外の病院に行く回数が
多くて大変だ」という相談が
多く届いています。島外へ行
くための経費が多くかかり、
生活を圧迫しているというの
です。
島外医療機関受診時の交通
費、宿泊費の補助について
は、三宅島、御蔵島、青ヶ島
を除く他島では補助をしてい
ます。本村においても、病気
の種類に関係なく、この補助
が望まれています。
三宅島は、電車に乗れば病
院に行ける場所ではありませ
ん。島外病院からの請求の数
や、他島の状況を参考に試
算、予算化し、実現できない
か。島しょ格差の是正、福祉
向上の立場からお聞きしま
す。

答 福祉健康課長

ご提案いただいた予算化に
向けた試算方法は妥当性があ
るとは言えないと思っており
ますが、村では現在、既に島
外医療機関受診に対する支援
について、検討を進めている
ところです。

この交通費、宿泊費の補
再
助については住民からの
希望が非常に高いものです。
実現に向けての検討というこ
とで、判断してよろしいでし
ょうか。
答 福祉健康課長

本件については、島嶼全体
の問題であることから、東京
都町村会を中心に、東京都に
対して助成制度の要望を引き
続き、今後とも続けていくと
ころです。どう本村としてあ
るべきか、検討を進めている
ところです。

東京なら電車に乗れば大
再
した金額もかからないで
すぐに病院へ行けます。三宅
から東京へ出るとなれば、飛
行機では片道１万４００円、
船では片道５０００円近くか
かります。
実現に向けて、補助の必要
性をもう少し重視していただ
けないか、お聞きしたいと思
います。

答 福祉健康課長

新たな助成制度につきまし
ては、現在、具体的に真に必
要な方に対してどういうこと
ができるのかということを中
心に、検討を進めているとこ
ろです。

この補助は必要なのか、
再
必要ではないのか、どの
ような考えを持っておられる
のか、村長にお聞きしたいと
思います。

答 村長

補聴器購入補助につい
て

島外の医療機関へ受診して
いる方がいることも十分承知
していますし、補助の必要性
も感じております。他島、他
自治体の情報を集めながら、
担当課で既に検討をしている
段階ですので、よほどのこと
がない限り実現はできるかと
は思いますが、本村の財政面
も考慮し、進めていきたいと
思っております。

問

本村においても近年、高齢
化に伴い、耳の聞こえない人
が本当に多くなっています。
高齢者の加齢による難聴
は、ほとんどの場合規定聴力
に該当せず、法による補助の
対象外となっています。近
年、高齢者人口の増加、高齢
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推進交付金事業は、運賃の
低廉化、物資の費用負担の軽
減、雇用機会の拡充、滞在型
観光の促進の４つとなります
が、村が事業主体として行う
事業は雇用機会の拡充、滞在
型観光の促進の２事業となり
ます。
滞在型観光の促進にかかわ
る実績ですが、平成 年度は
「地球むき出しの島・三宅島
体験ツアー」と銘打ち、３月
に２回実施しております。も
う１泊したいと思わせる島の
魅力の商品化として、火山観
30
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よって、認知症を予防できる
と思いますが。
答 福祉健康課長

答 福祉健康課長

三池港船客待合所につ
いて

補聴器につきましては、眼
鏡等と同じ扱いの医療機器に
相当します。加齢性難聴に対
する補聴器に対して補助をど
うするのかということは、さ
まざまな議論があると考えて
おります。
東京都島嶼町村会の民生部
会等で他島と意見交換しなが
ら、必要があれば対応を考え
たいと思います。
問

この問題に関しては、私は
以前、支庁の事業説明会で事
業に対し説明を受け、承知し
ていますが、多くの方から
「村長に聞いてほしい」との
申し出がありました。
東京都に対し、村として、
三池港船客待合所の老朽化に
伴う建て直しについて働きか
けをされているかお聞きしま
す。
答 企画財政課長

三池港船客待合所につきま
しては順調に進んでおり、整
備にかかわる進ちょくについ
て東京都港湾局に確認したと
ころ、「本年５月末に基本設
計が完了し、８月末から実施
設計に着手している」との回
答でした。引き続き、村とし
ても事業の進ちょくに注視し

