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議事日程 

  日程第 １ 小笠原諸島世界自然遺産について（継続） 

  日程第 ２ 浄水場の移転について（継続） 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開会の宣告 

○委員長（稲垣 勇君） ただいまから総務委員会を開会します。 

  出席委員が定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

（午前９時） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会議時間の延長 

○委員長（稲垣 勇君） あらかじめ会議時間の延長をしておきます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎小笠原諸島世界自然遺産について（継続） 

○委員長（稲垣 勇君） それでは、本日の議題に入ります。 

  初めに、小笠原諸島世界自然遺産について、執行部から報告を求めます。 

  総務課企画政策室副参事、柴垣君。 

○総務課企画政策室副参事（柴垣佳久君） 12月議会以降の世界自然遺産事業の経過報告でご

ざいます。 

  資料１に基づきましてご説明をさせていただきます。 

  今年の平成24年２月13日、世界遺産条約採択40周年ということで記念式典を岩手県一関市

で開催しております。主催は外務省になります。内容といたしましては、基調講演とパネ

ルディスカッション等となっております。 

  同じく２月13日ですけれども、全員協議会で説明をさせていただいた件ですけれども、現

地小笠原で第１回地域課題検討ワーキングを開催させていただいております。内容につい

ては、ワーキングの基本的事項、自然遺産にかかわる勉強会、今後の進め方ということに

なっております。 

  ２月20日に、内地ですけれども、小笠原諸島世界自然遺産登録記念シンポジウムを開催し

ております。こちらは主催は東京都で、場所はＵＤＸシアターという秋葉原の駅の近くと

いうことになっております。内容につきましては、講演とパネルディスカッションでござ

います。 

  同じく２月24日ですけれども、世界自然遺産地域科学委員会を開催しております。内容に

つきましては、平成23年度の取り組み報告と平成24年度の事業予定についてでございます。

村からは、地域ワーキングの設置のお話、昨年行った島内の説明会の状況、獣医師会の派
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遣診療の説明をしております。 

  ３月になりまして、２日から４日に世界自然遺産小笠原諸島ｉｎ３Ｄ上映会を開催してお

ります。内容につきましては、昨年10月から11月にかけて銀座ソニービルでやりました世

界自然遺産にかかわる３Ｄ映像の上映会です。２日と３日に父島ビジターセンターで行い

まして、母島は４日にやる予定でございましたが、５日のははじま丸が欠航予定であった

ということで中止をさせていただいております。これにつきましては、父島で評判が高か

ったということもありまして、今後、別途実施を検討していきたいと考えております。 

  今後のスケジュールでございますけれども、３月27日にアカギ木工教室の開催ということ

で、外来種であるアカギの有効活用と外来種対策の普及啓発ということで、はしとかペン

ダント、木皿等を専門家の指導のもとで作成をしていくということで普及啓発をしていき

たいと思っております。 

  説明は以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） ただいまの報告について、質疑、意見のある委員は挙手をしてくだ

さい。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） ２月13日に実施されました第１回地域課題検討ワーキングの開催につ

いてですけれども、地域課題検討ワーキングの基本的事項について教えてください。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課企画政策室副参事、柴垣君。 

○総務課企画政策室副参事（柴垣佳久君） 基本的には小笠原諸島が世界遺産に登録をされま

して、これから将来に向かって遺産価値を保全していかなければならないということがあ

ります。そのためには地域の方に小笠原諸島の自然的な価値を正しく理解してもらわなけ

ればならないということと、その自然価値を生かして島内の自然環境を生かして豊かな暮

らしを実現していかなければならないということで、自然価値を理解してもらうだけでは

なくて、地域の活性化につなげていきたいということがありまして、地域課題検討ワーキ

ングを設置させていただいております。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） この地域の課題ですけれども、ユネスコからの勧告があったと思いま

す。地域に課せられた２つの大きな課題をユネスコから勧告を受けております。それは観

光と自然保護の課題、もう一つは、昨日も池田委員ほかからもありましたけれども、イン

フラ整備と自然保護の課題、この課題をきちんとするようにということでユネスコから勧
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告を受けていると思いますが、これらの課題について、この地域連絡会のワーキングで話

し合いを持たれる予定はあるのでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課企画政策室副参事、柴垣君。 

○総務課企画政策室副参事（柴垣佳久君） 今のところ、管理計画にあります６つの課題につ

いて議論することになっておりますけれども、今、課題の洗い出しをしておりまして、そ

の中で公共事業についても話し合ったほうがいいのではないかということになれば、関係

機関と連携して話し合うということになると思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 片股敬昌委員。 

○委員（片股敬昌君） 内容のところに基調講演、講演と書いてあるのですけれども、簡単で

いいので、おおよそこういう話がありましたということをこれから別途つけていただくこ

とはできないでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課企画政策室副参事、柴垣君。 

○総務課企画政策室副参事（柴垣佳久君） 単純に基調講演としか書いていなくて申しわけご

ざいません。内容についても把握している部分と把握していない部分がございますので、

その辺は今後つけるように検討していきたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  池田 望委員。 

○委員（池田 望君） この資料について、説明はわかりました。ありがとうございます。 

  世界自然遺産に登録されて、これから新たに我々の一つの冠を背負ってやっていくという

ことですが、これには国の役割、都の役割、そして我々村の役割と役割分担があると思う

のですが、その辺の整理として国、都、村、どのように役割分担をしていくのか、その辺

がわかれば教えてください。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課企画政策室副参事、柴垣君。 

○総務課企画政策室副参事（柴垣佳久君） 基本的には管理計画に基づいて役割分担があるの

ですけれども、正確に決まっている部分と決まっていない部分があります。決まっていな

い部分というのは、各機関で協力して、動けるところが動くということも可能だと思いま

す。そのほうが機動的に動けるということもございます。ただ、遺産センターが基本計画

が策定されるということがありまして、その管理について村がどう関わっていくかという

ことによって─今ある自然遺産センターも運営組織も環境省が直接やっていたり地元がや

っていたりとばらばらでございまして、そこらあたりのところは今後関係機関とどう関わ
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っていくかということを検討していって、村の役割とかを協議していきたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 池田 望委員。 

○委員（池田 望君） では、これはどこがやる、これはどこがやるということは実際まだ確

定されていなくて、それも協議の中で決めていくということで理解できるのですが、そう

いうことであれば、村がうんとこれに関わっていって、村の考え方、進め方というものを

主張していくいいタイミングだと思うのですが、村長、その辺はどう思いますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） まず、世界自然遺産に登録を目指してきた段階でも、私どもはいろん

