
平成 24年度 第 1回小笠原村における民政安定化懇談会（通算 4回目） 

 

議 事 概 要 

 

１．日時    平成 24年 4月 19日（木）17:30～18:30 

 

２．場所    小笠原村東京連絡事務所 

 

３．出席者   別紙のとおり 

 

４．配布資料  資料１：小笠原村 1,200m級滑走路案への提言構成案 

資料２：小笠原空港（洲崎案）の課題メモ＋優先順位（森委員） 

資料３：報告：父島洲崎地区周辺海域の実況検分（森委員） 

        資料４：「小笠原村における民生安定化懇談会」開催要綱 改正案 

        資料５：小笠原訪問の皆様へのアンケートのお願い（往路・復路の 2種） 

        資料６：懇談会報告書の構成案 

        資料７：村外居住者の受診状況の動向（父島） 

        資料８：小笠原村の医療（平成 24年度版）  

        資料９：おがさわら丸年度別乗船者数・61才以上乗船者数・クルーズ船

の来島状況 

        資料 10：小笠原における観光についてのアンケート 

 

５．議事内容 

（１）村長挨拶及び配布資料の概要説明 

平成 24 年度第 1 回（通算 4 回目）の開催となる小笠原における民生安定化懇談会の

開催にあたり森下村長の挨拶、及び事務局より配布資料の確認の実施。 

 

（２）小笠原航空路関連について 

事務局より、航空路関連の懇談会における提言について、小笠原村空港滑走路案

（1200m）への、懇談会での意見を集約した小笠原村 1，200m 級滑走路案への提言構成

案（資料１）を提示し、各委員の質疑を実施し了承された。また、父島洲崎地区での滑

走路案について、今後は、「小笠原村空港滑走路案」とすることを決定した。 

 

座長：滑走路案の構成案について、ご意見はありますか。安井先生いかがですか。 

 

安井委員：特にありません。これで良いと思います。 

 



座長：清水先生どうぞ。 

 

清水委員：2つ目のプロセスについて、いろいろな対応策を考えていくところで、自然

の研究者による検討会等を設けて公の議論を行った方がよいと思います。アセスを

実施して、その結果が出て、何か意見を言って下さいというプロセスだけではなく、

それ以外で専門家の正式な委員会を設けた方がよいと思います。 

 

座長：それについては、この懇談会で設置を決めることではないと思います。最終的な

報告書に盛り込んでいき、それを村がどう判断するかということではないでしょう

か。この懇談会では、民生安定化のための空港とはどういうものが必要なのか、そ

れがどの程度の影響があると思うのか、どのように進めていけば良いのか、そこま

でを検討する場と考えます。それを受けて、小笠原村が東京都と議論を重ねて形が

決まれば、正式なアセスメントが始まることになりますから、その際に清水先生の

おっしゃいました専門家の議論をどのように組み合わせていくのかということに

なると思います。清水先生これでよろしいでしょうか。 

 

清水委員：はい。 

 

清水委員：質問ですが、小笠原村父島洲崎地区 1，200m級滑走路案の設定における前提

条件とは何ですか。 

 

事務局：本懇談会で決められた前提条件ではなく、小笠原村の滑走路案を検討するため

の前提条件のことで、第 2回懇談会時の説明資料にあります、地形の改変を最小限

にする等を前提条件とした４項目のことです。 

 

座長：他にありますか。もしないようでしたら、この提言構成案を基にして次回までに

詳しい案を作成していただくことで宜しくお願いします。 

 

（３）要綱の一部改正について 

事務局より、懇談会の開催期間を平成 24 年 5 月末日より、同年 6 月末日に変更する

ための懇談会要綱の変更案（資料４）を提示し、了承された。 

 

事務局：懇談会の開催期間は、平成 24 年 5 月末までとなっておりましたが、懇談会で

の議論の中でもう少し議論の期間が必要となりましたので、開催期間を平成 24 年

6月末までに変更させて頂いても宜しいでしょうか。 

 

座長：6月末ということで変更に問題はありません。 



 

（４）アンケートについて 

 

事務局：アンケートについて、財団法人世論調査協会理事の福島様より、ご説明を頂き

ます。 

 