てまいりたいと思います。

今の答弁ですと、私が事
再
業説明会で受けた説明と
変わりはないということで、
着々と事業が進行していると
いう判断でよろしいですね。
答 企画財政課長

事業は進ちょくしていると
いうことでご理解いただけれ
ばと思います。

問 文化の継承について

先人の方々も、年を追うた
びにだんだん少なくなってき
ました。このままいくと、文
化の継承が途切れてしまいま
す。正しく教える人が必要で
す。今年も、太鼓や木遣りや
笛の人選にとても苦労しまし
た。世代交代ができていない
現状があります。
以前、学校で木遣り、笛、
太鼓の祭りに関することを教
える時間があったように記憶
しています。
ぜひとも必要だと考えま
す。現在はどうなっているの
か、また、どう考えるかお聞
きします。
答 教育課長

現在、小・中学校では総合
的な学習の中で、地域の方々
の協力を得ながら木遣りや太
鼓の練習を行い、小学校につ

いては高遠体験学習や小金井
市との交流会、中学校では文
化祭やみなかみ体験学習の交
流活動で披露をしているとこ
ろです。
また、各地区の郷土芸能活
動に子供たちがみずから自主
的に参加し、地域の方々と島
内イベントなどで披露も行っ
ているところです。
今後も、郷土芸能を継承す
る活動を教育活動に取り入れ
ることはとても重要であり、
そうした中で郷土愛を育て
て、そのことが祭りの後継者
育成につながるものと考えて
おります。

現在、授業として、特定
再
の時間をとっているとい
うことはないのでしょうか。

答 教育課長

総合活動の時間として、小
学校５、６年生で 時間程度、
中学生も 時間程度、授業の
活動の中で時間をとって、取
り組んでいる状況です。
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者の生活状態の悪化の中で、
自治体に対して加齢性難聴者
の補聴器購入への補助を求め
る取り組みが全国に広がって
おり、補聴器購入補助を の
自治体で実施しています。パ
ターンはさまざまですが、助
成金のほか現物支給もありま
す。この現物支給は本人に合
わないという弊害もあり、助
成金を求める声が多いという
現実があります。
本村において加齢性難聴、
児童の中等度難聴の補聴器助
成はどうなっているのか。福
祉向上の立場からお聞きしま
す。
加齢性難聴によりコミュニ
ケーションがとりづらくな
り、そのことによって認知症
が進むということは一般的に
も言われております。
しかし、単独の補助を実施
する自治体もあるということ
は承知しておりますが、この
件はどこの自治体でも同一の
課題であり、一自治体が単独
の予算で対応することではな
く国等で検討いただくべき課
題であると考えております。
東京都島嶼町村会の民生部
会等で、他の町村とも意見交
換しながら、必要があれば都
へ要望等を考えております。
必要あればということで
再
すが、私は、必要がある
と現場を回って認識していま
す。ですから、この要望をし
ているのですが。

10

答 福祉健康課長

本村における加齢性難聴、
また児童の中等度難聴の補聴
器助成の状況につきまして
は、平川議員から全く同じ内
容の資料請求をいただいてお
り、既に文書で回答させてい
ただいておりますので、そち
らをご確認いただければと思
います。
確かに資料はいただいて
再
おりますし、確認もしま
した。児童の中等度難聴の補
聴器の助成は、制度があると
いうことで納得しました。
この加齢性難聴補助制度を
導入すれば、認知症予防には
ならないでしょうか。人と多
く話す、人と会話することに

10
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佐久間正文
議員

連携していきたいと考えてお
ります。
特色化というお話があり
再
ましたが、海外の交換留
学生制度を導入する考えはあ
りますか。
答 教育長

特色化の一つだと思いま
す。改めて三宅高校、機会が
あれば東京都教育委員会に話
をできればと考えておりま
す。

子どもへの投資につい
問
て
本島の宝であります子ども
について、特に英会話を習得
することが大切ではないかと
考えております。
人数の少ない分きめ細かい
教育ができます。ぜひ保育園
から英語教育を充実させてい
ただきたいと考えますが、い
かがでしょうか。
答 教育課長

