「答志航路の午後 時台最終便は」

年

月本会議で①「離島地区の定住応援策」、②

きな要因です。

鳥羽市の産業を支えている大

景観、そこでとれる水産物が

市長 有人離島を中心とした

①離島への市長の認
識は

年後の鳥羽市全体
と特に離島地区の人
口はどのように推計
しているのか

高めることが定住応援策に）

駆けて政府機関に送付しました。裏面に意見書の内容を記載。

減税率適用を求める意見書」を賛成多数で採択し、全国に先

一般質問しました。また「消費増税に伴う宿泊業に対する軽

「国際交流事業と国内の友好都市事業の取り組み」の二件を

12

（写真 離島住民の利便性を

企画財政課副参事 市全体は
１万６８８９人。離島地区は

知恵を出しながら、可能であ
れば考えていきたい。

②これまで交流を続
けている愛知県田原
市や、防災協定を結
んでいる長野県大町
市、飯島町、岐阜県
美濃市と友好都市提
携ができないか

企画財政課副参事 鳥羽市は
平成 年に兵庫県三田市と友
好都市提携を結び文化、自治

交流がある市町住民
へ鳥羽の優待券の発
行は

観光課長 特典をつけるこ

とについては、市内の観光事

業者、宿泊事業者の協力が必

要。仕組みや効果等を含めて

市観光協会等と相談し検討し

ます。

「小中生の遠距離通学

保護者負担はゼロにすべきでは」

なっています。友好都市以外

予算委員会 質疑

鳥羽市国崎町老の浜

この行事は、明治４年ま

で続けられていた、伊勢神

宮に熨斗あわびを献進する

ためのあわびを取る神事で
す。

ます。

考えるならば補正予算を組み

会が全額補助すべきであると

義務教育は国がやるべき。議

市長 尊重すべき考えである。

市長の考えは

円弱です。

学校教育課長 あと１００万

あとど れくらいの増
額で保護者負担がゼ
ロになるのか

教育長 同じ考えです。

義務教育という観点
から児童、生徒の保
護者負担を無くすべ
きであると考えるが

教育長 同じ考えです

の市町についても可能な範囲

遠距離通学補助の児
童、生徒の人数は

会、物産交流などの事業を行

において同様の交流を図って

学校教育課長 小学生１５３

午前 時から
会場

名。中学生は３５名です。

いきたい。

知します。

まち鳥羽を国内外に広く周

に努め、海女が日本一多い

成功させよう！伊勢志摩サミット
いよいよ伊勢志摩サミッ

鳥羽おもてなし会議では

御潜（み かづき ）
神事再 現イベ ント
を開催
サミット 日前記念イベン
トとして、「御潜（みかづ

期日

このイベントを通じて鳥

月 日（土）
き）神事再現イベント」を

市長 財政状況を考えるとな

羽の歴史、海女文化の発信

開催します。

かなか難しい。これからいい

14

２７２９人（３割にあたる１
ト開催の 月 、 日まで
27

１６４人減）と推測していま

23

5

10

す。

26

平成

市長 難しいが、
いい知恵を出し考えたい！

8

あと 日となりました。

5

10

10

人口の一番多い答志
地区になぜ午後８時
台の最終便が無いの
か。答志航路の最終
便増発は

57
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だより

おう！地域づくり」をテーマ

進事業など多彩。

者の起業支援、空き家活用促

は平成 年度の計画と位置付

けているが、他に事業費の大

きい施設整備があるため、年

度間の調整など変更が予想さ

れます。

編集後記

日 津市での自治体

議員研修会 に参加しました。

２月

担当副参事 今からパンフレッ

演題「地方創生と議会～地

移住定住の促進情報
発信として、年間４
００万人余りの人が
訪れる市内の観光拠
点に看板の設置やポ
スターチラシを置い
たりしてはどうか。

鳥羽を訪れる人にＰ
Ｒを！

とし健康、友愛、奉仕の三大
目標を掲げて活動しています。
浜口議長のあいさつの後、
小林千代太郎会長から活動の
問題提起がされ分散会で熱心
な意見交換が行なわれました。