な形で村の考え方、ゾーニングに際しても、公共事業等のことにつきましても、そういう

議論を積み重ねてきております。基本的な合意はあると。その中でそれぞれの権限もあり

まして、先ほどの池田委員の質問に対する答弁だったと思いますが、その基本姿勢は変わ

っておりません。 

  それから、今回の世界自然遺産登録につきましてユネスコで大変評価をいただいたのが、

行政それぞれの連携と行政だけではなくて民間の方々の連携ということで、これはこれか

らも外来種対策等を進める上できちっとやってくれということがありますので、この連携

をきちっとしていくことが大前提にありますので、まず、その連携はきちっと堅持をし、

発信するところは発信していくということでございますけれども、今ご質問にあった村の

意見、考え方というのは、登録を目指してきたときと、これから管理計画、具体的に遺産

センターとかということに対しては、今までの連携を崩さないという基本姿勢はもちろん

ですが、村の考え方なり要望というのをきちっと発信していかなければいけないと考えて

おりますので、そのような形で取り組んでまいりたいと思っております。 

○委員長（稲垣 勇君） 池田 望委員。 

○委員（池田 望君） ありがとうございます。そうでなければ、昨日も一般質問等で話もし

ましたが、ここに暮らしている人たちが、世界自然遺産に登録されたことは大変うれしい

のだが、なかなか生活しづらいなというふうに思われないように、村長の施策の中でその

部分、村民を守っていただきたい、このように願っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  片股敬昌委員。 

○委員（片股敬昌君） 父島、母島のスケジュールを立てる際、父島が最初になって、母島が
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その次という計画がどうもある感じですけれども、父島は天候が悪くても開催できるわけ

ですので、母島を先にやられて、次に父島という計画があってもいいのではないでしょう

か。検討をお願いしたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課企画政策室副参事、柴垣君。 

○総務課企画政策室副参事（柴垣佳久君） 今回のスケジュールにつきましては、父島のほう

で最初にやらせていただきましたけれども、動物の診療などは母島のほうで実施をしてお

りますので、今後、物によってはどちらを先にするかということも検討して設定していき

たいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 佐々木幸美委員。 

○委員（佐々木幸美君） 今、片股委員からその問題についてあったのですけれども、私もソ

ニービルへ行って３Ｄを見ましたが、小笠原の自然のすばらしさが映像的にすごくクリア

されていました。将来、ソニーが島に渡すという話を聞いていたのですが、実際母島では

残念ながら中止になって、今後予定を組んでやるということですけれども、やるに当たっ

てパネルとか広報のあり方を島内に知らしめてほしいと思うのです。一部村民だよりに出

ていたのですけれども、そうではなくて、各所に張っていただければ。これだけのものは

なかなか見れないと思うのです。ぜひその辺のところを日程的にもクリアして、父島でも

恐らくまたやる機会もあると思うのですけれども、母島の方にもそういう形で見せる機会

をぜひつくってほしいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課企画政策室副参事、柴垣君。 

○総務課企画政策室副参事（柴垣佳久君） 今回は村民だよりと村内掲示板ということで広報

させていただきましたけれども、全戸配布によるチラシといったことも検討していきたい

と思います。それで、この３Ｄの映像を実際に見ると結構迫力がありまして、普及啓発に

はかなり有効だったと思っておりますので、今後そういった広報も含めて検討していきた

いと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 佐々木幸美委員。 

○委員（佐々木幸美君） 中止になったということで、予定はいつごろを考えておられるのか、

もし決まっていましたらお願いいたします。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課企画政策室副参事、柴垣君。 

○総務課企画政策室副参事（柴垣佳久君） 結論から申し上げて、まだ決まっておりません。

ソニーのご協力が必要になりますので、ソニーと調整をさせていただいて検討していきた
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いと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 村長に１つだけお聞きします。今後のスケジュールの中で外来種であ

るアカギの有効活用という部分がうたってありますけれども、いろんな種類をつくるとい

うことだと思うんですけれども、将来的に商業ベースに乗せていく気があるのか。村とし

てこの啓蒙活動が有効であるとなった場合、今後ともこういう啓蒙活動には率先して取り

組んでいく気があるのかをお聞きします。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） アカギについては有効に活用できることが望ましいと思っていまして、

これが木材としてどうかということは既にいろいろ専門家の意見を聞きまして、残念なが

ら材としては商業的にも有効に生かしていくのは難しいということから、今回、幾つかの

ことをまたチャレンジするということでございます。今日、お見せすればよかったんです

が、村長室につくった物がありますので後ほどでも見ていただければですが、まず、有効

に活用できるとなったら、もちろんそれはおみやげ品にすることが、シロアリの議論も出

ましたが、立ち枯らしだとかではなくて材を使えるわけですから、方向的にはそこを目指

していきたい。今の段階では商品なりに有効に活用できるかどうかをまだまだいろいろ模

索をしていきたいというところで、こういうことをまずやるということでございます。そ

の先には当然ながら有望であれば商品化を目指していきたいということでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） 質疑がないようですので、これにて質疑を終了します。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認めます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎浄水場の移転について（継続） 

○委員長（稲垣 勇君） 次に、浄水場の移転について、執行部から報告を求めます。 

  建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） では、２番目の浄水場の移転について、継続でお願いをして
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いる事案でございます。資料を３枚用意してございます。昨年12月定例会において今回の

流れにつきましても若干説明をさせていただきましたけれども、実施設計が終了に近づい

ている関係でおおむね３カ年の工程ができましたので、まず、そこら辺のご説明を契約の

案件も含めてさせていただきたいと思います。 

  まず、この工事工程表の色が分かれておりますけれども、青色が土木、グリーンが建築、

赤っぽいのが機械と電気というくくりになっております。先般、全員協議会で浄水場の契

約についてお話をさせていただきましたけれども、５月21日に臨時議会を開いていただく

ということで、そこをスタートにしたいと考えさせていただいております。 

  それで、この日程で、12月から５月までグレーっぽく塗ってある部分が、コウモリの関係

で現場に入っての作業をしないという日程でございます。今年度は土木の工事がメーンに

なりますけれども、11月末をもって終わります。平成25年度以降また作業を進めてまいり

ますけれども、４月に若干食い込んでいる部分の説明がありますが、この部分は準備期間

と捉えていただきたいと思います。平成26年10月末でハードの部分の整備を終わる予定で

す。これ以降は総合試運転といいまして機械と電気の調整等が入ってまいります。この間

は現行の浄水場も並行して運転をしながら、平成26年３月以降に切りかえるということで

作業を進めてまいります。全体の事業費も30億円をちょっと切るぐらいの事業費になって

おります。大きな事業で、村の最大の懸案事項、課題事項だととらえております。先般の

震災の後、この事業に着手できたことは担当課としても非常にタイムリーな仕事だと捉え

ております。これから３カ年にわたり議会の皆さんに総務委員会の中でご説明をさせてい

ただきますが、気合いを入れてやってまいりますので、ご声援よろしくお願いしたいと思

います。 

  次に、２ページをごらんください。これは浄水場全体の平面計画です。敷地面積が約

5,000平米あります。5,000平米のこの平面図を右のほうから原水調整池、真ん中辺が沈殿

ろ過施設、左端のほうが排水処理ということで、右のほうから水の流れが階段上、ひな壇

になっておりますので、重力を利用してなるべく電力を使わない仕組みを地形に合わせて

構築してございます。原水調整池の上には太陽光発電をすることを今検討しております。

コウモリ対策も、ぎらぎらする光を反射して、コウモリというよりもノスリといった動物

に対する配慮も考えてございます。 

  次に、３枚目をごらんください。12月の総務委員会でもご案内を申し上げましたけれども、

若干修正を加えております。今回、浄水場の移転に伴って、法律で定めております父島簡
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易水道施設の認可変更の中で給水区域も取り入れて区域を変更してございます。上のほう