福島氏：全数調査をするためにシンプルな調査を想定し、A4または B5の片面か両面程

度で、丸をつけるだけのものを考えました（資料５）。処理を考えることと、ラン

ダム性を考えると全数調査が必要であるため、データエントリーも考慮すると２０，

３０の設問で済ますことを考えました。また、アンケートは、往復で行う場合と、

復路でまとめて聞くことの２とおりがあります。目的や基本項目は必要となるため、

往復で分けた場合にはどちらでも同じ内容を聞く必要が出てきますが、復路だけに

すればこの点は一度の問いで済みます。行きと帰りで旅行者のイメージが変化する

ことを捉えると、往路と復路で分けることが必要になります。案については、往復

の違いを捉えることも考え、往路と復路で分けました。往路の内容は、まず、目的、

動機、旅行の形態、頻度、小笠原に対する知識の順になっています。あとは、性別、

年齢、出発地の基本情報となっていますが、職業をいれても良いと思います。復路

については、評価を中心としていますが、目的は聞いています。マトリクスにして

設問すると非常にやりやすいですが、データ量は増加します。後は、評価ですので、

どこまで評価して頂くかは、設問者側の選択になります。 

 

座長：せっかくですので、産業観光課で行われているアンケートについて説明頂けます

か。 

 

事務局：今回、傍聴ということですけれども、担当の産業観光課長から説明できる範囲

でご説明下さい。 

 

産観課長：産業観光課の調査は、既に平成 22 年度、同 23 年度に実施しておりまして、

予算をかけて満足度調査を実施しています。データとしては、世界自然遺産登録前

からのデータ蓄積が必要と考えて開始しました。この調査は、全数ではなく、おが

さわら丸が出航する際に父島の船客待合所で観光協会にお願いして、観光客の目標

約 1割として実施しています。満足度調査については、全数でなくともデータがそ

ろうということで実施しています。懇談会でのアンケートは、小笠原海運の乗船券

でのアンケートの改正と聞いています。資料として提出しております全数調査の結

果として、観光客、仕事、研究者がいるとかという部分を整理するのであれば、役

割分担は出来ると考えます。満足度調査は、今年も 3年目になりますので、統一し

たデータを集めるために実施したいと思っております。 



 

座長：ありがとうございます。この小笠原村の調査は、いつ頃 1割を目標に実施されて

いるのですか。 

 

産観課長：全便を対象としてやっています。平成 23年度で回収した数が 2000を超えま

した。 

 

座長：これについては、懇談会では、おがさわら丸の調査をどうするかということから

始まっていますから、整理する必要があると思います。村で行われている調査は継

続的に実施されていますのでそのまま続けて頂ければ問題ありません。懇談会では、

小笠原海運の調査票をもう少し直すことが出来るのか、どの程度直すのかポイント

を絞ってご議論を頂ければ良いと思いますが、いかがでしょうか。 

 

安井委員：どちらからきたかとの問に対して、全ての都道府県を選択肢にすることは出

来ないのですか。 

 

福島氏：47 の選択肢が出来るため、処理が大変になります。そのあたりの兼ね合いに

なります。実際、全数のアンケートとしては現実的ではありません。村のアンケー

トと基本事項を合わせることは有効だと思います。参考までに、村のアンケートの

調査方法について、この 1割というのは、ランダムサンプリングになっておらず恣

意的になるため、正式には認められません。全部実施して、その中からランダムに

1割引き出すのであれば問題ありません。 

 

産観課長：やり方は、観光客のみなので、まず口頭で観光かを聞き、1割ぐらいの人に

配布する方法をとっています。配布については、ランダムに配布することを意識し

ています。 

 

福島氏：統計的にランダムというのは、全部に配布して、集計時に抜くことを指します。 

 

座長：そのあたりは、今後の参考にされてはいかがですか。他に何かはありますか。事

務局で何かありますか。 

 

事務局：小笠原海運さんの調査票のスペースでは、聞きたいことは聞けないとあったと

思います。 

 

座長：はいありました。 

 



事務局：再度、現在の調査票の中で設問設定できないか検討して、出来る出来ないを含

めてご報告いたします。 

 

座長：検討を進めて頂くことを宜しくお願いします。 

 

（５）今後のスケジュールについて 

 

事務局：再確認になりますが、次回の懇談会は、平成 24年 5月 24日（木）となってい

ます。 

 

座長：今回の議事の中で、懇談会の期間の延長をしましたが、懇談会の開催との関係は

どのようになっていますか。 

 

事務局：次回の開催を最後として、その後、最終のまとめをする期間と考えています。 

 

座長：それでは、最終の報告書の了承について、再度、懇談会を開催して行うのか、持

ち回りの形で皆さんに 6月中にご了解をとるのか、2通りの方法があると思います

ので、次回の懇談会時の状況によって決定するということでいかがでしょうか。委

員の皆さんいかがでしょうか。 

 

安井委員：持ち回りで良いですよ。 

 

清水委員：はいそれで良いです。 

 

座長：それでは、持ち回りということにいたします。次回にまでに素案をまとめて、6

月中に委員の認めた報告書として村長に提出するということで宜しいですね。 

 