英語教育は重要なことと考
えております。保育園につき
ましては別として、英語に触
れ合うことは大切かと思いま
す。学校では、学習指導要領
の中で求める４技能があり、
その一つが話すことで、英会
話の重要性が国レベルでも当
然問われています。
２年後には、都立高校の入

試でスピーキングテストが課
せられ、来年度の大学入試共
通テストから４技能を評価す
るための民間の検定試験も導
入されます。
来年度より、小学校５、６
年生は、英語教科の授業が始
まり、小・中学校の学習指導
要領も変わります。
英会話の充実を図るため、
授業の改善等を図るよう学校
に求めたいと考えています。
また、小・中学校にＡＬＴ
（外国語指導助手）を配置
し、昨年度よりＴＧＧ（東京
都英語村）に小学校６年生と
中学校１年生の全員が参加し
ています。
今後もこれらの授業を積極
的に進めて、子供たちに使え
る英語力を身につけさせたい
と考えております。
ＴＧＧから三宅島に帰っ
再
てきた後、何かその経験
を生かし、どのようなことを
されたのか伺います。
答 教育課長

中学校になりますが、ＴＧ
Ｇから帰ってきた後に、授業
で英語を使った発表会を学校
の中で行っていると聞いてお
ります。
ＡＬＴの放課後、休日の
再
活用についてどのように
考えるかお聞きします。

ＡＬＴの放課後、休日の活
用についてですが、現段階で
は、児童・生徒の英語力の発
音を国際理解教育に向上する
というところで、契約上では
小・中学校の英語教育、英語
活動について活用する条件に
なっております。放課後、休
日にＡＬＴを活用するという
ことは難しいと考えておりま
す。

答 教育課長

答 地域整備課長

浸透処理施設は、本道路へ
の冠水を防ぐため、山側の阿
古幹線から流れ込む排水の処
理をしております。路面が冠
水する理由は、ゲリラ豪雨が
発生し、宅地内からの流れる
水が増すことも原因です。下

答 地域整備課長

昨年発生した台風 号時
再
に冠水し、滝のごとく流
れてきた話を聞いておりま
す。近隣の方々も、自ら土の
うを積み、守り、多くの水量
は、都道まで流れた状況を聞
いております。
排水経路の問題を指摘する
人もいます。住民の命、安全
を守る調査をしていただきた
い、いかがでしょうか。

設置当時から順調に機能は
果たしておりましたが、先般
は立て続けに豪雨となり、排
水施設の横断溝、集水桝の清
掃作業が間に合わず、大量の
落ち葉と土砂が堆積し、横断
溝と集水桝が機能しなかった
ことから、路面排水となり、
都道部分の排水ができなかっ
たことが原因と思います。
維持管理をさらに強化、冠
水の可能性の高い住宅地等、
緊急時の対策として土のう等
を準備して対応してまいりま
す。

ＡＬＴの空いている時間
再
を活用していただけれ
ば、もっと英語教育に触れる
ことができます。派遣会社と
の契約を変えることは、難し
いことではないと思います
が、いかがですか。
答 教育長

阿古幹線道路の排水処
理について

ＡＬＴは、授業の指導が基
本となります。授業外の活動
につきましては、様々なもの
が考えられると思いますが、
ＡＬＴ本人との交渉はできな
いため、委託会社と契約の段
階で改めて相談していきたい
と思っています。
問

旧阿古診療所跡地に建設さ
れた排水処理施設の機能は果
たされていますか。
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問 人口減少について

人口減少に伴う影響とし
て、三宅高校の存続について
島民から心配する声を多く聞
きます。
今後、高校生の人口増を図
る方策は多々あると思います
が、三宅高校の存続について
どのように考えているのか伺
います。
答 教育長

