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小笠原村告示第１号 

 

 平成２５年第１回小笠原村議会定例会を下記のとおり招集する。 

 

  平成２５年２月２５日 

 

                       小笠原村長  森  下  一  男 

 

記 

 

  １、期  日  平成２５年３月１３日 

 

  ２、場  所  小笠原村議会議事堂 



－２－ 

○ 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 ５ 年 第 １ 回 小 笠 原 村 議 会 定 例 会 会 議 録  

 

議 事 日 程 （第１号） 

                    平成２５年３月１３日（水曜日）午前１０時開会 

 

第 １ 議案第 １号 小笠原村農業委員会の選挙による委員定数条例の一部を改正する条例 

           （案） 

第 ２ 議案第 ２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 ３号 小笠原村暴力団排除条例（案） 

第 ４ 議案第 ４号 小笠原村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

第 ５ 議案第 ５号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案） 

第 ６ 議案第 ６号 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例（案） 

第 ７ 議案第 ７号 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

           （案） 

第 ８ 議案第 ８号 小笠原村消防団条例の一部を改正する条例（案） 

第 ９ 議案第 ９号 新型インフルエンザ対策本部条例（案） 

第１０ 議案第１０号 村道における道路構造の技術的基準に関する条例（案） 

第１１ 議案第１１号 村道における道路標識の寸法に関する条例（案） 

第１２ 議案第１２号 布設工事監督者及び水道技術管理者の配置基準及び資格基準を定める 

           条例（案） 

第１３ 議案第１３号 小笠原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

           （案） 

第１４ 議案第１４号 非常勤の職員の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例（案） 

第１５ 議案第１５号 小笠原村障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改 

           正する条例（案） 

第１６ 議案第１６号 小笠原村国民健康保険条例の一部を改正する条例（案） 

第１７ 議案第１７号 小笠原村立診療所条例の一部を改正する条例（案） 

第１８ 議案第１８号 母島村民会館の指定管理者の指定について（案） 

第１９ 議案第１９号 平成２４年度小笠原村一般会計補正予算（第４号）（案） 

第２０ 議案第２０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３号）（案） 



－４－ 

第２１ 議案第２１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３号）（案） 

第２２ 議案第２２号 平成２４年度小笠原村宅地造成事業特別会計補正予算（第２号）（案） 

第２３ 議案第２３号 平成２４年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算（第３号）（案） 

第２４ 議案第２４号 小笠原村父島辺地及び母島辺地に係る公共施設の総合整備計画（平成 

           ２０年度～平成２４年度変更）（案） 

第２５ 議案第２５号 平成２５年度小笠原村一般会計予算（案） 

第２６ 議案第２６号 平成２５年度小笠原村国民健康保険特別会計予算（案） 

第２７ 議案第２７号 平成２５年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算（案） 

第２８ 議案第２８号 平成２５年度小笠原村宅地造成事業特別会計予算（案） 

第２９ 議案第２９号 平成２５年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計予算（案） 

第３０ 議案第３０号 平成２５年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計予 

           算（案） 

第３１ 議案第３１号 平成２５年度小笠原村下水道事業特別会計予算（案） 

第３２ 議案第３２号 平成２５年度小笠原村浄化槽事業特別会計予算（案） 

第３３ 議案第３３号 平成２５年度小笠原村後期高齢者医療特別会計予算（案） 

第３４        議会運営委員会委員の選任について（案） 

第３５        常任委員会委員の選任について（案） 

第３６ 議案第３４号 小笠原村父島辺地及び母島辺地に係る公共施設の総合整備計画（平成 

           ２１年度～平成２５年度）（案） 

第３７ 発議第 １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 
総 務 課 
企画政策室長 湯 村 義 夫 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25年第１回小笠原村議会定例会を開会いたします。 

  初めに、当村議会の４代及び５代の議長を務められた宮川 晉氏が、去る１月30日にご逝

去されました。ここに、故宮川 晉氏のご逝去に対し、深く哀悼の意を表すとともに、謹

んで冥福をお祈りし、ここに黙祷を捧げたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局長（セーボレー孝君） 全員ご起立ください。 

  黙祷。 

（黙 祷） 

○事務局長（セーボレー孝君） 黙祷を終わります。 

  ご着席ください。 

○議長（佐々木幸美君） ありがとうございました。 

  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、５番、杉田一男君及び６番、池田 

望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、お願いします。 

○事務局長（セーボレー孝君） ご報告します。 

  村長より、平成25年２月25日付、小笠原村告示第１号をもって、本定例会の招集通知があ

りました。 
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  また、３月４日付で議会提出議案34件の送付がありました。 

  次に、村長より２月25日付、教育長より２月26日付で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等についてご報告します。 

  昨年の12月18日、議員７名とともに小笠原海運株式会社、伊豆諸島開発株式会社の常務取

締役ほかと、おがさわら丸、ははじま丸に関する意見交換を行いました。 

  次に、12月19日、議員７名とともに小笠原諸島振興開発特別措置法の改正・延長を求める

意見書の採択を都議会各会派に要請しました。 

  次に、12月21日、島嶼町村の津波対策に対する要望書を都町村議会議長会、島嶼町村議会

議長会の連名で笠井東京都総務局長に提出しました。また、同日、議員７名とともに硫黄

島遺骨収容事業の予算維持及び集中的な取り組みについて、泉厚生労働大臣官房審議官に

要請するとともに、小笠原諸島振興開発特別措置法の改正・延長について、国土交通省大

森国土政策局長、渡延大臣官房審議官に要望しました。 

  次に、１月７日開催の消防団母島分団の出初式に出席しました。なお、１月１日開催の海

開き及び成人式、１月13日の消防団出初式には、議会運営委員長杉田一男君が議長代理で

出席しました。 

  次に、２月14日、小笠原諸島振興開発特別措置法の改正・延長を求める要望書を太田国土

交通大臣、中村都議会議長に、また、２月15日、同要望書を東京都行政部長に、また、２

月19日、同要望書を都議会各会派に提出しました。 

  次に、２月18日、島嶼町村議会議長会定期総会、島嶼町村会と同議会議長会との合同会議

に、また、島嶼町村一部事務組合団体長と島嶼町村議会議長会との合同会議に、また、島

嶼町村一部事務組合の定例会に出席しました。 

  次に、２月19日、小笠原諸島振興開発審議会に出席しました。 

  次に、２月21日、島嶼振興公社運営検討委員会に出席しました。 

  次に、２月20日及び25日に議員７名とともに小笠原諸島振興開発特別措置法の改正・延長、

航空路の早期開設について、高木陽介衆議院議員、山口那津男参議院議員ほかへ要望して

まいりました。また、硫黄島遺骨収容事業の取り組み強化を丸川珠代参議院議員に要望し

てまいりました。 

  次に、３月３日、都立小笠原高等学校の卒業式に副議長鯰江 満君が議長代理で出席しま

した。 
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  次に、小笠原村監査委員長谷部勝久君及び池田 望君より、12月26日付、１月22日付及び

３月４日付で例月出納検査の報告、また、１月30日付で定期監査結果の報告がありました。 

  ご報告は以上でございます。 

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

◎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３月13日から３月27日までの15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３月13日から３月27日ま

での15日間と決定いたしました。 

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

◎村長所信 

○議長（佐々木幸美君） 次に、村長から発言を求められておりますので、これを許します。 

  村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 平成25年第１回小笠原村議会定例会の開会にあたりまして、村政運営

に対する所信の一端を申し述べさせていただきます。 

  昨年は、村内では大きな災害もなく、近年の中では比較的平穏な年であり、世界自然遺産

登録の効果などにより、多くの皆様にご来島いただいている状況が続いておりました。 

  その様な中、村外では石原前都知事の国政転身発言に端を発し、国政においては衆議院が

解散され、都知事選挙と衆議院議員選挙が同日投票になるという近年屈指の慌ただしい年

末となり、文字どおり師走を駆けぬけることとなりました。結果、国政におきましては政

権が交代し、自公連立の安倍内閣が誕生し、都政においては猪瀬新知事の誕生をみたわけ

でございます。 

  「小笠原諸島振興開発特別措置法」の下、国や東京都の支援を受け、村の振興を図ってい

る本村においては、これらの政治的な変化の影響は多大なものが考えられ、敏感に反応し

ながらも冷静な対応が求められます。 

  特に本年は、小笠原諸島が日本に返還されてから45周年という節目の年であり、内地から

ご来賓をお招きして記念式典を実施する予定でございます。 

  しかしながら、６月には都議会議員選挙が、７月には参議院議員選挙が予定され、東京オ
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リンピックの招致をはじめ、９月から10月にかけては東京国体が多摩島嶼地域を含めて開

催され、伊豆諸島・小笠原の住民の待ち望んでいました「新島嶼会館」の落成式などもあ

り、その日程調整に苦慮しているところでございます。 

  また、平成25年度末には、当村の振興の要であります「小笠原諸島振興開発特別措置法」

が期限切れとなります。昭和43年の返還以来、小笠原諸島振興開発特別措置法の下、国や

東京都のご支援により、生活基盤をはじめ、産業基盤の整備、自然環境の保全等が図られ

てきました。 

  今後、既存施設の更新や医療・福祉面をはじめとする社会環境の変化等への対応、南海ト

ラフの巨大地震等に対する防災対策など、新たに取り組むべき大きな課題を抱えています。 

  一方、国境離島でもある小笠原諸島は、村民が居住することで、我が国の領域や約３割を

有する排他的経済水域の保全、海洋資源の確保、近海で発生した救急患者の受け入れなど、

国における重要な役割を担っていると考えております。 

  これら諸課題に取り組み、村の役割を果たしていくためには、特別措置法の延長・改正が

必要不可欠と考えております。この２月には、佐々木議長とともに太田国土交通大臣に直

接お会いをし、特別措置法の延長・改正についてお願いをしてまいりました。 

  また、都知事及び都議会議長に宛て、法延長・改正の要望書を提出するとともに、都議会

各会派にはご理解、ご支援を賜るようお願いをしてきたところでございます。 

  去る２月19日に開催されました小笠原諸島振興開発審議会におきましても、各委員の皆様

から小笠原村の存在意義や価値、目指すべき方向性についてさまざまなご意見を頂戴いた

しました。それらを踏まえ、今後も引き続き国や都等の関係機関に重ねてお願いをしてま

いりたいと考えております。議員諸氏には、その際にはご協力をぜひお願い申し上げます。 

  当村の施策の骨格となります総合計画につきましても、平成25年度をもって計画期間が終

了いたします。現在、平成26年度を初年度とする第４次総合計画の策定に取り組んでいる

ところであり、骨子がまとまり次第、村民、村議会、総合開発審議会の皆様のご意見もい

ただきながら、小笠原村の将来像を取りまとめたいと考えております。 

  次に、政策課題ごとに申し述べさせていただきます。 

  平成25年度の予算編成にあたりましては、現行の第３次小笠原村総合計画及び小笠原諸島

振興開発計画の最終年に当たりますので、これまでの継続施策を着実に実現していくとと

もに、平成26年度以降に実施する施策を視野に入れ準備を進めていく予算案となっており

ます。 
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  平成25年度予算案では、「航空路開設及び航路の改善に向けた施策の推進」、「集客対策

事業及びエコツーリズムを基軸とした観光産業の振興」、「自然環境の保全と活用並びに

世界自然遺産登録後の施策の展開」、「上下水道、浄化槽、道路、防災施設、防災道路等

基盤施設の整備」、「保健、福祉、医療、教育の充実」の５点を重点項目として掲げて編

成させていただいております。 

  振興開発事業におきましては、「簡易水道」、「し尿処理施設」、「浄化槽施設」、「診

療所運営」を継続事業として計上させていただいております。特に、「簡易水道事業」に

つきましては、国の「復興・防災枠」の見直しに伴い、「扇浦浄水場移転事業」を平成24

年度の補正予算として計上し、平成25年度に繰り越して執行することとしております。 

  振興開発事業以外の事業では、奥村の旧高校跡地に避難施設としての機能を備えた（仮

称）奥村交流センターを整備し、万一の災害に備えることとしております。また、既存施

設の老朽化に伴う補修・改修のため、維持補修予算を増額しております。 

  一方で、厳しい財政状況を踏まえ財政の健全化にも注力しており、平成24年度は村債の一

部繰り上げ償還を実施することにより、「実質公債費比率」の低減化を実現しました。 

  歳入面では、来年度より３カ年をかけて排水使用料の改定を行いますが、初年度となる平

成25年度は約500万円の増収を見込んでおります。また、平成24年度より募集開始した「ふ

るさと寄附」は、大口の寄附をいただいたことにより、３月現在で約380万円の実績を上げ

ており、平成25年度の中で活用させていただくことになります。職員の努力もあり、税等

の徴収実績も引き続き高いレベルを維持しております。 

  歳出面では、経常経費削減の努力を継続しております。 

  今後も、財政健全化の取り組みはさらに強化していかなければならないと考えております。 

  航空路の開設は、返還以来の村民の悲願であります。村民が安心できる生活の確保ととも

に、世界自然遺産、海洋資源開発、国境離島を担う小笠原村において、毎日のアクセスで

ある航空路の開設がより強く望まれています。しかしながら、課題の抽出や解決がなかな

か進展していないのが現実であります。今後も、自然環境に配慮した小笠原空港の着実な

進展が図れるよう、事業主体となる東京都に対し、主張するべきことはしっかりと主張し、

村民の皆様には航空路に関する情報を提供し、共通認識を得る等、航空路の開設に向けた

展開を図ってまいりたいと考えております。 

  航路の改善につきましては、まず、父島～母島航路における「ははじま丸」ですが、東京

都離島航路改善協議会において、小笠原諸島航路改善計画に示されている代替船の就航ス
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ケジュールは平成28年度を目途としてあります。村としましては、要望の参考にするため、