（６）その他 

 

 ●懇談会報告書の構成案について 

事務局より、懇談会における、最終報告書の構成案（資料６）についての提案を行

い了承された。 

 

座長：構成案について、ご意見をお願いいたします。 

 

安井委員：ありません。 

 



清水委員：とくにございません。 

 

座長：では、私から、「滑走路案」とありますが、懇談会でも滑走路案とするのでしょ

うか。 

 

事務局（航空フォーラム）：「空港案」という言葉を小笠原村の調査のなかで使用してい

ないため、滑走路案としています。 

 

座長：空港という言葉を使ってはいけないのですか。 

 

事務局（航空フォーラム）：そうではありません。村の判断でどちらでも構わないと思

います。これまでは、滑走路の長さをどうするかの議論が中心となっており、必要

な滑走路長を表すために滑走路案としていました。その中で、空港案という言葉が

出ていない状況です。 

 

事務局（村）：滑走路という言葉を使ってきたため違和感がないが、空港案が一般的な

のでしょうか。 

 

座長：小笠原村において、違和感がないようでしたら、この懇談会からは空港案として

はいかがでしょうか。空港、滑走路のどちらでも考えていることは同じであり、懇

談会の報告書をみて、村の方々が空港についてどうするかを考え判断することがポ

イントですから、問題はないと思いますがいかがでしょうか。 

 

安井委員：一般の方を考えると、具体的に出た方がいいと思います。空港では漠然とし

ているため、このままの案の方が良いと思います。 

 

座長：そうですか。では、例えば、小笠原空港滑走路案というのはいかがでしょうか。 

 

安井委員：いいですよ。 

 

座長：空港をつけて、過去に 900m や 1500m 等の案があったが、この懇談会で考えてい

るのは、「父島洲崎 1200m（滑走路）の場合にこのような影響があるということを

検討しました。」として、小笠原村空港滑走路案でいかがでしょうか。 

 

村長：懇談会でご議論頂いているのは、小笠原村の案ですからよいと思います。 

 

清水委員：民生安定を考えると「空港」の方がふさわしいと思います。 



 

座長：小笠原村の空港案ということで、それが 1200mの滑走路があって、これについて

の概要を説明し、前提条件を受けて、我々委員がどのようなことを考えて提言をす

るのかという流れでいかがでしょうか。 

 

一同：同意。 

 

 ●その他、質疑・意見 

座長：その他何かご意見がありましたらどうぞ。 

 

安井委員：現在、観光客からいろいろな苦情がきていると思います。船の中で聞くと多

くの方がとても良かったとおっしゃいます。ただ、観光協会や村には苦情が入って

いると聞いていますが。 

 

村長：実のところ、村への直接の苦情はあまり届いていないのですが、一部の方からは

お聞きしています。中間アンケートの報告が出ましたが、多くは船の居住性につい

て厳しいご意見があります。もともとアンケートで評価が低かったお土産物ですが、

やはりもう少し充実して頂きたいとの意見があります。自然環境や宿・食事の評価

は、そこそこ頂いていて、世界自然遺産登録前と変化はない状況です。現在、事務

的には、おがさわら丸の 2等の居住性の改善を小笠原海運と協議しています。これ

が実現しますと、定員減となりますから、そこで来て下さるお客様数もある程度コ

ントロール出来ることになります。居住性の問題は、もともと村民からもご意見を

頂いておりましたので、来月の懇談会時にはもう少し具体的な内容をお伝えできる

のではないかと思います。小笠原海運と前向きに検討しており、現行の船の中で居

住性を改善する方向で進めています。 

 

座長：ありがとうございます。今のお話しは、懇談会では、緊急多客化対策において議

論したところですが、さらにそれに付け加えることができるかということです。以

前からお話ししていますように空港ではなく、既に船にて来島するお客様が増加し

ており、そこをどうしていくのか、環境の観点、観光・アコモデーションの観点で

もありますし、25 時間半かかりますから船の居住性とか、うまく盛り込めるもの

があれば 3章に加えていくことかと思います。 

  他に何かありませんか。 

 

清水委員：大型船、クルーズ船については何か上限や規制はないのでしょうか。 

 

村長：現在は、規制はありません。トータルでどの程度を見積もるかにもよると思いま



すが、3月だけで 9隻が入り、平均して 300名～400名が上陸しています。 

 

座長：クルーズ船の資料（資料 9）をみますと、ホエールウォッチングの季節に多く来

島していますね。 

 

産観課長：ホエールウォッチングは目玉となりますので、例年 3月に何便か来ています。 

 

座長：平成 24年度は既に 4,5,6月と早い時期から予定が入っていますね。 

 

