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小笠原村告示第２７号

平成２４年第４回小笠原村議会定例会を下記のとおり招集する。

平成２４年１１月２１日

小笠原村長 森 下 一 男

記

１、期 日 平成２４年１２月６日

２、場 所 小笠原村議会議事堂
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○ 応 招 ・ 不 応 招 議 員

応招議員（８名）

１番 高 橋 研 史 君 ２番 片 股 敬 昌 君

３番 一 木 重 夫 君 ４番 鯰 江 満 君

５番 杉 田 一 男 君 ６番 池 田 望 君

７番 稲 垣 勇 君 ８番 佐々木 幸 美 君

不応招議員（なし）



－３－

平 成 ２ ４ 年 第 ４ 回 小 笠 原 村 議 会 定 例 会 会 議 録

議 事 日 程 （第１号）

平成２４年１２月６日（木曜日）午前１０時開会

第 １ 議案第７３号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案）

第 ２ 議案第７４号 小笠原村村税条例の一部を改正する条例（案）

第 ３ 議案第７５号 小笠原村事務手数料条例の一部を改正する条例（案）

第 ４ 議案第７６号 平成２４年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）（案）

第 ５ 議案第７７号 平成２４年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）（案）

第 ６ 議案第７８号 平成２４年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）（案）

第 ７ 議案第７９号 平成２４年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第２号）（案）

第 ８ 議案第８０号 平成２４年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）（案）

第 ９ 発議第 ４号 小笠原村議会会議規則の一部を改正する規則（案）

第１０ 発議第 ５号 小笠原村議会委員会条例の一部を改正する条例（案）

第１１ 発議第 ６号 小笠原諸島振興開発特別措置法の改正・延長を求める意見書（案）

第１２ 発議第 ７号 職員の派遣について（案）
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出席議員（８名）

１番 高 橋 研 史 君 ２番 片 股 敬 昌 君

３番 一 木 重 夫 君 ４番 鯰 江 満 君

５番 杉 田 一 男 君 ６番 池 田 望 君

７番 稲 垣 勇 君 ８番 佐々木 幸 美 君

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

欠席議員（なし）

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

出席説明員

村 長 森 下 一 男 君 副 村 長 石 田 和 彦 君

教 育 長 伊 藤 直 樹 君 総 務 課 長 江 尻 康 弘 君

総務課副参事 鈴 木 敏 之 君 財 政 課 長 今 野 満 君

村 民 課 長 斎 藤 実 君 村民課副参事 村 井 達 人 君

医 療 課 長 樋 口 博 君 産業観光課長 渋 谷 正 昭 君

自 然 管 理
専 門 委 員

岩 本 誠 君 建設水道課長 増 山 一 清 君

建 設 水 道 課
副 参 事 篠 田 千鶴男 君 母 島 支 所 長 箭 内 浩 彌 君

出 納 課 長 菊 池 元 弘 君 教 育 課 長 佐々木 英 樹 君

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

欠席説明員（なし）

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

事務局職員出席者

事 務 局 長 セーボレー 孝 君 書 記 菊 池 ひろみ 君
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─────────────────────────────────────────────────

◎開会及び開議の宣告

○議長（佐々木幸美君） おはようございます。

ただいまから平成24年第４回小笠原村議会定例会を開会いたします。

これより本日の会議を開きます。

（午前１０時）

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

◎会議時間の延長

○議長（佐々木幸美君） この際、あらかじめ会議時間の延長をしておきます。

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

◎会議録署名議員の指名

○議長（佐々木幸美君） まず、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、３番、一木重夫君及び４番、鯰江

満君を指名いたします。

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

◎諸般の報告

○議長（佐々木幸美君） 次に、事務局長より諸般の報告をさせます。

○事務局長（セーボレー孝君） ご報告します。

村長より、平成24年11月21日付、小笠原村告示第27号をもって、本定例会の招集通知があ

りました。

また、11月29日付で、本定例会に提出するため、議案８件の送付がありました。

また、11月21日付で教育長より、12月３日付で村長より、それぞれ議会説明員出席者の通

知がありました。

次に、議長佐々木幸美君の出張についてご報告します。

10月４日から６日にかけて、議員５名とともに総務委員会の行政視察で宮古島市、石垣市

を訪問しました。

次に、10月10日に議員７名とともに北関東防衛局に硫黄島関連事業の陳情、意見交換に参

りました。また、同日、議員７名及び村長とともに東京都総務局行政部長へ、新おがさわ

ら丸建造の要望をして参りました。

次に、11月６日から８日にかけて、東京都町村議会議長会主催の青ヶ島村での現地研修会
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に参加し、７日に同議長会の役員会、臨時総会に出席しました。

次に、11月13日に全国離島振興市町村議会議長全国大会に出席しました。

次に、11月14日に小笠原諸島振興開発審議会及び町村議会議長全国大会に出席しました。

次に、小笠原村監査委員、長谷部勝久君及び池田望君より、９月28日、10月23日、11月22

日付で例月出納検査の報告がありました。

以上でございます。

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

◎会期の決定

○議長（佐々木幸美君） 次に、会期についてお諮りいたします。

本定例会の会期は、本日12月６日から12月７日までの２日間としたいと思います。これに

ご異議ございませんか。

（「異議なし」との声あり）

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、本定例会の会期は、本日12月６日から12月７日ま

での２日間と決定いたしました。

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

◎一般質問

○議長（佐々木幸美君） これより一般質問に入ります。

質問のある議員は挙手をしてください。

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

◇ 一 木 重 夫 君

○議長（佐々木幸美君） 一木重夫君。

○３番（一木重夫君） ３番、一木重夫です。

まず最初に、観光振興についてをやります。

まず、外国人旅行者誘致の話の前に、観光振興で執行部の皆様に感謝申し上げたいことが

ございます。

私は、おがさわら丸に乗ったときになるべく観光振興の情報を得ようと思いまして、観光

客に声をかけて、いろんな観光客側からの情報収集をしております。その中で、この間船

に乗ったときに50代の女性とお話をする機会があったのですけれども、その50代の女性が

小笠原に来たときに仲よくなった島民がいて内地に帰ってからも、またその島民と話をし

たいということで小笠原の島民あてに手紙を書いたそうです。その島民が清掃業をしてい
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るということと、オレンジ色の屋根に住んでいるという、この２つの情報しかなくて、村

役場あてにその手紙を届けたそうです。そういう村民がいたら、その人に渡してほしい、

何とか探し出してくれないかということで渡したそうなのです。そしたら、村役場の職員

が探し出して、その村民に届けたそうです。その50代の観光客はそれで、ものすごく喜ん

で、小笠原というのは、何てすばらしいところだと。それ以来ファンになって、この１年

間に何と３回リピートをしてくれています。また来年の３月にも来ると。できれば執行部

に、村役場の人たちに感謝の言葉を伝えたいのだけどということで、では、私がやってお

くということでお話をさせていただきました。まさにこういう話が小笠原の観光の魅力、

おもてなしという観光の原点になるのではないかと思っております。こういう村民、村役

場の職員がいたということは、観光振興においてもまさに心強いと感じております。本当

に感謝をしております。

それでは、本題の外国人旅行者誘致のお話に入ります。

前の議会でもこの外国人旅行者誘致をやりましたけれども、私は、この外国人旅行者誘致

は、民間で実施するには規模が大変大きくて、公共性の高い誘致だと感じておりまして、

そのために村役場のような公的機関が深く関与すべきと考えております。前の議会でもお

話ししたのですけれども、日本人というのは欧米人に評価されると観光地がブランド化さ

れるということがありますし、小笠原には欧米人が好む観光資源がございます。また、私

は、外国人を日本人よりも多く誘致するということではなくて、少数の外国人旅行者が大

多数の日本人観光客の牽引役になってもらえればというレベルで誘致を考えております。

この外国人旅行者を誘致するためには、まず課題の整理、問題の整理をしなければいけな

いと感じております。数年前に東京都が小笠原で外国人旅行者誘致の調査をやっておりま

す。その調査報告書を見ると、まだ十分ではないのかなという感じがします。そのため、

現在、村のマーケティング調査をやっておりますけれども、この中で小笠原に来島してい

る外国人に対して、実際にその外国人が何を見て小笠原に来ているのか、来島してどうい

う課題が小笠原にはあるのかというアンケート調査をして課題の整理をしてみてはいかが

でしょうか。

また、できることから実行していかなければいけないと思います。もう既に見えている課

題は幾つかあります。そのうちの１つが、定期船おがさわら丸のインターネット予約がで

きない、また、クレジットカード決済ができないという部分があります。在日外国人旅行

者であれば近くの旅行代理店に行って購入することはできるとは思うのですけれども、中
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には海外にいる状態で、おがさわら丸の予約をしてくる外国人旅行者もたくさんいるそう

です。ちなみに、今年の４月から10月にかけて外国人旅行者が137人来ているのですけれど

も、その半数が外国に実際に住んでいる方で、半分が在日の方です。外国に住んでいる方

が実際におがさわら丸のチケットを購入するには、ものすごい高いハードルがあります。

電話で英語での対応が可能ということですけれども、実際購入するには日本の銀行に振り

込みをしなければいけない。それでチケットを海外に送ってもらうという作業をしなけれ

ばなりません。これは外国人にとっては相当高いハードル。チケット１枚買うのにも、も

のすごい高いハードルがあるわけです。同じことが宿でも言えるのですけれども、宿の場

合は現地で決済はできるかと思うのですけれども、英語で宿の予約をしているところは、

まだまだ少数なのかなという感じを受けております。

また、自分が調べた範囲では、小笠原島内で外貨の両替をする金融機関がありません。七

島信用組合及び農業協同組合では外貨両替を業務としてやるという会社の規約自体がない

ので、そもそもそういうことはできない。郵便局の場合は規約はあるので、やろうと思え

ばできるのだけれども、まだやっていないというようなお返事を１年前、２年前ぐらいに

いただいております。クレジットカードで日本円を下ろすことも郵便局のＡＴＭでできる

にはできるのですけれども、日本が発行するカード会社であればほぼ対応はできているの

ですが、外国の会社が発行しているクレジットカードについては対応している会社が少な

いという話も聞いております。クレジットカードだったら全部が全部ＡＴＭで日本円を下

ろせるというわけではございません。この辺のところの周知も図っていかなければいけな

いのではないかというふうに感じております。

次に、今後の日本人旅行者の誘致のターゲットについてでございます。

ここ最近、旅行代理店のツアーがお客様が集まらなくて催行不能になるケースが増えてき

ております。また、おがさわら丸の乗船客数も落ち着いてまいりました。徐々に世界自然

遺産ブームにも陰りが見えてきたのではないかと感じています。ただ、この世界自然遺産

効果で小笠原諸島の認知度は日本全国で非常に高まりました。全国を旅をしていても、世

界自然遺産登録前は小笠原から来ましたと言っても、伊豆諸島の中の一部だろうみたいな

感覚で話を受けることが多かったのですけれども、今は小笠原から来ましたと言うと、あ

あ、あの小笠原からということで、ほとんどの人が小笠原諸島という場所を認知してくれ

ております。

観光で誘客するためには、その場所を知っているだけではだめで、その場所に行きたいと
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思わせる動機づけが必要だと言われております。認知がこれだけ全国的に広がったので、

あとはその動機づけをやればいいわけです。今後、中長期的なビジョン、戦略としてどの

ように小笠原に来たいという観光客を増やすのか。小笠原を認知している日本全国の人に、

小笠原に来たいとどう動機づけをするかということが今後観光振興において非常に重要だ

と私は感じておりますけれども、いかがでしょうか。

続きまして、医療体制の充実でございます。

まず最初に、おがさわら丸の中に遠隔医療システムを導入してみてはいかがでしょうかと

いう提案でございます。おがさわら丸の中で、度々急患が発生します。私の家族でも経験

があります。経験に基づいてお話もするのですけれども、医師とおがさわら丸の中を映像

で伝達できるシステムがあればというふうに感じております。映像でおがさわら丸内の患

者の様子がわかれば、傷がないか、意識があるか、落ち着きがあるか、苦しみがあるかと

かという全身の状態、お医者さんが、患者の様子を把握できると思います。また、バイタ

ルサインのように生命維持のサインが、そこでも映像を通してお医者さんにわかると思い

ます。電話でのやりとりは、現在もやっているそうですけれども、私のときも電話での対

応だったのですけれども、電話での対応だと、その電話に出た人とお医者さんの間でのや

りとりで、電話に出た人の主観に基づいて話しているので、お医者さんに現状がなかなか

伝わらないという部分があります。また、厚生労働省に問い合わせをしたのですけれども、

法律的にも電話ではだめということはないのだけれども、できれば体面式で映像を見て医

師の指示が出るならば、それはそんなに問題にはならないのではないかというふうに言わ

れました。医師の指示があれば、船員さんが、船内で応急処置や薬まで与えることもでき

るということでした。また、医師の判断で、現状ではだめなので、ヘリコプターや飛行艇

の搬送に切りかえる等の判断も可能になると思います。判断がしやすくなると思います。

ぜひ村民、観光客、船員さんの安心・安全のために、おがさわら丸内の遠隔医療システム

導入の検討をしてほしいと思いますが、いかがでしょうか。

続きまして、ＭＲＩの導入についてです。

今、島内にはＭＲＩがございません。このＭＲＩの検査を受けるために内地に上京する村

民はたくさんいます。検査を受けるために９日から10日間の仕事を休んで、多額の旅費を

使うことになります。また、ひざが痛いとか関節が痛いというだけで10日間休んで、お金

をいっぱい払って内地に行くという判断がなかなかつかなくて、検査に行くこと自体が遅

れて症状がますます悪化していくという状況もあるかと思います。
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そもそもＭＲＩは脳梗塞とか脳動脈瘤とか脳関係の疾患でＣＴよりも多くの情報が得られ

ます。また、椎間板ヘルニア等整形外科的な部分にＭＲＩは強みを発揮します。一方、Ｃ

Ｔのほうは呼吸器系、消化器系の臓器に有効で、脳では脳内出血といった部分に有効なの

ですけれども、ＭＲＩとＣＴではそもそも見える領域が全く違うということがあります。

そのため、今、村にはＣＴがありますけれども、ここでＭＲＩが導入されたら診療の幅が

非常に広がります。その撮影した映像を内地に送って、より確かな診断も可能となるわけ

です。

また、急患搬送ですけれども、急患搬送される疾患で一番多いのは脳関係でございます。

急患搬送で運ばれるとき、平均して11時間かかるのですけれども、その待ち時間が結構長

くあります。その待ち時間にＭＲＩの画像をここで撮影して東京都立広尾病院に送ってお

けば、待っている時間あるいは東京都立広尾病院までの到着の時間に東京都立広尾病院も

しくは内地のどこかの病院で診療方針を立てて、内地に到着してすぐに処置ができるよう

な体制もつくれるのではないかと考えています。

このＭＲＩが導入されれば、村民の医療の負担が大幅に軽減されるとともに、村の医療が

格段に進歩すると思っております。この点についていかがでしょうか。

また、ＭＲＩ導入の課題として、その機械を導入するのに設備投資が約２億円かかります。

ランニングコストは1,200万円かかります。収入の見込みが約550万円なので、毎年、650万

円の赤字が見込まれます。実際には、費用対効果という問題があるわけですけれども、そ

の点、村長はどのように考えるでしょうか。

以上でございます。ご答弁をよろしくお願いいたします。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。

○村長（森下一男君） 一木議員のご質問に答弁をさせていただきます。

まず、冒頭、私にとっても大変うれしいエピソードをご披露いただきました。職員として

仕事の中でそのような対応をすることは当たり前のことだとは思っておりますが、相手方

にそういう感謝をいただいたということがわかるだけで、これから職務の上でも励みにな

ることと思います。改めて、私どもも、おもてなしの心というものを持ちながら仕事を続

けていくよう頑張ってまいりたいと思います。

まず１点目に、観光振興についてのご質問をいただきました。前回の議会においても一木

議員からご質問をいただいたわけですが、決して世界自然遺産ブランドにあぐらをかくこ

となく、世界自然遺産ブランドも小笠原に観光客誘致をするための一つのツールでしかな
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いという思いでこれからも観光振興に取り組まなければなりませんというご答弁をさせて

いただいたところでございます。さらに、その取り組みとして若い世代に小笠原をアピー

ルしていくこと、外国人旅行者誘致については課題の整理を図りながら徐々に取り組んで

いくということを答弁させていただきました。現在も基本的にはその考え方については、

私は同様の考え方を持っております。ご質問の中で具体的なご質問をいただきましたので、

その辺の詳細については担当課長に答弁をさせますが、私自身は今は積極的な誘致という

よりは条件整備をきちっとするタイミングであろうというふうに考えているというところ

はご理解をいただければと思います。

また、医療の充実についてのご質問がございました。詳細部分については担当課長に答弁

をさせますが、まず、一木議員がＭＲＩでご披瀝されました試算ですと、ＭＲＩの場合で

すと建物自体も改めてつくらなければいけないということも生じてまいります。ただ、全

般的にこれは村政の課題の中で防災等もそうですが、今、財政状況も含めまして、あった

らいいね、あればいいねというものを右から左につくれる時代ではない。そうすると、あ

れかこれかという選択をする。また、それぞれの課題の中で当然ながら費用対効果も含め

て優先順位をどうするかという課題に直面をいたします。その辺のことを私どもとしては

勘案しながら考えていかなければいけないという中では、ＭＲＩをすぐに導入ということ

はなかなか厳しいと思っているところでございます。

詳細につきまして、それぞれ担当課長に答弁をさせますので、どうぞよろしくお願いを申

し上げます。

○議長（佐々木幸美君） 産業観光課長、渋谷君。

○産業観光課長（渋谷正昭君） 一木議員の観光振興について答弁させていただきます。

まず、外国人旅行者誘致についてでございます。

外国人旅行者誘致につきましては、受け入れ体制等の諸課題を整理しながら徐々に取り組

んでいくという考え方でありますが、来島した外国人旅行者からその課題を吸い上げるこ

とは必要だと我々も考えております。平成21年度に東京都の調査で、外国人旅行者誘致を

するための課題を整理する調査が行われましたが、実際に来島した方へのアンケートは６

票にとどまり、十分な分析が行われたとは言えません。ただ、観光や旅行に知見のある在

日の外国人を招いて、その方々による提言などは整理されております。その中でも小笠原

の観光特性を踏まえると、第１段階として日本流の観光を理解している日本在住の外国人

を対象として観光振興を図ることが有効との提案があり、また、段階的な国際観光市場へ
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の参入が示唆されております。

外国人旅行者へのアンケートを実施して課題を整理してはどうかというご提案については、

東京都の調査件数が少なかったという状況もありますので、当時の東京都の調査表も参考

に実施できるような検討をしてまいりたいと考えております。

次に、具体的な対策についてのご質問がありました。船のおがさわら丸のインターネット

予約並びにカード決済については、そもそも国内向けにも要望を重ねているところであり

ます。改めて小笠原海運に確認したところ、インターネット予約は導入に向け検討中であ

るが、実施は未定とのこと。また、カード決済は導入に向け検討中との回答でございまし

た。この２点につきましては、引き続き小笠原海運に対し早期の実施を要望してまいりま

す。また、村内宿泊施設等におけるインターネット予約やクレジット決済が行える事業者

数も余り多くない状況のようですので、国内観光客の利便性向上のためにも取り扱い事業

者数が伸ばせるよう両観光協会と相談してまいりたいと考えております。

次に、外貨の両替ですが、村内の金融機関である七島信用組合とゆうちょ銀行の代理店で

ある小笠原郵便局に改めて確認しましたが、やはり今のところ外貨両替を行う予定はない

ということでございました。ただ、昨年の世界自然遺産登録以降、数件の問い合わせがあ

ったということもお聞きしております。

なお、この両替業務については、平成10年の外国為替及び外国貿易法改正後はだれでも自

由に行えることになっており、それ以前の大蔵大臣の許可は必要なくなっております。村

内の事業者が業務として行えるのであれば、そのような方法も検討できるかと思います。

また、一木議員からもありましたゆうちょ銀行のＡＴＭについては、一部の外国クレジッ

トカードまたはキャッシュカードにより現金の引き出しができますので、外貨の両替にか

わる手段として周知を図れればと思います。

ほかにも島内における外国語表記やガイドの問題など外国人旅行者を受け入れていく環境

づくりはまだまだ課題山積でありますが、できることから取り組んでまいりたいと考えて

おります。

次に、今後の日本人旅行者の誘致ターゲット、誘致方法についてというご質問ですが、議

員がおっしゃるとおり、世界自然遺産登録によって小笠原の認知が大きく広がったと感じ

ております。これに小笠原旅行の動機づけをする場合、今は世界自然遺産だから、世界自

然遺産になったからということで来ていただいている方が多いと思いますが、それだけで

いつまでも動機づけができるとは考えておりません。中長期的な戦略としては、即集客に
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ならなくても、いつかは行ってみたいと思わせておくために若い世代にアピールすること、