三宅高校の生徒数の増加に
つきましては新たな教育活動
など、特色化を図っていくこ
とが大事だと思っています。
教育監をはじめ、東京都教
育委員会の幹部の方と話はし
ていますが、最終的に三宅高
校の存続や特色化は、三宅高
校、東京都教育委員会が判断
するべきものでありますの
で、三宅村としては協力し、

21

三 宅 村 議 会 だ よ り

流側の都道部のキャパも超
え、排水処理ができずに本道
路が冠水しております。
対応策としては、下流側の
排水を、いかに浸透処理施設
を維持して都道へ流すかとな
ります。浸透処理施設の整備
については補助事業を採択し
て実施しているため、向こう
年間は、改修ができないこ
ととなります。
現道で一番道路として宅地
が低い箇所は把握しておりま
す。現状での冠水時の対策と
して、土のうで対策をとっ
て、排水を処理し、安全対策
をとることが必要と考えてお
りますので、ご理解をお願い
いたします。

船舶内におけるＷｉ︱
Ｆｉの設置について

答 総務課長

ただきたいと考えますが、観
光客が三宅島の現状について
の情報を得る方法はあります
か。
答 総務課長

三宅村ホームページにおい
て、火山島で噴火警戒レベル
に基づいた安全な区域で生活
しており、高レベルが発令さ
れた際は現在の居住地も安全
ではなくなることも十分あり
得るという内容を周知してい
ます。
さまざまな事業に合わせて
内容変更する必要もあると考
えますが、ホームページでの
周知方法についてさらにわか
りやすい内容にしていきたい
と思います。

問 ＩＰ告知端末について

ＩＰ告知端末が有効に利用
されず、放置したままという

話がよく聞かれます。
放置されているとしたらど
のくらいの方が使用していな
いのか、把握されているか、
質問したいと思います。

答 企画財政課長

ＩＰ告知端末のほかにパソ
コン、スマートフォン、タブ
レット等、情報を収集するツ
ールが多様化しているという
のが一つの原因かと思いま
す。
情報の取得先につきまして
も、ホームページ、ソーシャ
ルネットワークサービス等、
複数から同一の情報を取得す
ることが可能なことも、利用
率の低下の一因と考えており
ますが、実際、どの程度の方
が電源等を落としているかに
ついては、把握をしていない
状況です。

電源を落としていなくて
再
も、使用していないとい
う状況もあり、高齢化率が
％を超える島で、たくさんの
方がパソコン等を使用してい
るとは考えにくいと思いま
す。早急に、ＩＰ告知端末に
関する現状を調査する必要が
あると考えますが、いかがで
すか。

答 企画財政課長

他の情報ツールを持たない
高齢者の方々は、ＩＰ告知端
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東海汽船にＷｉ︱Ｆｉの設 勘違いされている方も少なく
置をお願いしていただきたい ありません。今回、雄山火口
と思いますが、
いかがですか。 周辺の開放を行うにあたり、
安全宣言について慎重になる
答 観光産業課長
ことも理解できますが、観光
客に安心して来島いただくた
めにも「火山ガスの影響につ
いては心配ない」というよう
な内容を周知する考えはない
か伺います。

現在のＷｉ︱Ｆｉにつきま
しては、竹芝館山沖まで地上
回線を利用しており、上級席
用のサービスとして開始して
いるということで、２等、特
２等にはつながらないという
ことですが、食堂付近では使
用可能ということです。
船内の一部で使用できるこ
とがわかりにくいため、Ｗｉ
︱Ｆｉ接続案内と並べて使用
可能エリアを表示していただ
くよう、東海汽船にお願いい
たしました。
問 「安全宣言」について

「居住地域における火山ガ
スの注意報、警報が発令され
ていない状況が継続されてい
ますが、火山ガスの放出が終
息したわけではない」と平成
年第２回定例会において答
弁しております。
現在も火山ガス濃度の健康
影響基準に基づいて、居住地
で生活しておりますが、火山
ガスの放出が継続している以
上は、無条件に安全であると
は言い切れないと考えます。
そのため、当然現状の火山ガ
ス濃度の調査も継続している
ところです。
火山ガス濃度に合わせた対
応をすることが安全であり、
噴火警戒レベルに基づいて生
活しておりますので、安全宣
言を行うことは難しいと考え
ます。
30