沖縄県の粟国村を視察し、資料を集め、整理をしてまいりました。今後、関係機関と綿密

な協議を重ね、よりよい船になるよう努めてまいります。 

  次に、東京～小笠原航路における「おがさわら丸」は、小笠原諸島航路改善計画では、新

造船の建造については中期的に目指すこととなっておりましたが、時間短縮や快適性の向

上が、利用者である村民や観光客から強く求められており、安定した村民生活の確保や観

光をはじめとする産業振興のためには早期の新造船の建造が必要不可欠であると考えてお

ります。このことから、昨年10月には佐々木議長との連名による新造船の早期建造の要望

書を都知事宛て提出したところであります。 

  東京都では、昨年12月、離島航路改善協議会に「小笠原航路検討部会・幹事会」を設置し、

東京～父島間の航路改善について集中的に協議し、平成25年中に新造船の基本方針を決定

する運びとなりました。 

  村といたしましては、村民の要望を的確に把握し、協議の場に臨み、早期により良い船が

建造されるよう努力をしてまいります。 

  懸案であります津波対策につきましては、昨年、国から公表されました「南海トラフの巨

大地震」による津波予測について、現在、東京都により詳細な浸水予測図の作成が進めら

れております。この成果により、さらに具体的な対策を講じていく必要がありますが、村

では平成24年度から避難路の整備を進めており、本年は奥村高校跡地に避難収容施設の整

備を行うこととしております。 

  また、引き続き防災道路の整備を東京都に対し要望してまいります。 

  しかしながら、防災施設の整備とともに、津波災害に対して一番大事なことは、まず自分

の身を守ること、一刻も早く安全な高台に避難することであります。村民の皆様におかれ

ましても、このことを常に念頭に置いていただけるようお願いいたします。 

  硫黄島における遺骨帰還については、平成23年度から国の特命チームによる調査、収容作

業が行われており、集団埋葬地を含め、平成24年度には237柱の収容を行うことができ、相

応の成果をあげております。しかしながら、未だ半数以上の英霊が眠っている状況であり、

平成25年度も引き続き国、関係機関、旧島民の方々と協力して取り組んでまいります。 

  また、硫黄島訪島事業につきましては、例年どおりの実施をめざし調整してまいります。 

  情報通信については、村民の皆様からご要望のありましたラジオ放送が、本年４月にＮＨ

Ｋラジオ中継局の開局により、ＮＨＫラジオ第１放送、第２放送及びＦＭ放送が、父島、
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母島で受信可能となります。ラジオ放送は、災害発生時における貴重な情報収集手段とし

て、村民の安全で安定した生活に寄与するものと期待しております。 

  インターネット接続サービス及びケーブルテレビ事業については、２月末時点でそれぞれ

963件と1,212件の契約数となっております。今後も引き続き、村民の皆様へインターネッ

ト接続サービス及びケーブルテレビ事業を安定的に提供できるよう努めてまいります。 

  また、「情報発信」は何よりも重要なものであると考えています。今後も広報手段の充実

を図るとともに、ソーシャルメディアの利用を視野に入れ、積極的に行政情報の発信を行

って参ります。平成25年度予算では、テレビを通じての情報発信手段としてデータ放送シ

ステムの導入経費を計上させて頂いております。 

  世界自然遺産については、これまで進めてきた外来種対策が着々と成果を上げていること

から、絶滅危惧種であったアカガシラカラスバトやオガサワラオオコウモリも増えている

状況で、今までは保護地域内での目撃情報だけであったものが、昨年は集落内で頻繁に目

撃されるようになりました。同時に、村民生活と自然とのかかわりが今まで以上に密接と

なり、世界自然遺産の価値を保全していくためには、村民全体で考えて行動していくこと

が重要なこととなってきました。 

  小笠原の価値の１つは、言うまでもなく世界自然遺産として認められた類まれな自然です。

しかし、そこに住む村民の生活が守られてこその世界自然遺産です。その上で、世界自然

遺産の島に生活する我々村民が、この自然を将来の子供たちに残していくため、今後も地

域連絡会議を通して、国、東京都などの関係機関と協力しながら、小笠原の自然を保全し

ていくとともに村の活性化につなげていくことが重要なことだと考えております。 

  扇浦分譲地につきましては、「村民の定住促進」、「第２集落の充実」、「観光受入対

策」という３つの目的を持って平成16年に分譲を開始いたしましたが、その直後にＴＳＬ

就航断念という事態に至り、目論みを大きく狂わされることとなりました。その後も長引

く経済不況の中で停滞が続き、23区画のうち13区画が売れ残っておりますが、最近に至っ

て少し状況が変わりつつあります。 

  扇浦分譲地の販売促進につきましては、既購入者の方々とのバランスを考えると非常に難

しい面もあり、以前より検討を続けてまいりましたが、今回、基本的な対応方針を決定い

たしましたので、これに沿って平成25年度の早期に残余の区間を対象とした新しい分譲要

綱を制定し、この機に広報・ＰＲを強化し、販売促進を図っていきたいと考えております。 

  子育て支援策につきましては、現在、「児童福祉ビジョン」の策定作業を進めており、今
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後、保育園舎の建替えに併せた新たな児童福祉施設の整備を検討し、幅広い世代に対する

子育て支援の充実を図ってまいります。 

  高齢者福祉につきましても、高齢者の増加に伴い増大するニーズや多様化するニーズに対

応するため、中・長期的な計画、また更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。平成25年度から、村の関係各課、サービス提供事業者、村内

関係機関と協議・検討を重ね、小笠原村の高齢者施策のビジョンを策定し、総合的なサー

ビス提供体制の構築を図ってまいります。 

  村の健康診断事業につきましては、国民健康保険加入者の他、各健康保険の加入者も併せ

て受診できることとなっておりますが、これまで全国健康保険協会の加入者は、さまざま

な理由により村実施の健診を利用できず、島嶼保健所での受診となっておりました。今般、

課題の整理・実施条件等が整いましたので、平成25年度から全国健康保険協会の加入者の

健診実施が可能となった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断を

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

いります。 

  また、現状の受診率の維持向上に努めることはもとより、受診後の保健指導につきまして

も実施体制の強化を図るなど、疾病予防対策に更に力を入れ、村民の健康維持に対する意

識づけを高めていきたいと考えております。 

  新しい診療所の開設から３年、有料老人ホームの開設から２年が経過しようとしておりま

す。安定的、継続的な人員確保や、まだ提供に至っていない新規の計画サービスがあるな

ど、複合施設の課題はまだ残っておりますが、引き続きその解決に取り組んでまいります。 

  農業振興につきましては、村が目指す農業経営基盤の強化に向けた目標として小笠原村農

業基本構想を策定しております。この農業基本構想に即した農業経営を目指す意欲のある

農業者については、平成22年度より認定農業者制度を導入し、現在、12名の農業者が認定

されています。認定農業者をはじめとする担い手支援・育成対策としては、今年度より農

地の再整備支援事業を実施しており、長い間、遊休化していた農地が優良な農地として蘇

り、生産施設が設置されるなど実績を上げることができました。引き続き村の農業の中核

として存分にご活躍いただける環境づくりに努めてまいります。 

  農作物被害対策につきましては、野ヤギの全頭駆除を目指す環境省、東京都とも連携しな

がら、引き続き父島の野ヤギの駆除を実施してまいります。 

  水産業につきましては、この数年の魚価の低迷や燃料の高騰など、水産業を取り巻く社会
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的な環境は厳しい状態が続いております。村では、水産資源を安定的に維持していくため

のシマアジやアカバの種苗生産・放流等の事業委託や、水産物生産・販売促進事業、離島

漁業再生支援事業などの父島・母島両漁業協同組合への補助事業を継続的に実施しており

ます。 

  また、昨年より、東日本大震災を教訓に、父島・母島両漁業協同組合の共同利用施設の耐

震化等を支援する漁村地域防災力強化事業を東京都の補助を受けて実施しており、災害発

生時、施設の倒壊により漁港や道路が使用できなくなるなどの二次災害を防止し、復旧・

復興の拠点となる漁港及びライフラインとしての道路の機能確保を図っております。 

  村としては、両漁業協同組合や東京都とも連携しながら、引き続きこれらの事業を実施し

てまいります。 

  観光振興につきましては、世界自然遺産登録以降、小笠原諸島が広く内外に認知されるこ

ととなり、多くの観光客が来島されております。今後は、多くの観光客の皆様の満足度を

高めることによって、来島された方々に自ら小笠原の広告塔となっていただき、さらなる

認知度の向上に繋げたいと考えております。それには、観光客数の増加に伴い多様化して

いるニーズを的確に把握することが必要となります。このため、平成25年度も引き続き観

光マーケティング調査を実施いたします。得られた結果や傾向については正確に分析を行

い、観光満足度の向上及び集客対策等の施策に活かしてまいります。 

  また、世界自然遺産の登録は、従来では閑散期であった10月以降の来島者数の底上げとい

う観点からは大きな効果がございました。この底上げされた閑散期の観光客をいかに維持

していくかが今後の観光振興における重要な課題であると考えております。閑散期の観光

客増の維持には、本土における小笠原村観光局運営委託を継続し、観光局を効果的に活用

し、旅行会社への説明会やイベント実施等により、ツアー客の確保や若者層への各種ウェ

ブツールを活用した情報発信にも力を入れ、新規顧客のさらなる開拓を進めてまいります。 

  一方で、世界自然遺産に登録されたことで小笠原の自然環境がより注目されております。

闇雲に観光客増を求めるのではなく、その自然を保全しつつ適正に利用していくために、

引き続きエコツーリズムを基軸とした観光振興を推進してまいります。このエコツーリズ

ム推進と島内受け入れ体制の充実を図るため、関係団体の支援を行うほか、エコツーリズ

ム協議会の事業運営を充実させてまいります。 

  簡易水道事業についてですが、扇浦浄水場移転事業は、今年度、土木２期工事を終了しま

した。平成25年度は土木３期工事、建築工事等、平成26年度には機械設備、電気設備等を
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行い、当初予定どおり平成27年４月の供用開始に向け、移転事業を着実に進めてまいりま

す。また、母島沖村浄水場の更新につきましても、今年度、基本設計が完了しましたので、

平成25年度はそれを基に詳細設計に入り、平成27年度から更新工事を進める予定でおりま

す。 

  都営水道一元化につきましては、平成22年度より都予算要望を行っております。他町村と

協議しながら実現に向けて引き続き要望を続けてまいります。 

  下水道事業、浄化槽事業につきましては、長らく使用料改定を行っておりませんでしたが、

平成25年５月から３年をかけて使用料改定を実施してまいります。今後は、これまで以上

に事業運営の効率化に努めてまいります。また、懸案になっている汚泥処理につきまして

は、さらなる減容化を推進するとともに、汚泥の有効利用についても検討してまいります。 

  循環型社会構築につきましては、持続可能なシステムを目指し、特に厨芥類、小型家電、

容器包装リサイクル等への対応のための脱単純焼却に向けた取り組みを目指し、引き続き

ごみの総量減・広域資源循環を推進いたします。 

  シロアリ対策につきましては、特に母島の蝙蝠谷緊急対策を重点的に進めると共に、引き

続き必要な長期反復作業を継続いたします。 

  学校教育におきましては、平成23年度から小学校、平成24年度から中学校において、文部

科学省が改訂した新学習指導要領が本則実施となりました。今回の改訂がねらいとする学

力向上という観点から申し上げますと、国や東京都の学力調査以外に、当村では以前から

独自の学力調査を小学校２年生から中学校３年生までを対象に実施し、その分析結果をも

とに各小・中学校における授業改善を推進しております。 

  さらには、児童・生徒１人１人の「確かな学力」の定着と伸長に資する教育活動を各学校

が積極的に取り組むとともに、現教職員の実践的な指導力及び資質・能力の向上に向けて

研鑽と修養がなされるよう努めてまいります。 

  次に、学校施設の整備についてでありますが、今年度、耐震補強工事の設計が終わり、平

成25年度には耐震補強工事として、小笠原小学校においては校舎児童用トイレの壁面補強

工事を、小笠原中学校においては校舎一部外壁の補強工事を、父島・母島両体育館におい

ては屋根全体の補強工事を実施いたします。 

  また、平成24年度に完了しました小笠原小・中学校校庭芝生化事業につきましては、学校

側と校庭を利用されている皆様とともに維持管理に努めてまいります。 

  社会教育関係におきましては、天然記念物をはじめ文化財の保護、活用等の文化財行政の
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推進に努め、また、村内外の関係団体などとの連携を深めるなど、社会体育、社会教育の