その方法としましてウェブ上のツールを使った情報発信をすること、さらにその情報とし

てはリアルタイムな情報や議員がよくおっしゃっている小笠原に関するさまざまな研究成

果などを載せていく必要があると考えております。また一方で、年間を通した集客を図る

ために、時季に沿って遡及できる客層に向けた小笠原の売り方も必要かと考えております。

夏に向けてはファミリー層へ、秋から冬、春は高齢者層や女性層に向けて、使う素材とし

ては世界自然遺産ということですとかイルカやクジラ、亀など従来からＰＲしていた海の

素材などを活用しながら、その使い方を各客層向けにアレンジして観光客誘致を図ってま

いりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（佐々木幸美君） 医療課長、樋口君。

○医療課長（樋口 博君） ２点目の医療体制の充実についてご答弁させていただきます。

まず、１点目のおがさわら丸船内の遠隔医療システムの導入についてでございます。

おがさわら丸の航行中、船内におきまして傷病者が発生することは今までにも何度もござ

いました。実際の患者への対応につきましては、たまたま乗り合わせ、船内での呼びかけ

に応じていただいた医療関係者の方々により対応されている現状にございます。その医療

関係者の方々の患者状態の判断をもとに、例えば具体的方法としまして竹芝、父島など目

的地への到着を急いだり、あるいは航路近くの接岸可能な最寄りの地に寄港し患者を地元

医療機関につないだり、さらに緊急の際には海上保安庁の救難を要請するなどの措置が船

長の判断で行われている現状にあろうかと思います。

船内における医療医療機器あるいは医薬品材料につきましては、小笠原海運のものにしろ、

あるいは診療所から貸与させていただいているものにしろ最低限のものしかございません。

限られております。

また、一木議員がご指摘のとおり、電話だけではなかなか判断がしづらいという状況もご

ざいます。そういった意味では、船内で対応していただく医療関係者が必ずしも的確な判

断ができる環境とは言いにくい状況でもございますし、また、乗船客の中に医療関係者が

いないことも想定はできます。そういった意味で、一木議員ご指摘のシステムを導入する

ことは、より的確な判断や対応をするためには一つの有効な手段であると考えられるとこ

ろでございます。

また、同様の船内発生患者に対応する既存のシステムとしまして、海上保安庁と連携して
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いる公益社団法人日本水難救済会の洋上救急システムもございます。いずれにしましても、

乗船客の安全確保のために、一木議員ご提案のシステムも含め、具体的な方法等について

整理をまずさせていただき、その上で小笠原海運とも協議をさせていただければと存じま

す。

続きまして、２点目のＭＲＩの導入についてでございます。

磁気共鳴イメージング、いわゆるＭＲＩですが、ＭＲＩにつきましては磁気と電波を用い

て疾患状態を画像化する装置でございます。ある方法でデータを画像化する医療機器は

多々ございますが、現在、父島、母島の診療所に設置しているＣＴ装置もその一つで、Ｃ

Ｔの場合はＸ線を用いて画像化する装置となります。それぞれ磁気あるいはＸ線と用いる

手法の違いから、一木議員もおっしゃっていましたが、それぞれの装置の有効性は疾患に

より変わってきます。例えば脳梗塞かどうかの判断をする際にはＣＴよりＭＲＩの画像の

ほうが判断しやすいというようなことは先ほど一木議員もおっしゃっていたとおりでござ

います。ＣＴ、ＭＲＩはそのような有効性の違いがありまして、一つの疾患あるいはその

状態を的確に判断する上で、判断材料は多ければ多いほど判断しやすいという意味におい

てはＭＲＩを導入することは意義のあることと存じます。しかしながら、一木議員もおっ

しゃっていましたが、ＭＲＩにつきまして実勢価格で調べるところ、１基一式やはり１億

から３億円程度費用がかかり、また、保守経費、一般的なメンテナンスといった維持経費

のほかに電気代、液体ヘリウム代といった維持経費に多額の費用を要することかと存じま

す。さらに、導入する場合には、村長が少し答弁させていただきましたが、防護策、要は

磁気電波を防護するための防護策がＸ線、ＣＴとは違います。そのため父島、母島の各診

療所とも、今、既存の建物内にそのまま設置できる場所は物理的にもなく、設置場所を増

築もしくは別棟で新築する必要がございます。村民の方がＭＲＩ検査のために内地に行く

際の負担を軽減するということなどを加味いたしましても、導入に伴う経費、導入後の維

持経費、あるいは一木議員もおっしゃっていましたが、費用対効果、そういったことを総

合的に勘案しますと、今すぐにでもＭＲＩを導入しなければならないとは言いづらい状況

でございます。こういった現状と認識しておりますが、そのことにつきまして何とぞご理

解を賜れればと存じます。

以上でございます。

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

◇ 高 橋 研 史 君
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○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。

○１番（高橋研史君） １番、高橋研史です。

事前の通告に従い何点か質問させていただきますが、まず、都政並びに国政に関する質問

についてはこちらで質問させていただいて、以下の質問につきましては自席においてさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。

このたび、都知事選並びに国政の衆議院議員選挙が公示されまして、都内は多分今大変な

選挙戦の真っただ中に入っていると思います。小笠原は1,000キロも離れているという事情

から、皆さんの周りにありますポスター掲示板を見ても、すべてポスターがそろわないよ

うな状況ではありますけれども、今後の都政、日本の行く末を決める大事な選挙が間もな

く行われるという状況にありますので、ちょっとここで都政並びに国政に関することにつ

いて質問させていただきたいと思います。

まず１点目として、10月25日、石原東京都知事の辞職により、13年８カ月に及ぶ石原都政

に幕がおりました。都政のもとにある小笠原村長として、この石原都政を振り返り総括的

なご感想をお願いいたします。

２点目に、都知事の任期半ばでの国政復帰、そして新党結成について、こちらの行動につ

いて村長の感想を求めたいと思います。

３点目として、現在の日本の状況、政治、社会、経済、外交、安全保障等について村長の

見解を求めたいと思います。

４点目、これからの国の行方にかかわる国政選挙、先ほども申し上げましたが、迫ってお

ります。村長自身として未来の日本がどうであってほしいか、村長の理想の国家像なりお

持ちであれば、これをご披露願いたいと思います。よろしくお願いいたします。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。

○村長（森下一男君） 高橋議員のご質問に答弁をさせていただきます。

まず、13年８カ月、石原都政の総括という形のご質問をいただきました。石原都政を振り

返り総括といいいますと、私の中でまず頭に浮かびますのが、石原知事が就任されてすぐ

に、当時、兄島から時雨山に行っていた空港予定地の白紙撤回というのがございました。

そしてその後、ＴＳＬの推進、そしてＴＳＬ就航断念という一連の流れのことがまず最初

に浮かびます。私自身が大変ショックを受けたということもあって、このことがやはり頭

に浮かぶんだろうなというふうに思いました。

しかしながら、冷静に振り返ってみますと、自然環境の適正利用の協定書を締結しました。
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そのことによってルールを確立しまして、エコツーリズムの推進や世界自然遺産の登録へ

の道筋を示していただいたこと、小笠原らしい街並みや景観づくりに提言をいただいたこ

と、長年にわたりまして交通アクセスとともに懸案でありました情報アクセスにつきまし

て国に要望・陳情活動をしてまいりましたけれども、この海底光ケーブルの敷設に当たっ

ては、麻生内閣の緊急経済対策において国に計上いただいた際、瞬時に６月の定例会にお

いて補正37億円強の都予算を強力なリーダーシップのもと都議会の了解も得て、ご理解を

得て対応していただきました。このことにおきまして、その後起きました政権交代におい

てもこの予算については無事に執行されたということでございます。

大変辛口なコメントもありましたが、そういう中でも温かく接していただきまして、行政

を預かる者としては大変心強い存在でございました。また、マリンスポーツをなさること、

小笠原を含め離島には人一倍の愛着と理解をお持ちの方だったと思います。

沖ノ鳥島や南鳥島の存在意義や存在価値についても、国や国民に対して発言をしたのも石

原前知事でございました。

そして、35周年、40周年の記念式典におきましては、アオウミガメの歌を歌う子供たちの

姿に拍手をし、また、乳母車を引くお母さんたちに拍手をしていたという姿は石原知事の

違う一面を見せていただいたということで、特に忘れられないことでございます。

総括をするとすれば、少なくとも私が村長として接しをさせていただきました９年間の石

原都政というのは、村にとって大変心強いものであったと、これに尽きると思います。

また、任期半ばでの国政復帰、新党結成について、どういう感想を持っているかというご

質問をいただきました。石原前知事の高邁な思想、また政治的な判断をもってなされたこ

とだと思っています。ご本人は今が時機を得ているというふうな判断であったろうという

ふうに推察をいたします。

また、現在の日本の状況、政治、社会、経済、外交、安全保障等について、私の見解とい

うことでございましたが、一地方自治体の長がこのことについて議会の場で述べるという

ことはふさわしくないのかなというふうに思いますので、この点については答弁をご容赦

いただければと思うところでございます。ご理解をお願い申し上げます。

また、この国の行方にかかわる国政選挙、現在行われています。村長として日本の未来が

どうあってほしいかというご質問をいただきました。私は、大変素朴なこと、また原則・

原点に返ったことと思っております。答弁をさせていただきます。

私は、日本という国を、国民が誇りを持てる国家になってほしいとまず思います。そして、
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そのために親子、兄弟、家族というものを基本に立ち返って皆さんが大事にして、世代間

のそういうものがなく、家族がそれぞれつながって国家になっていくんだということが私

は理想だと思っております。したがって、親子、兄弟、家族のことを思いやる、他人を思

いやる、こういうことが自然とできていけるような国家になってほしい、国旗も国家も何

の逡巡もなく歌えるし、敬うことができる、そういう国家になってほしいと願っているも

のであります。

以上でございます。

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。

○１番（高橋研史君） なかなか存在感のある強烈な都知事だったと思われます。その中にお

いて村とのかかわり、行政、村の施策をいかに進めていくかということで村長はじめいろ

いろご苦労なさってきたと思いますが、今後も都のトップが代わりましても良好な関係を

持って村政を進めていっていただきたいと思います。

また、質問に当たっては、もう少し政治家森下一男村長としてのコアな部分を私は導きた

かったなと思っているのですけれども、こういう場ですから心の底を開陳するというのは

なかなか難しいかとは思いますけれども、これからも国の行方なり今後の日本についてざ

っくばらんにお話ができる機会があれば、していきたいと思います。

またもう一つ、都知事の行動は吉田松陰の歌にあるように、やむにやまれぬ大和魂といい

ますか、そのようなところから80歳の高齢の体にムチを打って最後のご奉公と申し上げて

国政に転じたことと思いますけれども、村長にありましても、事務方のトップであると同

時に小笠原の政治を担っていくトップでございます。議会も従えてと申しますか、一致団

結して今後まだまだ難局というものが小笠原には訪れると思います。そのときにもうひと

つ力強いリーダーシップを発揮していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

余り国政、都政に関わっていると村のことが議論できなくなりますので、村の議論に移り

たいと思います。

今日に至るまでの小笠原の歴史を振り返りますと、幕府によるここの開拓から始まりまし

て強制疎開、米国による統治、それから返還と。単に東京から1,000キロ、亜熱帯の島と小

笠原の形容詞をつけるだけでは済まないような、あらゆる国際情勢、国内情勢に左右され

て小笠原の発展の歴史がたどっていると思いますけれども、そこで、11月14日に開催され

ました第83回小笠原諸島振興審議会の場におきまして、「小笠原諸島を取り巻く諸情勢」

という議題で議事が行われました。この中で、最近の小笠原諸島に関するトピックス等と
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いたしまして、まず海洋管理のための離島の保全、管理のあり方に関する基本方針の概要、

排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整

備等に関する法律の概要、次に我が国大陸棚延長に関する大陸棚限界委員会の勧告につい

て、次にレアアース泥の発見、外国漁船の違法操業取り締まり、これら以上４点がトピッ

クス、簡単に言うと話題提供ということで提供されておるのですけれども、村長も議長と

この会議にご出席なさって、実際現場でそれらのご報告を受けていると思うのですけれど

も、この内容、このタイミング、村長はどのようにとらえたのでしょうか。お答えくださ

い。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。

○村長（森下一男君） 今回出された４つの中で、特に海洋基本法に関すること、排他的経済

水域だけではなくて大陸棚のこと、また外国漁船の違法操業の取り締まりということにつ

きましては、前々からもちろん議長も含めまして私ども小笠原村の存在価値とか意義とか

いう返還以来の旧島民の帰島促進だけではなく、小笠原の置かれている地理的なことも含

めて発言・発信はしてまいってきたつもりでございます。それが高橋議員ご質問のように、

尖閣の問題も含めまして国境離島とか具体的にレアアース泥の発見とかいうことで、改め

てこの海域の価値が認められつつあるということで、そういう意味では今まで発信してき

たもの以上に現在の小笠原村が置かれている国家的な位置ですとか存在意義が、タイミン

グとしてはますます重要性があるということを認識していただけるような時期になってき

んだなと、このように考えているところでございます。

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。

○１番（高橋研史君） そうですね。国の海洋基本法にかかわる動きを見てみても、私もひし

ひしとその点は感じております。この中で、先ほど４つの項目の中の１つにございました

拠点施設の整備等は、沖ノ鳥島、南鳥島については過去に議会においても国土交通省の担

当課に行きまして、どのような事業なのか、また、それを振興するに当たって、ぜひ小笠

原を中継基地なり何なりの拠点として利用していただくことができないでしょうかという

ようなお話もした経緯がございます。その後事業は進んでいると思いますけれども、現時

点においてこれらの事業に関するかかわりにおいてどのような動向があるのか、また今後

の予定はどうなっているのか、村において把握しているものがあれば、お話し願いたいと

思います。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。
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○村長（森下一男君） 今現在、南鳥島におきましては、港湾設備の充実等々の工事が実際に

行われております。その工事に口をはさむとか、計画に我々が村として何か申し述べると

いう立場ではございませんが、小笠原の行政区内にあるということで、そちらで作業をす

る方々の距離がここからもまた1,000キロ以上もありますので、いろいろな意味で中継地点

としてこの小笠原村を介してやっていただけないかという申し入れをかねてからしてきた

ところでございます。現在、幾つかお話をさせていただいているところでございます。ま

だ決まったものがございませんので、この場において、こういうふうなことができますと

いうことはお答えできないところではございますが、働いている人たちが長期にわたって

働くわけでございますので、一々本土に帰らなくてもここで休養等をとっていただけるよ

うな施設でありますとか、また、食料も含めていろいろなものを使うわけでございますの

で、地元の商店とかを利用していただけないかとかというようなお話をさせていただいて

いるところでございます。何とかいい方向で、我々の行政区にあるところで工事をしてい

る人たちのためにも村が役立つこと、それは村内の経済にも寄与することと同時に、やは

り意識の問題として大変大きなものがあると思いますので、今後も交渉をしてまいりたい

と思っているところでございます。

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。

○１番（高橋研史君） 一歩踏み込んだご答弁をいただきまして、ありがとうございます。

今後ですけれども、５年間という期間を区切った整備事業ですけれども、たとえ５年間で

ありましても小笠原を拠点として事業を行っていただけるということは、村内経済あるい

は村の発展に今後大きく寄与できる、いわゆるワンステップができるのではないかと私は

思います。それに際しては、この利用の仕方等々はぜひ村民すべてがその恩恵を受けられ

るような形で事業を進めていっていただきたいと思うと同時に、もう既に父島を利用して

いるような状況もございます。先月15日、おがさわら丸が入港したのですけれども、その

とき共勝丸岸壁にいつもは見たことのない船が泊っておりまして、何なんだろうなと思い

ましたら、おがさわら丸から職人風の方が二、三十人降りてきまして、その船に乗り込ん

でいきました。船員さんに行き先を聞きましたら、実は職人さんをおがさわら丸で運んで

きたのをここで降ろして、船に乗り換えて南鳥島に行くという。もう既にここを人の輸送

の中継基地として使っているような事実もございます。

ただ、共勝丸岸壁にその船が泊っていたのですけれども、国土交通省のほうも内々にとい

うようなことも言っておりましたので、どこの会社とかどこの船とかは言いません。その
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ときに沖には宮崎水産高校の実習船が止まっていたんです。彼らは実習の途中、小笠原に

寄って上陸して休養をとりたいという意向で寄っていたと思うのですけれども、その船が

たまたま泊まっていましたので、沖止めして、観光協会の会員のボートを使った通船で生

徒、先生、船員さんをやりとりしておりました。では、実際拠点にしたときに、本当に拠

点とした機能がこのままで発揮できるのかという問題もあります。

それと、医療課長にもお伺いしたのですけれども、既に南鳥島で職人さんが鉄筋か何かが

足に刺さってけがをして自衛隊の航空機を要請したと。要請するのも、結局ここが行政区

ですから、ここの診療所を通して要請する。そのような動きも出ております。実際そうい

う動きが出てきている中で、先ほどの通船の話ですけれども、このままでは利用するのに

ちょっと手狭では困るので、ぜひとも担当のところに村からも現状を伝えていただきたい

のです。それはなぜかといいますと、さらなる港湾施設の整備等々に違う観点から繋がっ

ていくのではないかと私は思いますので、その点よろしく。この事業については現実に表

れていることがあります。今後も状況を把握して、それなりの対策と国の担当課との連絡

を密にしていただいて、こちらの状況もこちらから発信できるような形をとっていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。

○村長（森下一男君） まさに高橋議員のご指摘のとおりでございまして、そのような話もさ

せていただいているところでございます。

先ほどは議員の熱意についついちょっと踏み込んだ答弁をしてしまいましたが、私も議長

もそうだと思いますが、母島にも立派な港がございますので、中継基地のあり方としては

今後はいろんな考え方ができると思っています。ただ、東京と結んでいるのは父島でござ

いますので、そのときには父島、母島の利用ということも考えられると思っておりますの

で、いろいろな観点から今後ともそういう交渉を続けてまいりたいと思っているところで

ございます。ご協力もまたひとつどうぞよろしくお願い申し上げます。

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。

○１番（高橋研史君） こういう話になると、ついついここに住んでいるものですから父島父

島と言ってしまいますけれども、母島も忘れておりませんので、よろしくお願いします。

それでは、今まさに小笠原諸島振興開発特別措置法の切りかえによる議論が行われて、さ

らにまた小笠原諸島振興開発特別措置法の前に来春に新たな海洋基本法をつくるための閣

議決定するための作業に入っておりまして、この２つの法律を考えてみますと、海洋基本
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法という国の政策を決める大きな法律があって、その下に小笠原諸島振興開発特別措置法