観光目的で来島すること
再
について、「問題ない」
ということを常々発信してい

４０

問

２等船室内において、携帯
電話が使えない状況にあり、
支障が出ています。
急用があった場合や三宅島
に観光に来るときに、事前に
調べようとしても、使えない
ということがあります。

平成 年第２回定例会にお
いて、安全宣言をしないのか
という内容の質問をした経緯
があります。その際、「居住
地においてはもう大丈夫で
す。濃度が環境基準をクリア
し、健康影響はありません」
と答弁されていますが、現在
でも火山ガスの監視業務は継
続されています。
先だって、雄山火口周辺の
開放についての記事が新聞に
掲載されていましたが、三宅
島ではまだ火山ガスが放出し
ていて、住民はガスマスクを
携行しているのではないかと
３０

10
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問

石井

肇
議員

三宅村村営バス利用者
の利便性向上について

以前、高齢の方から「村営
バスの停留所をふやしてほし
い」とのお話がありました。
その方は、自宅から都道まで
約２００メートル、そこから
最寄りのバス停まで約５００
メートルとバスを利用するの
にも大変苦労をしているとの
ことでした。このような方々
が、ほかにもいると思われま
す。
このことから、私は、以下
４点を考慮し、村営バスのフ
リー乗降制が実施可能か伺い
ます。
①高齢化社会における移動
手段の充実を図る。
近年、高齢者による重大な
交通事故が多発し、社会問題
となっています。これによ
り、本村の高齢者も運転免許

証の返納を考える方の中で、
移動手段がなくなってしまう
ため、返納をちゅうちょして
いる方もいると思います。こ
のような方々の代替交通の整
備が必要と考えます。
②運転免許証非保有者対策
について。
運転免許証を持っていない
若い人も、便利で暮らしやす
い生活環境を構築する必要が
あり、公共交通利用促進も期
待できます。
③観光客の利便性の向上を
図る。
地域・村づくりの方向性と
の整合を図りながら、地域交
通サービスを観光振興等の活
性化ツールとして活用する視
点も重要であると考えます。
自由に乗り降りができること
で行動範囲が広がり、目的地
が近くなり、楽しい旅行が期
待できます。
④朝の船便の到着時のバス
利用者の利便性向上につい
て。

早朝の船便で到着して、バ
スを利用し、帰宅する人たち
も自宅付近に停留所がなけれ
ば、長距離、荷物を持って歩
くことになり、特に高齢の
方々にはかなりの負担となっ
ております。
以上のような事例を解消す
ることにより、村営バス利用
者の利便性と乗車率の向上が
期待できると考えます。
次に、フリー乗降とは、走
行中のバスに向かって手を挙
げる等の合図を送れば、止ま
ってくれます。停車位置の
メートル手前までに、押しボ
タンや口頭で停車位置を申し
出れば、駐車禁止の場所では
ない限り降車を認めてもらえ
ます。
なお、降車は自由なもの
の、乗車は停留所でない限り
認められないやり方や区間を
区切ってのフリー乗降制もあ
り、実施の方法はいろいろあ
ると思います。
また、道路運送法やそのほ
かの規則、関係機関の許認可
等、課題は数多くあると思い
ますが、ぜひ検討していただ
きたく見解を伺います。
答 観光産業課長

現在、バスの停留所は カ
所あり、利用頻度が高く、乗
降客と周辺交通の安全が確保
できる場所に設置しておりま
す。フリー乗降制が導入でき

れば、利用者の利便性は向上
すると思いますが、島内は坂
道やカーブが多いほか、村道
などの接続も多いことから、
乗客、周辺交通、車両の安全
を確保できる停車場所はかな
り限定され、イメージされて
いる「どこでも乗降できる」
ということにはならないと考
えております。
しかしながら、議員のご質
問につきましては、現在、三
宅村が抱える課題でもあるこ
とから、時間をいただきまし
て研究してまいりたいと考え
ております。
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末は唯一の情報端末というこ
とで、重要なツールであると
考えております。
利用率等の調査についても
あわせて検討してまいりたい
と思います。
役場の防災無線での島内
再
放送で、「ＩＰ告知端末
をご覧ください」という内容
がありますが、ＩＰ告知端末
を使用していないため見てい
ない方も結構いると思いま
す。
「ＩＰ告知端末をご覧くだ
さい」と放送するのであれ
ば、利用率がどのぐらいある
のかということを、調査して
からと思いますが、いかがで
すか。
答 企画財政課長