さらなる充実を図ってまいります。 

  このたび、佐々木議長、稲垣議員が全国町村議会議長会から特別功労者として表彰を受け

たとのご報告を受けました。このことは、長年にわたる両議員のご努力の賜物であり、心

から敬意を表し、お祝いを申し上げます。まことにおめでとうございます。 

  今後の佐々木議長、稲垣議員、また、小笠原村議会の皆様のますますのご活躍を祈念申し

上げます。 

  本定例会には、小笠原村農業委員会の選挙による委員定数条例の一部を改正する条例

（案）をはじめ議案34件を上程させていただいております。よろしくご審議のほどお願い

を申し上げます。 

  以上、所信を申し述べさせていただきましたが、本年は例年以上の忙しさが想定されます

が、これまでの施策・事業の着実な実施とともに、本村の厳しい状況を踏まえ、職員一同

不断の努力を重ねてまいります所存でございますので、議員諸氏並びに村民の皆様のご支

援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

  ご清聴ありがとうございました。 

○議長（佐々木幸美君） ありがとうございました。 

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

◎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。 

  質問のある議員は順次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。 

  観光振興についてと教育行政の充実について、また、所信についての３点を質問させてい

ただきます。 

  最初に、観光振興についてでございます。４点あります。 

  まず、ダイオウイカを観光資源にということです。先般、小笠原ホエールウォッチング協

会との共同研究の成果でＮＨＫスペシャルでダイオウイカの番組が放映されました。大変

な反響がございまして、全国の視聴率が16.8％。これは全国民１億3,000万人の16.8％なの
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で、2,200万人が見たというテレビ番組になりました。これをコマーシャル換算しますと７

億3,000万円にもなります。そういう宣伝効果があったと考えております。この調査・研究

の費用対効果は大変高いと思います。また、国土交通省の直轄調査での委員会の中でも、

また、小笠原諸島振興開発審議会の中でも、サイエンスを基軸とした観光振興が非常に話

題になっております。また、このダイオウイカの標本が島内にあれば観光客を大いに楽し

ませることができる観光資源になるのではないかというふうに考えております。そこで、

サイエンスを基軸にした観光振興についての見解を伺います。また、ダイオウイカの標本

展示をしてはいかがでしょうか。これは村内での話です。 

  続きまして、すみだ水族館との連携強化についてです。先般、村議会の視察ですみだ水族

館に行きました。そしたら、小笠原諸島の生き物がたくさん展示をされてありました。話

を聞きましたら、年間170万人の来場を見込む水族館だそうです。これは観光の市場として、

また物産の販売の市場としても非常に大きな市場になるかと思います。しかし、小笠原の

物産販売がほとんどございませんでした。そこで、生き物の供給や観光宣伝、物産販売で

連携をより強化できないでしょうか。 

  ３番目です。小笠原諸島海の生き物シンポジウムについてでございます。観光振興、漁業

振興、環境教育、また、環境保全をより推進するために海の生き物の魅力をより発掘して

はいかがでしょうか。そこで、45周年の記念事業として海の研究者を招聘して小笠原諸島

海の生き物シンポジウムを開催してはいかがでしょうか。 

  ４番目です。海域ガイドのリスクマネージメント強化についてでございます。昨年のゴー

ルデンウィーク、海域ガイドツアー中にシュノーケリングの死亡事故が発生いたしました。

非常に痛ましい事故で、私としても非常に残念な思いをしております。以前からダイビン

グ船以外の兄島海中公園やドルフィンスイム中、また、シーカヤック中のシュノーケリン

グのリスクマネージメントが課題になっておりました。私自身も自分で動いてシュノーケ

リング講習会をボランティアで開催したことがあるんですけれども、こういう事故が起き

てしまって本当に無念です。そこで、村のガイド制度で、今、陸域ガイドをやっておりま

すけれども、今度は海域ガイドでのリスクマネージメントを強化できないかということの

提案をしたいと思います。いかがでしょうか。 

  ２番目の教育行政の充実について質問をします。 

  小笠原には世界自然遺産としての天然記念物がたくさんあります。また、東京都唯一の世

界自然遺産として、とてもユニークな教育ができる場所だと思っております。世界自然遺
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産の島として教育振興上、小笠原から世界に発信できる、こういうことも考えられると思

います。しかし、東京都の小笠原支庁には東京都の教育委員会の出張所がございません。

伊豆諸島の各支庁にはこの出張所の設置がございます。そこでお聞きしたいんですけれど

も、東京都教育委員会の出張所がないことによる現状と課題を伺います。また、世界自然

遺産の小笠原としても東京都教育委員会の出張所の存在が必要ではないでしょうか。見解

を伺います。 

  所信については、自席で行います。 

○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、観光振興についてのご質問がございました。小笠原の海の魅力は返還以来多くのお

客様を引きつけており、釣りに始まり、ダイビング、ホエールウォッチング、シーカヤッ

クツアー、ドルフィンスイムなどさまざまな手段により海面から海中に至るまで活用され

ております。今般のダイオウイカのように普段から生きている姿を見ることが難しい生物

でさえ、テレビ放送されたおかげで小笠原への旅行動機になる場合もございます。２月の

東京出張の帰りの船でも私に話しかけてきた観光客の方は、ダイオウイカのテレビを見て

きましたとおっしゃっておりました。世界自然遺産登録により、森、山のツアーの人気が

高まっておりますが、海の魅力も大いにアピールをし、特に閑散期の観光来島数を維持し

ていきたいと考えております。 

  また、リスクマネージメントに関するご質問がございました。小笠原を楽しみにしてご来

島されたのに痛ましい事故が起きるというのは大変残念なことであります。村としまして

も、リスク管理のための情報提供などを心がけていきたいと、このように考えているとこ

ろでございます。 

  そのほか個別の質問につきましては、担当課長が答弁をしますので、よろしくお願いを申

し上げます。 

  また、教育の充実ということでのご質問もございました。これも現況抱えている課題等と

いうご質問でございましたので、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。 

○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関するご質問に答弁させていただきま

す。 
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  まず、ダイオウイカを観光資源にという中で、サイエンスを基軸にした観光振興について

の見解ということがございましたが、これは小笠原の観光振興を、村長の所信でもござい

ましたエコツーリズムを基軸とした観光振興ということを長年掲げております。このエコ

ツーリズムを振興するに当たっては、さまざまな研究者の科学的な成果を生かすというこ

とは当然のことと思っておりますので、引き続きエコツーリズムを基軸とした観光振興の

中でとらえていきたい、このように思っております。 

  また次に、ダイオウイカの標本を製作展示して観光に活用してはというようなご質問がご

ざいました。ダイオウイカはこれまでにもソデイカ漁のときにまれに釣れることはあると

いうことで、ダイオウイカが小笠原周辺の海域に生息していることは間違いありません。

また、先日の放送を私も見ましたが、すばらしい映像でした。取材班の皆さんの長年の努

力が報われ、村内でも多くの方が協力された成果として、関係の皆さんに敬意を表したい

と思います。 

  ダイオウイカの標本は、既に上野の国立科学博物館などにも展示されており、もし小笠原

で展示したとしても、日本で初めてとか唯一ということにはなりません。まずはダイオウ

イカの生態を直接観察できない中で、小笠原周辺が生息海域の一つであることをどのよう

にアピールできるかを検討したいと考えております。なお、その取っかかりとしてＮＨＫ

のスタッフが今月来島するということや、国立科学博物館では今夏の特別展示を深海をテ

ーマに企画しているという情報がございます。このような機会に情報収集しながら小笠原

の新しい海の魅力にできるかを検討してまいりたいと考えております。 

  次に、すみだ水族館との連携強化ということで、既に生き物の供給や観光宣伝では、先般、

「小笠原ＤＡＹ」というのを水族館で実施しております。今まで連携の中で取り扱ってい

ない物産の扱いというものがございますが、これにつきましては館内にはスーベニアコー

ナーがあることから、小笠原の物産に限らず、イベントの際に現地から物産を持ち込んで

の販売はできないとのことですが、スーベニアコーナーで扱ってもらうための条件などを

すみだ水族館側に確認いたしました。その結果、詳細な数字についてはお教えいただけて

おりませんが、卸売価格が低く設定されており、また、最低卸個数が相当数になるとのこ

とでありました。上京の折などに再度確認してみたいとは思いますが、村内の土産品製造

事業者の状況も勘案すると、非常に厳しい条件になるかと思います。いずれにしろ、民間

の取引のことにもなりますので、情報収集と情報提供を適宜行うということにとどめさせ

ていただければと思っております。 
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  次に、海の生物に関してのシンポジウム開催ですが、返還45周年事業についてはいろいろ

な方面から声をかけていただいているところであり、また、村議会からは沖ノ鳥島周囲を

ご提案いただいております。４月以降の検討になりますが、シンポジウムの開催について

もご提案として受け止めさせていただければと思います。 

  次に、海のツアーの海域のガイドのリスクマネージメントについてですが、村長の冒頭答

弁にもありましたように、小笠原海域を活用したツアーは実施手段が多様であり、また、

ツアー中の活動も直接海に入ったり、南島に上陸したり、１つのツアー中にも違うリスク

を抱え、その程度にも差がございます。したがって、一くくりにした海域ガイドの登録や

認定の制度というものは非常に難しいとは考えております。また、ダイビングインストラ

クターのように民間制度とはいえ歴史と権威を持った制度もございます。まずは、以前、

陸域ガイド制度の構築に当たりリスクマネージメントの勉強会を環境省事業で実施したこ

とがございますが、海域ガイド向けの実施について観光協会やエコツーリズム協議会と検

討し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） 教育課長、佐々木君。 

○教育課長（佐々木英樹君） 教育の充実について答弁させていただきます。 

  議員ご指摘のとおり、世界自然遺産登録によって村の教育行政においても次世代育成教育

をはじめ、文化財や天然記念物などの保護・保全の推進に向けた取り組みなどを文化庁や

環境省、東京都教育委員会などの指導のもと検討・対応していかねばならないところであ

ります。しかしながら、本土から1,000キロメートルの父島、さらに50キロメートル離れた

母島と超遠隔離島である小笠原は、週１便の定期船では情報交換や書類のやりとりに時間

がかかり、東京都の教育行政を浸透させるには十分ではない環境にあります。 

  今後、小笠原の自然遺産や文化財等の保護・保全、村民の意識改革、次世代育成教育など

を積極的に推進するに当たり、村教育委員会の役割はますます重要となり、その業務は多

岐にわたっていくことと予想されます。そのためには東京都からの指導・支援は必要不可

欠であり、そのパイプは太いものである必要があります。これまで設置されなかった教育

出張所をぜひ小笠原に開設していただき、東京都及び小笠原村の教育行政を充実したいと

考えています。 

  教育出張所につきましては、大島・三宅・八丈支庁に東京都教育庁出張所等に関する規則、

昭和32年５月制定のこの規則に基づき、それぞれ教育出張所が設置されております。この
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業務につきましては、管轄する区域内の各町村教育委員会へ教育に関する事務の適正な処

理について必要な指導・助言・援助を行うほか、小・中学校職員の人事・給与等旅費に関

すること、教職員に対する研修に関すること、教職員住宅の入居・維持管理に関すること、

学校保健や給食に関すること、社会教育の振興に関すること、文化財の保護に関すること、

体育・スポーツ等の振興を行うものとなっております。人員配置につきましては、所長は

支庁長が兼務し、副所長には管理職が配置され、事務職及び指導主事、社会教育指導員な

どが必要数配置されております。 

  小笠原におきましては、返還以来、教育出張所のない状態で、東京都教育長からの仕事を

直接受けて処理してまいりました。しかし、その業務は多岐にわたり、仕事が立て込んだ

り混乱したりすることも多々あり、また、地理的にも他島とは大きく異なる中、学校教育

での指導・調整にも大変苦慮しております。このような状況もあわせ、教育出張所の開設

は村教育委員会にとって悲願となっていますことから、世界自然遺産登録を機会に教育出

張所の設置を東京都へ強く要望し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） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） まず、再質問で教育の部分についてお伺いをします。 