というものがあるのではないかと思うのです。実は、海洋基本法に関わる審議機関として

国土交通省の中に国土交通省のみでつくった政策懇談会というのがございまして、そこで

今年３月に出された資料の中には海洋基本法を推進していく上で、特に小笠原諸島に限り

ましては今後も小笠原諸島振興開発特別措置法によって島の振興を図っていくと。同じ国

土交通省が所管することですけれども、片やこっちの方には、もうしっかり「していくの

だ」ということが明記されておりました。その点を含めまして、今後もこれらの法律に関

わる動きを注意深く見守っていかないといけないと私は思っているのですけれども、この

海洋基本法に関わる議論の場というのは、国に審議会なり何なりがあると思うのですけれ

ども、それがございましたら、ここで執行部の方からご報告していただきたいと思うので

す。よろしくお願いします。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。

○村長（森下一男君） 今、議員ご指摘のものは内閣総理大臣が本部長を務めます総合海洋政

策本部で、ここに意見を述べるために設置されておりますのが、１つは参与会議がござい

ます。そして、今ご指摘の国土交通省の海洋政策懇談会において、このことについては活

発に議論をされているというふうに承知をしております。また、海洋政策懇談会でのご議

論については先般の審議会の中でも出ましたので、情報についてはもちろん受け身ではな

く積極的にこれからも収集する努力をしてまいりたいと考えております。

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。

○１番（高橋研史君） 情報収集をする必要があると強く村長も感じているということで、よ

ろしくお願いいたします。

この参与会議ですけれども、来春の閣議決定を目指して既にそれぞれの参与が関わるプロ

ジェクトチームの報告書が出てきております。まず、この参与会議の方々を見ますと、10

名いるのですけれども、そうそうたるメンバーの方が入っております。座長の小宮山宏さ

んは現三菱総合研究所の理事長でございますけれども、第28代の東京大学の総長で、化学

システム工学、地球温暖化問題の対策・技術等々知見の高い方であります。また、ＮＴＴ

データの特別参与の古庄幸一さんは第26代海上幕僚長です。その他すばらしい人員がそろ

って参与会議を構成しているのですけれども、このたびの参与会議の報告書を抜粋してみ

ますと、今まで参与会議は何回か続けてきているのですけれども、特に海上の警備・安全

保障の部分が抜けているのではないかというような指摘もございまして、元幕僚長の古庄
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参与が頑張られて、自衛隊並びに海上保安庁の機能強化、組織強化ということを新しい報

告書に入れていただきました。その他の項目で、例えば海底鉱物資源等という項目でコバ

ルト・リッチ・クラスト、南鳥島周辺の資源調査を加速すると。レアアース泥資源量把握

を最優先に揚泥システム─多分泥を吸い上げるシステムになるのだと思うのですけれど

も─等の技術開発計画を策定すると。メタンハイドレートにありましては、次期計画期間

に事業化の見通しをつけた後、官民共同事業化プロジェクト、2020年代半ばに商業化プロ

ジェクトに向け技術開発を行うと。まさにもともとこの海洋基本法の目的でありますフロ

ンティアを担う、日本の未来を本当に託すような事業が提言されております。この中にお

いて排他的経済水域の３割を持つこの小笠原がますます重要な役割を果たしていくのでは

ないかと思いますけれども、先ほど村長も情報は注意深く収集するとおっしゃっておりま

したけれども、今後、このような状況を踏まえて役場の中にも、専門でなくても結構です

けれども、これらの情報を積極的に収集並びに分析して我々議会にも報告していただいて、

ぜひとも小笠原の発展に寄与するような行動をとっていただきたいと思うのですけれども、

いかがでしょうか。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。

○村長（森下一男君） 考え方としてはそのとおりで、具体的には参与会議等々で出された報

告書を実際に内閣の方がどう受けとめるかという問題になってくるわけですが、今の国政

選挙の中でどのような政権になっていくのか、そして、このような提言をどれほど具体的

にその政権が受けとめて、どのような方針で臨もうとしているのかをきちっと見極めると

ころが私どもの要諦だと思っておりまして、現在、村の中では企画政策室でやっておりま

すが、当然これから技術革新が進んできたり、いろいろな具体論に動き始めたりすると、

今の体制だけでは恐らく人員的にも足りないということは考えられます。そういうことを

念頭に置きつつ情報収集をしてまいりたいということでございますので、ご理解をいただ

きたいと思います。

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。

○１番（高橋研史君） この海洋基本法は平成19年、安倍内閣の当時施行されました。それか

ら政権交替して当然総理大臣も代わっているのですけれども、内閣の中で脈々と日本の根

幹を担う事業として進められてきております。この選挙の結果がどうなるかわかりません

けれども、これは大変重要な国の施策であると思いますから継続していくことと私は確信

しております。皆さんも多分そう思っているでしょう。ですから、今後も体制を緩めず、
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かつ強化して村の発展につながるような材料は抽出していただいて、みんなで議論してい

きたいと思います。よろしくお願いいたします。

最後に、ちょっとした講演がございまして、なかなか危機感を募るような内容ですのでご

披露したいと思います。株式会社独立総合研究所、いわゆる独研と言われている社長兼首

席研究員の青山繁晴さん、テレビタックル等テレビによく出てくる方ですが、９月４日、

尖閣諸島上陸並びに竹島占拠、韓国大統領の暴言に抗議する緊急集会が衆議院会館で開催

されました。現在の安倍総理とか党派を超えて出席して聞いている内容ですけれども、こ

の方は講演の中で「日本は資源のない国だからという思い込みこそが最大の間違いである

ということをお話ししたい」ということでお話が始まっております。昨年７月に英国のス

コットランドで国際ガス・ハイドレート学会がありました。青山さんはこれに出席したそ

うです。そこで「日本の領海の海底資源について外国が発表すると聞いたから出席いたし

ました。参加して驚いたことに、一番多かったのは韓国の発表でした。韓国の発表のすべ

てが竹島の南の海底、すなわち島根県隠岐郡の海にあるメタンハイドレートについてでし

た。彼らはこれを2014年までに実用化すると明言し、日本海を東海（トンヘ）と勝手に名

称変更して発表いたしました。メタンハイドレートは火力発電に使用できます。水素を取

り出し燃料電池をつくって日本車を駆逐する計画なのです」と。さらに驚いたのは、この

韓国の発表のスポンサーがＵＳＤＯＥ、ユナイテッドステーツ・デパートメント・オブ・

エナジー、つまり、アメリカ合衆国エネルギー省がこの発表のスポンサーだったというの

ですよ。青山さんは驚いて、このエネルギー省の知友に国際電話をして抗議すると、福島

原子力災害の後、世界で一番注目されている資源の１つが日本海のメタンハイドレートで

あり、あなたの研究所、つまり青山さんの独立総合研究所と一部の学者がそれに取り組ん

でいることは知っておりますが、日本政府が不熱心で、韓国が国を挙げて開発を急いでい

る以上は韓国にお金を出すことはやむを得ないというエネルギー省の友人の返事だったそ

うです。こうした国際学会では日本は資源小国だということはもはや言われなくなってお

ります、日本は隠れた資源大国と呼ばれているのです、という内容でした。この内容を聞

いても、ますますこれから日本の中において海洋政策が推進されることは目に見えて明ら

かでございます。小笠原村も時代の変化に即応した対応をとっていただくよう最後にお願

いして、質問終わります。よろしくお願いします。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。

○村長（森下一男君） 議員としていろいろ情報収集され、お勉強されているということを改
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めて敬意を表するところでございます。私どもとしましては、私どもの自治体として置か

れた立場の中で小笠原諸島振興開発特別措置法の延長等々にも大きく関わることでござい

ますので、今ご指摘をいただきましたように情報収集、広い視野でいろいろ物を見ていく

ということを絶えず念頭に置きながら、これからも対処してまいりたいと思うところでご

ざいます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。

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

◇ 稲 垣 勇 君

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。

○７番（稲垣 勇君） ７番、稲垣 勇です。

２点通告してあります。ははじま丸についてと災害時の村の危機体制を伺うということで、

よろしくお願いします。

ははじま丸についてでございますが、まず、ははじま丸の新造船について、小笠原諸島航

路改善計画において平成28年度に就航が予定されている新ははじま丸についてでございま

すが、現行ははじま丸を新造したころにはなかったバリアフリー設備の設置義務や、昨年

の世界自然遺産登録により母島に渡航する旅客数が増えている中、母島島民の唯一の交通

手段であるははじま丸を新造するに当たって、これまでの船以上の居住性を含めた快適さ、

旅客の船酔い率の低減を図るためには、新造するははじま丸は沖港に着岸することのでき

る最大級の船にしてほしいと考えています。しかしながら、船を大型化するとなると沖港

や二見港の使用に支障が出ることはないでしょうか。最近、おがさわら丸の新造船が検討

されておりますが、その中でやはり当然のようにおがさわら丸の大型化が検討されること

と思います。こうなった場合、新ははじま丸は新おがさわら丸の二見港における岸壁の使

用について競合するようなことになるのではないでしょうか。もし競合した場合、例えば

新おがさわら丸を大きくするために新ははじま丸を大きくすることができないというよう

な事態を懸念しておりますが、村としてはどのように考えているのでしょうか。

災害時の村の危機体制を伺うの中では、首都直下型、東海、東南海、南海地震等、今言わ

れている地震、津波の災害が発生し首都機能が麻痺した場合、例えば広域長時間による停

電、通信機能の麻痺、水・食料・燃料不足による生活活動の麻痺、長期の電力・物流機能

の停止、東京湾の海上火災や岸壁の使用不可能等社会的混乱、また、日本の国力そのもの

が衰退する可能性も想定されます。このような事態が発生した場合、内地から遠く離れた

当村には直接的被害はなくても、例えば内地と村との交通・通信等が遮断された場合、情
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報の収集、食料・燃料の確保、医療の確保等重大な影響が予想されます。村としてはどの

ような対応を考えているのか、村の危機管理体制をお聞きしたいと思います。

２点、よろしくお願いします。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。

○村長（森下一男君） 稲垣議員のご質問に答弁をさせていただきます。

まず、ははじま丸の運行についてのご質問がございました。議員もご存じのように、新し

いおがさわら丸の建造につきましては、今年の10月に東京都及び都議会に村長、議長の連

名で要望書を提出したところでございますし、皆様と一緒に要望活動をしていただいたと

ころでございます。しかしながら、おがさわら丸の更新は航路改善計画においても中期的

な計画となっていたところで、現在のところ、具体的に進むタイムスケジュールができつ

つあるというところでございます。具体的には年が明けてから走り出すということになっ

ております。

そこで、議員ご懸念の岸壁の競合という問題でございますが、二見湾において現状考えら

れる中では全く可能性がないとは言えないというふうに考えております。しかしながら、

村としては与えられた制限の中でよりよい船を両方とも造ると。当たり前のことではござ

いますけれども、このことによってまず競合が生じないような形、また、競合したとして

も、東京都や運行会社とともに綿密な議論し連携をして、それを克服してまいりたいと考

えているところでございます。母島沖港の岸壁にしても同じようなことが言えるわけです

が、私たちが望む今後20年は使っていくという船を造るということでございますから、そ

れは村民の皆様の期待にこたえられるよう東京都、運行会社も含め関連機関ときちっと協

議をしていきたいと考えているところでございます。

また、ははじま丸の運行についての個別の質問もございました。こちらについては担当課

長に答弁をさせますので、よろしくお願いを申し上げます。

また、防災についてのご質問もいただきましたが、詳細を知る担当課長に答弁をさせます

ので、よろしくお願いを申し上げます。

以上でございます。

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。

○総務課長（江尻康弘君） 村の危機体制についてのご質問にお答えをいたします。

まず、東京都は首都直下型地震等新たな東京の被害想定を踏まえた防災計画の中で、発災

後１週間をめどにライフライン、道路、港湾施設の応急復旧を行い、機能を確保すること
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としております。村の災害物資の備蓄計画におきましては、発災時、内地からの物資輸送

が困難な状況を勘案し、現在の３日分の備蓄を７日分の備蓄ができるように目指して進め

ているところでございます。また、村民の皆様にも、災害備蓄として各世帯で３日分程度

の備蓄をお願いしているところでございます。また、船舶は管轄海上保安部から寄港可能

な港の情報を受け、港長の許可によりまして寄港をし、また、都道府県知事の要請を受け

物資に当たることができるとされております。内地におけます被災状況にもよりますけれ

ども、これらの手段をもちまして村内の食料、燃料等の確保に努めてまいります。

また、情報収集につきましては、国、東京都等関係機関に対しまして、可能な手段をもっ

て提供を求めてまいります。

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。

○７番（稲垣 勇君） まず、ははじま丸の新造船についてでございますけれども、新ははじ

ま丸の建造に当たって関係機関の中で現行同様に500トン未満で建造するイメージがあると

考えられる中で、そうなればバリアフリー設備が見込まれないなど現行より以上のよい船

はなかなかできなくなってくると思いますけれども、今後どのような要望をされていくの

でしょうか。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。

○村長（森下一男君） 議員ご指摘のとおり、皆さんの中に500トンという制限が念頭にある

ということは認識しております。この制限にあっては、現行のははじま丸の課題を大きく

改善していくのには可能性が低くなるということも考えられます。ただ、総トン数500トン

というのが恐らくイニシャルコストというところやランニングコストという一つの分岐点

にあるんだろうということは我々も認識をする必要があると思います。その上で、先ほど

も申し上げましたが、やはり村民の皆さんが望む船に一つでも近づく形を我々としては最

大限とりたいと。そのために関係機関と協議をしていくということでございます。

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。

○７番（稲垣 勇君） 500トンを制限じゃなくて、それより大きい、母島の岸壁に着岸でき

る最大級の船を要請していく必要は今後もあると思います。そうなると二見港の中で競合

する可能性というのが必ず出てくると思うのですよ。今のバースでは足りなくなる。そう

したときに、今後、港湾とも協議をして進めていく必要があると思いますけれども、そこ

ら辺はどうなんですか。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。
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○村長（森下一男君） 当然、今、議員がご指摘したようなことはずっと懸念をされているこ

とでございましたので、水面下ではいろんなご相談もそれぞれとさせていただいていると

ころでございます。今回、青ヶ島のほうにも環住丸という新しい船ができるわけですが、

少なくとも父・母島間のことを考えたら環住丸と同じようなものを造るというふうにはな

らないということですので、具体的なことで今のようなご懸念をお持ちであろうとしたら、

そういうことも既にもう話の中ではいろいろさせていただいているということをご理解い

ただければと思います。

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。

○７番（稲垣 勇君） この間、父・母島間アクセスを考える会の中で村の事業として視察を

してきました。その中で、まだ検討会がされておりませんけれども、聞くところによると、

今より大きな船になると、そのことが一番心配なんだと。競合するために、ははじま丸が

大きくならなくなったことを島民としては一番心配しております。村長はじめ村の執行部

によろしくお願いしたいと思いますけれども、ここのところだけはきちんと整理をして進

めていただきたい。議会のほうでもそのように進めるつもりで皆さんと協議していきます

けれども、よろしくお願いしたいと思います。

それと、運行のことについて。10月17日に竹芝発のおがさわら丸が台風の影響で運行予定

が二転三転しました。それに合わせてははじま丸の運行も変更が余儀なくされたわけでご

ざいまして、村民の方、観光客に対して大きな迷惑をかけたところでございました。特に

母島から内地への移動に当たっては、ははじま丸出港の直前、本当にもうあと30分ぐらい

で出るというときに防災無線による広報があって、内地へ行く多くの島民は荷物を持って

岸壁に行ってからその広報を聞いたわけで、その中で運行会社とやりとりをして出港日に

行けるようになったわけですけれども、村からこの対応と経緯をお聞かせください。

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。

○総務課長（江尻康弘君） お答えいたします。

稲垣議員ご質問の10月17日、竹芝発のおがさわら丸につきましては、小笠原諸島の南から

北上中でございました台風22号及び沖縄の南で停滞して、その後北東に進むと予想されて

おりました台風21号の影響により運行の予定が３度変更となっております。まず、前日に

竹芝発17日の10時から12時で、父島着につきましても翌日18日の14時で、その父島着翌日

の19日14時に出航するという形の変更がございました。次に、竹芝発の当日でございます

けれども、父島入港の日の18時に変更となりました。さらに父島入港当日に父島発21日14
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時という変更がございました。小笠原を基準に考えまして、もともと３泊便のものが数日

の間に１泊便、着発便、３泊便という形での変更がされております。おがさわら丸の運行

変更に伴いまして、ははじま丸につきましても、おがさわら丸の入出港に合わせた運行時

間ということに変更になりました。村といたしましては、台風の状況など確認をしながら、

運行会社から変更の都度依頼を受け、防災行政無線において村内の広報の実施をいたした

ところでございます。

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。

○７番（稲垣 勇君） 気象条件で運行状況が変わるのは私も理解しますけれども、あのとき

には本当に３度、今言われたように着発だよと。それが１泊便になって、最終的には予定

どおり３泊で就航したわけですけれども、母島にいる島民としては、その都度荷物をまと

めて小さい子供を抱えて波止場に行ったり、また戻ってきたり、あるいは母島そのまま着

発だからと乗って父島まで来たら、最終的には３泊になって、また母島に帰ります。小さ

い子供を置いてきた母親はどうしても帰らなければならないような状態になっていますの

で、こういうことを村長、どういうふうに思いますか。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。

○村長（森下一男君） 一言で言いますと、私に権限があったらなというところが率直な思い

でございます。とはいえ、おがさわら丸、ははじま丸しか交通アクセス、定期航路としては、

ないということから、今、議員ご指摘のようなことが村民の皆さんに直接起こり得るわけ

でございますから、私に権限がなくても、そういう村民の思いを率直に運行会社にお伝え

していくということが私の役目だと思っておりますし、今回２つの台風が重なったという

ことで、物資については運んできてくれたけれども、人については皆さんにご迷惑をかけ

ることになってしまったということ、まず運行会社には率直にお話をさせていただきまし

たし、運行会社もそれぞれの立場はあるものの反省をいたしておるというところでござい

ますので、これからも発信はきちっとしてまいりたいと思っているところでございます。

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。

○７番（稲垣 勇君） 今回の運行も見てわかりますように、現在のははじま丸ではやっぱり

心もとない。だから、我々母島の島民としては新造船に当たっては、より大型で、できれ

ば２時間を切る船にしていただきたいと思っておりますので、今後村議会もあわせてそう

いう要望活動をしていただきたいと思いますが、いかがですか。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。
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○村長（森下一男君） 改めまして、そういうことを踏まえてこれから要望活動してまいりた

いと思っております。

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。

○７番（稲垣 勇君） ははじま丸のことに関しましては、我々母島島民としては例えば飛行

機が飛んだとしても船しか交通手段はなかろうと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。

災害時の危機管理体制の中で２つばかりお聞きしたいと思います。

まず、現在、光ケーブルになりました。こういう災害時に衛星回線というのは使えるので

しょうか。

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。

○総務課長（江尻康弘君） 衛星回線につきましては、災害に全く関係なくということではな

いのですけれども、通常の使用のとおり利用が可能という認識を持っております。

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。

○７番（稲垣 勇君） わかりました。

次に、災害時に自給率というか、魚産物に関しては漁船がしっかりしていれば海に出れば

魚はとれるわけですけれども、農産物に関しては種をまいて２カ月から３カ月しないと収

穫できません。そこら辺は産業観光課としてどのように考えておりますか。

○議長（佐々木幸美君） 産業観光課長、渋谷君。

○産業観光課長（渋谷正昭君） 災害時に特化した自給体制を高めるということで考えますと、

例えば今、小笠原では主食であるお米の栽培も一切ありません。野菜は今最盛期に近い状

態かもしれませんが、年間を通した生産は行われていません。村が自給体制を高めるため

の政策に切りかえると、相当な農業振興にしても─相当なというか、多分余り考えられな

いだろうと思っております。そういうことではなく、日ごろから村における食料の自給率

を少しでも高める努力というのは今の農業振興政策の中でもやっていけることだろうと思

っています。具体的に農業で言えば、野菜の生産額というのも年々増加傾向にあります。

村としましては東京都や農協と連携しながら、農地の流動化等によっての農業振興を進め

る中で自給率が少しでも高まるようになればというふうに考えております。

○議長（佐々木幸美君） それでは、暫時休憩をしたいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。

（「異議なし」との声あり）
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○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、暫時休憩をいたします。