産観課長：これまで入っていなかった時期にも予定が入っています。清水先生のご心配

されていることが、観光船の増加による自然へのインパクトでしょうか。 

 

清水委員：特にそういうことはありませんが、現状としてどうなのかということです。 

 

産観課長：観光船については、ご高齢の方が多いのと陸域のガイドツアーが 2，3 時間

に限られており、山の核心部へ行くツアーはない状況です。海についても、高齢者

が南島への上陸は困難であることから、南島へのツアーは実施していません。その

ため、観光船のお客様は、自然環境にインパクトを与えるお客様とは捉えていませ

ん。お土産物の購買や飲食といったところが中心で、賑わいを与えていますが環境

にはそれほど影響を与えてはいないと考えています。ガイドさんが、おがさわら丸

と重なった際に多少不足しているという傾向があります。 

 

座長：入出港日を見ると、日帰りもあるが湾内で一泊する船も多くあるようですが、一

泊される場合のお客様の行動はどのようになっていますか。 

 

産観課長：船内で、ツアーが販売されていて、陸も海もそれぞれ 2，3 時間のコースと

なっています。それをお客様が組み合わせています。一日のみの滞在者は、一つの

ツアーと街の散策で終了となります。一泊の場合は、二つぐらいのツアーを組み合

わせて、街の散策となっています。よほど事前に情報を得て、船内での募集ツアー

以外に自身で申し込まれている方が、一日の南島ツアー・ダイビングのツアーに参

加する方はいますが、数は限られています。宿については、船の方が高級かつ食事

も付いているため殆どの方は戻られます。 

 

座長：船でエスカーション（オプションツアー）を手配していると思いますが、現地で

は村の業者さんがタイアップされていると思いますが、その辺はうまくいっていま

すか。 

 



産観課長：船内での募集ツアーでも、現地では現地ガイドツアーがやっています。 

 

村長：朝の 7時半から 8時半ぐらいの 1時間ぐらいで下船されます。戻られる最終便は、

4時半ぐらいです。日帰りの船で、だいたい 6時間ぐらいは島内にいます。 

 

座長：2，3時間のコースプラス昼食やお茶といった感じでしょうか。船との間の艀は、

どの程度の頻度で何人が乗れるのでしょうか。 

 

父島漁協が実施しており、漁船で 1回あたり 10人から 15人をピストン輸送しています。

朝の集中する時間帯は、漁船にてピストン輸送、日中は船に搭載しているボートが

1時間毎程度で行き来をしている。ですから、昼食も船で食べられる方は戻ってい

ます。 

 

清水委員：クルーズ船は、どこか別の所を寄りながら小笠原へ来るのでしょうか。 

 

産観課長：多くは、小笠原を目的地としています。今年はじめて、屋久島－那覇－小笠

原－横浜というものがありました。今後の予定では、小笠原－那覇というものもあ

りあます。また、特徴的なのは、出発地が横浜や東京だけではなく、神戸、広島、

岡山、大分などがあり、地方で集客しても世界自然遺産ということで、300～400

名が集まる状況です。地方新聞社系の旅行会社が企画しており、また次も実施した

いとのお話しも来ています。 

 

座長：おがさわら丸とどちらが快適かということもあるのでしょうか。 

 

村長：おがさわら丸との最大の違いは、船足が遅いので、片道で船中 2泊にて来島しま

す。 

 

座長：現在は、国内のクルーズ船ですが、今後は海外の大型のクルーズ船が来島するか

もしれません。というのは、神戸にアメリカのフロリダあたりに本拠地がある船会

社の 3，4 万トンのクルーズ船が、神戸を母港にしてアジア方面へのクルーズを行

うことが具体化しているようです。これまでのクルーズ船は、一泊三食付きで 3～

5万円程度の価格設定で構成されていたのですが、最近のカリブ海クルーズの船な

どは 10 万トンクラスで大きくなっており、価格帯も 2 万円を切るような設定にな

っています。通常の旅行と比較してもクルーズの方が安いものが出てきています。

それが、日本でも可能と考えてアジア方面の航路を開拓しようとの動きがあります

から、その中で小笠原を回るコースを設ける可能性もあると思います。 

 



座長：その他何かありますか。 

 

事務局：本日、小笠原村 1200m級滑走路案（以後、小笠原村空港滑走路案）への提言構

成案及び懇談会報告書の構成案についてご議論いただきました。森委員には、早速

情報をお伝えしてご意見をいただきます。皆さまにおいても、お持ち帰りになって

何か意見がございましたら、4 月 25 日までにご連絡いただきますよう宜しくお願

いいたします。 

 

座長：では、以上で終了と致します。 

以   上 
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