から情報センターの周辺、赤く取り囲んでいる部分を今回拡張してございます。次に、真

ん中辺で吹上谷という表示があるところに赤く囲ったところがございます。ここの部分が

若干民家ができるという情報を得ておりますので、先立って区域に取り入れております。

次に、下のほうで北袋沢方面です。ここは小集落が現在点々とできておりまして、都道沿

いにそれを取り囲むような感じで給水区域に取り入れてございます。当初は、この北袋沢

部分については、12月でお示ししたときには国立公園の部分も取り囲んでいるような感じ

になっておりましたけれども、関係省庁との調整の結果、現在、必要最小限のものにとど

めてございます。 

  給水区域につきましては、来年は父島簡易水道と母島簡易水道の統合も国からの指示でや

らなければいけないということもありまして、母島のほうは現在基本設計を行っておりま

すけれども、そこでもやはり水道の認可変更という作業が出てまいります。その段階でこ

の区域についてもまた議論することは可能でございますので、これは今回の浄水場の移転

に伴って給水区域の変更を行うというふうにご理解をいただきたいと思います。今定例会

で給水条例の改正の提案もさせていただいておりますので、そこには給水区域の変更とい

う部分が出てまいりますので、あわせてご審議をいただきたいと思っております。 

  説明は以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） ただいまの報告について、質疑、意見のある委員は挙手をしてくだ

さい。 

  ありませんか。これはまた継続になりますので。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） 質疑がないようですので、これにて質疑を終了します。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認めます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎防災道路の整備について（継続） 

○委員長（稲垣 勇君） 次に、防災道路の整備について、執行部から報告を求めます。 

  総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） では、ご説明いたします。 
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  資料３をお願いいたします。11月、12月の定例会以降の経過でございます。 

  まず、１点目でございますが、小笠原諸島振興開発審議会の委員の皆様の現地視察がござ

いました。平成24年２月７日でございます。小笠原諸島振興開発審議会の委員４名が国土

交通省の担当者とともに現地視察のために来島され、８日午前に防災道路の説明を行いま

した。大変申しわけないのですが、来島の氏名の「し」が指になっていますので、氏にご

訂正をお願いいたします。大変申しわけございません。４名の委員の氏名でございますが、

青野委員、金丸委員、工藤委員、渋井委員の４名でございます。 

  ２番目に小笠原諸島振興開発審議会についてでございます。同月16日に開催されました第

82回小笠原諸島振興開発審議会におきまして、村から津波災害対策の中で「防災道路につ

いて必要不可欠で都に整備を要望している」旨の説明を行いました。また、この審議の中

で工藤委員、青野委員から、防災道路については必要だという発言がございました。 

  ３点目で、来年度の主な防災施設の整備に係る予算計上の説明でございます。 

  １点目、避難路でございます。父島保育園の裏の避難路につきましては、電信山遊歩道へ

の整備ということで、遊歩道として振興開発事業として整備いたします。 

  ２点目、湾岸道路から都立小笠原高校への通路の改修でございますが、これにつきまして

今年度補正予算を認めていただき、設計等を行いました。来年度は村の単独事業として整

備する予定になってございます。 

  避難所でございます。懸案でありました父島の旧高校跡地の避難場所につきましては、避

難所として整備をするべきだという結論になりまして、来年度につきましてはそのための

調査設計費を計上いたします。 

  以上が主な防災関係の来年度の予算でございます。 

  それから、ここにはないんですが、１月20日の村民だよりに防災特集号ということでこう

いったものを全戸に配布いたしました。これにつきましては昨年11月に防災計画を改正い

たしまして、新たに地震に対する津波対策を取り入れまして、防災情報の発信を重点的に

行っていこうという一環といたしまして村民だよりを発行し、自分の住んでいるところか

らどこが一番近い避難場所なのか、どうやったらそこへ避難できるかということを重点的

に広報したものでございます。今後も引き続き防災情報につきましては随時もっと広報を

充実させるよう考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） ただいまの報告について、質疑、意見のある委員は挙手をしてくだ
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さい。 

  池田 望委員。 

○委員（池田 望君） 小笠原諸島振興開発審議会の先生たちに父島の240号線、防災機能を

兼ねた道路の整備をということでお見せいただいたことは大変よかったと思います。また、

小笠原諸島振興開発審議会の中でこの議題が出て、先生のほうからぜひ必要だからやるべ

きだというご意見をいただいた。これは一歩進んだなと思います。 

  それで、こういう一つの委員会の提言がどの程度都の事業に対して効力を発揮するかとい

うことですが、この辺については村長のほうからお願いしたいのですが、どう思いますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 池田委員もご承知のとおり、小笠原諸島振興開発審議会に出席してお

りますメンバーは部局で言いますと行政部でございますので、もちろん知事の代理で佐藤

副知事もご出席しておりましたので東京都のほうにこの意は通じるとは思いますが、直接

の担当部局である建設局には私どもからきちっと従来やっている要望活動をやっていくこ

とが肝要だと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 池田 望委員。 

○委員（池田 望君） 私もそのように思います。私は前回の委員会でも述べさせていただき

ましたが、東京都のほうでちょっと不安に思っていらっしゃるのは、住民からもう一度反

対が起こるんじゃないかというようなことなのですよね。本当にみんな欲しがっているの

というような聞き方もされたような気がします。3.11の震災からちょうど１年になろうと

しています。人の思いがちょっと風化しそうなところに、もう１回テレビなどであの映像

が流れております。このタイミングで当時の皆さんの記憶が思い出されたころに、もう一

度村民に対して、こういうふうにやりたいというメッセージなりの動きをして、村の人た

ちは本当に欲しがっているのだよという署名なり要望書なり、地域の団体からでもいいで

すから、とにかく取りまとめなさって、議会ともども東京都のほうにご理解いただくとい

うような方向があろうかと思うのですが、その辺の考え方について、どう思いますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） やるべきことの１つを、今、池田委員に言っていただいたと思ってい

ます。１つは、うちはうちでまとめましたけれども、今、東京都も防災計画の見直しをや

っておりますので、その中で都全体での防災道路とかの位置づけはどんなふうになるのか

ということを見るということと、今、池田委員が言われたものにつけ加えて、昨日議論に
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なりましたが、今の公共事業を進めていくに当たっては、それぞれのアドバイスをいただ