午後２時から再開いたします。よろしくお願いいたします。

（午前１１時４５分）

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

○議長（佐々木幸美君） 休憩前に引き、一般質問を再開いたします。

（午後２時）

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

◇ 池 田 望 君

○議長（佐々木幸美君） 池田 望君。

○６番（池田 望君） ６番、池田 望です。

２件質問通告してあります。

まず１点目、貨物船の安定運航についてでございます。

小笠原への物資の輸送は定期船おがさわら丸、また、不定期ですが、貨物船が担っており

ます。とりわけ貨物船の共勝丸はガソリン、プロパンガスなど危険物など生活に欠かせな

いものを運んでいただき、また一般廃棄物、産業廃棄物などの運送も担っております。小

笠原の行政に深くかかわっている貨物船だと言うことができると思います。しかしながら、

この夏に船の老朽化に伴い冷蔵庫、冷凍室が使用不能になり、冷凍物とか生鮮品が届かな

いということで、特に母島の商店の皆さんには大変ご迷惑をかけているということを伺っ

ております。また、修理の見通しが立たないということで、今後も冷凍品、冷蔵品につい

ては取り扱いが難しいというふうに聞いております。船齢もかなり重ねており、いつ何時

油圧系の事故がおこるかもしれない。船としてのさまざまなポテンシャルを維持すること

ができなくなれば、村民生活に大きな影響を与えることは想像ができるところであります。

このような状況で、民間会社でありますが、村はどのようにとらえているかについてお伺

いいたします。

２点目、小笠原住民健診、今実施しております成人病ドックについてお伺いいたします。

小笠原村の住民健診は、昭和54年から財団法人東京顕微鏡院の尽力によりスタートいたし

ました。また、元気プラザと途中名称変更を行いましたが、今年で34回目の実施になって

おります。今まさに母島で行われていて、明日から父島で行われるようになっています。

離島に暮らす我々にとって島での健康診断は大変心強く安心であります。そして、例年欠

かすことなく実施されていることに各関係機関の方々のご尽力に心から感謝申し上げてお
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きます。

さて、この住民健診ですが、国民健康保険の加入者を対象に実施されているようです。協

会けんぽという、こちらで言う法人の会社が社会保険等に入って加入する健康保険組合で

は、現在のところ、この成人病ドックを受けることができない。指定の病院に行けという

ふうに言われて、そういうところが受けられないという状況がずっと続いております。過

去には全村民が受けたというふうに私は記憶しておりますが、どうしてそういうふうにな

っているのか、まずその経緯から伺いたいと思います。

この２点ですが、よろしくお願いいたします。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。

○村長（森下一男君） 池田議員のご質問に答弁をさせていただきます。

まず、共勝丸のことがございました。共勝丸は昭和43年の返還当時から小笠原航路の貨物

輸送にご尽力をいただいておりまして、おがさわら丸では運びにくい建築資材や運ぶこと

のできないガソリンなど、危険物、また島で消費する燃料や冷凍食品、冷蔵食品、島で発

生した廃棄物などの資材の運搬を担っておりますのは、議員ご指摘のとおりでございます。

また、おがさわら丸がドック入りした際には郵便物などの輸送もあわせて行っており、村

民生活には欠かすことのできない船でございます。議員ご案内の冷蔵室、冷凍室が使用不

可能になっていることにつきましては村に報告が参っております。昨年３月11日の東日本

大震災では石巻の本社が津波で流され、社長さんが亡くなられたということもございまし

て、本年４月に息子さんでございます現在の社長さんが来島され、お会いをしたときに厳

しい現状をお伺いさせていただきました。と同時に、大変重要な役割を担っているという

ことから社長さんともいろいろ意見交換をさせていただいたところでございます。平成５

年進水の今の船が更新を迎えていることは明らかなことでございまして、そのときの意見

交換の中にも出ておりまして、私ども村といたしましては、安定運航を図っていただくこ

とによりまして村民生活に支障が生じないよう今後ともいろいろ意見交換をさせていただ

くというつもりでございます。

続きまして、健康診断へのご質問がございました。小笠原村の健康診断は、議員ご案内の

とおり、内地委託の健診機関の派遣により島内での受診が可能となっております。現在、

この健診の受診対象者は基本的には国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入者となって

おります。これは以前と違いまして、健診事業の制度の改正があったために、議員ご指摘

のようなことが現在起こっているわけでございます。我々としては須らく皆さんに受けて
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いただくのが本意でございますので、そのようなことを考えておるわけですが、詳細につ

きましては担当課長に答弁をさせますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。

以上でございます。

○議長（佐々木幸美君） 村民課副参事、村井君。

○村民課副参事（村井達人君） 村の健康診断事業及び先ほど出ました協会けんぽの件につい

て答弁をさせていただきます。

まず、これまでの経緯ですが、健康診断事業につきましては、平成19年度までは各事業主、

職場が実施する定期の健康診断と市町村が実施する基本健康診査というものとでそれぞれ

の実施義務がございました。小笠原村におきましては、職場で健診を受診できない方々に

つきましては村が実施する基本健康診査のほうで受診をしていただいておりました。平成

20年度に医療制度の改正がございまして、健康診断は特定健康診査、今、メタボ健診と言

われておりますけれども、そちらのほうに変更されまして、健診の事業主体が健康保険組

合や共済組合といった各医療保険者が実施主体ということで変更されてきたところでござ

います。この改正に伴いまして小笠原村が実施する健康診査の対象者は、先ほど村長も申

し上げましたが、国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入者ということになりまして、

各共済組合や社会保険の加入者は対象外ということになっております。しかしながら、小

笠原村、島における健康診断の実施につきましては、各保険者が独自に実施するには費用

の負担ですとか日程調整の問題、会場の確保等々さまざまな問題がございまして、個々に

やるのは非常に困難であるということで、従前の流れを継続したまま村の健康診査と合同

で実施をしているところでございます。これは各医療保険者が、村が契約しております委

託健診機関とそれぞれ契約を結んで行ってきているというところでございます。

池田議員ご指摘の協会けんぽの件ですが、この協会けんぽの加入者の受診の件につきまし

ては、さまざまな理由によりこれまで協会けんぽと島で実施している健診機関との契約が

できていなかったということを理由に島での健診が受診できないという状況になっており

ました。それで協会けんぽの加入者につきましては、これまで東京都島しょ保健所での受

診ということで来ております。平成22年度に協会けんぽのほうから、島の健診での受診を

できないかという依頼がございまして実施の検討をしましたが、島での受診者の数が増大

したことや日程調整等の課題がありまして、実施には至りませんでした。平成24年度には、

加入している各医療保険者と健診機関、東京都、小笠原村により島の健康診査見直しに係

る協議会というのを立ち上げさせていただいて、協会けんぽ加入者が島での健診を実施で
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きるようにということで協議を重ねてきましたところ、今般、課題の整理、実施条件等が

整いましたので、平成25年度からの協会けんぽの島での受診に向けて現在準備を進めてい

るところでございます。今後も村民の方々が安心して健康診査を受診できるよう、実施日

程や受診の利便性の向上など健診事業の充実に向け努力してまいりたいと考えているとこ

ろでございます。

以上でございます。

○議長（佐々木幸美君） 池田 望君。

○６番（池田 望君） では、成人病ドックの健康診断のほうから再質問させていただきます。

大体内容としては法律が変わったから平成19年度からそういうふうになったんだよという

ことで、それは国の制度が変わったのでということでよくわかりました。ただ、私は、成

人病ドックは、この島に来て２回目ぐらいから受けてきて、島民全員が受けているという

ことで、村民の健康を管理できる行政体だなと大変感心していたというところで、その中

から受けられない人が出てきたということがちょっと不満というか、心配です。折角長い

間続いた小笠原の財産でもある定期的に行われた健康診断が、途中から受けられる人、受

けられない人ができてくるということは問題だなと思ってこんな質問をさせていただきま

した。今後も協会けんぽが入るということだけで解決するかどうかというのはちょっとわか

らないのですが、僕の言いたい意味は、村民全員が何とか受けたいということであります。

もう一つは、確か今は成人病は30歳以上という規定がありました。我々は20代のときから

受けていました。そういうくくりがどうなのかということも含めて、できたら村民全員が

受けた方がいいのではないかなと。こういう離島ですから特に思います。

長くなりますが、もう一つ。どういうわけか、協会けんぽ加入者の配偶者は受けることが

できているのです。そのことについても理解ができない部分もありますので、もしご存じ

でしたら、そのこともお知らせいただきたいと思います。

○議長（佐々木幸美君） 村民課副参事、村井君。

○村民課副参事（村井達人君） まず、制度が変わったことにより基本的な対象者が国民健康

保険と後期高齢者ですよということで、他の警察の共済とか市町村共済、東京都共済がな

ぜ参入してきたかというのは、契約の部分で各組合によって、ここまでの検査をしなけれ

ばいけないという項目がございまして、そのすり合わせが話し合いで、できる・できない

というところでスムーズに参入できてきたということがございます。

協会けんぽの部分では、特定受診券というものを各組合から発行していただいて、それを
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受けて島での項目をすべて受けていただいているのですけれども、協会けんぽにつきまし

ては、これをやってくれ、あれをやってくれという検査の細かい項目が島である健診機関

と合わない部分がありました。その話し合いも今般整理がつきまして、来年度から参入で

きるということがございます。その協会けんぽには150名ほど加入の働いている方がいるの

ですけれども、それが参入するとなると日程的にかなりきつい部分もございますけれども、

皆さん受けられるようにということで実施日程の調整を進めてきたところでございます。

協会けんぽの加入者の配偶者につきましては、基本的には30歳以上の方は漏れなくという

のは、村の健康を守るという観点から村が独自に30歳以上の方については保険制度等に関

係なく受けていただいているというところでございます。それと同じように実際所属して

いる職員の配偶者等につきましては、島でやっている検査項目の中でやっていただいてい

るということで、これまでも受けられたということでございます。

○議長（佐々木幸美君） 池田 望君。

○６番（池田 望君） では、もう１点は、協会けんぽに入っていると、従業員、スタッフが

20代の方もいっぱいいらっしゃるのです。そういうところで一緒になったときに、30歳で

切られる。20代の人たちは受けられないと、会社運営上、健康診断をしないまま会社を運

営するわけにはいきませんからこれまた法律に抵触します。そのときは受けられるでしょ

うか。どうなんでしょう。

○議長（佐々木幸美君） 村民課副参事、村井君。

○村民課副参事（村井達人君） 今の村の健診の中では30歳以上の方を対象としております。

では、30歳未満の方はどうなんだというのは、これも法律が入り組んでいるところがござ

いまして、労働安全衛生法上の雇用主が年齢に関係なく従業員に行わなければいけない定

期健康診断が優先されることになっております。ですので、そちらで受けていただくとい

うことで、一応村の方針としては疾病にかかりやすい年代といいますか、30歳以上の方に

受けていただくという方針でこれまで来ているところでございます。では、その年齢を20

歳にするのか何歳にするのかというのは、今後検討課題になるのかなといったところでご

ざいます。

○議長（佐々木幸美君） 池田 望君。

○６番（池田 望君） こちらで受けられるようになるという努力をされているということは

大変ありがたく思います。今言ったように片手落ちになりそうなので、20代の方が受けら

れなければ、もう一つの方向で会社負担の部分がまた出てくるよということで、その辺も
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今はお答えできないでしょうが、調整等をお願いできるようにしていただきたいと思いま

す。

村長、この件について何か一言。僕は、村民全体が受けることで、今まであった成人病ド

ックというのをイメージしていたので、制度が変わったから致し方ないということについ

ても理解できるのですが、先程言ったように、村民の健康をずっとデータ化して持ってい

る村なんていうのはどこにもないので、これもまたうちの財産だというふうに捕まえたと

きに、20歳以上の成人の人たちがみんな受けられるような方法があれば、やっていただき

たいと思うのですが、財政的なこともありますが、村長の考えをお伺いします。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。

○村長（森下一男君） これは池田議員のご指摘のとおり大変すばらしい事業であって、午前

中に一木議員のＭＲＩのときにもお話をさせていただきましたが、優先事項がいろいろあ

る中で村民の健康を村民それぞれが毎年診ていただくことによって把握をしていくという

ことも踏まえて大変肝心な事業だと思っています。私の感覚も、制度が改正になったとき

に一体どういうことなのかなと。私どもの事情のようなところはそうないかもしれません

が、こういうふうに制度で事業者ごとに受診とかということは結構他の島でもあるのです

ね。何とかならないのかということで、先ほど経過報告したようなところまで何とかこぎ

つけました。もう少し若い人たちというのはこれからの懸案事項として、今度解決したこ

とによって、事業主のほうで受けられる若い方、村民は今のところ30歳というくくりにな

っていますので、検討しなければいけないところは幾つかあると思いますが、担当課のほ

うに検討を指示したいと思います。

○議長（佐々木幸美君） 池田 望君。

○６番（池田 望君） では、貨物船の安定運航についての再質問になります。

大変不安に思っているということは質問の趣旨で伝えたと思います。こういうところです

ので、ライフラインの一翼を担っていると言ってもいいと思うのですよ。ちょっと不安な

のは、先ほど一例として冷凍冷蔵庫が壊れたけれども、復旧の見通しなしと。船齢も20年

を超えそうだというところで新造船の計画はあるとは聞きましたが、あるだけで、まだ前

に一歩踏み出したというふうには僕の情報ではないのですよ。例えば明日出航して、そこ

でトラブルが起こったとか、東京で荷物を積もうと思ったときに油圧部分がもう無理だか

ら荷物積めないよということだっていつ起こるかわからないという不安な状況で我々が今

ここで暮らしているということを認識していただきたい。なおかつ、一般廃棄物、産業廃
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棄物等の輸送も担っているということで、ここで暮らす中で大変重要な役割を占めている

部分でもあります。その船が急に動かなくなったから、では次の船を用意できるかという

ことも、危機管理として村として持っていなければならないということも含めて、また、

東日本大震災のときも大変頑張ってこの島にも荷物を運んでくれた共勝丸の皆さんのこと

を思うと、言うのもつらいのですが、早く我々が安心して暮らせるような新造船を造れと

いうような、これは言えるかどうかというのはあるのですけれども、もう少し強く、意見

交換というよりは、もっと踏み込んで、我々のライフラインも担っているのだから、安心

して安定運航ができるような話し合いみたいなものを村当局と民間会社でできないものか

ということが願いですが、村長、その辺はどう思いますか。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。

○村長（森下一男君） 昨年、新しい社長さんがいらしたときにも社長さん自身も、今、池田

議員がおっしっゃたようなことは感じておられまして、新造船についても真剣に考えてお

られたと思います。

私が意見交換という言い方をしましたのは、ははじま丸とか私どもが株主になっている会

社とお話しできることと、今、議員ご指摘のとおり、共勝丸と話すときにはそれなりに趣

が違いますので、意見交換という言い方をさせていただきましたが、相当突っ込んだ意見

交換をさせていただいたつもりでおります。公共事業の部分も大変大きなものを共勝丸に

担っていただいていますので、そういう意味でこれからも忌憚のない意見交換をさせてい

ただきたいと思いますので、そこでお受けとめをいただければと思います。

○議長（佐々木幸美君） よろしいですか。

（「はい」との声あり）

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

◇ 杉 田 一 男 君

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。

○５番（杉田一男君） ５番、杉田一男です。

登壇では、私の質問の大局的な考えをお聞きしたい。それはどういうことかといいますと、

村長が力を入れて推し進めてきた世界自然遺産登録になって１年猶予経過しましたけれど

も、登録後には村にとって大きな新しい展開が開けたと思います。いい意味でも悪い意味

でも小笠原村の経済、そして観光に大きなインパクトがあったと思っております。しかし

残念ながら、世界自然遺産は日本国内４カ所ありますけれども、他の３カ所はいずれも２
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年目が鬼門という形で、まず２年を無事に終えて３年目に向かうという姿というのは今ま

での世界自然遺産の中ではなかなか見られない。そういった中で、いい面悪い面含めて、

世界自然遺産登録後、顕著になった観光客の増加、そしてそれに伴う負の部分、その中で

村長は現状をどうとらえて、今後２年、３年、この世界自然遺産効果を持続するためには

どういう方向性でどういう施策が必要か。当然そういうことはお考えになっていると思い

ますけれども、現状での村長の忌憚のない意見をお聞きしたいと思います。

あとは自席で質問いたします。よろしくお願いします。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。

○村長（森下一男君） 杉田議員のご質問に答弁をさせていただきます。

議員ご指摘のとおり、この１年、確かに世界自然遺産登録の効果によりまして観光客の数

が増加し、大きな経済効果を上げた一方、おがさわら丸というのは生活路線も兼ねており

ますので、船の混雑状況など一部期間、村民生活に少なからず影響を与えたということに

ついては理解をしております。今後も村民生活に不便が生じないような対応はとってまい

ります。

また、小笠原の財産は世界自然遺産の登録に象徴される恵まれた自然だと認識しておりま

す。自然と共生した村づくりを小笠原村の理念として進めてまいりました。一方で小笠原

村の持続的な発展を考える上で、村民生活の安定や自然環境の保全も大事ですが、議員ご

指摘の産業の振興も欠かせません。エコツーリズムを機軸とした観光振興を図りながら、

農業、漁業とも連携したバランスのとれた産業構造を実現するためにこれからもさまざま

な施策を行っていきたいと思っております。世界自然遺産登録を目指してきたときからエ

コツーリズムを機軸とした観光振興を図り、一次産業との連携ということを掲げて歩んで

まいりましたので、その流れをこれからも続けていきたいと考えているところでございま

す。

今後の小笠原村のあり方についても、村民の皆様とともにつくり上げることが重要だと考

えまして、先立って登録１年を経過した段階での村民意見交換会を開催し、村民の皆様の

感じていること、課題としてお持ちなことを自由に発言していただきました。今後も何度

かこのような意見交換会を開催し、小笠原村の進むべき方向性を村民の皆様と一緒に考え、

施策に反映していければと考えているところでございます。本当にさまざまな意見が出ま

して、私どもがあっと思うようなことも多かった。こういうことが本当にこれからの施策

を考える上で重要なことにもなってくると思っておりますので、今後ともどうぞご協力の
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ほどよろしくお願いを申し上げます。

以上でございます。

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。

○５番（杉田一男君） 今、村長の答弁の中にもありましたように、村民意見交換会は非常に

いい会だと思います。そして、業種によっては様々な意見が出てくると思います。一次産

業、二次産業、三次産業、それぞれこの村に対する思いというのは違う方向性も持ってい

ると思いますので、この村民意見交換会というのは私も非常に大事だと思っています。こ

れは航空路のＰＩにもつながります。村民と行政が同時進行で協議しながらいい方向性に

持っていくというのが基本だと思いますので、村長には今後ともこの交換会をぜひこまめ

にやっていただきたい。そして、意見を吸い上げて施策に反映していただきたいと思って

います。

そこで、この10月に行われました村民意見交換会は、いい意見も出たと思いますけれども、

いい意見のほかにも指摘されたような意見もあると思います。どのようなことが話し合わ

れたのか、内容についてお伺いしたいと思います。

○議長（佐々木幸美君） 自然管理専門委員、岩本君。

○自然管理専門委員（岩本 誠君） 先立って10月24日に開催されました村民意見交換会の、

父島開催の参加者につきましては、一般村民が29名、行政及び関係者が23名ということで

合計52名の方が参加されました。引き続き翌月の11月に母島で開催いたしまして、その際

は一般村民16名、行政関係者８名の合計24名の方が参加されております。

今、議員の言われた当日討議された内容ですけれども、最初、観光客等が増えて青灯台等

で下船をするということで、受け入れの形をちゃんとしてほしいというような形で、島内

のトイレの状況から始まりまして、その後、観光客増加によって島内ポイ捨てのごみの問

題等も話し合われました。その後段々観光利用のあり方とか今後の観光動向、また、その

観光動向の内容等という形で話は進みまして、その後は世界自然遺産地小笠原をどのよう

に売り出していったらいいのか、また、村民生活と観光のあり方、現状を維持するために

何をするべきかというように、段々前向きな意見に終始いたしまして、５時間という時間

で行いましたけれども、時間が足りないという状況でした。また、参加者の方から、この

ような村民意見交換会を継続して開催してほしい旨のご意見も多数いただきました。ただ

し、今回の開催の周知の方法とか村民が参加しやすい日程の配慮が足りないのではないか

という苦言も同時にいただきました。
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今回の開催につきましては、出港中の平日ということで、できる限り観光関係の方に出て