ＩＰ告知端末につきまして
は、村負担で、村民の方の負
担のない中でご利用いただけ
るように工夫しながら設置さ
せていただいています。
利用率が低いということで
すが、今後は利用率の向上に
向け、従前の情報に加え、よ
り効果的な情報の発信につい
て、検討してまいりたいと思
います。
アンケート以外に利用率が
確認できる方法がないのか、
ＮＴＴ等と調整しながら確認
していきたいと思います。

50
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１８

１９

青森産ヒバの木をふんだんに
使ったぬくもりのある建築と
市民の憩いの場、災害時の避
難の場としても充分に対応可
能となるよう庁舎の有効活用
が数多く見られ、落ち着きの
ある雰囲気を感じ取ることが
できました。当村においても
新庁舎の建設が待ち受けてい
るため、これらを参考にする
等、十分に検討協議を重ねる
ことが重要であると強く感じ
ました。今後、新たな庁舎建
設に向けて、五所川原市の新
庁舎は参考になるところが沢
山あり、多くの事を学ぶこと
ができました。
１．太宰治氏について
太宰治氏は優れた文豪とし
て知られていますが、氏の生
い立ちと生活環境の複雑さと
波乱万丈の生涯を送るに至り
ました。若くして自らの生命
を絶ったわけですが、生存中
は数多くの作品を執筆、文豪
として有望視されるとともに
期待されていた中、幾度も自
殺未遂を繰り返しました。生
存中に執筆された作品はどれ
も独特で氏の性格を浮き彫り

にしており、どの作品を見て
も興味深いものがあります。

３．太宰治氏の作品を生かし
た取り組みについて

本村としては、直接的なつ
ながりは薄いですが、氏が当
地を訪れた証である来島時の
面影として大路池にて写され
た一枚の写真が郷土資料館に
掲げられています。その写真
の中の氏が湖畔にて何を思い
慕っていたか伺い知ることが
できれば、なお興味が湧くと
ころです。滞在中に何を思
い、何らかの作品が残されて
いればよいとは思いますが、
一枚の写真のみでは、観光資
源としての価値が薄いように
感じます。今後、何らかのき
っかけをもって五所川原市と

の交流が図られることに期待
します。

４．視察を終えた感想と今後
の取り組み等について

今回の視察で感じたこと
は、五所川原市の観光施策と
して「太宰治氏」の生誕の経
過を残すことの価値観を認
め、氏の生存から自らの生命
を絶つまでの半生「生涯」を
語り残すことと、観光客の減
少防止にかける新たなる施策
と誘致に努める体制づくりへ
の情熱が心に強く伝わり、学
ぶことの多い視察となりまし
た。

三宅村議会だより
編集委員会
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２．観光振興対策について
五所川原市の観光施策とし
て、太宰治氏の記念館疎開の
家（旧津島新座敷）と斜陽館
が創設されています。
斜陽館は、もともと氏が幼
少のころ居住していたところ
でもあり、一時は宿泊施設と
しても活用されていました
が、その後観光施設である記
念館として開館され、指定管
理者制度を導入するなど、町
直営で管理運営を行い、最盛
期には来館者が 万人を超
え、観光資源として繁栄され
たと聞きました。観光客の誘
致に努めてきましたが、近年
は観光客の多様化に伴う来館
者の減少により、赤字運営も
余儀なくされているとのこと
でした。しかしながら、市の
行政改革の推進本部の審議に
より、指定管理の協定を見直
すなど改革に努め、新たな取
り組みを行っています。旅行
者の多様化により「太宰治
氏」の価値が薄れていること
も来館者の減少につながって
いるのではないかと推測され
るところです。市としても、
「太宰治氏」を観光につなげ
るポイントとして、新たな観
光客の集客に努めている姿を
伺い知ることができました。
１５