かなければいけないところが─過去の状況とはまた違っておりますので、本当に今回のこ

とがどのように推移するのかというのは建設局の皆さんも注視していると思うのです。そ

ういうところを我々も必要なものは必要だということできちっと固めるためにも、方向性

が見えたときに住民の方のご理解をいただく作業というのは必ず必要になると思います。

それをなくして先にというのは、過去の経緯がありますので、進んでいかないと思います

ので、幾つか留意する点はあるというふうにご理解をいただければと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 平成24年度予算計上という部分で避難所の調査、設計、設計までする

ということは、当然そこにつくるべき施設も固まっていると思いますので、改めてどうい

う施設を予定しているのかを聞かせてください。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 今、奥村地区で避難する方は旧高校と高校と２カ所に分かれます。

私どもが考えていますのは、旧高校に避難しなければならない人につきましては、今、人

口的に200人から300人ぐらいいると考えまして、その方々が安心して避難できる面積、建

物、設備を考えておりますが、それが200人か300人がいいかどうかということを踏まえな

がら検討し、その検討の結果、大きさ等が決まってきます。基本的には避難所とそれに付

随する施設ということで防災用具の倉庫とかということも考えてございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 調査設計まで入っているということは、もうちょっとしっかりした内

容が煮詰まっていると思うのですけれども、倉庫なら倉庫、避難場所としての建物とかと

いう部分は、今、二、三百人と言いましたけれども、調査を経た上で人数設定もするので

しょうから、もうちょっとはっきりした数字を出せないのですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 大変申しわけございません。今予定していますのが避難所です。

避難所に付随して倉庫を考えてございます。あと、これからの検討課題ですが、前々から

ここにつきましてはインフラが低いところであるということで、特に電気の関係は大変だ

ということになります。そのためには村のほうで自家発電等を用意いたしましても、ガソ

リン等の燃料がありませんと動きませんから、そういうものもある程度備蓄するものも必
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要ではないかということはこれからの検討課題ですが、そういうものも必要であれば、そ

ういうものも一応整備できる形での場所の確保の調査等を行うとともに、規模でございま

すけれども、さっき言いましたように、200人から300人程度必要だということで、その辺

の絞り込みをこれからいたしまして、それに合った面積を来年度の早いうちに調査をし、

後半部分でそれに基づいた設計をするということで考えております。 

  概算でございますが、今のところ、面積としましては500平米くらい必要ではないかと考

えてございます。これにつきましては、あそこも結構敷地が狭いところでございますから、

平づくりをしますとほかのものができませんので、250平米の２階建てを考えてございます。

それで、考えられる構造につきましては、費用の面から鉄骨造がいいのではないかという

ことです。あと、避難所でございますから、電気がなくても安全に過ごせる形ということ

で太陽光発電も取り入れたいと考えてございます。それから自家発電装置、トイレの関係

も踏まえた形で総合的に考えてまいります。平成24年度に調査設計が終われば、来年度、

平成25年度には建設にかかりたいと思っておりますので、その辺またよろしくお願いいた

します。 

  以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） せっかく防災避難所という名のもとに整備するわけですから、狭い敷

地内で有効的に利用できるように。多分車で避難してくる人もいるでしょう。そういうと

きの駐車場云々も踏まえた中で、できるだけ土地を有効に使えるように、そしてまた、今、

自家発電装置と言いましたけれども、ライフラインの部分だけはしっかりとした形でちゃ

んとつくっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、箭内君。 

○総務課長（箭内浩彌君） 杉田委員のご指摘のとおりでございますので、駐車場も含めまし

て全体的な配置を考えまして整備いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかに何かありませんか。 

  佐々木幸美委員。 

○委員（佐々木幸美君） 村長にお聞きしたいのですけれども、先ほど建設局の話が出ました

が、防災道路につきましては議会でも池田委員を中心に要望書云々ということでいろいろ

問題があるんですけれども、建設局の都技監と道路部長がＮＴＴのケーブルの件でこっち

に来られてお会いになったときに、この防災道路の件につきまして何かお話ししたことが
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ありましたら、お答え願いたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 私のところに支庁の方と一緒にご挨拶に来ていただいたときには、海

底ケーブルのお話をしております。私とまた別のところで、懸案のことでございますので、

防災道路についてお話をさせていただきました。以前から陳情要望している案件でござい

ますので、まずは地固めをしっかりやってくださいねということでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  鯰江 満委員。 

○委員（鯰江 満君） ３の避難路で①と②とございますが、②は確か天皇の道ではないかと

思うんですが、①はこのままの名称になる予定ですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 産業観光課長、渋谷君。 

○産業観光課長（渋谷正昭君） こちらについては歩道で避難路を兼ねるという位置づけでお

りますので、奥村遊歩道ないしは奥村歩道という名称でいきたいと思っています。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） 質疑がないようですので、これにて質疑を終了します。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認めます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎生活排水使用料の改定について（継続） 

○委員長（稲垣 勇君） 次に、生活排水使用料の改定について、執行部から報告を求めます。 

  建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） では、生活排水処理施設の使用料改定についてのご説明をさ

せていただきます。 

  このご提案は、先般12月８日の総務委員会でご提案をさせていただきました内容に執行部

のほうでいろいろな工夫を凝らして、結果的に半分程度、50％程度ということでの修正案

というふうにまずご理解をいただいて、説明をさせていただきます。本内容につきまして

は、２月３日にテレビ会議で一応ご説明はしましたけれども、再度この総務委員会で説明

をさせていただきます。 
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  趣旨でございます。 

  小笠原村においては、小笠原のたぐいまれな自然を守っていくために返還当時から「生活

排水の適正処理・環境保全への貢献」の観点から、全くゼロの状態から生活排水処理施設

整備を急速に進めるとともに、全島での適正処理を目指してまいりました。 

  生活排水処理については、公営企業会計として運営しているため、原則「その経費は使用

料をもって充てる」こととされていますが、このような歴史的経緯及び１村２島・離島ゆ

えのコスト増などから、その経費を使用料に転嫁すると高水準の使用料となってしまうた

め、当村では過去20年以上にわたり使用料改定を実施せず据え置いてまいりました。 

  しかしながら、近年では特別会計での多額の赤字を補てんするため一般会計からの繰入金

が増加し、現状では１億3,000万円を超える額となっています。当村の財政状況悪化が懸念

されている現在、この状況を放置することはできなくなっており、財政健全化の一環とし

て「使用料改定」が必要不可欠と考えております。 

  基本方針でございます。 

  赤字すべてを解消することは現実的ではないために、環境保全という公益性も考慮し、全

体の経費のうち維持管理経費をなるべく使用料で賄うことを検討します。 

  次に、生活に直結する使用料であるため、他市町村等の事例も研究し、適切な使用料水準

を検討します。 

  この基本方針の最初の部分ですけれども、全額を使用料でもって賄うということになりま

すと相当高い負担になってしまいますので、ここの部分は環境保全とか公益性、いわゆる

下水の排水処理をそのまま生で流すことについて、環境にも保全が必要だというような公

益性が高いということを考慮して維持管理経費を充てているというふうにご理解をいただ

きたいと思います。 

  他市町村の事例につきましても、先般の12月定例会の総務委員会でのご指摘もあった中で、

事例を調べて後ほど別表のほうでご説明をさせていただきます。 

  次に、経営状況でございます。 

  平成21年度における経営状況から汚水処理費用と使用料の回収状況を下記のグラフにまと

めました。 

  汚水処理原価（汚水１立米を処理する費用）が612円に対し、使用料原価（使用者が汚水

１立米当たりに支払った使用料）が144円で、不足分468円が一般会計から繰り入れられて

いることとなります。 
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  この表をごらんいただきたいと思います。上が使用料の回収状況で、使用料収入で144円、