いただきたいという日程を選んだのですけれども、今度は一般の方が平日の昼間というの

はなかなか出づらいでしょうという意見の中からも、なるべく広くいろんな一般の島民の

方の意見を集約できるような会にしてほしいという意見をいただいておりますので、今後

開く場合はそれを踏まえて開いていきたいと考えています。

それと、こういう形での村民意見交換会は初めての開催ですので、今言ったように、父島

で５時間、母島では２時間という時間をかけましたけれども、議論を行うというよりは、

今回は村民からの課題がいろんな形で出てまいりましたので、村民からの課題をいただく

形で時間が経過しました。いただいた課題につきましては、今後、全戸配布という形で村

民全体に見てもらいます。当日参加できなかった方につきましても、印刷物で全戸に配布

をして、参加された方からこういう意見が出ましたよと。また、次回の参加を促す意味で

も全戸配布を考えております。

それから、出てきた課題につきまして、その後、島内関係機関及び行政機関で検討いたし

まして、次回の村民意見交換会で対応できる部分につきましては報告をするとともに、ま

た新たな意見をいただく形で今後も継続していきたいと考えております。

その後、繰り返した村民意見交換会の結果につきましては、地域連絡会議と科学委員会へ

地元の考え方として伝えていく予定です。

なお、次回の予定につきましては、１月のおがさわら丸ドック中の１月20日及び27日に父

島、母島で開催する予定で進めております。来年度につきましては、一応年３回程度、同

様の村民意見交換会を開催する予定で進めております。

以上です。

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。

○５番（杉田一男君） 今、岩本自然管理専門委員のお話にもありましたように、業種が違う

と決められた時間に集まるのが難しいというところは当然あると思います。方法としては

世界自然遺産のともしびを消さないためにも持続性を持ってやる必要がある。例えば２年

目に向けての村民のアンケートをとるとかという形で、村民の皆さんにも世界自然遺産は

島にとって非常に大きな価値があるものだ、そして一緒に育てるという認識を持っていた

だいて進めていくべきだと思います。それが将来的には航空路も含めた小笠原の歩みに大

きく役立つと私は思っています。そういう意味で、あらゆる場を想定して、どうしたら村

民の皆さんの意見を細かく聞けるかという部分をぜひ企画政策室のほうでお考えいただい
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て、そして村長もできれば陣頭指揮を取っていただいて、２年目も難なく乗り越えた、３

年目に向かっていい方向に持っていきましょうという形をぜひとっていただきたいと思い

ます。今、岩本自然管理専門委員が言ったように、村民をいかに巻き込んでいくかという

ことは私は非常に大事だと思っています。それがすべての問題解決につながると思います

ので、改めてもう一度村長にお伺いしたいと思います。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。

○村長（森下一男君） この村民意見交換会の前にアンケート調査も行いまして、実際にはア

ンケート調査に応じてくれても当日来られなかった方もいらっしゃったと思うのですが、

そこからもさまざまな意見をいただきましたので、先ほども答弁させていただきましたが、

このようなことはこれからも続けていきたいと思っております。

それとは別に、議員ご指摘の１年で世界自然遺産効果が失われないとかということにつき

ましては、世界自然遺産効果というよりは世界自然遺産の登録を目指して集客対策とかい

ろいろ打ってきたときに私なりにめどとしている数字がございますので、それを今後とも

毎年クリアしていけば村内経済は安定、活性化すると思っておりますので、そのような方

策もあわせてやってまいりたいと思います。

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。

○５番（杉田一男君） それが小笠原の問題点、特に観光客受け入れも含めてエネルギーも、

そして地産地消もすべてそういう形でいい方向に波及していくと私は思っています。ぜひ

とも今後とも力強く進めていただきたい。

では、今度は個々について、岩本自然管理専門委員にお聞きします。災害対策は議会でも

いろいろと質問されていますけれども、震災を受けたときに村民は何が困るか。やはり電

気と水と情報だと思います。その中でも要になるのは電気だと私は思います。小笠原はラ

イフラインがすべてストップ、遮断するという状況に現在置かれています。特に東京電力

の場合は海岸のすぐそばということで、電気の供給が止まるということはまず確実だと思

います。今、国でも代替エネルギーをどうするかと。太陽光、風力、地熱だとかいろいろ

あると思いますけれども、小笠原に一番適しているのは多分太陽光だと思います。宮古島

のメガソーラーも見てきましたけれども、メガソーラーの場合は莫大な敷地が要る。小笠

原にはそういう更地がなかなかない。建設水道課長に聞いたら、もう海に浮かべるしかな

い、ダムに浮かべるしかないと。ダムであったら可能性があると思いますけれども、適地

がなかなかないということです。そして、太陽光発電は今もコストが高くかかる。その為
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に村民の皆さん、島内の普及がかなり遅れているという状況だと思います。そのクリーン

エネルギーについて、東京都や国の助成制度、村は今は多分ないと思いますけれども、普

及促進するためにはそういう助成制度が必要だと思いますけれども、それとあわせて、な

かなか難しい問題ですけれども、東京電力の高台移転という話も将来的には老朽化ととも

に当然出てくると思います。そこで、今ある助成制度等を含めて島民の皆さんが利用する

場合、どういうことが考えられるかを岩本自然管理専門委員にお聞きしたいと思います。

○議長（佐々木幸美君） 自然管理専門委員、岩本君。

○自然管理専門委員（岩本 誠君） 今の議員の質問の太陽光発電に伴う助成制度につきまし

ては、国と東京都の制度が利用できます。しかし、国の制度におきましては、対象機器の

価格が１キロワット当たり50万円以下のシステムが対象となっております。一部離島設置

対策費控除ということで、この小笠原の場合は離島設置対策費控除が受けられるのですけ

れども、離島設置対策費控除の５万円を足しても60万円以下の機器が対象となります。現

在、小笠原で何件か施工されている状況を調べますと、１キロワット当たりの施工費用に

つきましては、国のほうの制限の60万円以上の経費がかかってしまうということで、現実

的に国の助成についてはなかなか受けられない状況になっております。東京都からの補助

につきましては、１キロワット当たり10万円ということで、上限100万円までの補助が受け

ることができます。しかし、代替エネルギーで発電されました電力の買い入れに関しまし

ては、東京電力のほうでは住民に対して電力の安定供給という義務がありますので、東京

電力の内規の中でそこの地域の最低発電量の10％以内を系統連系で結ぶという形で決めら

れております。小笠原につきましては、この最低発電量が夜間1,000キロワット程度になる

ため、系統連系としてつなげることのできる太陽光発電につきましては、島内全体で100キ

ロワットまでが限界となります。現在、島内に設置されている状況を見ますと、診療所の

太陽光につきましては50キロワット、福祉センターにつきましては10キロワットの太陽光

が設置されておりまして、東京電力と系統連系を結んでおります。それの現状を見ますと、

先ほどの100キロワットの限界値からいきますと、一般島民分の設置分の枠がかなり少なく

なることになります。そのことから議員の言われたように、島内に普及促進するためには

今ある公共施設に設置している分につきましては東京電力の系統連系からはずしまして、

島民枠を確保するような小笠原全体のビジョンというものをつくっていかないと、実際上

普及促進の将来目標というのは非常に難しい形になると思います。

村としましては、今後の取り組みについて、今年度、平成24年度、国土交通省直轄調査の



－４２－

中で再生可能エネルギー等の活用方策の検討というのを実施しております。来年度につき

ましては、平成24年度の当該調査を踏まえて小笠原村新エネルギービジョンを更新する予

定で進めております。その際につきましては、国のほうも今現在、再生エネルギー、代替

エネルギー等のいろんな政策を動かしておりますので、国の動きを把握するとともに関係

機関との調整を行いながら、小笠原村の現状に即した実効性のある計画というのを新エネ

ルギービジョンの中でつくっていきたいと考えております。

最後に、東京電力の高台移転につきましては、東京電力の柿崎社長のほうに確認をしまし

た結果、現在、移転自体は代替地等のことも考えて非常に難しいと。ただし、３・11以降、

震災に対する東京電力の取り組みということで、伊豆七島と小笠原に関しましては、二、

三メートル程度の津波が来た場合にどのような対応ができるかという検討を始めると伺っ

ております。それ以上に大きな、東南海地震等で10メートルを超えるようなものの検討と

いうのは本当に具体的な検討にならないということで、実際起こり得る可能性のある二、

三メートル程度で浸水した場合というのは、電力は失われても一般島民の糧が残ると。そ

ういう混乱に関しては、今、対策としてどのようなものができるかというようなものにつ

いてこれから検討を始めていくということを伺っております。

以上です。

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。

○５番（杉田一男君） 確認しますけれども、国の制度では１キロワット当たり55万円を上限

として考えていると。ところが、小笠原の場合は当然運搬含め割高感があり、その55万円

は離島設置対策費控除の５万円を足しても60万円。60万円ではおさまらない。60万1,000円

になっても控除助成は受けられないというものなのかどうかの確認と、東京都のほうは１

キロワット10万円を限度で100万円まで、これは小笠原村に対しても活用できるものですか。

そこをお聞きします。

○議長（佐々木幸美君） 自然管理専門委員、岩本君。

○自然管理専門委員（岩本 誠君） 国のほうの制度で60万円を超えた場合にはできない。逆

に、安い値段のほうは適用を受けて、こういった高い値段は助成を受けられない。一見矛

盾しているようですけれども、国の考え方としては、メーカーサイドに実際上の設置単価

を安く誘導させる意味でこの補助制度をつくっております。実際、離島と言いながらも伊

豆七島等で設置する場合については小笠原ほど経費がかかっていなくて、この国の制度自

体は利用できる形なのです。遠隔地、1,000キロということと施工する人材等がいないこの



－４３－

小笠原の特殊性に国の制度が対応していないというのが現状です。

それから、東京都の制度につきましては、そういう制限がなくて、１キロワット当たり10

万円の補助が受けられますので、例えば５キロワットの太陽光発電を設置した場合につい

ては、設置費に対して50万円の補助を受けることが可能です。

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。

○５番（杉田一男君） そうすると、一般家庭でソーラー発電を利用するとすると多分３キロ

ぐらいだと思うのですけれども、現在、１キロワット当たり工事を含めて幾らぐらいかか

るのか。それに対して10万円というのがどうなのかという部分はどうですか。

○議長（佐々木幸美君） 自然管理専門委員、岩本君。

○自然管理専門委員（岩本 誠君） 現在、民間で何件か設置されている方がいらっしゃいま

す。その方の例を見ますと、個人で設置費などを節約しながら設置している方もいらっし

ゃるのですけれども、メーカーに聞きますと１キロワット当たり100万円弱いただいていま

す。ただし、１戸ずつ見積もりとって折衝の中で80万円とか90万円になるというのはある

と思います。競争見積もりやれば幾分落ちるのですけれども、その中で60万円でどうでし

ょうかということを出したのですけれども、やはり60万円では小笠原まで来て設置すると

いうことは厳しいという意見をいただいております。個人で設置した場合、一番問題にな

るのは、何かあったときの補償制度を受けられないと。故障したり、一部発火する事故等

も現在出ていまして、たとえ、全焼になったとしても、それはメーカー責任を問えないと

いうことがありますので、メーカーの方に来てもらって設置してもらうとなると、80万円

から100万円程度は必要になるということは聞いております。

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。

○５番（杉田一男君） 太陽光発電を取り入れるとなると３キロワットでも300万円近い金が

かかる。補助金は30万円だと。そして自然管理専門委員の話にあったように、例えば東京

電力へ売電した場合、100キロが限度だという形が現在ある。その中で今、60％ぐらいはも

う公共施設で使っているので、残り40％ぐらいだと。そうなるとますます買いづらくなる

ということだと思うのですけれども、そういった中で増山建設水道課長は、子供さんが経

営している民宿でソーラーをつけた。そして今活用している。売電も行っている。増山建

設水道課長の経験談で、どのくらいの費用がかかって、売電効果はどのくらいあるのか、

設置費用に対する売電の割合というのは大体どのくらいあるのか、お聞きしたいと思いま

す。



－４４－

○議長（佐々木幸美君） 建設水道課長、増山君。

○建設水道課長（増山一清君） 発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。

ちょうど２年ぐらい前になるのですけれども、我が家に太陽光発電を乗せました。当時、

5.5キロワットで、先ほど岩本自然管理専門委員から国の補助制度、東京都の補助制度とい

う話がありましたけれども、私のときは、国のほうは御多分に漏れず乗りませんでＮＧで

した。東京都の方はキロ10万円ということで50万円ちょっとの金額をいただいております。

現在、２年の実績がありまして、発電量はおおむね１キロワット当たり年間1,000キロワッ

トアワーを発電するというデータも出ておりますので、そういう意味では我が家ですと

5,500キロワット。これは国の買い取り制度というのがございまして、そういったところで

実際に発電した量を丸ごと東京電力に売却した場合は、うちのほうでは26万円ほどになり

ます。当時かなり早い時期に投資をしたということもあって、国の買い取り制度は現在は

１キロワットアワー当たり42円ですけれども、当時は48円でした。その48円の単価を今継

続させていただいておりますので、そういう意味では投資の効果もあったというふうに自

分としては考えております。

小笠原では、議員おっしゃるとおり、再生可能エネルギーの何を選ぶかというのは、やは

り太陽光発電がベストだと私自身も感じております。ただ、離島であるが故のコスト高は

否めませんので、そこをどういうふうに工夫するかということが今後の課題になってくる

と思います。これは関連質問で前に池田議員からも質問をいただいたときに同様なことを

答えておりますけれども、ここで太陽光発電を普及させるためには、先ほどの縛りの部分

をはずすということを工夫しなければいけない。それは公共でやったものを独立させると

いうことですけれども、そういういろんなことをやりながらやっていけば難しい話ではな

いというふうに実感をしております。

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。

○５番（杉田一男君） では、村長にお伺いします。東京電力の３・11後の取り組みについて

も、津波高２メートル、３メートル、これはまるで子供の話ですよね。現実的に19メート

ルと予測されている中で２メートル、３メートルでは、私は認識が少ないのではないかと。

それと太陽光発電は、小笠原の場合は大きな力になるということで、ぜひこれに力を入れ

ていただきたいと思います。

時間がないので、次に地産地消についてお聞きします。

私が前定例会で質問しました一次産業の活性化と地産地消の推進について、その後の進捗
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状況を、副村長、簡単でいいですから、説明してください。

○議長（佐々木幸美君） 副村長、石田君。

○副村長（石田和彦君） 地産地消のご質問でございます。地産地消につきましては、第１回

及び第２回の定例会におきまして、行政が主導する形ではなく、民間の要望にこたえる形

で進めていくということが肝要であるとお答えを申し上げたと思います。まずは農協や漁

協をはじめとする生産者、そして民宿や飲食店、小売店などの販売事業者、観光客や村民

などの消費者それぞれの意向や要望等をお聞きする形で、今回、民間の要望にこたえてい

くという形でお聞きする場を設けていきました。こういったようなことをこの前の議会の

中でもお答えをさせていただいております。

進捗状況としましては、父島の漁業協同組合、農業者、観光協会の飲食部及び宿泊部会並

びに母島におきましても飲食・宿泊事業者の方々からそれぞれ意見を伺ってまいりました。

主な意見を簡単にご紹介いたしますと、漁業協同組合からは島内販売に対応する難しさと

その課題等について、また、農業者からは地産地消の推進には農地の確保が不可欠である

ということ、そして飲食・宿泊事業者からは既に自ら地産地消に取り組んでいるのだとい

うことを強くお伺いをしてまいりました。島内産物の安定供給と低価格化への要望がこれ

らの中で多く上がっておりました。

また、地産地消を推進する上での課題については、それぞれの立場から感じているもので

すので当然異なった見方をされており、同じ課題であっても全く正反対の意見になるケー

スも多く見受けられました。したがって、それぞれの当事者同士で直接話し合ってもなか

なか本音の議論に発展しないことも予想されますので、各業種の間に我々村が入りまして

調整役を務めることの重要性を改めて強く感じたところでございます。今後もこのように

直接意見を伺う機会を設けながら、異業種間の連携なども模索するなど、地産地消の推進

にこれらの活動を役立ててまいりたいと考えております。

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。

○５番（杉田一男君） それでは、その様々な意見交換をした中で、どのような対策を講じて

いき、また、特に農業について具体的な対策があれば、担当課長、お願いします。

○議長（佐々木幸美君） 産業観光課長、渋谷君。

○産業観光課長（渋谷正昭君） 全体的な話としては、今、副村長からありましたように、イ

ベント等の実施というよりは民が中心になった努力に村が支援をしていくということで進

めたいと思っています。その中でも農業についてということでございます。やはり地元の
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産物の生産量を多くすることが肝要ですので、消費する側の事業者からも地元の産物があ

ればもっと買うという意見もいただいております。そういった生産量を上げることができ

れば進むものだと思っております。より具体的に申し上げれば、農業については基礎とな

る農地の確保が最優先課題と考えておりまして、村においても農地の流動化を進め、また

徐々に成果も出ております。さらに認定農業者制度による意欲ある担い手の支援の結果、

農業生産額も堅調に伸びてきております。今年度からは整備された農地の権利を新たに取

得した認定農業者に対しては農地再整備事業ということで助成を行っておりますので、こ

の中で今年度は母島のほうでは林地や素地になっていたかつての農地が新たに生まれかわ

り、優良な農地に復しております。村としましては、農地流動化や再整備の村事業のほか

東京都や農協とも連携をしながら振興開発事業等さらなる活用も検討して農業振興策に努

めてまいります。

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。

○５番（杉田一男君） 村長にお伺いします。今、地産地消についても、副村長、担当課長の

答弁の中で、少しずつではあるけれども、前に進んできていると。特に私は漁業よりも農

業にぜひ力を入れていただきたい。それは観光客が来てもお土産が買えないという状況が

あります。この地産地消を特にＪＡという部分に関しては力を入れて進めていただきたい

と思います。その辺、いかがですか。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。

○村長（森下一男君） ご指摘いただいているとおりでございまして、以前も答弁をさせてい

ただきましたが、特に農業政策というのはかつて振興事業の中で東京都と農協のほうで毎

年事業を立てているということで、地産地消農産物を多くということは先ほど担当課長も

申しましたように土地の流動化等のことがありますので、私どももそういうテーブルに一

緒になって立っていけるようなところを今東京都ともお話をしていますので、一日も早く

スムーズな流れに乗ることをこれからも目指してまいります。

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。

○５番（杉田一男君） よろしくお願いします。

最後に、継続の部分で簡単にお聞きします。まず、扇浦に関しては答弁要らないですから。

３月の扇浦分譲地、これからの方向性の策定に向けて３月の報告を楽しみにしております。

そして、赤間ホテルに関して言えば、早く進路をどちらにするか決めていただきたい。こ

れら地権者のほうにもいろいろと訳があるということを頭に入れてやっていただきたいと
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思います。