  お聞きしたいのは、長年、教育の現場におられた教育長のこの課題に対する見解、これま

での経緯等でも構わないので、教えてください。 

○議長（佐々木幸美君） 教育長、伊藤君。 

○教育長（伊藤直樹君） これまでの経緯ということでお話しいたしますと、１年半前まで小

笠原中学校の校長をしておりましたが、そのときの感覚では、教育というのは毎年、４月

にはどんな書類が回って、５月にどんな書類が回って、何を提出しなければいけないとい

う話がいっぱいあって頭の中に入っているわけですが、それが来るべきものが来なかった

り、出すべきものが出せなかったり、事務系が混乱していることがよくあったんです。私

が八丈島にいたときのことを考えますと、そういう都の関係の書類は当然町の教育委員会

から受け取って提出するわけですが、提出に関してはほぼ教育出張所のほうに直接提出し

て、そこで指導を受けていたという経緯があります。ですから、小笠原に来て、そういう

事務系がうまく動かないで教員のほうに不利益が被っているということがあることは、や

っぱり教育出張所がないことが原因だろうと、そういう気持ちは常にありました。ですか

ら、私が教育長になってから教育出張所の設置をまず優先的に考えていこうと、そういう
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つもりで現在来ています。 

  では、なぜ今まで小笠原に教育出張所がなかったのかということを考えましても、正直言

ってその理由はわかりません。東京都に行くたびにいろんな部門、場面で小笠原への教育

出張所の開設を求めてきましたが、その答えはみんなが、小笠原出張所内には１自治体し

かないために出張所は置けないと。判子を押したように、そういう答えが返ってくる。で

も、調べても、２つの自治体を管理する支庁の中に教育出張所を設置するとか、１つしか

ない自治体を抱える支庁には教育出張所を設置しないとか、そういう記述は一切ないんで

す。小笠原には２村ないために出張所は置けないということは一切活字になっていません

ので、多分そういう要望や要求があった場合に、答えがぶれないようにするための申し合

わせでしかないのではないかと私は考えております。 

  三宅島の場合は、三宅島と御蔵島、八丈島の場合は八丈島と青ヶ島、そういう条件を考え

てみても、1,000キロ離れた父島と、さらに50キロ離れた母島ですので、ここに出張所を置

かないという理由としては非常に弱いのではないかなといつも感じているところです。 

  そこで、先ほど課長のほうからも話がありました東京都教育出張所設置等に関する規則は、

先ほどの話にもありましたけれども、昭和32年５月28日に出されています。でも、実際に

は昭和23年にあったものを全面改正してここへ出したということになっていますが、もう

皆さん感じていらっしゃるとおり、昭和32年というと小笠原が返還される11年前です。そ

こには小笠原が出てこないのは当然ですが、ただ、その後、この規則が平成６年まで計８

回改正されていますけれども、そこに小笠原の文字は一文字も出てきていない。というこ

とを考えると、言葉は悪いですが、忘れているのではないかと、そういうふうに疑念を持

ちますけれども、相手は東京都ですから、そんないい加減な仕事をするとは思っていませ

ん。ですので、小笠原返還時または村政確立時、何らかの措置が東京都からされたのでは

ないかという気持ちは少しあるので、まだ確認はできていませんけれども、これからその

辺も調べてみたいとは思っています。ただ、今現在、実際に教育出張所がなくて困ってお

りますので、この機会に強く東京都に開設を求めていきたいというふうに感じています。 

  以上です。 

○議長（佐々木幸美君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） 一般質問をしている私よりも気合いが入ったお言葉で、ありがとうご

ざいます。課長の言葉にも悲願という言葉がありました。教育長の言葉の中にも大変困っ

ている状況があるというお話がありました。教育委員会としては要望を強くしていきたい
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というお話があります。これは教育委員会だけが要望をしていくというのではなくて、村

全体としての要望として上げていかないといけないのではないかなと自分の中で今感じて

いるんですけれども、村長、今の意見をお聞きして、どう感じていますでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 具体的に教育出張所がなぜ小笠原にできなかったかということは、今

のやりとりの中で東京都の考え方というのを改めて私も知ったところでございまして、私

としては、教育委員会の悲願はもちろん理解した上で素朴な疑問がございます。それは、

仮に１村しかないということが設置できない理由だとしたら、戦前は５村はあったわけで

す。それが返還になってから１村になったわけですけれども、先ほど教育長も申し上げま

したとおり、父島・母島50キロというこの距離を抱えている中で教育行政を行っているん

ですね。こういうところをきちっと理解してもらうようにお話を進めていきたいというこ

とに尽きると思います。まず、東京から1,000キロということ。それから、確かに１村では

ありますけれども、父島・母島50キロ離れたところに同じように小・中学校があるわけで

すから、そういう小笠原の特殊性を理解をしていただいて、何とか出張所の開設ができな

いかというような要望を村としては教育委員会とともにやってまいりたいと、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） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） 要望のほうをお願いしたいと思います。 

  続きまして、村長所信についてですけれども、１点、防災のところでお聞きしたいと思い

ます。所信資料の６ページにあるんですけれども、防災の部分で「津波災害に対して一番

大事なことはまず自分の身を守ること、一刻も早く安全な高台に避難することでありま

す」と述べられております。お聞きしたいのは、「一刻も早く」という部分ですけれども、

防災訓練をやる場合、一刻も早く逃げてもらう、その訓練をする。それが実際どういうふ

うに村民が一刻という部分で避難することができたのかというのを検証するために防災訓

練というのがあると思うんです。 

  他の自治体の津波防災の避難訓練をいろいろと調べてみたんですけれども、例えば沖縄で

すと、５分以内に市民が高台に逃げるということを想定した避難訓練なんです。想定する

地震というのは震源が沖縄周辺。決して南海トラフではないんです。遠地津波という部分

ではなくて、近地津波の避難訓練を大抵どこの自治体でもやっています。近地と遠地の境

界線というのは600キロ離れているかどうかなんですけれども、一刻も早く逃げなければい
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けないというのが一番大事なことなので、それに対応した避難訓練を今後やっていく必要

があるのではないかと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 議員ご承知のとおり、近地の地震が小笠原はないというふうなことを

ずっと言われてきていまして、小笠原の場合には津波災害もある程度時間の余裕があると

いうようなことで今までやってまいりましたが、近地地震がございましてから、今は防災

計画にも近地地震のことも入れてつくっているわけです。ですから、たまたま防災訓練の

ときの想定が南海・東南海地震とか言っていますと、その想定の仕方で90分とかそういう

時間が生ずるわけで、今ご指摘がありましたように、近地に備えては、いつあるかわから

ないわけですから、我々としてはまず一刻も早く高台へということを村民の皆様にお願い

しているということが１つと、ご提案いただきました訓練の仕方については、防災会議等

でそういうご指摘もいただいたことも踏まえて検討させてまいりたいと思います。防災訓

練は、近地を想定すれば、それで訓練ができるわけですから、そういう両面あわせて考え

ていきたいと、このように思います。 

○議長（佐々木幸美君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） 過去の地震の文献資料が今まで充実していなくてというか、研究がさ

れていなかったことで、近地津波というのがないのではないかというふうな、あくまでも

推測でしかなかったんですよね。それが2010年12月に実際に近地地震が起きましたし、マ

グニチュード7.8でした。最初は7.4と報道されたんですけれども、その後、修正が加わっ

て7.8という巨大な地震が小笠原でも実際に起きるということがわかりましたし、あと、歴

史的な資料も2005年と2006年の論文が出まして、今から190年前と140年前、それぞれ６メ

ートルと３メートルの津波に小笠原が襲われているという事実があったんですよね。近地

地震というのは小笠原でも、しかも巨大な地震が起こるということを村民に広く周知をし

なくてはいけないと思います。 

  また一方、今回、この近地津波のことで文部科学省とか気象庁の専門的に調査・研究をや

っているところに問い合わせをしたんですけれども、驚くべき事実がわかりました。それ

は、これだけ巨大な地震が起きている小笠原なのに、文部科学省と気象庁は小笠原の地震

の今後の評価、地震が今後これだけ起きる可能性があるとか、ちょっとした数字は出てい

るんですけれども、詳細な調査をやって評価をするということは過去にやったことがない

し、東日本大震災を受けて、それが見直されたんですけれども、その見直しの中にも小笠
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原諸島というのは入っていませんと言われました。驚いたんですけれども、では、小笠原

はどうなってしまうんですかと話したら、申し訳ないですけれども、日本の首都と人口が

多いところが優先になります、予算の都合もありますので、という話です。確かに過去起

きた地震の情報というのは気象庁も出していますし、その事実に基づいて地震が全く起き

ないわけではないと、そこまでは言うんですけれども、それ以上のことは国は言わない。

今後も言わない。責任はとらない。だから、そこは小笠原村で考えてくれという話ですよ。

これは、申し訳ないですけれども、今の時点では国はあてにはできない。今の事例では、

小笠原村の判断で何事も決めていかなければいけないと自分は思っています。国に対して

の要望もありますけれども、今の時点では自分たちが責任を負って決めなければいけない

ということもありますので、そういう点も考えていただきながら近地地震のことを考えて

もらいたいと思っています。村長のご見解を。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 私たちは、昨日、3.11で、皆さんにも一昨年から２年たったというこ

とで周知をしまして黙祷もしていただきましたが、そこで学んだことは想定外というのは

ないということです。ですから、今、一木議員からご指摘にありましたように、国や東京

都、いろんなお立場あると思いますけれども、我々が学んだのは、自分たちの身は自分た

ちで守るということでございます。それがあって以来、各議員さん、議会の中からいろん

なご指摘いただきまして、とにかくすぐ逃げるようにということで保育園の後ろの避難道

路ですとか、高校のところを充実するとか、今度は奥村に避難したはいいけれども、屋根

もないところで避難した後どうやって暮らすんだというご指摘も受けて、先ほど申し上げ

ましたように、来年度は単費で施設をいろいろつくるわけです。お金のことは切り離せな

いですから、どうしても優先順位というのはついて回りますけれども、言えることは１つ、

やはり自分の身は自分で守るということで、先ほども答弁しましたように、近地もあると

いうことですから、揺れが来たらすぐ高台に逃げるというようなことを周知することだと

思います。気象庁が地震の予測の発表を変えましたよね。それは、人が勝手に予測をする

ような数字であらわさないということですね。それは同じ考え方だと思いますので、そう

いうことを肝に銘じまして村民の皆さんに周知をしてまいりたいと考えております。 

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

◇ 杉 田 一 男 君 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 
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○５番（杉田一男君） ５番、杉田一男でございます。 

  登壇の席では２点ほどお聞きしたいと思います。 

  まず、村長の所信表明についてでございます。 

  先ほど村長も所信の中で述べられておりましたが、平成25年度は本当に忙しい村政運営が

迫られるんではないかという気がいたします。通常でも問題が山積している。それは民政

の安定化のためにも停滞は許されないという中で、平成25年度はさらに小笠原諸島振興開

発特別措置法の期限切れによる素案づくり、そして村の基本構想、さらには返還45周年と、

イベントも含めた部分が目白押しで多分村長の肩にかかってくると思います。そういった

中で、やはり所信は今年度第１回定例会という中で非常に大きな発信となると思っており

ます。村長も諸課題を掲げておりますけれども、特に私の中でその中から幾つかお聞きし

たいと思います。 

  まずは、遅々として進まない航空路についてです。これは第３種都営空港という事項でも

わかるように、やはり事業主体は東京都ですから、村だけでなかなか進められない部分も

あると思います。そういった中で、村長がこれから返還45周年を機にぜひ航空路開設を一

歩でも二歩でも先に進めていただきたいと思いますが、その中で村長としてどういう取り

組みをしていくのか、まずお伺いします。 

  次に、私は質問をよくさせていただきますけれども、一次産業の振興は、小笠原村にとっ

ても、観光地としての小笠原にとっても、非常に大事な政策だと私は考えております。こ

の事柄に関しましても、東京都、国、ＪＡ、いろんな部分が絡んでくると思います。そし

て、そういう協力支援がなければなかなかできない部分もたくさんあります。特に、農業

振興で今不足しているのは人材育成、そして就農者の確保、さらには農地の確保です。農

地と就農者どちらが欠けても農業政策は進めるのはなかなか難しいというふうに私は考え

ています。さらに言えば農業振興、いざ災害というときに、この1,000キロ離れた小笠原に

支援の手が届くまでかなりの日数を要する覚悟も必要だと思います。そういったときの自

給率を高める意味でも私はぜひ取り組んでいただきたいと思っております。その取り組み、

お考えについてお聞きします。 

  もう１点、扇浦分譲地についてお聞きします。私も扇浦分譲地に関しましては何回か質問

させていただきました。そして、庁舎を挙げて取り組んだ結果、新たな対応策を決定した

と。それは大変いいことだと思っております。しかし、過去を見ますと、小笠原村の分譲

地は宮之浜から始まって清瀬、そして扇浦です。宮之浜、清瀬は完売どころか競争率のあ
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る中での完売となりました。しかし、今回の扇浦に限って言えば、半分残っております。