市老連からの要望
①活動するため市の施設、
体育館、中央公園、市民文化
会館の使用料の免除。

トや情報も作っていくので、

方創生にどう取り組むか～」

②市老連活動助成金の会員
③市老連の活動拠点として

可能な限りやっていきます。

◎住民以外の通勤通学者・

住民が集まる場所で聞く。

く。投票に来ない人の意見を、

◎さまざまな住民の声を聞

ポイント

講演でなるほど！と感じた

学部 准教授 田口一博氏

講師 新潟県立大学国際地域

事務所（部屋）、パソコン、

担当副参事 既に移住されて

すでに移住して、鳥
羽に住んでいる人の
声をどのように汲み
上げていくのか。
くりに活かしていただきたい

いる方にメディアへ登場して

恵とパワーを市行政や地域づ

に、老人クラブの皆さんの知

日頃の活動に感謝すると共

わる協議への参画。

④「新地域支援事業」に関

プリンターの設置。

割、地区割の増額。

31

引き続きいろんな方に協力し

るまちの大きな事業者と定期

議会が税金を払ってくれてい

これらの話は議会や議員活

域内循環を目指す。

外に出ていくお金を減らし地

事を地域の人にやってもらい、

◎市が外部委託している仕

状を聞く。

銀行や不動産業者に地域の現

的に話し合う。

てもらいたいと考えている。

鳥羽市過疎地域自立
促進計画で「水産研
究所の移転が記載さ
れているが、順次計
画していくのか」

企画財政課長 水産研究所

動に活かしていくべきと痛感。

へどうぞ。

「世古やすひで」ホームページを開設しています。市議会や市政、たよりへのご意見はＧメール sekoyasuhide＠gmail.com

長岡診療所 四月より

りながら、さらに長岡地区住

「
地域医療振興協会」
が運営
これまで長岡診療所への医
民と観光客の安心安全な地域
医療の確保に寄与して頂ける

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

市立長岡診療所が四月より、
師派遣を約 年間（週 日）
行なっています。

（↑懇談会のひとこま）

く求めます。

「公益社団法人 地域医療振
興協会」に管理運営が委託さ
者の努力に敬意を表します。

ものと期待しています。関係

れます。

四月に鳥羽市消防署
南鳥羽出張所が開設

そのような先進例と同じく日本国内においても増税実施され

診療は元・志摩病院勤務で

た時には、宿泊施設利用等に関して軽減税率を適用するよう強

大西先生不在後、昨年 月

適用されております。

内科の鈴木孝明先生が専任で

税率１９％のところ、宿泊施設の利用等は、７％の軽減税率が

より吉岡先生にお世話になり

ヨーロッパ各国の消費税軽減税率の実例をみてみるとフラン

担当します。職員も変わりま

地域づくりに知恵とパワーを！

ます。

ありがとうございました。

泊施設の利用等に関して、軽減税率が適用されている国があり

す。

とする高齢者の自主的な組織

老人クラブは、地域を基盤

市老連と市議会議員が懇談

しかしながら昨今の景気の低迷により、観光業を取りまく状
況は大変厳しいものがあり、消費税率１０％への引き上げに危
機感を覚えています。
そのような状況の中、世界の軽減税率を見渡したところ、宿

本年四月から鳥羽市消防署

去る２月 日「鳥羽市老人

羽市の観光地力を維持し高めていくことが必要不可欠です。

南鳥羽出張所も開設され、救

を擁する国内でも有数の観光地の一つであります。鳥羽市の基

クラブと市議会議員懇談会」

に関わる総合産業であるといえます。そして将来にわたって鳥

急車と消防車各一台が配備さ

鳥羽市は、国際観光文化都市として１８０を超える宿泊施設

15

が文化会館で開催されました。 で「のばそう！健康寿命、担

幹産業の一翼を担っている宿泊業においては、経済活動に密接

れます。
今後は消防署との連携を図

という軽減税率が適用されております。また、ドイツでも標準

2

11

診療時間
平日（月～金）
午前９時～正午
午後２時～午後５時
東京に本部を置く「地域医
療振興協会」は、全国で県立
志摩病院等 施設の病院や診
療所、介護老人保健施設等の
運営をしています。従業員数

スでは、標準税率１９．６％に対し、宿泊施設の利用は、７％

2

「消費増税に伴う宿泊業に
対する軽減税率適用を求め
る意見書」

2

もらって情報発信をしている。 法人に聞く。

と思います。

３月委員会
審議より
平成 年度は「移住・定住

アレント移住支援事業、移住

住支援員の配置、シングルペ

移住コーディネーター及び定

移住体験プログラムづくり、

初予算が組まれています。

業展開で７，４７５万円の当

元年」と位置づけ、様々な事

28

は７６４５名（内医師は１０
１７名）。

三重県鳥羽市議会
平成２７年１２月２１日

23

年４回発行
第１０号
り
よ
だ
で
ひ
す
や
古
世
鳥羽市議会議員
発行
３月３０日
２０１６年