そして、昨日の全員協議会でお聞きしましたけれども、産業観光課長から夜明山にやっと

待望のトイレができると。これで観光客も大分違うと思いますけれども、もう一つお聞き

したいのは、遊歩道、山を歩く人たちは、山の中にはトイレがありませんので、そういっ

た場合、母島では携帯トイレを活用しているように聞いておりますけれども、父島と母島

の携帯トイレに関して、現状はどうなのか、できれば私はガイドさんに用意してもらうの

が一番いいのではないかと思いますけれども、その辺の見解をお聞かせください。

○議長（佐々木幸美君） 産業観光課長、渋谷君。

○産業観光課長（渋谷正昭君） トイレの問題は、町中のトイレとあわせて山の中のトイレの

課題も出ておりまして、先ほども岩本自然管理専門委員からありました村民意見交換会の

中でもいろいろなルート上なりルート脇の汚れの話題も出ました。その中では、参加した

ガイドさんの中では父島についてはさほど問題になっていないというお話もあります。幸

いどこかで１日泊まってというコースではありませんので、それぞれのガイドさんが持っ

て、必要に応じてお客さんに提供してはどうかというような話もエコツーリズム協議会の

中には出ております。今年度、協議会の中で整備する緊急ボックス、何かあったときのた

めのいろいろな道具や救急用品を入れたボックスを今設置する用意をしておりますが、そ

の中には特に女性向けに携帯トイレを使用する場所を提供するための簡易な折り畳みのト

イレも入れていこうという話が出てきておりますので、そういった状況の中で皆さんがき

れいに使っていただけるような施策を考えていきたいと思っています。

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

◇ 片 股 敬 昌 君

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。

○２番（片股敬昌君） ２番、片股敬昌です。

今回４つの質問がございますが、１番目の質問をいたしまして、他の３つの質問を自席に

てさせていただきます。よろしくお願いいたします。

最初の質問でございますが、太陽の郷への待機高齢者につきまして質問いたします。

この問題、大変難しい問題だということは私も承知でありますけれども、いろいろな村民

の方々から不安な声を聞いております。そうした率直な声をお伝えするため、あえて質問

することにいたしました。村民はこの島で最後まで暮らしたい。皆さんそう思っているわ

けですが、定員が決まっている現状で入所希望者は今後ますます増え続けてまいります。
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そうした中で、将来、自分たちはこうした太陽の郷施設に入所できるのだろうかという不

安を持っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。そうした村民の不安を解消して、

また期待にどうこたえていくのか答弁をお願いいたします。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。

○村長（森下一男君） 片股議員のご質問に答弁をさせていただきます。

いろいろ苦しい胸のうちをご承知の上でのご質問ということで、有料老人ホーム太陽の郷

を開設してからはや１年９カ月がたちました。開設当初におきましては、初めて島にでき

た入所施設ということで感謝や期待の言葉をたくさんいただいたところでございますが、

入居者が具体的に増えていくという状況下では、議員ご指摘のような、私たちが将来入所

できるのだろうかというような不安の声が私どもにも届くようになってきたところでござ

います。

現在の入室状況でございますが、具体的に調整をしている入居予定の方を入れますと、近

いうちに10名の方が入居をするという状況になります。定員は14名ですが、部屋数として

は10室でございますので、すべての部屋が埋まるということとなります。

当面の対応策は、運営主体である医療課にその検討を指示しているところでございますが、

中長期的には根本的な対応策を講ずる必要があるだろうというふうに感じているところで

ございます。

以上でございます。

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。

○２番（片股敬昌君） 中長期的に根本的な対応策を講ずる、そういうお考えということでし

た。具体的にどのような対策を考えていらっしゃるのか、お願いいたします。

○議長（佐々木幸美君） 村民課副参事、村井君。

○村民課副参事（村井達人君） 具体策ということでございますが、今後の村の高齢者福祉施

策ということで答弁をさせていただきます。議員ご指摘のとおり、村の人口構成を見ても

40歳代から60歳代の人口が多くなっております。このままで推移をしていきますと、小笠

原村も今後10年から20年先にはさらに高齢化率が高くなりまして、何らかの介護を必要と

する高齢者の方々の数がピークを迎えると考えられます。村ではこれまで母島の高齢者在

宅サービスセンター、先ほど来から出ております有料老人ホームの太陽の郷の開設など、

高齢者の介護サービスにつきましては一定の整備がなされたところでございます。しかし

ながら、今後の高齢者の増加に伴う新たなニーズや多様化するニーズに対応するには、現



－４９－

状の体制では対応し切れなくなってくるだろうということが考えられます。また特に在宅

での介護というものは大変つらい状況になるのかなと思われます。このことから５年後、

10年後を見据えた中長期的な計画、またさらに将来的な小笠原村の高齢者福祉施策のあり

方を検討する必要がございます。在宅介護の限界が生じた場合に、村内に限られ入所施設

という状況の中で、他の選択肢として村内でどのような方策が考えられるのか、その現状、

これから先という中での小笠原村の実態に即した施策の検討を進めていく必要があろうか

と考えております。来年度、平成25年度から村の医療課、福祉課、関係各課、サービス提

供事業者、村内関係機関と協議・検討を重ねてまいりまして、村の高齢者施策のビジョン

というものを策定し、将来的に総合的なサービス提供体制というものを構築していきたい

と考えているところでございます。

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。

○２番（片股敬昌君） ありがとうございます。これからは高齢化がますます進んでまいりま

す。１人で高齢を迎えた方あるいは老老介護という家庭もたくさん出てまいります。平成

25年度から村内関係者と協議を重ねるということでございます。ぜひ有意義な会議を持た

れますよう期待をしております。

次に、関連の質問でございますが、しばらく前にテレビで糖尿病検査のための血糖値測定

ということを放映しておりました。これで感じましたことは、糖尿病というのは国民病と

言われるものですね。自覚症状が本人にないために、自覚があったときには治療がなかな

か大変だという病気であります。この血糖値測定ということが一般の薬局で無料でされて

おりました。これを見ていますと、買い物のついでに気楽に調べられるという大きなメリ

ットがあります。また、診療所で待たされるということもございません。保険証も要らな

い。また、気軽に受けられることから早期発見につながるという大きなメリットが考えら

れるわけです。そうしたことから、この小笠原村でも薬局に依頼するといいますか、民間

の力をかりることができないものかどうかという点につきまして伺います。よろしくどう

ぞ。

○議長（佐々木幸美君） 医療課長、樋口君。

○医療課長（樋口 博君） ご指摘の糖尿病につきましては、今、全国で約1,000万人近くい

らっしゃるとお聞きしていますが、そのうち定期的にきちんと受診をなさっている方は４

分の１程度だと。今、片股議員おっしゃったとおり、そういった受診を促進させる、ある

いは新たな予備軍の方を発見するという観点で、筑波大学の矢作先生が簡易な検査方法を
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開発したという状況がございます。その筑波大学と東京都足立区と徳島県の２カ所で共同

研究事業としまして、その簡易な検査方法を用いたプロジェクトを今展開されているよう

にお聞きしております。それぞれ足立区、徳島県の薬剤師会あるいは医師会と連携して一

般の薬局を舞台に事業を展開されている。そのことが多分報道された内容かと存じます。

具体的方法につきましては、一般の方を対象に指先から自己穿刺で採血をして機械で測定

するという非常に簡易な方法で済みます。医療機関でやるような時間による絶食等の制限

もないため非常に手軽な方法でございます。ただ、よくよく調べていきますと、薬局でそ

の共同研究を展開している背景には、薬局は保険薬局もあればドラッグストアのような薬

局もございますが、どの薬局でもおおむね薬剤師が配置されていること、それからもう一

つ、薬局で展開することにより、薬剤師のもと、その血液を穿刺する器具を廃棄しなけれ

ばいけません。また、感染する対策もとらなければいけない。そういった対策をとりやす

いということなどが薬局で展開する理由としてあるように報じられております。

島内で実施できないかというご指摘でございますが、先ほど申し上げましたとおり、今見

る限りは筑波大学とそれぞれの地域が共同研究事業としてやられているということですの

で、その筑波大学の矢作先生が開発した検査器具等につきましては市販されておりません

ので、共同プロジェクト事業に参加するしかそういった器具は手に入らないというのが１

点。それからもう一つは、先ほど申し上げました事業実施上の医療廃棄物、感染などの対

応のために薬剤師等の専門職種あるいはその体制が必要であるということ、これらのこと

から島内で薬局といいますと１つございますし、例えば公共機関でそういったものが置け

ればそれもよりよい実施方法だとは思いますが、それらの観点からいきますと、実施する

には大きな課題もあるのかなと。ちょっと困難な部分もあるのかなというふうには思われ

ます。ただ、共同研究プロジェクトとして非常に簡易な利便性の高い方法ではあると思い

ますので、今後もプロジェクトの動向は注視していきたいと考えているところでございま

す。

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。

○２番（片股敬昌君） ありがとうございました。テレビを見た限りは、すぐにできそうなイ

メージを持ったわけですが、ただいまの答弁によりますと、一部の地域でまだ始まったば

かりだということ、また、この測定器は市販されていないということですね。しかしなが

ら、こうした民間への動きというのはこれからの日本社会の動き、方向性としては民間活

力を利用するということは出てくると思います。先ほど答弁の中にもありましたように注
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視していく、また、高齢化社会というものは小笠原に限らず全国一斉に高齢化社会、特に

超という言葉がつくくらいの、これから４人に１人から３人に１人が高齢者という社会を

迎えていくわけですから、村全体の総合力でこれからのこういう問題を考えていかなけれ

ばいけない、支えていかないといけない、そういう時が来るのではないかと思っておりま

す。よろしくお願いをいたします。

では次に、防災力の強化ということで質問をさせていただきます。

先ほど来、他の議員からも質問があって重複する質問かもしれませんけれども、いわゆる

南海トラフの大地震あるいは首都直下地震、こういう地震がいつ来てもおかしくない時を

迎え、非常に懸念されているところであります。地震の大きな柱になります構造部材のほ

かに天井であるとか壁、窓といった非構造部材、直接強度にかかわらない部材のことを言

いますけれども、そうしたところの耐震化が求められております。それの対応に対してど

のようにされるか、答弁をお願いいたします。

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。

○総務課長（江尻康弘君） 片股議員の防災力強化に関するご質問にお答えをいたします。

災害時に村民の方が集まる場所ということでございますと、まず避難施設が想定されます。

村有の避難施設につきましては、必要に応じまして新耐震基準によります耐震診断を行い

まして改修を進めてきているところでございます。

また、ご質問の非構造部材の耐震化につきましては、今後の対応、また検討の課題とさせ

ていただきたいと存じます。

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。

○２番（片股敬昌君） つい先ごろ、中央高速道路のトンネルの崩落事故がございました。そ

の事故後の釈明によりますと、費用がかかることから点検がおろそかにされていたという

答弁がありましたけれども、村長、通告しておりませんでしたけれども、こういう企業の

責任についてどう思われるか、率直にお願いいたします。

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。

○村長（森下一男君） いろいろなことがこの件でもわかってまいりました。点検の際に通常

やるべきことを怠っていたというようなことも今になって判明をしておりまして、９名の

方の命というものは取り戻すことのできないことでございます。ですから、起こしてはな

らないことですからこそ事前の準備が肝要だと思っております。先ほど総務課長が答弁し

ましたが、このような件につきましても早速事前に我々はどういう準備ができるのかとい
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うことを検討させてまいりたいと思います。

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。

○２番（片股敬昌君） ありがとうございました。

子供たちにヘルメットを支給している自治体もありますし、議会によっては議員がヘルメ

ット持参でというところもテレビで見たことがあります。総務課長にちょっと難しい質問

をしたいと思うのですが、「備えあれば」の次の言葉は何でしょうか。

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。

○総務課長（江尻康弘君） はい、「憂いなし」だと思います。

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。

○２番（片股敬昌君） はい、そのとおりだと思うのですね。東京電力の事故を考えてみます

と、職員の中から電源を高台に移設すべきだという提言があったそうです。ところが、い

つ来るかわからない地震に対してお金をかけられないということから全電源喪失というこ

とであの大きな事故につながったわけであります。ですから、そういう教訓を我々は忘れ

てはならないと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。

次に２点目ですが、災害発生時には多くの村民が高校に集まってまいります。その際、動

きに俊敏な高校生は大変大きな力になるわけですが、全国の自治体におきましても、災害

時には高校生に支援者になってもらうという取り組みが始まっております。当村において

も教職員を含めて地域に何ができるかぜひ検討していただきたいと思いますが、答弁をよ

ろしくお願いいたします。

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。

○総務課長（江尻康弘君） 高校生ということでございますので、当村では都立小笠原高校に

おきましては、危機管理計画におきまして、災害が発生した場合における防災に関する組

織といたしまして防災隊を教職員及び生徒で編成しております。防災隊の隊長が学校の校

長先生でございまして、その校長先生のもとに避難所支援班、施設班、食料班等設置をさ

れておりまして、本年５月には宿泊を伴う防災訓練を実施するなど、既に協力体制につき

ましては整備をしていただいております。村といたしましては、協力体制を維持し、災害

時に備え連絡調整、実効性のある訓練等に努めてまいりたいと考えております。

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。

○２番（片股敬昌君） 高校におきましては、こうした協力体制が整備されているというお話

でした。大変ありがたいと思っております。日中はよしとしましても、もし真夜中に災害
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があった場合には山道の上にあります電信山の先生方にご苦労願うことになると思います。

いずれにしましても、高台にあります小・中学校、高校におられる先生方は、支援される

側ではなくして支援する立場にあるんだという自覚を常に持っていていただきたいと思っ

ております。

では次の質問でございますが、清潔なトイレをということで質問いたします。

既に村民意見等々いろんなところできれいなトイレをという要望が出ているようでござい

ます。私は個人的には青灯台のトイレが汚いと苦情を聞いております。また、町中の商店

でトイレを借りたいというお客様が増えているということから考えますと、観光船の中の

トイレと島のトイレには随分ギャップがあり過ぎるのではないか、そんなふうに思うとこ

ろです。また、青灯台のトイレは和式トイレになっていることから、中高年、特に高齢者

にとっては足腰の問題等使いにくいという声があると聞いております。こうしたトイレの

改修につきまして、できないものかどうか伺います。

○議長（佐々木幸美君） 産業観光課長、渋谷君。

○産業観光課長（渋谷正昭君） 清潔なトイレをというご質問ですが、村内の公衆トイレにつ

いてご意見や苦情はさまざまなところから寄せられており、該当するトイレの管理者には

その都度お伝えをしているところであります。10月に行いました世界自然遺産登録１周年

記念村民意見交換会においても、先ほど報告がありましたように、まず初めにトイレに関

する意見が寄せられました。また、観光協会からも公衆トイレの管理について要望書を受

けているところでございます。村では、庁内のプロジェクトチームとしてトイレ問題検討

委員会を立ち上げ、まずは都道夜明け道路沿いの公衆トイレの設置について議論をし、本

議会では設置に関する補正予算を計上させていただいているところであります。

トイレはきれいで当たり前で、汚いと苦情が出て、観光満足度の低下にも直結する施設と

考えております。青灯台のトイレにつきましては、支庁港湾課の設置施設でありますが、

今年度当初から改修計画があり、２月末ごろまでには工事も終わり、便器についてはすべ

て洋式化されるとお聞きしております。また、観光船の入港も増え、清掃回数が増やされ

ております。観光船内のトイレがきれいなのは私も知っておりますが、青灯台のトイレな

ど公衆トイレだけでなく、商店、飲食店、宿泊施設等のトイレも含めて、たとえ施設が古

いとしても清潔感のあるトイレになるよう観光地であることの認識を強く持って行政も事

業者も取り組んでいければと考えております。

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。
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○２番（片股敬昌君） 清潔なトイレは観光客に対する最大の村のもてなしになるなと思いま

す。今後ともそうした行政指導をよろしくお願いいたします。

では次に、食べて危険な魚が報告されているということで質問いたします。

今年の４月に長崎県の漁師さんがアオブダイを食べて死亡したというニュースがございま

した。また、猛毒のパリトキシンを持つソウシハギ、こうした魚が温暖化に伴いまして全

国でも見つかっております。当村の釣り舟におきましては、こうしたことに皆さん大変問

題意識が高いので余り心配はしておりませんけれども、青灯台や港の中でも簡単に釣れる

魚であります。観光客には特に注意が必要なのではないかと思います。よろしく答弁をお

願いいたします。

○議長（佐々木幸美君） 産業観光課長、渋谷君。

○産業観光課長（渋谷正昭君） 食べて危険な魚が報告されているというご質問でございます

が、厚生労働省並びに東京都福祉保健局の資料によりますと、議員ご指摘のアオブダイ、

ソウシハギはパリトキシンという毒を持っていることが知られております。ただ、このパ

リトキシンという毒はもともとスナギンチャクなどの生物が持っており、それを食べたア

オブダイやソウシハギの内蔵等に蓄積されて、やがて魚が毒化すると考えられております。

このようにえさから体内に取り込まれ、ある物質の濃度が高くなっていくことを生物濃縮

と言いますが、つまり、アオブダイやソウシハギがもともと毒を持っているわけではなく、

また、すべてのアオブダイやソウシハギが毒化しているというわけでもございません。ハ

タ類等でもシガテラや、またフグのテトロドキシンなどの毒も含めて、一般的には魚介類

の毒性物質は生物濃縮によるものがほとんどであります。

厚生労働省の報告では1953年から2009年の50年余りの間にかけて、パリトキシンによる食

中毒は35件あり、患者の総数は115名、そのうち５名が死亡しているとあります。地域別で

は、長崎県11件、高知県７件、宮崎県６件など地域にやや偏りが見られます。日常的にブ

ダイを食べる習慣のある沖縄県では報告例がございません。また、この４月の食中毒は長

崎県で発生しており、釣ってきた方が調理して食べて発生したということでございます。

一般的に青いブダイをアオブダイと言う傾向がありまして、小笠原でもよくアオブダイと

言われている魚のほとんどはナンヨウブダイという別の種類と言われています。

ソウシハギに関しては、人では食中毒の報告が今のところなく、家畜の死亡例がございま

す。

また、小笠原より南方では、ハタ類やフエダイ類、カンパチなどからシガテラが検出され
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たという報告もございますが、小笠原の保健所に確認したところ、小笠原でパリトキシン

やシガテラによる食中毒の報告はないとのことでした。

注意喚起等の周知についてのご質問については、東京都でアオブダイ、ソウシハギ等を具

体的に取り上げた注意喚起のチラシが作成されています。村もこれを参考にし、一方でい

たずらに不安をあおったり誤解が生じないようにしながら周知を図りたいと考えておりま

す。

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。

○２番（片股敬昌君） 真っ青なブダイを見まして、私はてっきりアオブダイと思っておりま

したけれども、ただいまの答弁によりますとナンヨウブダイという魚だということで多少

安心したところがございます。決して大騒ぎする必要はないとは思いますけれども、油断

は禁物だと思っております。不安をあおらない程度に周知をお願いしたいと思います。

最後に、ある村の職員について報告をしたいと思いますが、朝の通勤時に袋を持ってごみ

を拾いながら職場に向かう姿を私は見ております。恐らく奥さんもそうした意識の高い方

なのだろうなと推測しております。いい夫婦だなと思います。私もそういう光景を見まし

て、気づいたときには極力ごみを拾おうという気持ちになっております。こうしたお手本

となるような村の職員がいるのだという報告をもって質問を終わりたいと思いますが、村

長の指導のたまものといいましょうか、今後もこういう職員が生まれますよう、そしてま

た立派に今の重責を果たされますようお願い申し上げまして、質問を終わります。

○議長（佐々木幸美君） 以上をもちまして、一般質問は終了いたしました。

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

◎散会の宣告

○議長（佐々木幸美君） お諮りします。

本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」との声あり）

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、本日の会議を終了いたします。

次回は、明日12月７日午後３時30分より会議を開きます。

本日はこれにて散会いたします。

お疲れさまでした。

（午後３時３５分）
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平 成 ２ ４ 年 第 ４ 回 小 笠 原 村 議 会 定 例 会 会 議 録