私は、村長の扇浦分譲地、この政策の根幹をなすものは定住促進という意味合いと扇浦地

区の開発促進というものもあると思います。そういった中で考えますと、半分売れ残ると

いうことは当然集落から離れている、不便さもある、多分いろんな条件が加味された中で

滞っているという気がしますけれども、今回のこの対応策を策定するに当たって、そうい

う原因をどういう形で分析して今回の対応策に生かしたのか、その辺をお聞きしたいと思

います。 

  残りは自席にてお伺いします。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 杉田議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  まず、所信の中から航空路のご質問がございました。議員ご指摘のとおり、所信の中では

いろいろな懸案についても述べさせていただきましたけれども、重点課題としての航空路

の開設ということでございますが、まず、航空路につきましては、何よりも現状止まって

おります小笠原航空路協議会の開催を一日も早く求めて、この中で早期開設に向けて村の

考えや意見を発信をしていくということが第一義であると考えております。越えなければ

ならないハードルというのは、私が考えただけでも相当多くのものがございますけれども、

まず、航空路協議会の中で村の考えを強く発信をすること。その上で議会やご支援をいた

だいている各先生方とともに、まずは東京都に対し要望活動を続けていくとこと。そして、

引き続き各関係機関の皆様にもご理解を求めていくこと。このことが肝要であると、この

ように思っているところでございます。 

  ご質問では航空路ということでございましたが、航空路を開設するまでの間、小笠原の交

通アクセスは航路ということになりますので、まず、父島・母島間のははじま丸の新造、

そして一日も早く現在のおがさわら丸についても村民の利便性を高めるような形で新造船

にして、その運航体系についてもこれから強く考えてまいりたいと、このように考えてい

るところでございます。 

  産業振興の中で、特に農業のことについてのご質問をいただきました。農業についての課

題というのは、従前から杉田議員にはいろいろご質問いただいているところでございます

けれども、例えば新規就農を考えている方というようなことでありましても、所信の中で

も述べさせていただきましたように、認定農業者を中心に村の農業を支えていただいてお

りますので、現状ではそのような方たちの努力もあって、成果としては農業生産も少しず
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つではございますけれども、伸びております。しかし、現状でよしとするのではなくて、

10年、20年先の農業を見据えて、議員ご質問の中にもありました新規農業者への支援も続

ける必要があるというふうには考えております。村としましても、個々の就農希望者に相

談に乗りながら適切な対応をしたいと考えておりますが、小笠原諸島振興開発特別措置法

の中でこの農業につきましては東京都がリーダーシップを持っていると。計画策定につい

てはそういうこともございますので、ここ数年は東京都との連携強化についても取り組ん

でいるところでございますので、そういうこともこれから強化をしながら、村ができるこ

とについては頑張ってまいりたいと、このように思っています。 

  ３点目に扇浦分譲地のご質問がございました。今回、新しい分譲の策定をするに当たって

どのような考え方かということで、その原因をどう分析しているかということ、それから、

ご質問の中に従前の分譲地は売れたのに扇浦は売れていないなというところのご質問もご

ざいました。そういう中で私なりにその原因についての答弁をさせていただきます。 

  私は、平成元年に小笠原振興開発計画から扇浦及びその周辺地域が父島の新たな集落地域、

いわゆる第２集落という言い方をしておりますが、位置づけられたことによりまして、そ

れ以降、扇浦の集落開発が課題となり、村の中ではさまざまな検討が行われてきました。

当時はまだ時雨山空港の計画が生きていた時代でございます。航空路による来島者数の増

を前提とした受け入れ体制を目指して、扇浦地区においてはマリーナなどのレジャー施設

港湾を中心とした集落構想が論議されておりまして、平成８年ごろからは洲崎地区の活用

を含めた土地利用計画の調査も行われ、現在の分譲地に当たる村有地の活用も具体的に計

画をされていったところでございます。そうした中で、平成11年、超高速テクノスーパー

ライナーの小笠原就航計画が急浮上しましたが、逆に平成13年には東京都が時雨山周辺域

の白紙撤回を発表したところでございます。そのような村内が非常に混乱をしていた中で

航空路は引き続き検討するということにはなっておりましたが、その実現が遠のいたこと

により扇浦の集落計画はＴＳＬ就航の受け入れ体制の整備を前提としたものにシフトして

いくことになりました。現在の分譲地の計画も、それぞれの要素を前提として議論をされ

てきました。その間には、村議会におかれましては扇浦地区整備促進特別委員会が設置さ

れまして、平成12年から平成15年にかけて都合12回にわたりご議論をいただいたところで

ございます。私は、この計画の策定にはタッチしておりませんが、この特別委員会の中で

委員の１人として皆様といろいろ議論に参加させていただいた。そして、事業執行に当た

っては予算を認めた立場ということから、この扇浦分譲地については強く思い入れもござ
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います。 

  こうした議論と村民の意向調査を踏まえまして、扇浦分譲地につきましては、先ほど申し

上げましたように、村民の定住促進、扇浦集落地域の充実、ＴＳＬの受け入れ体制の整備

という３つの目的を持った計画の上で、平成16年から分譲を開始しました。しかしながら、

翌年、ＴＳＬの就航間際になって就航断念という驚愕の事態が生じ、大きくもくろみが狂

う結果となっております。ＴＳＬの就航を期待して分譲地を買われた皆様にも大変ご迷惑

をおかけすることになりましたので、土地を返還される方への対応や事業資金への利子補

給の優遇等の対応をさせていただいたところでございます。もちろん個別には当初の目的

に沿ったさまざまな制約などの問題点もあるとは思いますが、全体に見れば大きな流れの

中で翻弄された面もあったんだろうと、このように感じているところでございます。 

  とはいいましても、扇浦とその周辺地域はまだまだ発展途上であり、当時の構想をされて

いた計画の中にも、全部ではありませんが、進捗をしているものもございます。今後も集

落地域として発展していける要素が十分にあるというふうに考えているところでございま

す。 

  扇浦分譲地に家を建てられた方も、自然に囲まれた静かな環境をメリットとして享受され

ておられる方もいらしています。このように、ほかの分譲地とは違う条件で扇浦の分譲地

は販売をされました。そして、そのことによって景観、造成等、本当に他の分譲地とは違

う中でご購入をされ、そのことをよしとして買われた方たち、いわゆる既購入者の方たち

の不利益にならないようにということを勘案しながら、今度の新しい分譲の計画を立てた

ところでございます。どうぞ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） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） それでは、航空路についてお聞きします。私は原因という話をしまし

たけれども、村長は小笠原航空路協議会の早期開催と意見集約ということを言われており

ます。私は、果たしてそれだけなのかという気がしますけれども、例えば小笠原航空路協

議会を開催して意見集約して、その取りまとめた結果を東京都に対してどういう形で発信

していこうと考えているのか、お聞きします。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） この小笠原航空路協議会で議論をしたことは公開をされまして、いわ

ゆるパブリック・インボルブメントに供するものでございますので、私が第一義と考えて

おりますと言ったことは、まずここがきちっとした議論で皆さんにパブリック・インボル
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ブメントを求めるようなことになっていかないと進まないわけです。ですから、私はこの

協議会の委員でもありますから、そこでまず発信をしていくと。その前に村の立場として

は、昨年、残念なことに開催がなりませんでしたので、一日も早く開催を求めていくと、

こういうことでございます。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 私は、ＰＩ協議会が開催されるということは、その部分の問題点は、

解決まではいかなくても、もう既にある程度話し合いが済んでいるという中でＰＩ協議会

が進んできていると思っているんですけれども、平成25年度のＰＩ協議会は今のところ開

催予定の話はあるんでしょうか、その辺お聞きします。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 今、開催が決まっておりませんので、開催を求めていくということで

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） いずれにしましても、この航空路に関しては村長の公約でもあるし、

村民の悲願という位置づけで返還以来取り組んできた事業ですので、ぜひ今年度は返還45

周年を機に一歩でも進めるような努力をしていただきたいし、新たな攻め口でぜひ取り組

んでいただきたいと、こう思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  先ほど、私、申し訳ない、海路のことをちょっとお話しするのを忘れましたけれども、海

路についても議会の中でもいろいろ議論されまして、航空路開設までに海路の重要性とい

う部分で、そしてまた観光客の増大によるいろいろな問題点、そういう部分も含めてある

程度改正されたと思っていますけれども、新しい船を建造するいうのはやはり大事なこと

だと思います。改めてその海路に関しても村長の見通しというか、考え方をもう一度お話

ししてください。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 海路のほう、特に、ははじま丸については平成28年度の就航というこ

とで、もう既定路線に乗っております。それから、おがさわら丸につきましては、議会の

皆様もご協力をいただいたのと、議長とともに各関係方面を回りまして小笠原航路協議会

の中で小笠原部会ができまして、平成25年度中には詳細のことが進んでいくということに

なっておりますので、一歩ずつですが、着実に歩みを進めていると、このように理解をし

ているところでございます。 



－３１－ 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 次に、農業振興についてお聞きします。先ほど一次産業は不可欠だ、

特に農業の立ち遅れが父島の場合はちょっと目立つんではないか。そういった中で、村内

に新しい方が流入したりして、農業に意欲を持っている方もおられます。例えば東京から

こちらへ移住してきて、ゼロから農業、就農したいという方に対して、今現在、村はどう

いうような制度があり、どういうような支援ができるのかをお聞きします。 

○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） まず、ご質問に父島でというのが最初にありましたが、父

島・母島両島での政策ということでご説明させていただきますと、新規営農ないし経営拡

大を希望する方について、まず１点は母島になりますが、中ノ平自立支援農業団地の事業

が受けられます。この農業団地の運用については12年目を迎え、その間に本農業団地に就

農した農業者の多くは認定農業者となり、村の中核を担うまでになっております。この３

月にも中ノ平自立支援農業団地の就農者の１期生が退所することになりますが、それぞれ

貸借や購入により農業団地にかわる農地を取得して整備を行うなど、自立した農家として

確実に育っております。 

  また、もう一つ、これは父島・母島両方への支援策ということになりますが、農用地利用

集積計画を活用した農地流動化事業がございます。こちらの事業も新規就農者に限ったも

のではありませんけれども、経営規模拡大を目指す農業者及び新規就農者に対して農地の

あっせん等を行っております。このような取り組みを進めてきたことによって耕地面積の

拡大や農地の再整備など、ある程度の成果を上げております。 

  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） この農業振興、一口で言えば簡単ですけれども、関連してくる団体等

もありますし、村独自で進めていく部分でもなかなか大変な部分があると思います。しか

し、やはり私は村の根幹をなすものは今のところ観光と一次産業の振興がうまくリンクし

ないと、来た観光客にも喜んでいただけないという部分もあると思いますので、ぜひこの

農業振興に関しては今まで以上に取り組んでいただきたい。 

  それと、先ほど私は言いましたけれども、いざ災害のときに支援の手が届くものは、自分

の村で自給できて、それがつなぎになるという災害面も考えると、今まで以上に取り組ん

でいただきたいという思いが強い部分があります。 
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  この農業振興の流れが良好になることによって、当然地産地消にもつながってくるわけで

すね。私、いつも地産地消と言っていますけれども、根本の部分が振興されない限り地産

地消もなかなか進んでいかないという現実があります。私も前回の定例会で地産地消につ

いてお聞きしましたけれども、担当である副村長のほうで、それ以降、何か報告したいこ

とがあれば、お聞かせください。 

○議長（佐々木幸美君） 副村長、石田君。 

○副村長（石田和彦君） 前回以降からの地産地消の取り組みについてということのご質問で

ございますので、答弁させていただきます。 

  小笠原島漁業協同組合で小型のメカジキを使ったメカジキカレーを発売したことは皆さん

既にご承知のことと思います。村が仲立ちして観光協会飲食部と地産地消をうたったフェ

アも現在行っております。具体的には村はフェア参加飲食店のＰＲ用にタペストリーを配

布し、メカジキの生態や漁法、メカジキの料理のレシピなどをまとめたテキストを作成し

配布をしております。小笠原島漁業協同組合ではお土産用のレトルトのメカジキカレーを

発売し、メカジキの最低価格設定を10キロ未満から15キロ未満として買い求めやすくした

ほか、フェア参加飲食店へ30キロのメカジキをプレゼントしたりしてございます。また、

小笠原村観光協会飲食部では、メカジキ料理を提供する店舗を募り、８店舗が参加をして、

３月10日から４月末まで、地産地消春限定メニューとして各種メカジキ料理を提供してお

ります。このような漁業協同組合と飲食店との協力による地産地消の取り組みが始まった

ことは大きな成果というふうに考えております。今後も村は、農業者、農業協同組合、漁

業協同組合と事業者の皆様などとのつなぎ役として役割を担ってまいりたいと考えており

ます。よろしくお願いします。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） これは一種の特産品開発という部分につながったものだと思いますけ

れども、それぞれの部分で連携強化できないとなかなか進まないというのが現状だと私は

思います。 

  １つだけ聞いておきますけれども、先ほども言いましたけれども、就農希望の方がおられ

たときの窓口は産業観光課でよろしいんですか。 

○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） 村のほうでは、うちの産業観光課が担っております。これま