一般会計からは468円と。ブリーフ的にはこんな線引きで、多くを一般会計から繰り入れて

いますという説明です。 

  次に、その下ですけれども、全体の処理する費用が維持管理経費と資本費と分かれますけ

れども、この維持管理経費の部分319円のところを使用料でなるべく賄いたいという説明で

ございます。 

  次のページをごらんください。 

  先般の総務委員会、平成23年12月８日では以下の提案をしました。改定率85％から100％

アップ。使用料10立米当たり使用では787円を1,575円。これは100％のアップでございます。

標準家庭例で20立米を使用した場合、1,863円が3,465円、86％のアップでございます。こ

れの改定率を定めるに当たって、３カ年で段階的に改定していきたいという提案も先般の

12月定例会でさせていただいております。 

  次に、今回修正提案でございます。 

  総務委員会でのご意見を踏まえ再調整をし、別表４のとおり提案させていただきます。具

体的な金額は、口径20ミリ以下の一般家庭における使用水量20立米／月の場合で、現行

1,863円に対して３年目で2,887円、これは改定率が55％となります。口径25ミリ以上の使

用料は現行据え置きで3,360円です。 

  また、従量使用料につきましても、引き続き現行の「累進使用料制」を採用いたします。 

  次に、平均改定率46％アップでございますが、総務省の報告書では「全国平均として月

3,000円の水準を目途に適正化を図っていく」としていますが、前述のご意見を踏まえ、値

上げ幅は50％が限界だろうということを判断しております。 

  次に、平均改定率ですが、46％アップまで３年間で段階的に改定を行ってまいります。 

  次に、口径別使用料の整理を行いました。水道口径別の現行使用料体系を廃止し、すべて

現行の20ミリ口径使用料の体系に統一することを検討しましたが、現行25ミリ以上の口径

の使用料は20ミリの２倍前後の使用料となっているため、20ミリ口径の使用料を２倍以上

にしないと25ミリの大口径需要者は値下げになり、均衡がとれないということになります。

これを避けるために25ミリ以上の口径の使用料体系は現行の使用料を維持してまいります。 

  今後も総務省指針である月3,000円が一つの目標となりますが、今後の社会状況や公共料

金の水準、消費税率の動向を見て、長期的目標として検討してまいります。 

  次の使用料改定を考える際には、あわせて25ミリ口径使用料体系の精査も行ってまいりま
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す。 

  次に、別表のほうをごらんください。 

  別表１の説明でございます。平成21年度における経営状況です。これを端的に言いますと、

下のほうに処理原価がございますけれども、612円ですが、回収率が23％。先ほどのグラフ

でのご説明のとおりの内容になってございます。ここでは一般会計から１億3,000万円の繰

り入れをしているというご説明です。 

  次に、別表２でございます。これは近隣町村の使用料の一覧を示してございます。平成23

年３月31日現在のものでございます。これは私どもと同じような離島関係、または東京都

の檜原村、奥多摩町などについて調べてございます。ここでは現行の小笠原村の使用料が

1,863円で、これを他の町村と比較しますと一番低い金額になっているということがわかり

ます。これに対して改定案につきましては2,887円。ですから、この中では真ん中辺の順位

になろうかというところでございます。 

  次に、別表３でございます。これは全国の平均使用料を調べてみました。左側の整備区分

ですけれども、下水はいろんな処理手法がございまして、わかりにくいのですけれども、

言い方はいろいろありまして、要は下水の処理をしているという項目でございます。これ

につきましては2,500円から3,200円強。所管する部署も縦割りの行政になってございます

ので、いろんな省庁が所管を行っております。これは平成22年度の市町村の公営企業の決

算状況調査の結果から抜粋してございます。 

  説明は以上ですけれども、この後の執行部の流れといたしましては、今回の総務委員会で

ご説明をした中でご意見をいただいて、それを反映させた形で今度は村民への理解、意見

聴取を行いたいと考えております。 

  ただ、今定例会でお示ししている予算案は、現行のまま、値上げを想定していない、既存

のままの使用料単価で計上させていただいております。よろしくご検討をお願いしたいと

思います。 

○委員長（稲垣 勇君） ただいまの報告について、質疑、意見のある委員は挙手してくださ

い。 

  高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） 基本的なことについてお伺いしたいと思います。文書が今朝総務委員

会資料として配られたので確認ができていないのですけれども、修正案の趣旨の最後のほ

うに「当村の財政状況悪化が懸念されている現在」という文言があるのですけれども、こ
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れは前回の総務委員会もしくは全員協議会の説明資料ではどのような説明をなされていた

のか至急調べてください。文言が変わっているでしょうか、どうでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） この部分については変えてございません。財政状況の説明に

ついては、見方を変えますと、財政課長のほうから健全な財政管理を行っているという発

言が先般の定例会でも行われておりますが、それは村の財政という形での説明だと理解し

ておりますけれども、個別に排水処理の財政状況を考えますと非常に悪い状況であるとい

うことでご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） それぞれ会計が違うから、その中での解釈で文言が変わっているとい

うことでよろしいですかね。はい、わかりました。 

  それでは、まず基本的ですけれども、財政悪化が懸念されるからこのような措置をとらな

ければいけないということですけれども、村長が先に表明されました所信の中に本年度の

予算の中でこの財政に触れて「一方では厳しい財政状況を踏まえ、財政の健全化にも意を

注いでおり」というのがあります。村長のほうでは財政厳しいという表現をなさっている

のですけれども、こちらの生活排水のほうでは懸念されているという。こちらの整合性は

どうでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 細かい言葉じりということではなくて、今までの議会の中でもお話を

させていただいていますが、私どもは福祉に大きなかじを切ったことから、今までの財政

状況からは大きな支出が生じているために厳しくなっているというのが私の認識でござい

ます。もちろんそれから先の厳しくなる懸念も持っております。来年度だけのことではな

くて、それから先を見据えたことの中の表現というふうにご理解をいただければ幸いでご

ざいます。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） わかりました。現に厳しくて、さらに厳しさが増してくると、これで

いいのですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） もう少し正確に言わせていただくと、今までに比べ厳しくなっている