議 事 日 程 （第２号）

平成２４年１２月７日（金曜日）午後３時３０分開議

第 １ 議案第７３号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案）

第 ２ 議案第７４号 小笠原村村税条例の一部を改正する条例（案）

第 ３ 議案第７５号 小笠原村事務手数料条例の一部を改正する条例（案）

第 ４ 議案第７６号 平成２４年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）（案）

第 ５ 議案第７７号 平成２４年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）（案）

第 ６ 議案第７８号 平成２４年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）（案）

第 ７ 議案第７９号 平成２４年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第２号）（案）

第 ８ 議案第８０号 平成２４年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）（案）

第 ９ 発議第 ４号 小笠原村議会会議規則の一部を改正する規則（案）

第１０ 発議第 ５号 小笠原村議会委員会条例の一部を改正する条例（案）

第１１ 発議第 ６号 小笠原諸島振興開発特別措置法の改正・延長を求める意見書（案）

第１２ 発議第 ７号 議員の派遣について（案）
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出席議員（８名）

１番 高 橋 研 史 君 ２番 片 股 敬 昌 君

３番 一 木 重 夫 君 ４番 鯰 江 満 君

５番 杉 田 一 男 君 ６番 池 田 望 君

７番 稲 垣 勇 君 ８番 佐々木 幸 美 君

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

欠席議員（なし）

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

出席説明員

村 長 森 下 一 男 君 副 村 長 石 田 和 彦 君

教 育 長 伊 藤 直 樹 君 総 務 課 長 江 尻 康 弘 君

総務課副参事 鈴 木 敏 之 君 財 政 課 長 今 野 満 君

村 民 課 長 斎 藤 実 君 村民課副参事 村 井 達 人 君

医 療 課 長 樋 口 博 君 産業観光課長 渋 谷 正 昭 君

自 然 管 理
専 門 委 員

岩 本 誠 君 建設水道課長 増 山 一 清 君

建 設 水 道 課
副 参 事 篠 田 千鶴男 君 母 島 支 所 長 箭 内 浩 彌 君

出 納 課 長 菊 池 元 弘 君 教 育 課 長 佐々木 英 樹 君

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

欠席説明員

総 務 課 企 画
政 策 室 長

湯 村 義 夫 君

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

事務局職員出席者

事 務 局 長 セーボレー 孝 君 書 記 菊 池 ひろみ 君
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─────────────────────────────────────────────────

◎開議の宣告

○議長（佐々木幸美君） これより本日の会議を開きます。

（午後３時３０分）

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

◎会議時間の延長

○議長（佐々木幸美君） この際、あらかじめ会議時間の延長をしておきます。

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

◎議案第７３号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（佐々木幸美君） これより本日の日程に入ります。

日程第１、議案第73号を議題といたします。

提案者の説明を求めます。

村長、森下君。

○村長（森下一男君） 議案第73号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案）。

上記の議案を提出する。

平成24年12月６日。小笠原村長、森下一男。

人事院の給与改定に関する勧告に準拠し、村職員の給与に係る規定を改正する必要が生じ

たためでございます。

詳細については担当課長に説明をさせます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。

○総務課長（江尻康弘君） ご説明いたします。

２ページをお開きください。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案）。

職員の給与に関する条例（昭和50年条例第18号）の一部を次のように改正する。

第５条第５項を次のように改める。

５、前項の規定に関わらず、55歳（小笠原村規則で定める職員にあっては、56歳以上の年

齢で小笠原村規則で定めるもの）を超える職員の昇給については、第３項前段に規定する

期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、第３項後段の規定の適用を受け

ない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の号給数は勤務成績に応じて小笠原村規則

で定める基準に従い決定するものとする。
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附則。

（施行期日）

１、この条例は平成25年１月１日から施行する。

（平成25年４月１日における号給の調整）

２、平成25年４月１日において31歳以上であって37歳に満たない職員（同日においてその

職務の級における最高の号給を受ける職員（以下「除外職員」という。）を除く。）のう

ち、平成19年１月１日の昇給時において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平

成４年規則第７号。以下「規則」という。）別表第10の３、備考第２項の適用を受け、昇

給数を読み替えた職員、及び初任給の決定に際し、初任給、昇格、昇給等の基準に関する

規則の一部を改正する規則（平成22年規則第19号。以下「一部改正規則」という。）附則

第６項、又は第７項の適用を受け同等の調整を受けた職員の平成25年４月１日における号

給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の１号給

上位の号給とする。

３、平成25年４月１日において、37歳以上であって38歳に満たない職員（同日において除

外職員である者を除く。）のうち、平成20年１月１日の昇給時において、規則別表第10の

３、備考第２項の適用を受け、昇給数を読み替えた職員、並びに初任給の決定に際し、一

部改正規則附則第６項、又は第７項の適用を受け同等の調整を受けた職員の平成25年４月

１日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとな

る号給の１号給上位の号給とする。

次の３ページに新旧対照表を添付してございます。

今回の改正につきましては、例年どおり、村といたしましては、人事院勧告の内容に準拠

して実施するものでございます。

内容といたしましては、まず、月例給の変更はございません。期末勤勉手当の変更もござ

いません。

それから、55歳を超える職員についての昇給を抑制する内容がございます。

また、31歳以上38歳未満の職員につきましては、平成18年から21年度まで４年間にわたり、

給与構造改革期間中に抑制されてきておりました昇給の回数を考慮いたしまして、受けた

回数等により、最大１号給上位に調整をするという内容のものでございます。

説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

○議長（佐々木幸美君） これより質疑に入ります。
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質疑のある議員は挙手をしてください。

（挙手する者なし）

○議長（佐々木幸美君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。

まず、本案に対する反対意見の発言を許します。

（発言する者なし）

○議長（佐々木幸美君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご

異議ございませんか。

（「異議なし」との声あり）

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。

議案第73号に賛成の諸君の起立を求めます。

（起立多数）

○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第７４号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（佐々木幸美君） 日程第２、議案第74号を議題といたします。

提案者の説明を求めます。

村長、森下君。

○村長（森下一男君） 議案第74号 小笠原村村税条例の一部を改正する条例（案）。

上記の議案を提出する。

平成24年12月６日。小笠原村長、森下一男。

固定資産税の賦課等事務運営上、小笠原村村税条例の一部を改正する必要が生じたためで

ございます。

詳細につきましては担当課長に説明をさせます。よろしくご審議のほどお願い申し上げま

す。

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。

○総務課長（江尻康弘君） ６ページをお開きください。

小笠原村村税条例の一部を改正する条例（案）。

小笠原村村税条例（昭和43年条例第12号）の一部を次のように改正する。

第67条第１項中「４月１日から同月30日まで」を「５月１日から同月31日まで」に改める。
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第67条第３項中「1,000円以下」を「4,000円未満」に改める。

第73条の２中「土地又は建物の１筆又は１棟ごとに200円とする。ただし、納税義務者の

閲覧に供する場合にあっては手数料を徴しない」を「小笠原村事務手数料条例の定めると

ころによる。ただし、法第416条第３項、又は第419条第８項の規定により公示した期間に

おいて納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴収しない。」に改める。

第73条の３中「土地又は建物の１筆又は１棟ごとに200円とする。」を「小笠原村事務手

数料条例の定めるところによる。」に改める。

附則。この条例は公布の日から施行する。ただし、第67条第１項及び第67条第３項の改正

規定は平成25年４月１日から施行する。

次の７ページ、８ページに新旧対照表を添付してございます。

今回の改正の内容ですが、まず一つ、固定資産税の納期の変更がございます。これまでの

納期、第１期を４月１日から30日までという規定がございましたが、税制改正の法案が年

度末ぎりぎりに成立することが多く、現実的な対応が非常に困難であるため、第１期の納

期を５月１日から31日までに変更するものでございます。

また、固定資産税１期分の全額徴収の基準の見直しをいたしております。最初の納期にお

いて全額徴収する額、現行ですと1,000円以下であれば１期分の納期でお納めいただくとこ

ろを、今回の改正案では4,000円未満という形での変更をしてございます。

また、固定資産税課税台帳の閲覧及び交付手数料の見直しを提案してございます。平成23

年の条例第６号により、小笠原村手数料条例を改正しておりますけれども、小笠原村村税

条例の関連部分が未改正であったため、今回改正を提案するものでございます。

説明につきましては以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

○議長（佐々木幸美君） これより質疑に入ります。

質疑のある議員は挙手をしてください。

（挙手する者なし）

○議長（佐々木幸美君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。

まず、本案に対する反対意見の発言を許します。

（発言する者なし）

○議長（佐々木幸美君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご

異議ございませんか。

（「異議なし」との声あり）
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○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。

議案第74号に賛成の諸君の起立を求めます。

（起立多数）

○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第７５号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（佐々木幸美君） 日程第３、議案第75号を議題といたします。

提案者の説明を求めます。

村長、森下君。

○村長（森下一男君） 議案第75号 小笠原村事務手数料条例の一部を改正する条例（案）。

上記の議案を提出する。

平成24年12月６日。小笠原村長、森下一男。

手数料の徴収等事務運営上、小笠原村事務手数料条例の一部を改正する必要が生じたため

でございます。

詳細につきましては担当課長に説明をさせます。よろしくご審議のほどお願い申し上げま

す。

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。

○総務課長（江尻康弘君） ご説明いたします。

10ページをお開きください。

小笠原村事務手数料条例の一部を改正する条例（案）。

小笠原村事務手数料条例（平成12年条例第14号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項第２号中「本村の住民で、」を削る。

附則。この条例は公布の日から施行する。

次の11ページに新旧対照表を添付してございます。

今回の事務手数料条例の改正につきましては、手数料の減免条件の変更をしたものでござ

います。硫黄島基地隊の自衛隊の隊員の方や島外に転出された元住民の方、小笠原村の住

民でないものにおいても公費の援助または扶助を受けるために必要なものの手数料を減免

するように改正をいたすものでございます。

説明につきましては以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。
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○議長（佐々木幸美君） これより質疑に入ります。

質疑のある議員は挙手をしてください。

（挙手する者なし）

○議長（佐々木幸美君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。

まず、本案に対する反対意見の発言を許します。

（発言する者なし）

○議長（佐々木幸美君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご

異議ございませんか。

（「異議なし」との声あり）

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。

議案第75号に賛成の諸君の起立を求めます。

（起立多数）

○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第７６号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（佐々木幸美君） 日程第４、議案第76号を議題といたします。

提案者の説明を求めます。

村長、森下君。

○村長（森下一男君） 議案第76号 平成24年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）（案）。

上記の議案を提出する。

平成24年12月６日。小笠原村長、森下一男。

詳細につきましては担当課長に説明をさせます。よろしくご審議のほどお願い申し上げま

す。

○議長（佐々木幸美君） 財政課長、今野君。

○財政課長（今野 満君） それでは、一般会計補正予算のほうの説明をさせていただきます。

議案14ページをお開きください。

一般会計補正予算、予算総則でございます。

平成24年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）
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第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ３億4,070万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ43億4,486万4,000円と定める。

２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方自治法第230条第１項の規定による地方債の補正は、「第２表 地方債補

正」による。

平成24年12月６日。小笠原村長、森下一男。

次ページ、15ページが歳入の款項の区分ごとの金額でございます。その次、16ページが歳

出の款項の区分でございます。

17ページをお開きください。

第２表、地方債の補正でございます。

起債の目的、診療所整備債、補正前の限度額4,860万円に対しまして補正後の限度額を

5,090万円とするものでございます。金額、限度額の補正だけでございます。

それでは、予算の内容の説明をさせていただきますが、内容につきましては、予算説明書、

Ａ３判のこちらの大判のほうをごらんください。

予算説明書の１ページ目が歳入と歳出の区分でございます。財源ごとの区分があります。

中身につきましては、次ページ以降で説明をさせていただきます。

２ページをお開きください。

歳入でございます。

地方交付税、地方交付税、地方交付税の普通交付税5,445万3,000円の増額となります。

次に、国庫支出金、国庫補助金、総務費国庫補助金ですが、特定防衛施設周辺整備調整交

付金の26万8,000円の増額となります。

次に、国庫委託金、民生費国庫委託金でございますが、遺骨収容費としまして厚生労働省

から委託を受ける事業の縮小がありまして、遺骨収容費、マイナス5,143万9,000円の減額

となります。

次に、都支出金ですが、都補助金、総務費都補助金で市町村総合交付金、こちらがマイナ

ス1,268万3,000円ということで、これにつきましては普通建設事業の減額がございまして、

そちらの関係も含めまして、今回、想定しております市町村総合交付金が減額となる見込

みになります。
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それから、民生費都補助金、ひとり親家庭医療費でございます、16万6,000円の増額でご

ざいます。

次に、衛生費都補助金の診療所整備費でございますが、診療所整備費の備品等の関係が減

額になりまして、こちらの都の補助金についてもマイナス220万5,000円の減額となります。

次に、農林水産業費都補助金、農業費につきましては、農道維持に係る都の補助金が減額

となっております。これは、予定されておりました農道の移管が、東京都のほうの準備が

整わないということで農道の移管が延期になりましたので、それに伴う都の補助金も交付

が延期されたということで減額されております。

次に、水産業費の270万円ですが、島しょ漁業振興施設整備事業費ということで、新たに

270万円の都の補助金が交付されることになっております。

次に、都委託金、総務費都委託金でございます。衆議院議員選挙費で175万円、都知事選

挙費で385万5,000円、交付になる予定でございます。

統計調査費でございますが、住宅・土地統計調査費、経済センサス調査費、工業統計調査

費ということで、それぞれ都の委託金でございまして、合計31万9,000円の増額となってお

ります。

次に、寄附金、寄附金、指定寄附金でございますが、総務費寄附金としまして小笠原村テ

レビ視聴管理組合の解散に伴う残余財産の寄附ということになりまして、こちらが133万

8,000円、総務費寄附金を計上しております。

次に、商工費寄附金でございますが、これは民間の会社よりバイオトイレの設置に係る寄

附ということで500万円の商工費寄附金を計上しております。

次に、繰入金、基金繰入金、次のページお開きください、減債基金繰入金でございますが、

村債の繰り上げ償還に伴いまして、減債基金を取り崩しまして、それを財源として村債の

繰り上げ償還を行います関係で、減債基金の繰入金増額分として３億4,014万円を計上して

ございます。

次に、諸収入、雑入、雑入の雑入でございますが、硫黄島訪島事業の参加者の負担金が減

額となった部分マイナス231万円、それとスポーツ祭東京２０１３及び2020年オリンピッ

ク・パラリンピック東京招致に関する気運醸成事業助成金が新たに250万円増額となりまし

たので、これらをプラスマイナスしまして雑入で19万円の増額となっております。

次に、村債、村債、衛生債でございますが、先ほど都の補助金でも申し述べました診療所

の備品整備の関係で歳出のほうが減額となりましたので、それに伴う診療所整備債の230万
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円の増額となっております。

次ページ、４ページをお開きください。

歳出予算でございます。

総務費、総務管理費、一般管理費でございますが、計上説明一番右側をごらんいただきた

いと思います。

庁舎等管理費としまして、扇浦交流センターの管理経費を増額しております。シロアリの

防除処理について95万9,000円の増額をさせていただいております。

次に、硫黄島関連事業費としまして、訪島事業の経費減額分がマイナス78万5,000円、遺

骨収容事業の経費の減額分がマイナス3,998万1,000円、合わせましてマイナス4,076万

6,000円の減額としております。

その他事業費になりますが、その他事業費としまして、先ほど説明いたしましたスポーツ

祭東京２０１３開催及び2020年オリンピック・パラリンピック東京招致に関する気運醸成

事業経費増額分としまして250万円の増額をしております。

あわせまして、一般管理費の中でマイナス3,730万7,000円の減額ということになります。

次に、防災諸費でございます。やはり一番右側の計上説明のほうをごらんください。

防災施設整備事業費としまして防災施設の整備を行っておりますが、これの経費が入札に

よりまして落札額が減額等なりましたものを含めまして、マイナス1,258万4,000円の減額

となっております。

次に、バス事業費でございます。村営バスの運営事業ですが、村営バスにつきましては、

現在の観光客が増えている状況の中で、クルーズ船の入港が増加しております。クルーズ

船が入港した際にバスの臨時運行等もしておりますが、その回数が増えたことによりまし

て、燃料費等も必然的に増えてきているということで燃料費の増額54万5,000円を計上させ

ていただいております。

次に、選挙費でございます。衆議院議員選挙費につきましては、右欄、委員報酬、職員人

件費、選挙事務費等を含めまして合計で73万円の補正額を計上しております。衆議院議員

選挙費につきましては、これ以外に既に先に執行が必要な経費につきましては、予備費を

充当させていただいております。それ以外、今後まだ執行可能な経費につきましては、今

回の12月の補正予算に計上させていただいております。

次に、海区漁業調整委員選挙費でございますが、こちらにつきましては当初予算では選挙

を想定しておりましたが、実質的には選挙が執行されないということになりましたので、
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マイナス121万6,000円、ほとんどの経費を減額しております。

次に、統計調査費でございます。統計調査費につきましては、次のページ、５ページをご

らんください。

統計調査総務費ということになりますが、工業統計調査員、住宅・土地統計調査員の委員

報酬、経済センサスの事業費、工業統計の事業費、住宅・土地統計事業費、こちらは新た

な事業になりますが、これらを合わせまして32万2,000円の増額となっております。

次に、民生費、社会福祉費ですが、有料老人ホームにつきましては、非常勤職員の人件費、

介護員の報酬がいろいろな問題がありまして、介護員の予算について不足になりますので、

介護員報酬の予算を増額させていただいております。225万6,000円でございます。

それから、有料老人ホームの運営事業費の関係ですが、光熱水費等、実際の実績が出てま

いりまして、当初の予算ではちょっと足りない部分が出てまいりましたので、127万5,000

円の増額をさせていただいております。

次に、国民健康保険費でございますが、国民健康保険特別会計に対して必要な繰出金の増

額分でございます。2,440万2,000円を増額しております。

次に、児童福祉費でございます。ひとり親家庭医療費でございますが、ひとり親家庭医療

費の助成事業について、実績増による増額25万円を計上させていただいております。

次に、衛生費、保健衛生費でございます。シロアリ対策費でございますが、シロアリ対策

事業の防除経費等の増額をさせていただいております。これにつきましては、今年度、母

島におきまして、一部イエシロアリが発見され、その駆除について村のほうで先行して事

業をする必要に迫られましたので、既存予算から母島に重点的に事業を行う予算を先行し

て行いました。その関係で、今後の執行について予算の不足が見込まれるということで、

687万7,000円の増額をさせていただいております。

次に、診療所運営費でございます。診療所運営費につきましても、複合施設としまして、

実際の光熱水費、あるいは運営事業、薬品及び衛生材料等の実績がある程度出てまいりま

して、こちらにつきましても不足額が見込まれるということで、光熱水費等については297

万5,000円、それから薬品及び衛生材料等については643万9,000円の増額、合わせまして

941万4,000円の増額を計上させていただいております。

次に、診療所整備費でございますが、こちらにつきましては、先ほどの備品購入の関係で、

都の補助金が減額になりましたことによりまして、都の補助金が減額になりました部分を

診療所整備債、村債のほうである程度補う必要が生じましたので、財源更正ということで
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計上しております。