でにも、これから農業をやりたいという方にも丁寧な相談に乗ってきているところでござ
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います。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） そういう相談に来られた方のニーズを、できたら議会のほうにも示し

ていただきたい。報告でもいいですから。その辺をお願いしたいと思います。 

  いずれにしろ、この農業振興に関しては、今後も手を緩めることなく、ぜひ取り組んでい

ただきたいと思っております。 

  次に、扇浦の分譲地について再質問いたしたいと思います。先ほども言いましたけれども、

既得権者といいますか、もう既に購入した方、その人たちもこの対応策を決める上では当

然何度か話し合いをしたと思いますけれども、何回ぐらい開いたんでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 既に購入された方々との意見交換会としては都合２回でございま

す。ただ、購入者の方々との個別の接触もいろいろしております。地元に今いらっしゃら

ない方もいらっしゃいますし、忙しい方もいらっしゃいますので、個別の接触等も含めた

中でいろいろご意見は伺っております。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 分譲地に関しては当然そういう話し合いの中、そして、私たちが提言

した部分を取り入れていただいて区画の見直しなんかも進めているようですけれども、新

たな第２次分譲はいつから始める予定ですか。 

○議長（佐々木幸美君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 村長の答弁にもありましたが、今回、既に購入された方の意向も

いろいろ配慮しながら対応策を決めたわけでございますが、扇浦分譲地13区画残っており

まして、この残りの区画を対象として第２期募集という形で、当然契約書等も含みまして

新たな要綱をつくります。これらの要綱や契約書等の内容を今詰めております。それで、

今回の対応策のうち区画の形状の多少変更するところがございます。これにつきましては、

現地での測量作業や分筆登記なども必要になりますので、それ相応の期間はどうしても必

要になります。そういうことでありまして、平成25年度に入りましてから、なるべく早く

第２期募集という募集開始をしたいというふうには考えておりますが、時期についてはま

だなかなか厳しいところがございます。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 廃止は今月末という形で明記してありますけれども、諸手続から開始
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時期はいつになるかわからない。それでは、もうちょっと広げて、いつごろ、例えば夏ご

ろとか秋ごろとかそういう部分でお話しできますか。 

○議長（佐々木幸美君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 財政課の心づもりとしましては、できれば７月をめどに開始をし

たいというふうには考えてございます。ただ、先ほど申しましたような手続上の関係もご

ざいますので、遅れる可能性もあることはお含みおきいただければというふうに思います。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） わかりました。 

  もう１つお聞きします。これが私は一番気になるところですけれども、夏から始まったと

して、25年度末となると約半年ぐらい。私は、ぜひ25年度中に、年度末にこの第２次募集

を一度検証していただきたい。その時点で、果たしてどういう要望とか、どれだけの販売

戸数が上がったとか、そういう部分を含めてぜひ検証していただきたいと私は思います。

なぜかといえば、原因として扇浦地区というのは明らかに大きな不安材料だと私は思いま

す。まして民宿等をやっていれば、送り迎えだけでも相当の人件費も要りますし、いろん

な部分で諸経費がかかってくると思います。そういうものを含めて、当然第２次募集をす

るまでの対応策の中では多分万全な協議をしながら決めたと思うんですけれども、やはり

25年度中にぜひ一度検証していただきたいと私は思っていますけれども、村長、どうでし

ょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 検証は必要なことだと思っております。今、杉田議員から言われまし

た扇浦地区が市街地から遠い云々というメリット・デメリット、そこのところが既に取得

されている方たちと、一番最初にこの募集をかけたときのかけ方ということがございます

ので、そこを大きく逸脱するということは、本当に既購入者の不利益になることもあろう

かと思いますので、そういうことに留意をしながら検証し、また、不動産のことでござい

ますので、粘り強く売る努力をしてまいりたい、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） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 私は、売れない１つの原因は扇浦分譲地の認知度が村民の中で低いん

ではないかという気がします。そういった観点から産業観光課にお願いして、あの分譲地

の中にバス停をつくっていただきました。それは一種の広告だと私は考えています。広報
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活動に力を入れてやるということですので、できれば扇浦分譲ツアーを臨時バスを出して

やるとか、ぜひ村長にお願いしたいのと、扇浦が第２集落という位置づけがなされた以上

は、力を入れて第２集落としての位置づけを今まで以上に進めていただきたいという思い

がいたします。その辺をお伺いします。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） まず、第２集落という位置づけということで答弁をさせていただきま

すと、議員のおっしゃるとおりだと思います。私どもは、村として第２集落として集落化

を進めた以上は、利便性のことについてもできるだけの努力はすべきだと。分譲地という

ことにとらわれず、第２集落という考え方を持つべきだと思っているところでございます。 

  また、分譲地の分譲についてのご提案については、アイデアの１つとして承らせていただ

きたい、このように思います。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 今回、私の一般質問の出し方が、その他という形でちょっと混乱を招

いたような文書だったかもわかりませんけれども、私は、その他という部分に関しては、

今まで何回も継続して質問してきたという意味の部分を端的にあらわしたつもりだったん

ですけれども、その辺は執行部に対して申しわけないという気もしていますので、今後は

ちゃんとした形で質問事項を明記するようにします。 

  最後に１つお聞きしますけれども、私も何回か言っていますけれども、旧赤間ホテルにつ

いて、これは出入り口の確保は必要だというのは多分村長もおわかりだと思います。そし

て、その出入り口確保に財政課長は２つの案があるような話をしていましたけれども、私

が見たところ、奥側の１つに関してはまず無理だなという感じを抱いております。そうす

ると、もう１つの部分ということですけれども、ここには当然地権者の方がおられて、地

権者の方も事業についていろいろと考えているという部分もあります。そういった中で情

報交換をよくしてもらわないと。行き違いがあると余分なお金がかかるとかそういう部分

も出てくると思いますので、旧赤間ホテルの出入り口の確保に関してはぜひとも協議を進

めていただいて、早い時期に結論を出せるような形にしていただきたいと思います。この

ことに関しては財政課長と、最後に村長もお答えいただけますか。 

○議長（佐々木幸美君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 旧赤間ホテル、小笠原グランドホテルということになりますが、

こちらのご質問を何回か杉田議員からいただいております。昨年も含めまして周辺の地権
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者の方と接触はしてはきているんですが、土地の問題ですので、なかなか一気に解決でき

ないような課題がいろいろ出ているところがございます。もちろん今議員から、まだ情報

交換なりその辺の調整機会が少ないということもご指摘ありましたので、これからその辺

についてはもっといろいろと努力をさせていただきまして、なるべく早く解決に導きたい

というふうには考えております。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 従前からご答弁させていただいていますが、進入路ということは何を

やるにしても肝心なことでございますので、今、財政課長が答弁しましたように、財政課

において地権者の方とより多くの機会を持って話し合いをするように私からも指示をした

いと思います。 

○議長（佐々木幸美君） お諮りします。 

  暫時休憩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） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、暫時休憩いたします。 

  午後２時から再開します。 

（午前１１時５５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） 

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

◇ 高 橋 研 史 君 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） １番、高橋研史でございます。 

  まず、質問に先立ちまして、この３月11日をもちまして東日本大震災から丸２年が経過い

たしました。改めまして、お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災

された方の一日も早い復興が遂げられますようお祈り申し上げますとともに、ここ小笠原

におきましても、この復興に何かお役に立てることがないかということを常に考えながら

暮らしていきたいと思っております。 

  また、我々の身近にありましては、先ほども黙祷を捧げましたけれども、宮川 晉元議員

が１月30日にお亡くなりになりまして、私、個人的には氏との出会いがなければ、ひょっ
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としたらこの場に立っていなかったかもしれません。改めまして、氏の６期、通算21年に

及ぶ議会活動に対しまして、敬意を表するとともにご冥福をお祈りしたいと思います。 

  それでは、質問に移りたいと思います。 

  事前に皆様のお手元に通告表が配られておりますけれども、これに１点、緊急ということ

でご了承いただきまして追加させていただきました。 

  それでは、１点目の質問に移らせていただきます。 

  政府は、政府主催による主権回復60周年記念式典を、この４月28日、千代田区憲政記念館

において天皇・皇后両陛下をお招きして開催することを昨日12日決定しております。これ

に先立ちまして、11日、衆議院予算委員会において、沖縄選出の自民党の西銘恒三郎議員

の記念式典に関する質問で「サンフランシスコ講和条約から60周年を記念して４月28日、

政府主催による主権回復60周年記念式典を検討しているが、1952年４月28日、沖縄県奄美

群島、小笠原諸島の国民にあっては、この日は祖国から切り離された複雑な心境がある。

これらの島々の国民に対する総理の思いを」という質問がなされました。これに対して安

倍総理は「昨年、60年を迎えたが、節目を記念して我が国による国際社会への平和と繁栄

の責任ある貢献の意義を確認するとともに、これまでの経験と教訓を生かし、我が国の未

来を切り開いていく決意を確固としたものとするため、本年の４月28日に政府主催の記念

式典を実施する方向で今検討している。式典に当たり、小笠原、奄美、沖縄が戦後の一定

期間、我が国の施政権の外に置かれたという苦難の歴史は忘れてはならないと思う。苦難

を耐え抜かれた先人の心情に思いをいたし、沖縄の方々の抱えている基地負担の軽減に取

り組むとともに、小笠原、奄美、沖縄を含めた我が国の未来を切り開いていく決意を新た

にしていくことが大切であろうと思う。７年間の占領期間を経て、全てが同時に日本の施

政権になればよかったが、戦争に負け、占領下にある状況で、まずは一歩一歩地歩を固め

て、そして交渉力を得ていくしかほかに道はなかった。60年前の人たちは苦渋の決断をし

たのだろうと思う。そのような思いをしながら、さらに沖縄、奄美、小笠原の方々の気持

ちに十分配慮しながらこの式典を行わなければならない」との答弁がされたところであり

ます。 

  まず、この政府主催による主権回復60周年記念式典に対し、小笠原村民、また、疎開から

24年間の大変ご苦労なさった旧島民の方々を代表して、村長の思いをお伺いしたいと思い

ます。さらに、総理の小笠原、奄美、沖縄に対するこのような思いを今どう受け止めてい

らっしゃるのか、その点についてもお伺いしたいと思います。 
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  それでは２点目、これは事前の通告表にございます。第４次小笠原村総合計画についてで

ございます。 

  現在、村におきましては、平成26年度を初年度とする第４次総合計画の策定に取り組んで

いるところであります。基本構想は小笠原村の将来像を明らかにし、その実現のための施

策の基本的方向を示す村の最上位の長期計画であると計画の中にもうたわれております。

村にとっては最も重要な作業に今取り組んでいるわけですが、逆に考えてみますと、10年

に一度村からの発信ができる機会でもあると言えます。 

  そこで、まず１点目として、小笠原村では村の将来像を昭和57年度から平成５年度までの

第１次総合計画で「もう一度訪れたい魅力ある村」の実現を、平成６年度から平成15年度

までの第２次総合計画で「世界のモデル『交流アイランド』小笠原」の実現を、平成16年

度から平成25年度までの第３次総合計画で「持続可能な島～成長から成熟へ～」の実現を

目指し村づくりを進めてまいりました。計画策定に当たり、今後10年の村の将来像につい

て、現時点で固まっていれば、お伺いしたいと思います。 

  ２点目、計画策定のスケジュールについて、さきの村議会において説明を受けましたが、

現在、計画どおりに進んでおりますでしょうか。具体的な進行状況についてお伺いいたし

ます。 

  ３点目、計画策定に当たり、全職員の上に第４次小笠原村総合計画策定プロジェクトチー

ム、いわゆるＰＴというもの、さらにその上に第４次小笠原村総合計画策定委員会が設置

されておりますが、それぞれの機能と設置の目的、効果についてご説明願います。 

  ４点目、小笠原村将来像検討基礎調査において、有識者ヒアリング、一次でございますけ

れども、その対象者に山田吉彦、加藤泰治、伊藤太一の３名の先生方を選定しております

が、その狙いはいかがなものでしょうか。また、一次とありますが、さらに対象者を考え

ておりますでしょうか。お伺いいたします。 

  ５点目、計画策定に当たり、総合開発審議会の方はどのようにかかわるのか、村としてど

の程度のかかわりを考えているのか、お答え願います。 

  ６点目、村民アンケートは何のために何を聞き、どのような方法で実施し、これを誰が分

析するのか、お答え願います。 

  ７点目、計画案は最終的に12月議会において議決するという工程表を報告を受けておりま

すが、そのとおりの予定で進んでいくのでしょうか。 

  以上、よろしくお願い申し上げます。 
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○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、政府主催によります主権回復60周年記念式典についてのお尋ねがございました。安