ということです。今年より来年は厳しくなっている、そして、それから先はまだまだ厳し
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くなるという懸念を持っているということでございます。もう少し具体的に申し上げます

と、先ほど議論になりました防災関係のことなどもこれから手がけていかなければいけな

いというような、いろいろな財政支出を考えられる状況がありますので、今までよりは厳

しいということと、これからも厳しさが懸念されるというふうにご理解をいただければと

思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 財政課長のほうから補足をさせていただきます。 

  現在、平成22年度の決算までご報告させていただいておりますが、その中では財政は健全

な状態を保っているという報告をさせていただいております。ただ、もちろん懸念する材

料はありまして、監査委員からも議会の決算特別委員会からも、公債費の問題、ほかの財

政指数の問題ではちょっと懸念がある、注意しろというご指摘もいただいております。こ

の２年、３年については国の臨時交付金あるいは東京都の総合交付金がかなり潤沢に入っ

てまいりましたので、そういう意味では余り問題にならない健全な状態で決算を迎えるこ

とができましたが、国の臨時交付金等はもうなくなっておりますし、この先どうなるかわ

かりません。国のほうでは、地方交付税についても削減ということが既にいろいろ言われ

ております。東京都の総合交付金のほうも、今までのようには出せないよということは再

三言われております。そういう中で村長がお話ししましたように、非常に大きな支出が増

えている村の現在では財政的には非常に厳しいというのもはっきりとした事実でございま

す。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） 中身について詳細な質問があるようですけれども、私は１点聞きたい

と思います。この使用料改定というのは、財政健全化の一環としてお考えになっていると。

あと、所信の中にも、ふるさと寄附金の募集を開始したり排水量見直しを進めて歳入を増

やす、歳出では、いろいろ事業経費を見直して歳出削減するというお考えをお示しになっ

ておりますけれども、財政健全化の一環ですから、大きな流れというのはどのように考え

ているのでしょうか。ここで蛇口を締めようという検討をしているのですけれども、一方

では蛇口をちょっとあけようというような検討も後に控えているようです。財政健全化の

流れの中の一環とはおっしゃいましても、この大きな流れをどのように考えているのかを

ご説明していただかないと私どもも判断に迷うところですので、どのように考えているの

か、村長のほうからお願いいたします。 
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○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 大きな流れという今のご質問の意図がつかみかねるのですが、私は歳

入歳出の均衡、バランスを従来からいろいろ考えてまいりました。歳入には、今まで税の

徴収業務とか過去の方々が手をつけていないところに手をつけさせていただいたりしてき

ております。そういう中で歳入の総合交付金に幾らか寄与してきた。それから支出につい

ては、今までの中では職員の手当にも手をつけてまいりました。村民の行政ニーズがいろ

いろ変わってくる中で、今まで福祉に大きくやってきましたが、これからは防災等々に大

きな支出をしていかなければならないということが見込まれております。出るものをただ

抑えるだけではなくて、増えるものも増やすという双方の努力でございます。これは今ま

でおおよそ20年間ぐらい据え置かれてきたものでございます。いろいろな改修工事も済み

まして、この中に下水以外のもの、例えば雨水が過去流入していたものも、ようやく改修

工事も進み、そういうことも大分解決してきたということで、村民の皆様にもこういうご

負担をお願いしなければいけない時期に来たんだというのが私の判断でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） もう少し長期的な詳細な計画が村長の頭の中に具体的にあるのかなと

思っておりましたけれども、要は困ったから、ここに手をつけよう、ここに手をつけよう

とぽっぽっぽっとやられてしまっては村民はたまったものではありません。きちっと将来

を見据えた健全化計画を立てていただいて、その計画に沿ってやっていかないと村民生活

に負担がかかるばかりですので、今後きちっとした計画を練られることを望みますととも

に、歳出のほうでも、この計画がきちっとできないと、片や絞ろうと言っているときに片

や出そうというのはなかなか判断がつきません。よろしくお願いいたします。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） ご指摘は承りました。 

  ただ１つ申し上げておきたいのは、困ったからこれに手をつけようとかという行き当たり

ばったりなことで考えているつもりはございませんので、ひとつそこはご理解をいただき

たいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 幾つか聞きたいことがございます。まず、コミュニティプラントと特

定地域排水の２つの下水と浄化槽でやっているということですけれども、村民の中で自分
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で浄化槽を設置してやっている方はいらっしゃるのですか。村民全員がこの下水道もしく

は村が設置する浄化槽の恩恵を受けているということでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） 小笠原村の排水処理の計画の流れを言いますと、まず復興時

代、要は小笠原村が返還された当時は１島１集落、１つの島で１つの集落、父島において

は大村、清瀬、奥村地区で、母島においては元地地区という部分で社会資本整備をやって

いこうということでスタートしました。そのときにどういう処理をしようかということで

は、当然当時も下水の流れの中では浄化槽という判断も多分あったと思います。そういう

中では集合処理ということで下水道と同じですけれども、父島、母島ともにコミュニティ

プラント─これは人口規模とかによって考え方が違うのですけれども、コミュニティプラ

ントによって整備をしよう、集合して下水を処理しましょう、環境保全も図りながらやっ

ていこうということでやってまいりました。 

  ところが、平成元年に第２集落ということで父島の扇浦方面、母島は静沢集落ということ

で振興開発事業計画の中で排水処理をどうするかということを検討させてまいりました。

それ以前から北袋沢や扇浦や小曲地区につきましては…… 

（「委員長、質問している趣旨が違う」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） この下水道事業が基本的に村民全体が受益を受けているのかという部

分を聞きたいのです。基本的に村民全体がこの村の事業で下水をやっているということで

すか。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） 私の今の説明の後にその話が出てくるのですが、要はそうい

う処理をしていたのですけれども、一方ではご自分で投資をされて浄化槽で住んでおられ

る方がいらっしゃいましたので、今の委員のご質問では、全部がということではありませ

ん。ご自分で投資をされて浄化槽を整備された方も一部あります。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） では、現在も自分の浄化槽でやっている方はいらっしゃるのですね。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） そのとおりでありまして、現在も北袋沢、扇浦、小曲、吹上

谷周辺で数件の方がご自分で投資されたものをご自分で管理をしています。ですが管理の
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問題があるものですから、平成16年に村で浄化槽条例をつくったときに、市町村が設置を

して、その使用料をもって管理に充てる、財源に充てるというやり方ですけれども、では、

既存で住んでおられる方はどうするのだということで、そういう方たちについても受け入

れる。要するに譲渡していただく。施設譲渡の条件はあるのですが、基本的にはお話し合

いをして村で譲渡を受けて村で管理できますよ、そのかわり使用料をいただきますようと

いうことで、平成16年から、全部ではないのですけれども、順次村の管理に移管している

というふうにご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） その件はわかりました。 

  次に、説明資料の中で総務省の報告書ということで全国平均として月3,000円云々という

話がございますけれども、私はこの総務省の報告書を見ました。この書き方で疑問に思っ

ているところがあるのです。この報告書は総務省が任意に設置した研究会の報告書である

と思うのですけれども、決してこの研究会の答申を受けて総務省が月3,000円を目指してい

るということではないと私は解釈しておりますけれども、この点についてはいかがですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） 委員ご指摘のとおりでございます。私のほうとしましては全