次のページ、６ページでございます。

先ほど、私が診療整備の備品、歳出のほうが変わるというふうに説明してしまいましたが、

申し訳ありません。歳出が変わるわけではなくて、都の補助金が減額になったために、そ

の穴を埋めるために村債のほうの金額、財源を増やしまして、財源の更正をさせていただ

きました。失礼いたしました。

次に、清掃費でございます。塵芥処理費につきましては、父島クリーンセンターの運営管

理事業費の増額でございますが、電気料金、燃料費等の増額で184万4,000円の増額をさせ

ていただいております。

次に、下水道費でございますが、こちらにつきましては、村債の繰り上げ償還を下水道事

業の起債、村債のほうでも行いますので、一般会計におきます減債基金の取り崩した部分

を下水道事業特別会計のほうに5,404万円繰り出しをして行うことになります。

次の浄化槽費も同様に浄化槽事業での村債の繰り上げ償還に伴う経費を一般会計から繰出

金として2,765万円計上しております。

次に、上水道費でございます。簡易水道費につきましても、主に村債の繰り上げ償還に伴

う経費を一般会計から繰り出す繰出金の増額、2,272万5,000円でございます。

次に、農林水産業費、農業費でございます。農業振興費のほうでございますが、先ほど歳

入のほうで説明いたしましたが、農道の東京都からの移管が東京都のほうの準備が整わな

いということで、農道６号線については村への移管が延期になったということで、維持管

理につきましても農道６号線の維持管理の経費については減額をするということでマイナ

ス68万4,000円減額をしております。

次に、水産業費、水産業振興費でございます。まず、一つ水産施設管理費でございますが、

海洋センターの管理運営事業費の増額分33万3,000円でございますが、こちらは観光客の増

加、そしてクルーズ船の増加によりまして、おがさわら丸定期船については従来の管理費

で対応できていたのですが、クルーズ船の入港に合わせて海洋センターを開場し、観光客

の方の歓談といいますか、観光振興に供するために開けていただいて管理をしていただい

ておりますので、当初の契約の予定開設日数よりも増えてしまっていますので、その部分

の契約を変更したいということでこの金額の増額をさせていただいております。

その下が、島しょ漁業振興施設整備事業費でございます。こちらにつきましては新規の事

業でございますが、東京都の補助金を村が受けて間接補助事業として実施する事業でござ



－７０－

いますが、ＦＲＰ製の魚の輸送箱、魚箱を製作する経費として315万円の補助金の計上をさ

せていただいております。

次に、商工費、商工費、観光費でございます。これにつきましては、観光施設の管理費と

しまして、先ほど歳入のほうで寄附金がございましたが、その500万円の寄附金も財源とい

たしまして、７ページになりますが、夜明山にバイオトイレの設置及び維持管理に必要な

経費ということで、合計613万7,000円の増額をさせていただいております。

次に、公債費、公債費、元金でございますが、こちらにつきましては、村債の繰り上げ償

還を行うための地方債の償還元金、今回の繰り上げ償還に伴う一般会計分の村債の元金償

還のための費用でございます。２億3,060万1,000円を計上しております。

同様に、その下、利子につきましても、利子及び保証金の償還に充てるものでございます。

513万円を計上してございます。

次に、諸支出金、基金費、その他基金費でございますが、各種基金の積立金としまして、

先ほど説明いたしました農道の移管が延期され、農道に関する都の補助金がやはり交付が

延期されたということで、これを農道維持管理基金に積み立てる分がございますが、その

分の減額分マイナス545万円を計上しております。

また、先ほど歳入のほうで特定防衛施設周辺整備調整交付金の増額26万8,000円がござい

ましたが、こちらもそのまま基金に積み立てをすることになっておりますので、基金積立

金も同額26万8,000円を増額させていただいたものでございます。

一般会計の歳出合計が既定額40億415万6,000円、補正額３億4,070万8,000円、計43億

4,486万4,000円でございます。

一般会計については以上でございますが、人件費について、報酬等の改正がございました

ので、次ページ、８ページ、９ページについては給与費明細書についての補正後の表を掲

示しております。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（佐々木幸美君） これより質疑に入ります。

質疑のある議員は挙手をしてください。

（挙手する者なし）

○議長（佐々木幸美君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。

まず、本案に対する反対意見の発言を許します。

（発言する者なし）

○議長（佐々木幸美君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご
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異議ございませんか。

（「異議なし」との声あり）

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。

議案第76号に賛成の諸君の起立を求めます。

（起立多数）

○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第７７号の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（佐々木幸美君） 日程第５、議案第77号を議題といたします。

提案者の説明を求めます。

村長、森下君。

○村長（森下一男君） 議案第77号 平成24年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）（案）。

上記の議案を提出する。

平成24年12月６日。小笠原村長、森下一男。

詳細につきましては担当課長に説明をさせます。よろしくご審議のほどお願い申し上げま

す。

○議長（佐々木幸美君） 財政課長、今野君。

○財政課長（今野 満君） それでは、国民健康保険特別会計補正予算の説明をさせていただ

きます。

議案書の20ページをお開きください。

予算総則でございます。

平成24年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ3,038万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ２億9,255万4,000円と定める。

２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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平成24年12月６日。小笠原村長、森下一男。

次ページをお開きください。

歳入の款項の区分ごとの数字でございます。

その次、22ページが歳出の款項の区分ごとの金額でございます。

内容につきましてはＡ３判、予算説明書のほうで説明をさせていただきます。

予算説明書の11ページをお開きください。

歳入歳出で款別の財源内訳でございます。

内容は、説明書のほうで説明をさせていただきます。

次のページ、12ページをお開きください。

歳入でございます。

国庫支出金、国庫補助金、出産育児一時金補助金は２万円の増額となっております。

次に、療養給付費交付金、療養給付費交付金、療養給付費交付金につきましては、現年度

分につきまして146万4,000円の増額となっております。

次に、都支出金、都負担金ですが、高額医療費共同事業都負担金につきましては、東京都

からの高額医療費共同事業都負担金23万6,000円の増額でございます。

次に、特定健康診査等都負担金は28万7,000円の増額となっております。

次に、共同事業交付金、共同事業交付金、保険財政共同安定化事業交付金につきましては

397万4,000円の増額となりました。

次に、繰入金、一般会計繰入金、一般会計繰入金につきましては、その他一般会計繰入金

の増額分として2,440万2,000円を計上しております。

歳入合計、既定額で２億6,217万1,000円、補正額3,038万3,000円、計２億9,255万4,000円

でございます。

次のページ、13ページをお開きください。

歳出でございます。

保険給付費、療養諸費、一般被保険者療養給付費につきましては、財源更正でございます。

次に、高額療養費、一般被保険者高額療養費につきましては、一般被保険者の高額療養費

の増額分310万6,000円を計上しております。

次に、出産育児諸費、出産育児一時金につきましては、出産育児一時金の増額分84万円を

計上しております。

次に、後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金につきましては、後
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期高齢者支援金の増額分748万6,000円を計上しております。

次に、介護納付金、介護納付金、介護納付金でございますが、介護納付金の増額分858万

8,000円を計上しております。

次に、共同事業拠出金、共同事業拠出金、高額医療費共同事業拠出金につきましては、高

額医療費共同事業拠出金の増額分299万1,000円を計上しております。

次のページをお開きください。14ページでございます。

保険財政共同安定化事業拠出金につきましては、保険財政共同安定化事業拠出金の増額分

737万2,000円を計上してございます。

次に、保健事業費、特定健康診査等事業費、特定健康診査等事業費につきましては、財源

更正でございます。東京都の負担金が増額になりましたので、財源更正をしております。

歳出合計、既定額２億6,217万1,000円、補正額3,038万3,000円、計２億9,255万4,000円。

国民健康保険事業特別会計については以上でございます。よろしくご審議のほどお願いい

たします。

○議長（佐々木幸美君） これより質疑に入ります。

質疑のある議員は挙手をしてください。

（挙手する者なし）

○議長（佐々木幸美君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。

まず、本案に対する反対意見の発言を許します。

（発言する者なし）

○議長（佐々木幸美君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご

異議ございませんか。

（「異議なし」との声あり）

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。

議案第77号に賛成の諸君の起立を求めます。

（起立多数）

○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

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

◎議案第７８号から議案第８０の上程、説明、質疑、討論、採決

○議長（佐々木幸美君） 日程第６、議案第78号から日程第８、議案第80号までの議案３件を
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一括議題といたします。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」との声あり）

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、議案３件を一括議題といたします。

提案者の説明を求めます。

村長、森下君。

○村長（森下一男君） 議案第78号から議案第80号までを一括提出させていただきます。

議案第78号は平成24年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）（案）、議案

第79号は平成24年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第２号）（案）、議案第80号

は平成24年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）（案）でございます。

詳細については担当課長に説明をさせます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（佐々木幸美君） 財政課長、今野君。

○財政課長（今野 満君） それでは、簡易水道事業特別会計、下水道事業特別会計、浄化槽

事業特別会計３本の補正予算を一括で説明をさせていただきます。

それらは、村債の繰り上げ償還を中心とした予算でございますので、一括で説明をさせて

いただきます。

議案の25ページをお開きください。

簡易水道事業特別会計でございます。

予算総則でございます。

平成24年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,272万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ８億6,628万5,000円と定める。

２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成24年12月６日。小笠原村長、森下一男。

26ページ、27ページは款項の区分ごとの金額でございます。

続きまして、30ページをお開きください。

下水道事業でございます。

予算総則でございます。
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平成24年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ5,530万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ２億7,771万7,000円と定める。

２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成24年12月６日。小笠原村長、森下一男。

31ページ、32ページが款項の区分ごとの金額でございます。

続きまして、浄化槽事業特別会計でございます。

35ページをお開きください。

予算総則でございます。

平成24年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,765万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ5,546万5,000円と定める。

２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成24年12月６日。小笠原村長、森下一男。

次のページ、36ページ、37ページは、やはり款項の区分ごとの金額でございます。

内容につきましては、Ａ３判の予算説明書のほうで説明をさせていただきます。

予算説明書の16ページをお開きください。

簡易水道事業の歳入歳出款別の財源内訳でございます。

次のページ、17ページをお開きください。

簡易水道事業の歳入でございます。

繰入金、繰入金、繰入金につきましては、一般会計の繰入金増額分2,272万5,000円を計上

しております。

歳入合計、既定額８億4,356万円、補正額2,272万5,000円、計８億6,628万5,000円でござ

います。

次のページ、18ページをお開きください。

歳出でございます。



－７６－

公債費、公債費、元金につきましては、地方債の償還元金、繰り上げ償還の分の元金分で

ございます。2,089万8,000円を計上させていただいております。

その下、利子につきましても、繰り上げ償還に伴う利子の償還金でございます。182万

7,000円を計上させていただいております。

歳出合計、既定額８億4,356万円、補正額2,272万5,000円、計８億6,628万5,000円でござ

います。

簡易水道事業は以上でございます。

次に、下水道事業特別会計でございます。

20ページをお開きください。

歳入と歳出、款別の財源内訳でございます。

21ページをお開きください。

下水道事業特別会計歳入でございます。

繰入金、繰入金、繰入金につきましては、一般会計よりの繰入金増額分5,404万円を計上

しております。

繰越金、繰越金、繰越金につきましては、繰越金の増額分126万6,000円を計上しておりま

す。

歳入合計、既定額２億2,241万1,000円、補正額5,530万6,000円、計２億7,771万7,000円で

ございます。

次に、歳出でございます。

22ページをお開きください。

総務費、総務管理費、業務管理費でございますが、父島のし尿処理施設の管理経費の増額

分でございます。施設の電気料金等の値上げもございましたので、この辺の経費の増額分

126万6,000円を計上させていただいております。

次に、公債費、公債費、元金でございますが、下水道事業における繰り上げ償還に伴う元

金の償還分4,945万8,000円を計上しております。

次に、利子でございますが、同様に繰り上げ償還に伴う利子、保証金等の金額458万2,000

円を計上させていただいております。

歳出合計、既定額２億2,241万1,000円、補正額5,530万6,000円、計２億7,771万7,000円で

ございます。

次に、浄化槽事業特別会計でございます。
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24ページをお開きください。

24ページ、歳入と歳出、款別の財源内訳でございます。

25ページをお開きください。

浄化槽事業特別会計歳入でございます。

繰入金、繰入金、繰入金につきましては、一般会計よりの繰入金増額分2,765万円を計上

させていただいております。

歳入合計、既定額2,781万5,000円、補正額2,765万円、計5,546万5,000円でございます。

26ページをお開きください。

歳出でございます。

公債費、公債費の元金につきましては、浄化槽事業特別会計における村債の繰り上げ償還

の分でございます。元金の償還金としまして2,531万5,000円を計上させていただいており

ます。

同様に利子につきましても、繰り上げ償還に伴う利子及び保証金の金額233万5,000円を計

上させていただいております。

歳出合計、既定額2,781万5,000円、補正額2,765万円、計5,546万5,000円でございます。

説明につきましては以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（佐々木幸美君） これより質疑に入ります。

質疑のある議員は挙手をしてください。

（挙手する者なし）

○議長（佐々木幸美君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。

まず、本案に対する反対意見の発言を許します。

（発言する者なし）

○議長（佐々木幸美君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。議案第78

号から議案第80号までの３件を一括して採決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」との声あり）

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。

議案第78号から議案第80号までに賛成の諸君の起立を求めます。

（起立多数）

○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。
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─────────────────────────────────────────────────

◎発議第４号及び発議第５号の上程、説明、採決

○議長（佐々木幸美君） 日程第９、発議第４号から日程第10、発議第５号までの発議２件を

一括議題といたします。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」との声あり）

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、発議２件を一括議題といたします。

事務局長に内容の説明をさせます。

○事務局長（セーボレー孝君） ご説明いたします。

発議第４号 小笠原村議会会議規則の一部を改正する規則（案）。

地方自治法第109条の２第５項及び小笠原村議会会議規則第14条の規定により、上記議案

を提出する。

平成24年12月７日。提出者、小笠原村議会運営委員会委員長、杉田一男。

提案理由。地方自治法（昭和22年法律第67号）の改正により、小笠原村議会会議規則の一

部を改正する必要が生じたため。

次のページになります。

小笠原村議会会議規則の一部を改正する規則（案）。

小笠原村議会会議規則（昭和62年議会規則第１号）の一部を次のように改正する。

第17条中「法第115条の２」を「法第115条の３」に改める。

第73条第２項中「法第109条の２第３項」を「法第109条第３項」に改める。

附則。この規則は、公布の日から施行する。

次に、新旧対照表を添付してあります。

次に、発議第５号 小笠原村議会委員会条例の一部を改正する条例（案）。

地方自治法第109条の２第５項及び小笠原村議会会議規則第14条の規定により、上記議案

を提出する。

平成24年12月７日。提出者、小笠原村議会運営委員会委員長、杉田一男。

提案理由。地方自治法（昭和22年法律第67号）の改正により、小笠原村議会委員会条例の

一部を改正する必要が生じたため。

次のページでございます。

小笠原村議会委員会条例の一部を改正する条例（案）。

小笠原村議会委員会条例（昭和62年条例第13号）の一部を次のように改正する。
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第７条第１項を第４項とし、同項から第４項までを３項づつ繰り下げ、同条に第１項から

第３項までとして、次の３項を加える。

議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

２、常任委員及び議会運営委員は、会期の始めに議会において選任する。

３、特別委員は、議会において選任し、委員会に付託された事件が議会において審議され

ている間在任する。

附則。この規則は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律（平成24年法律第72

号）附則第１条ただし書の政令で定める日のいずれか遅い日から施行する。

次に、新旧対照表を添付しております。

説明は以上でございます。

失礼しました。

今の議会委員会条例の一部改正する中の３番でございますけれども、特別委員会となって

おりますけれども、特別委員に訂正させてください。

失礼いたしました。

○議長（佐々木幸美君） これより採決を行います。発議第４号、発議第５号に賛成の諸君の

起立を求めます。

（起立多数）

○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

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

◎発議第６号の上程、説明、採決

○議長（佐々木幸美君） 日程第11、発議第６号 小笠原諸島振興開発特別措置法の改正・延

長を求める意見書（案）を議題といたします。

事務局長に朗読させます。

○事務局長（セーボレー孝君） 発議第６号 小笠原諸島振興開発特別措置法の改正・延長を

求める意見書（案）。

小笠原村議会会議規則（昭和62年議会規則第１号）第14条の規定に基づき、上記議案を提

出する。

平成24年12月７日。提出者、小笠原村議会議員、鯰江 満、稲垣 勇、池田 望、杉田一

男、一木重夫、片股敬昌、高橋研史。
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次のページは、意見書（案）の本文でございます。

小笠原諸島は昭和43年6月に我が国に返還され、その直後より特別措置法のもと、復興・

振興開発が進められ、生活、交通、情報通信、産業振興等に必要な社会資本が整備されて

きた。

昨年は、世界自然遺産への登録が実現し、我が国は、小笠原諸島の貴重な自然環境を人類

共通の財産として、将来に渡って保全管理していく義務が課された。

また「海洋」が、我が国の経済社会の発展、国民生活の安定向上に貢献するとの視点で注

目が高まる中、小笠原諸島の存在と、そこで我々が暮らし、周辺海域を利用しながら、社

会・経済活動を持続していることの重要性が高まっている。

このような新たな環境変化に対応して、我々島民は、地元自治体ならではの役割を発揮し

ながら、自然環境と調和・両立した村づくりを目指すものである。

また、海底資源開発等の海洋政策が進められるうえで、我々島民の生活圏は、今後、その

活動の拠点並びに本土と中継する太平洋上の海洋都市的な役割を担うと考えている。

これらを実現していくため、別紙に掲げる事項については、我々島民が今後とも小笠原諸

島で、安全・安心・安定的に社会・経済活動を維持発展させ、定住を促進するために解決

していかなければならない重点課題であると認識している。

これらをふまえて、小笠原村議会はここに、平成25年度末で失効する小笠原諸島振興開発

特別措置法の改正・延長を強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するも

のである。

平成24年12月７日。小笠原村議会議長、佐々木幸美。

提出先、内閣総理大臣はじめ関係各大臣及び衆参両議院議長でございます。

次のページが重点課題でございます。

１、交通アクセスの改善。

１）民生安定のための航空路の早期開設。

２）快適性、安定的な就航確保のため、老朽化した定期船の更新。

２、自然環境保全と両立した産業振興。

１）地域の特性を活かした活力ある農業の振興。

２）資源管理の推進等による安定した水産業の振興。

３）エコツーリズムを基軸とした観光業の振興。

３、定住促進のための環境改善。
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１）住宅事情の改善。

２）老朽化した保育所の更新等、児童福祉環境の改善。

４、医療の確保・改善。

１）安定的な運営の確保。

２）遠隔医療による医療の質的向上。

５、自然環境保全のための外来種対策等の推進。

６、「南海トラフ巨大地震」等に備えた防災対策の強化。

１）防災機能を兼ねた道路整備。

２）再生可能エネルギーの利用促進。

３）本土との孤立防止の検証。

７、小笠原諸島周辺海域の監視・管理体制の強化。

１）父島における活動拠点の拡充。

２）母島における活動拠点の構築。

説明は以上でございます。

○議長（佐々木幸美君） これより採決を行います。発議第６号に賛成の諸君の起立を求めま

す。

（起立多数）

○議長（佐々木幸美君） 起立多数と認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

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

◎発議第７号の上程、説明、採決

○議長（佐々木幸美君） 日程第12、発議第７号を議題といたします。

会議規則第122条の規定により、議員の派遣についてお諮りいたします。

事務局長に内容を説明させます。

○事務局長（セーボレー孝君） 発議第７号 議員の派遣について（案）でございます。

次のとおり議員を派遣する。

１、派遣目的、小笠原諸島振興開発特別措置法の改正・延長の要望及び硫黄島における遺

骨収容に関する情報収集、陳情ほか。

２、派遣場所、都議会各会派、国土交通省、厚生労働省ほか

３、派遣期間、平成24年12月13日(木)～12月23日(日)
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４、派遣議員、佐々木幸美議長はじめ議員８名でございます。

説明は以上でございます。

○議長（佐々木幸美君） ただいまの説明の内容のとおり、議員を派遣したいと思います。こ

れにご異議ございませんか。

（「異議なし」との声あり）

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、発議第７号は原案のとおり可決されました。

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

◎閉会中の継続調査の申し出

○議長（佐々木幸美君） 次に、総務委員会、議会運営委員会、小笠原空港開設・航路改善特

別委員会及び硫黄島調査特別委員会の所管事務について、各委員長より閉会中の継続調査

の申し出があります。

本件は、お手元に配付したとおり閉会中の継続調査にしたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」との声あり）

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。

よって、本件は申し出のとおり閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。

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

◎閉議及び閉会の宣告

○議長（佐々木幸美君） 以上をもって、本日の日程はすべて終了いたしました。

本日の会議を閉じます。

これをもって平成24年第４回小笠原村議会定例会を閉会いたします。

お疲れさまでした。

（午後４時３３分）
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。

平成２４年 月 日

議 長 佐 々 木 幸 美

副 議 長 鯰 江 満

署 名 議 員 一 木 重 夫

署 名 議 員 鯰 江 満






















































