倍総理と西銘議員のやりとりは、議員のご質問の中にあったとおりでございます。４月28

日を主権回復の日と位置づけて、この日に合わせて記念式典を挙行するということでござ

います。私は、地方自治体の一首長として、この記念式典の開催に対して否を唱えるもの

ではありません。しかしながら、議員のご質問にもありましたが、我が小笠原は昭和19年、

強制疎開となりまして、このサンフランシスコ講和条約が発行当時は米国の統治下でござ

いました。我々旧島民の先人たちは、当時、内地でそれぞれの場所において大変なご苦労

をされていたわけでございます。そういう心情に思いをはせますと、いろいろ複雑な思い

も私の中にもよぎってくるところでございます。ただ、議員の質問の中にもございました

が、安倍総理はこの決定に際し「小笠原、奄美、沖縄が一定期間、我が国の施政権の外に

置かれた苦難の歴史を忘れてはならない」というご発言をされたと伺っております。式典

に当たっては、この事実を広く国民に総理の言葉として発信していただくことができれば、

そして、そういう事実を安倍総理がきちっと認識をしているということを我々が、旧島民

の皆さんが知ることができれば、旧島民の皆さんにとっても、私ども小笠原村にとっても

大変ありがたいことだと、このように思っているところでございます。 

  ２つ目に、総合計画についてのご質問がございました。議員お尋ねのとおり、基本構想は

村民と行政がともに実現を目指す将来像でありますので、今後、村民や議員の皆様ととも

に考えながら固めていくということになります。現在、作業を進めておりますが、その方

向性としましては、第４次ともなりますので、現計画内で達成された世界自然遺産登録や

海底光ケーブルの本土との開通といった取り巻く環境の変化等のもと、村民が本土から

1,000キロ離れた超遠隔離島で暮らすという自覚を持っていただいた上で、暮らしやすい村

を実現していくという将来像を目指したいと考えております。 

  また、基本構想の中で、海洋立国への貢献や航空路の必要性など現構想よりも強調してい

きたいと考えているところでございます。構想案として取りまとめができましたならば、

お示しを申し上げたい、こう思っているところでございます。 

  ２点目以降、個別具体的なご質問でございましたので、担当課長より答弁をさせます。よ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課企画政策室長、湯村君。 
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○総務課企画政策室長（湯村義夫君） それでは、個別具体的な質問に対しましてお答えいた

します。 

  初めに、スケジュール等について計画どおり進んでいるか、その進捗状況について伺うと

いうご質問でございました。これにつきましては、前回、スケジュールにつきまして議員

の皆様にも説明させていただきましたが、計画の体系などを議論している過程で検討すべ

き事項も多々出てきておりまして、平成25年度末までに総合計画を策定するというトータ

ル的な計画策定に影響のない範疇で一部日程等を変更し、作業を進めているところでござ

います。 

  次に、計画に当たってプロジェクトチーム、またその上に小笠原村総合計画策定委員会と

いうようなものが設置されているけれども、それぞれの機能と設置の目的、効果について

説明していただきたいというご質問でございました。基本的には村の最上位に当たる計画

でございますので、全職員が関わりながら計画を策定し、総合計画に対する理解を深めて

いきたいと考えております。その中で、まず計画策定の主体となりますのが、係長級、主

査級の職員をもって構成しておりますプロジェクトチームでございます。このプロジェク

トチームの各メンバーが総合計画の素案を作成いたします。その過程の中では、各係の係

員からも意見をもらいながら全庁的な作業で進めていくことができればいいのではないか

というふうに考えております。一方、総合計画策定委員会は、管理職で構成され、策定さ

れた素案を大局的な視点から検討し、計画案として決定することとしております。その後、

計画案をもって村民の皆様や総合開発審議会にお諮りをし、最終的には議員の皆様にもご

理解、ご了解いただき、議決をいただきたいというふうに考えております。 

  次に、有識者ヒアリング、第１次を行い、また２次とあるけれども、その狙い等について

はいかがかという内容のご質問でございました。今年度の調査の中では、小笠原村の目指

すべき方向性を探る検討材料とする目的で、各分野の有識者の方にヒアリングをさせてい

ただくこととしております。まず、第１次といたしまして、海洋問題研究家であります東

海大学の山田吉彦教授、また、南鳥島近海でレアアースを発見された東京大学の加藤泰治

教授、環境容量に詳しい筑波大学の伊藤太一教授に話を伺っております。狙いといたしま

しては、山田教授には、我が国の海洋政策の動向、海洋国家における小笠原諸島の存在意

義など、また、加藤教授には、海洋資源開発における小笠原村の役割など、また、伊藤教

授には、環境容量の概念や設定などの事例などについて専門的見地から助言をいただいた

ところでございます。なお、２次といたしましては、この３月に別の専門家の２人にヒア
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リングを実施しているところでございます。１人は、交通権、移動権の有識者であります

関西大学の安陪誠治教授、これは航空路のない小笠原村において移動に関する権利という

視点からどのようにとらえられるのかというようなお話を伺っております。もう一方は、

小笠原村の今後のエネルギー政策を検討する上で環境ジャーナリストの小澤祥司氏から今

後のエネルギー政策の目指すべき方向性などを伺っております。 

  次が、計画に当たりまして総合開発審議会の委員の皆様はどのように関わるのかというよ

うなご質問でございました。小笠原村の総合開発審議会は、村の振興開発に関すること等

を審議するために条例に規定されております村長の諮問機関でございまして、各種団体を

代表する方や識見を有する方により構成されております。村の総合計画案につきましては、

従来どおり村長から総合開発審議会に諮問をし、３回から４回程度の審議を得た上で総合

開発審議会より答申をいただきたいというふうに考えております。 

  次に、村民アンケートにつきましてのご質問でございます。どのようなことを聞き、どの

ような方法で実施するのか、誰が分析するのかというようなご質問でございました。村民

アンケートの内容につきましては、今後検討していくということになりますけれども、今

後の村づくりに対する意識調査などを村内の全戸に対して調査させていただき、村民の皆

様の意見を総合計画に反映させることを目的としております。結果の取りまとめ、また分

析につきましては、平成25年度の予算案に計上させていただいております総合計画支援事

業の中で業者へ委託するということを考えております。 

  次に、計画案は最終的に12月議会において議決の予定ですかというご質問でございました。

議決につきましては、当初の予定としては12月議会で議決をいただくというふうに考えて

おります。しかしながら、村民の皆様の意見の反映など時間をかけたほうがいいのではな

いかというような考え方も出てきておりまして、その場合には年度末に当たります来年の

３月議会での議決とさせていただくことも考えております。なお、議決に当たりましては、

事前説明、事前協議等を十分にさせていただきたいと思いますので、お力添えのほどよろ

しくお願いいたします。 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） まず１点目でございます。政府主催の式典に関して、村長のお立場と

しては式典云々はないと。それは全くそのとおりだと思います。 

  もう１点確認しますが、式典においては、総理から国民に向けて、もう一度小笠原、奄美、

沖縄、このたどった歴史というものを国民の前で述べられていただきたいというお気持ち
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をいただきました。 

  こういう式典ですので、総理が予算委員会においてこれだけのご答弁を、奄美、小笠原、

沖縄という言葉を何度も使って答弁されております。きっと政府から村に対して出席要請

があるんではないかなと私は期待をしております。逆に、こういう歴史を抱えた島でござ

いますから、それは必ずあってしかるべきだなと私は思っております。ぜひ村の代表とし

て村長または議長、この式典に出席が叶うよう、ただいま村長からいただきましたご答弁

を国、政府に届けて、この思いがかなうように実施したいと私は思っております。議員の

皆様にありましても、ぜひこの思いを一つにしていただいて、ご協力よろしくお願い申し

上げます。 

  それでは、総合計画のほうに移らせていただきます。総合計画、大変大事な計画でござい

ます。10年に一度めぐってくるこの計画でございます。この10年を考えてみますと、ちょ

うどこの10年が返還何十五年という節目に突き当たるわけですね。そうしますと、村の中

の行事的にも大変な思いをして人を割いて仕事をなさっていると思いますけれども、今、

この作成に当たって人員が足りないとか困っているようなことはないでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 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、総合計画を策定し出していると申しますか、その

入り口の部分におるわけですけれども、具体的に困っているというようなことではなく、

逆にこれからいろいろな議論を重ねていくというようなことがありますので、その辺につ

きましては、困っているというよりも、これから充実した議論等が重ねられていくんだろ

うというふうに考えております。また、そのまとめがいろいろ時間もかけながら、できる

だけ質のいいものをつくり上げていきたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） 有識者ヒアリングについて再質問させていただきます。この先生方、

海洋政策の専門家あるいは海洋資源の専門家、海洋交通の専門家が入っております。この

人選について、私は大変評価をしたいと思います。今話題になっております小笠原を取り

囲む情勢を的確に判断なさって、それらの方々を人選したと私は判断しております。この

人選について、私は全くの賛成です。よろしくお願い申し上げます。 

  それと、村民アンケートですけれども、このアンケートは村の方向性について村民に意見

を聞いていくということが目的のようですけれども、どこにしてもですが、議会制民主主

義という中で議会が村民の代表者として選ばれて村の政策について云々という議会の権能
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を持っております。それと村民個々の意見というものをどのように区別してアンケートを

実施していくのか、そこのところのくくりをご説明願いたいと思います。 

○議長（佐々木幸美君） 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） 村民アンケートと議会との関係といった部分でのご質

問かと思いますが、村民アンケート自体は、先ほどご説明しましたけれども、村民の皆様

が村の将来像についてどのように考えているのか、また、村づくりに対してどのような意

見をお持ちなのか、今は全世帯を対象にというふうに考えておりますけれども、それを直

接意識調査として行いまして、それをある程度参考あるいは反映させて計画策定の案をつ

くっていきたいと。その過程におきまして、先ほども一部ご説明差し上げましたが、総合

開発審議会、これは村長の諮問機関でございますけれども、そういった村民アンケート等

得たものを村のほうである程度つくり上げた項目事項または計画案について諮問をし、そ

の答申を得ると。その上で最終的に議会の皆様にお諮りをし、議会の審議をいただいて議

決を得ると。関係と申しますか、流れとしてはそのような形を考えております。 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） そうしますと、議会からも意見を聞く機会はありますよね。それは１

点確認しておきたいんですけれども、よろしくお願いします。 

○議長（佐々木幸美君） 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） 計画を策定していく各段階において、必要に応じて議

会の皆様にはいろいろとご相談、協議の場を設けさせていただきたいと思っておりますの

で、先ほども申しましたように、最上位計画ということでできるだけ充実したものをつく

り上げたいということでは皆さんの意見も十分にお聞きしたいと考えておりますので、そ

ういう場を設けるということは必ず行います。 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） 機会を見てよろしくお願いいたします。 

  この総合計画、最初の基本構想ですけれども、今回、第３次の基本計画では「成熟」とい

う言葉を使われております。私、この成熟という言葉がちょっとひっかかったんです。と

いうのは、これは屁理屈かもしれませんけれども、成熟の後に何が来るんだろうかと。木

の実で言えば、成熟すれば落ちてしまいます。落ちても、そこからまた芽が生えて次の木

が生まれてくるという世代の受け継ぎに成熟という言葉はつながっていくとは思うんです

けれども、次の計画では「暮らしやすい村」というイメージを前面に出すようなお考えが
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あるようですけれども、どうなんでしょうか。10年、10年、しめくくり、しめくくり、こ

れは制度ですから仕方がないんですけれども、村づくり、まちづくりというのは百年の計

と言われています。100年ぐらいかけないと本物のいいものはできない、100年ぐらいかけ

てつくっていきましょうと。ヨーロッパのほうはそういう考えに基づいてすばらしい街並

みをつくったり、まちづくりが行われていますけれども、そういう考えに立ちますと、最

初の基本構想の中の芯にある部分というのは、何か一本道筋をつけて、それに枝葉をつけ

てというような、何か一本芯になるものをぜひこの機会に考えて入れていただきたいと思

うんですけれども、村長、お考えはいかがでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 私も第３次総合計画の前に就任しまして、第３次総合計画の策定につ

きましては、今まで１次総合計画、２次総合計画と違って、コンサルタントですとか外部

の意見ではなく、庁内で頑張ってつくろうと相当肩に力を入れたりもしまして、やってき

たところです。そして、今言う骨格のところでございますが、究極的に暮らしやすい、こ

こに住み暮らすということの暮らしやすい村をつくるということが私は一つの芯ではない

かと思っております。そこから派生するものが、例えば安全で安心した村だとか、産業が

活性化のある村だとかいろいろ出てくるとは思いますが、先ほど高橋議員が言われました

ように、当時「成長」という言葉が使われておりましたので、３次総合計画のときは「成

長から成熟へ」というキャッチフレーズをつけてやってきましたが、これから時代がどの

ように変わり、小笠原が求められるニーズがどういうふうに変わっても、暮らしやすい村

を目指すんだということを一つの根幹にして考えていきたいというのが私の気持ちであり

ますし、考え方でございます。 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） 人間は、変わらないものに美しさを、あるいは郷愁を覚えます。京都