令和元年度
三宅村議会議員先進地視察報告
令和元年度の視察先は、文
豪作家である「太宰治氏」が
井伏鱒二氏の誘いにより、太
宰治氏他数名のメンバーが、
昭和 年に三宅島の故浅沼悦
太郎氏を訪ねて当地を訪れ、
１週間程度滞在されたことか
ら、太宰治氏ゆかりの地とし
てつながりを確認できたた
め、当地の観光振興対策の取
り組み等を学ぶべく、氏のふ
るさとで生誕地でもある青森
県五所川原市を視察先と決定
し、９月 日から 日に視察
を実施しました。
五所川原市に到着し、市役
所を訪問。五所川原市議会、
磯邊勇司議長、平山秀直議員
及び関係職員の温かい出迎え
を受けました。両議長があい
さつを交わした後、市職員か
ら五所川原市の概要説明を受
け、昨年度新築された新庁舎
内を見学しました。
新庁舎の建設にあたり、建
設準備室を立ち上げ、数年を
かけて綿密な計画を策定し、
建築に至った経緯の説明を受
けました。耐震性に優れた構
造と五所川原市役所新庁舎室
長寺山和孝氏の案内により、
１２
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議 長 報 告 書
令和元年６月８日～令和元年９月８日

２．行事・来島者関係
令和元年６月 日㈫

令和元年７月 日㈯
●三宅島ＯＷＳ大会２０１９出席

●ＷＥＲＩＤＥ三宅島親子サマーキャンプ開
会式出席

編集後記

今秋に発生した台風 号・ 号
ならびに 号が友島町村や各地に
甚大な被害をもたらしました。被
害により亡くなられた方に謹んで
お悔やみ申し上げますとともに、
被災された方々に心よりお見舞い
申し上げます。
噴火災害を経験した私達も数多
くの方々から支援を受けました。
本島においても２０００年の噴火
災害から 年を迎えようとしてい
ますが、自らの命は自らが守るこ
とを念頭におき、災害に対する危
機管理について改めて認識を持つ
べきと感じております。
定例議会は年４回開催されてお
ります。各議員がそれぞれ島民の
代表として、議会にて発言を行っ
ております。第４回定例会は、
月３日から開催されますので、是
非傍聴にいらしてください。
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１．出張関係
令和元年７月 日㈭、 日㈮

●第９回三宅島警察署少年柔道剣道大会出席

令和元年６月 日㈰

●公益社団法人三宅村シルバー人材センター
令和元年度定時総会出席

令和元年７月 日㈬

●全国
 離島振興市町村議会議長会令和元年度
第１回総会等出席（千代田区）

●東京
 ２０２０オリンピック１年前セレモ
ニー出席（千代田区）

令和元年７月 日㈫、 日㈬

令和元年７月 日㈯
●第 回ふれあいらんど三宅島マリンスコー
レ フェスティバル出席

令和元年８月 日㈯

２１ ２５

●東京
 都町村議会議長会令和元年度第１回臨
時総会出席（奥多摩町）

令和元年８月１日㈭
●東京
 都町村会・東京都町村議会議長会合同
会議出席（立川市）

令和元年８月２日㈮
●東京
 都町村会・東京都町村議会議長会令和
２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）

●愛らんどリーグ２０１９出席（八丈町）

令和元年８月３日㈯、４日㈰
令和元年８月 日㈰
●東京
 ２０２０パラリンピック１年前セレモ
ニー出席（渋谷区）

令和元年９月７日㈯
遠城下まつり出席（長野県伊那市）

●第２
 ７９回忌絵島の法要及び令和元年度高

光夫
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三 宅 村 議 会 だ よ り

五所川原市役所にて三宅村議会議員一同

五所川原市役所での意見交換にて
谷議長あいさつ

斜陽館

次回定例会は１２月３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

斜陽館関係者との質疑応答にて

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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