国の事例を調べるとともに、そういった案件、今回は総務省の外郭団体といいますか、多

分委託に出された調査だと思いますけれども、そういうものも参考にさせていただいてい

るというふうにご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） そういうことでしたら、この説明資料は、あたかも国がこういう基本

方針を示していると我々委員は誤解をしてしまうので、その点は改めていただければと思

います。この3,000円の目標は、あくまでも総務省が集めた学者さんたち、専門家の皆さん

が話し合った結果、こうしたほうがいいのではないですかと国にただ言っているにすぎな

い金額ですので、それを国の指針というふうに書くのはおかしいかなと思っております。 

  もう一つ、基本的なことで知りたいのですけれども、小笠原村はコミュニティプラントと

なっていますけれども、これは公共下水の範疇に入るんでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） ここでお示ししている特定環境もそうですけれども、コミュ

ニティプラントも含めて、考え方は公共下水道と同じです。 
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○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 公共下水ということですと、別表３の全国平均使用料の中で比較すべ

き金額というのは公共下水の2,576円という部分でいいのでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） コミュニティプラントとの比較ということでは、全国の事案

を調べて、右端に計画人口で人数とか個数の縛りがございますけれども、そういうものが

あって現在の使用料がこのような金額になっているということをお示ししているというふ

うにご理解いただきたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） この生活排水に関しましては、私たちからすると、あるとき急に出て

きたような印象も受ける部分もあります。そして、その金額自体が今まではある意味安か

ったというところもあると思います。村長にお願いしたいのは、必要な部分であるという

意味では村内に混乱を起こさないように懇切丁寧な村民合意を得るための努力をぜひして

いただきたい。そうすれば私はおのずから道は開けると思います。その辺をぜひ村長にお

願いしたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） そういうことは、この周知も含めて当然必要なことだと思います。そ

れ以前の問題としまして、私どもは私どもの考えをお示し、議会で審議をしていだたいて、

どういうふうに議決されるかということがございますので、そういう手続を踏んだ上でと

いうことになりますが、この件に対しての村民への周知は、先ほど担当課が申したとおり

のことを我々考えられる範囲でやっていきたいと思っております。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） 質疑がないようですので、これにて質疑を終了します。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認めます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎沖ノ鳥島について 
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○委員長（稲垣 勇君） 次に、沖ノ鳥島についてを日程に追加して議題にしたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認めます。 

  高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） 委員長をはじめ委員の皆様、追加日程のご承認、まことにありがとう

ございました。 

  沖ノ鳥島については、我が小笠原村行政区に入っておりまして、日本の排他的経済水域

（ＥＥＺ）の大きな部分を占め、また国防にも大きにかかわる区域であります。言ってみ

れば、そんなの国政ではないかというお声もあるかとは思いますけれども、沖ノ鳥島を行

政区に持つ我々小笠原村民として、この島で何が起きているかということは十分関心を持

って今後もやっていかなければいけないということで日程として追加させていただきまし

た。 

  まず、先般１月22日、東京都が行いました沖ノ鳥島フォーラムに当村から職員が参加して

おりますけれども、開催状況等詳細ありましたら、ご説明をお願いします。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課企画政策室長、湯村君。 

○総務課企画政策室長（湯村義夫君） １月22日に開催されました東京都主催の「沖ノ鳥島フ

ォーラム２０１２」に参加してまいりました。募集人数200名でありましたが、ほぼ満員の

状況でありました。一般の方はもちろん、また学術経験者の方も多かったように思いまし

た。 

  内容につきましては、４項目に分かれておりまして、１つ目が沖ノ鳥島の海洋観測として

東京都立大島海洋国際高等学校による発表がありました。これは沖ノ鳥島周辺海域におけ

る水深400メートルから800メートル付近にかけての北太平洋中層水の可能性があることが、

その実験等によりまして示されたというものでございました。この中層水というものは、

400メートルから800メートルの深さに存在し、水平方向に一様の密度、塩分、水温を示す

固まりがあり、プランクトンも豊富なことから、今後の漁場としての可能性があるという

ことが示されたところでございます。 

  次に、沖ノ鳥島等遠隔離島における活動拠点整備事業として、国土交通省の港湾局から沖

ノ鳥島における事業についての説明がありました。内容は、沖ノ鳥島及びその周辺海域で

活動する船舶による係留、停泊等が沖ノ鳥島西側に岸壁─これは延長160メートルで、水
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深８メートルという説明がありましたが、これにあわせて附帯施設を含めた臨港道路を整

備するというものでございました。ちなみに今年度はボーリング調査を実施しているとい

う報告があったところでございます。なお、この事業につきましては、平成23年度に着手、

平成28年度の完成を目指すという報告があったところでございます。 

  ３番目として、海洋深層水くみ上げによる漁場造成研究でございます。これは東京都と東

北大学の共同研究によるものですが、初めに触れました中層水にかかわるものでございま

して、栄養度の高い中層水を通常使われるポンプによる方式ではなく、筒状のものを海域

水中に入れて、その浮力の原理を利用し循環させるというものでございます。このことで

漁場を開発させていく可能性があるということで、今後も実験、検証を続けていくという

報告がございました。 

  ４番目として、島と海をめぐる問題、国際社会への提言というものでございますが、現在、

海洋関係で国際的なルールが種々ございますけれども、その解釈については決して一定に

なっていないものもあるということがございまして、例えば沖ノ鳥島等も例にとりながら

説明があったところでございます。 

  ちょっと早足での説明になりましたけれども、内容的にはこのような形での報告があった

ところでございます。 

  また、そのときに使われました資料につきましては、私のほうでデータとして持っており

ますので、興味のある方は声をかけていただければと思います。 

  報告は以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかに何かありますか。 

  高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） ありがとうございました。今後、村としてはこのフォーラムにどのよ

うに関わっていくお考えでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課企画政策室長、湯村君。 

○総務課企画政策室長（湯村義夫君） この東京都主催のフォーラムが４年前から行われてい

ると聞いております。今回、私は初めて参加させていただきましたが、沖ノ鳥島について

多少知識はあるということで参加させてもらったのですが、そうであっても初めて知るよ

うなこと、あるいは周辺海域でこういう実験等をやっているということを改めて知ったと

ころでございます。今後も担当職員なりがぜひ参加していくべきであろうということとあ

わせて、内容はともかく、できれば小笠原の住民の方にも沖ノ鳥島、南鳥島というそれぞ
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れの特定離島を知っていただくものを考えていくべきかなと考えております。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） ご出席まことにお疲れさまでした。いい情報収集していただきました。

我々もぜひ機会があればこういうような会に出席して情報収集並びに村からの意見発信と

いう場としても使っていきたいと思います。 

  もう１点だけお願いいたします。沖ノ鳥島において、水産庁でサンゴの種苗等を使った中

州をつくって島をつくりましょうという事業があったと思ったのですけれども、そちらの

ほうは現在どのようになっているでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課企画政策室長、湯村君。 

○総務課企画政策室長（湯村義夫君） 沖ノ鳥島におけるサンゴ礁関係の調査等につきまして

は、水産庁が平成18年から３年計画で沖ノ鳥島のサンゴ礁を採取し、それを沖縄に持って

いって種苗生産を行ってきたということがございます。そして今回改めて水産庁に問い合

わせをしたところ、２枚目の資料としてお配りさせていただいておりますが、厳しい環境

条件下におけるサンゴ造礁技術開発実証事業という事業名で、沖ノ鳥島を中心に多様なサ

ンゴ種にかかわる種苗生産技術、移植及び保全、モニタリング等一連のサンゴ増殖技術の

開発に取り組み、一定規模のサンゴ増殖技術の確立及び他地域への普及を目指すという事

業を展開しているということでございます。ちなみに、この事業自体は既に平成21年度か

ら平成25年度、そして平成23年度におけます当初予算額につきましては２億3,750万円と提

示されております。今のところ、情報としてはこの部分でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） ありがとうございます。この増殖技術自体は沖縄を基地としてやって

いるんでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課企画政策室長、湯村君。 

○総務課企画政策室長（湯村義夫君） 今、私の知り得る範囲ということでお答えさせていた

だきますが、冒頭のほうで申し上げました平成18年度からの３年計画のサンゴ増殖事業に

つきましては、沖ノ鳥島で採取したサンゴを沖縄県に持っていって種苗生産したという事

業と聞いております。 

○委員長（稲垣 勇君） 高橋研史委員。 

○委員（高橋研史君） 調べてみますと、沖ノ鳥島のものをわざわざ沖縄まで持っていって沖

縄でそういうことをしていますが、小笠原にもできることがあると思います。今後もいろ
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いろ検討を重ねる上でも情報収集が大切かと思いますので、今後とも沖ノ鳥島に関する情

報収集を強くお願いしまして、質問を終わります。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） サンゴ増殖技術、小笠原のサンゴを沖縄に持っていって、そこで増殖

してまた戻すというよりは、やはり私も高橋委員と同じ意見で、小笠原でサンゴ増養殖を

できるのではないかと感じております。その辺、村長の考えをお聞かせください。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） そのことだけで言えば、沖ノ鳥島で増殖するものを小笠原でやってい

ただきたいという思いはあります。詳しいことを聞いてみないとわかりませんが、増殖す

るのにどのような機関が関わっているのか、そういうことがあって沖縄ということもあり

ますでしょうから、その辺については行政自治体とはいえ行政サービスを行っていないが

ために直接的に国や都の直轄事業でやっておられますので、先ほど高橋委員からもご指摘あ

りましたように、今の点についても情報をきちっと収集してみたいと思っております。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） サンゴ増養殖技術開発の事業は、確か沖縄の阿嘉島臨海研究所でやっ

ていると思います。自分自身、この基盤着底で技術指導に行ったこともあるのですけれど

も、小笠原の水産施設、漁協の施設、海洋センターの施設ぐらいのものがあればできると

私は思っていました。ぜひ村も調査をして、沖縄でやるということではなくて、自分のと

ころのは自分のところでやるという形でぜひ前向きにご検討をいただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 重ねての答弁になると思いますが、東京都がこれだけ力を入れていて、

今、一木委員のご指摘のような範疇でできるとしたならば、なぜここでやらないのかなと

いう疑問もあるわけです。そういう意味も含めまして、きちっと情報収集をしたいという

ことでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。情報収集をして、私どもの発

信はその上に立ってしてまいりたいと思っております。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 村長にお聞きしますけれども、今回初めて沖ノ鳥島という部分で議会
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で本格的な質疑があったのですけれども、村長は日頃言われているように小笠原の経済水

域は３分の１、その中で硫黄島と南鳥島というのはいろいろと議題にのりますけれども、

沖ノ鳥島は、ここから900キロ以上ということで東京へ行くぐらいの距離があるという中で、

行く手段的にも難しいですから、なかなか脚光を浴びることがなかったのですけれども、

都や国が現実的に他国に対して沖ノ鳥島でも操業しているのだ、国においては今後港湾施

設も整備して、岩ではなくて日本の島であるという領有権を確保する意味でも進めていく

事業だと思っております。その中で、より以上に沖ノ鳥島に村が関わることによって小笠

原の振興にも役に立つ部分が出てくるのではないかと私は思うのです。そういう意味で、

今後は硫黄島のみならず沖ノ鳥島にもぜひ日の光を当てていただいて、将来的には港湾整

備ができたりすれば、硫黄島のように島民も自分たちの目で見られる状態も来ると思いま

す。そういう日が一日も早く来ることをとらえながら、ぜひ今後とも沖ノ鳥島には着目し

ていっていただいて、変化があれば議会にもできれば定例会ごとに説明していただきたい

と思っております。いかがでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 今回、総務委員会でこういう形で議題に上がって議論をいただいたと

いうことで、杉田委員のご指摘のとおり、私は過去、国に対しては沖ノ鳥島のことを強く

言ってまいりまして、今、750億円というお金がついていろいろな事業をやっております。

南鳥島は250億円と。そういう意味では、東京都が特に今の石原知事を筆頭に強い発信をし

ておりますが、具体的なところで私たちもまずは情報収集ということですが、それに発信

をきちっとしていくということ。私も石原知事とともに沖ノ鳥島に実際に上陸をして、そ

のときのことを見ておりますし、今、杉田委員が質問の中で言われましたが、国によって

は「あれは岩である」というような発言も抑えるためのサンゴの研究だとも思っておりま

すので、人が住んでいないから、行政区とはいえ行政サービスを行っていないから口を出

さないということではなくて、情報を収集するとともに発信をしていきたい、また、情報

収集できたことは議会の皆様にもご報告をしていきたいと思っております。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） 質疑がないようですので、これにて質疑を終了します。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
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○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認めます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎その他 

○委員長（稲垣 勇君） 次に、その他事項で何かありますか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議ないようですので、これにて質疑を終了します。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認めます。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎閉会中の継続調査について 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにないようですので、次に、本委員会の閉会中の継続調査につ

いてお諮りします。 

  お手元に配付の特定事件継続調査事項表の事項を調査するために、閉会中の継続調査の申

し出をしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認めます。 

  よって、閉会中の継続調査を申し出ることに決定しました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎閉会の宣告 

○委員長（稲垣 勇君） お諮りします。 

  本日の議題は終了しましたので、これをもって本委員会を終了したいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認めます。 

  よって、本日の委員会を閉じます。 

  これをもちまして、総務委員会を閉会いたします。 

（午前１０時３０分） 