なんかが人気があって、皆さん、そこに訪れるというのは、あの昔からの雅なたたずまい

が残っている、そういうものに美しさを感じ、また郷愁を感じ、ふるさとを感じるという。

ぜひそういう思いもこの計画の中に取り入れていただいて案をつくっていただきたいと思

います。 

  この１年間、過密スケジュールの中、大変なお仕事に着手して、これを遂げなければなり

ません。12月、最終的に議決を得て、それが３月になるかもしれないというようなお答え

もいただきましたけれども、この計画があって、いわゆる小笠原村諸島振興開発特別措置
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法の延長というものがございます。鶏が先か卵が先かではありませんけれども、私は、ぜ

ひとも12月に議決ができるようにお願いしたいと思います。これは答弁は結構です。今後、

大変な作業にかかって庁内の皆様は大変ご苦労すると思いますけれども、私からもエール

を送ります。そして、村民の皆様にも、今、村が次の10年を考える大切な１年間を迎えて

作業を始めているということをぜひ知っていただきたいと思います。 

  これで質問を終わります。 

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

◇ 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。 

  １点目の福祉について。 

  母島の保健師が産休で２月から不在になっております。業務の補完も含め、今後の速やか

な人的対応をお願いしいたと思いますが、どのような対策を考えているのでしょうか。そ

して、これは以前にもお願いして、職員の定数の問題とかあって今に至っているわけです

けれども、ケアマネージャーの業務を考慮しても、現在の月１回、父島から母島に来てい

ただいて対応している状態では、我々母島島民にとっては不安でたまりません。というの

は、ははじま丸の運航形態や海の状況によっては、月１回がだめになったりすることがあ

ります。やはり常駐を望んでおります。その対応についての考え方をお願いしたいと思い

ます。 

  ２点目の母島でのシロアリ対策について。 

  昨年の６月、母島の蝙蝠谷仮置き場から、東京都の仮置き場からイエシロアリが見つかり、

このことについて昨年の３月定例会でも質問しましたが、その後の状況と今後の対策につ

いてお伺いいたします。 

  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、母島の保健師、ご質問のとおり産休で不在ということで、その対応についてという

ご質問と、以前もいただきましたケアマネージャーについてのご質問でございました。議

員がおっしゃっておられた母島の皆様の不安というのは、そのとおりのことだと思ってお

ります。具体的な対応をどう考えているか、担当課長に答弁をさせますので、よろしくお
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願いを申し上げます。 

  また、母島でのシロアリ対策につきましても、その後の経過と今後の対策ということで、

まずは具体的なところ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。 

○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） 母島の保健師の育児休業期間における今後の対応についてご

説明をさせていただきます。 

  先ほど議員ご案内のとおり、産休に入りまして現在不在となっております保健師につきま

しては、欠員といいますか、産休に入った時点で募集を行いまして採用試験を行いました。

そういった意味では、人的対応としましては、新任保健師１名の採用が現在決まっている

ところでございます。この者については、今年５月には小笠原に着任する予定になってお

ります。村の現在の保健業務実施に係る体制といたしましては、父島・母島両島に保健師

を配置しているところでございまして、母島の保健師が現在不在という現状におきまして

は、保健師の欠員補充がなされた場合には母島への配置ということは当然のことではござ

います。しかしながら、保健師が行う仕事の内容やその仕事に必要とされる知識は非常に

幅広く多岐にわたっておりまして、医療・看護関係の知識が必要なのはもちろんのことで

すが、行政サービスに対する知識も必要となってまいりますので、ある程度の育成期間を

設けまして島での業務の経験を積ませるということが重要であると考えているところでご

ざいます。職務上、医師や看護師とは異なりまして医療等にかかる対療法的な緊急性とい

うことはございませんけれども、母島での実際の保健業務を円滑に進めるためにも、現在

おります父島の保健師のもとで育成を行った上で母島へ着任、常駐をさせたいと、このよ

うに考えているところでございます。育成期間につきましては、採用予定者が保健師の実

務が未経験ということもございまして、１年程度を想定しているところでございます。保

健師の母島常駐による村民の方々の安心感ということでは重々承知をしているところでは

ございますが、当面、１年間程度は父島・母島両島を２名の保健師で対応していくという

ことでのご理解をお願い申し上げたいと思います。その際に、母島での保健業務につきま

しては、定期的に行われる乳幼児健診とかといったものの保健事業はもちろん、毎月の母

島への出張など遺漏のないように対応してまいりたいと考えております。 

  次に、ケアマネージャーの配置というご質問でございますけれども、当村のケアマネージ

ャーについては、介護サービスのケアプラン作成のほかに、職務の守備範囲というもの、
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相当広く受け持っております。その中で月１回母島へ訪問させていただいているところな

んですけれども、随時の訪問ですとか日々の相談というようなことができないという部分

では、母島の皆様にはご不便をおかけしているところではございます。今後につきまして

は、母島常駐という形での定数増というのは非常に難しいところがございますので、母島

在住の者の中から訪問調査員資格ですとかケアマネージャー資格の取得など、母島での人

材育成を図ってまいり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） 建設水道課長、増山君。 

○建設水道課長（増山一清君） では、２点目のご質問でございます母島でのシロアリ対策に

ついて。 

  平成24年第３回定例会でも回答させていただきましたが、昨年６月のシロアリ対策事業に

おいて、母島蝙蝠谷仮置き場でのイエシロアリの定着が確認されたことに伴い、９月に村

の緊急対策事業として蝙蝠谷仮置き場内の枯損木の一部点検を行い、営巣５カ所を発見し、

駆除しております。その後、東京都において引き続き対策が講じられ、蝙蝠谷仮置き場内

の枯損木の総点検が本年２月に完了しております。昨年12月の点検作業では、アカギの立

ち木の根幹から比較的大きな営巣を摘出し、副女王10匹を捕獲しており、蝙蝠谷仮置き場

内の本丸を駆除できたものと考えております。 

  次に、対策についてでございますが、今回、蝙蝠谷の仮置き場周辺に展開していると思わ

れるイエシロアリについてモニタリングを行い、また、見つかったシロアリにつきまして

は適宜営巣を潰すという作業を続けてまいりたい、蝙蝠谷を重点的に作業を進めてまいり

たいと考えております。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） 福祉についてですけれども、まず、現状について今いろいろ説明があ

りましたけれども、やはり本来あるべき職員の配置を維持できるように根本的な対策を検

討していくべきではないでしょうか。そもそも職員の定着の問題もさることながら、採用

試験自体への応募がない場合や、採用した後に辞退をされる現状もあるように聞いており

ます。医療職や保健師、保育士などの専門職の職員採用がなかなかできないという現状に

あっては、何か他の方策を検討する必要があると思いますが、どうなんでしょうか。例え

ば以前には委託職員という身分の専門職があったように記憶しております。その是非は別

としても、正職員のような様々な規制や手続きによらない、個別に迅速に採用できる雇用

体系を検討できないんでしょうか。小笠原村の特性を考えた場合、小笠原に特化した採用
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方法をぜひ検討していただきたいと思います。当村のように超離島にあっては原理原則に

とらわれていたのでは職員の確保はなかなか難しいだろうと思いますけれども、総務課長、

いかがですか。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。 

○総務課長（江尻康弘君） ただいま稲垣議員からお話がございましたとおり、ここ数年の傾

向ではございますけれども、資格を必要とする職種の採用については非常に厳しい状況が

続いているところではございます。今、議員からいろいろこのような採用の仕方ができな

いのかというようなお話をいただきました。１つ１つ検証の上、総合的な検討をしていき

たいと考えております。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） 同じ質問を村長にします。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 基本的には、今、総務課長が答えたとおりでございます。そして、稲

垣議員のご質問の中に委託職員のことが出ました。是非は問わずということでしたが、こ

の委託職員については、私が就任して議会の皆様にもご報告申し上げましたが、きついお

叱りを受けてきたところでございます。原理原則論にとらわれるつもりはございませんが、

この委託職員ということにつきましては、一度きちっとした指導を受けたところでござい

ますので、他の方法を模索できればというふうに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） 以前、母島で看護師をしていた方に、現在、診療所や母島の明老会を

お手伝いしていただいていると聞いております。そういう方にさらに協力いただいて、職

員が配置されるまででも週２日ぐらい、支所に半日ぐらいずつでも詰めていただいて相談

をしていく体制はとれないんでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。 

○総務課長（江尻康弘君） お答えいたします。今、稲垣議員が質問されました内容というの

は、恐らく非常勤的な取り扱いの方ということになるかと思うんですけれども、現場で求

めている勤務体制と照らし合わせること、それから実際にお声かけをするご本人のいろい

ろなご都合等も勘案しなければならないというような状況もございますので、一概に可能

かどうかというお話が非常にしづらいところもございますけれども、方法の一つではある

と考えております。 
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○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） 一つの方法ということで今答弁いただきましたけれども、庁内でそれ

は検討していただきたいと思います。というのは、先ほども言いましたように、月１回な

り、今後，保健師に関しては２名体制で父島・母島間を対応していくという答弁でござい

ました。50キロ離れていると、ははじま丸の運航形態や海の状況によっては、来る日にな

ってだめになったり、母島の島民として考えていたときに来られない、そういう場合も出

てきますので、何らかの対策を早目に検討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） 総務課長、江尻君。 

○総務課長（江尻康弘君） お答えいたします。私も短い期間ではございましたけれども、母

島に生活をする中で、今、稲垣議員がお話しされたようなことを思うところはございまし

た。その中で村としての方向性というものを考える中で調整が必要なところがまた別に出

てまいりますので、そういった部分も含めて調整をさせていただけたらと思っております。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） ケアマネージャーの件ですけれども、村長に伺います。我々母島島民

としては、父島から月１回来ていただいて対応している現状では、これから高齢化が進む

中で母島のことを我々自分たちのことも含めて知っている方に相談しやすい。そういうこ

とが多々あります。そういうところで、やはり常駐というのは考えていただけないでしょ

うか。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 今までのやりとりの中で常駐ということを私が考えていないわけでは

ありません。私は、母島の皆さん、村民の気持ちというのはわかるつもりでございます。

これは母島に限らず、お医者さんでもそうですが、この方には診てもらいたい、この方に

はということは多々あることでございまして、それとは別に父島・母島にできればそうい

う方策がとれればいいなと思っておりますが、現場を預かる担当課は担当課のいろいろな

考えがございます。私は、現場が責任を持ってやっていく、やりやすい、そういう方策を

講じてあげるのが一番だと思っていますので、稲垣議員のように村民の皆さんの思いを議

会を通して我々に伝えていただく、そして、それをまた私は担当部署に、こういうふうに

はならぬのかという庁内の議論をした中で、現実的に皆さんに本当にご迷惑をかけない、

なるべくそういうような形で物事が進んでいくことがいいことだというふうに思っていま

す。総務課長の答弁も、２年間母島勤務を経験した上で、十分その辺を踏まえた上で総務
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課長として答弁をしておりますので、どうかその辺についてはご理解のほどよろしくお願

いを申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） 対応策をよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、シロアリに関してでございますけれども、蝙蝠谷の仮置き場から農家に配布さ

れたチップの未回収について、10月中に回収や点検を実施することとしましたけれども、

完了しているのでしょうか。 

○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） 母島支所の職員を中心に、東京都の母島出張所のご協力もい

ただきながら全チップの回収を完了しております。10月に実施したシロアリ対策事業での

点検におきましても、イエシロアリの痕跡等の異常は確認されませんでした。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） 蝙蝠谷の仮置き場での駆除はできたとのことですが、今後、ここに関

してもう心配はありませんか。 

○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） 蝙蝠谷仮置き場周辺で２年前からイエシロアリの羽アリが確

認されており、周辺にも営巣が存在する可能性が懸念されます。今年度に実施された蝙蝠

谷仮置き場内の対策評価とともに周辺の状況を調査するため、村事業として蝙蝠谷仮置き

場周辺にモニタリングポイントを45カ所設置して定期的に監視を行っていくとともに、６

月に群飛調査を蝙蝠谷仮置き場周辺及び集落内で実施し、重点的にシロアリ対策を講じて

まいります。また、蝙蝠谷仮置き場内については、東京都においてモニタリングポイント

を24カ所設置し、群飛調査とあわせて監視を行っていくと聞いております。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） 東京都や国の関係機関との調整はきちっとできているんでしょうか。 

○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） 年４回開催されるシロアリ対策連絡調整会議で情報を共有し

ながら、シロアリ対策の重要性を主張しております。２月19日に今年度最後の会議が開催

され、来年度以降の継続開催と人事異動による引き継ぎについて確認がなされております。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） 蝙蝠谷周辺でのシロアリ対策を重点的に今やっているわけですけれど
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も、ぜひお願いしたいことがあります。長浜トンネル周辺など北部の対策も引き続き力を

注いでいくべきだろうと思います。というのは、前にも言いましたけれども、蝙蝠谷に入

った経緯というのは、北から出た伐採木をあそこへ持ち込まないという約束のもとにして

いたことが実際は持ち込まれて、現場を預かる作業員まで通じないためにあそこに持ち込

まれて、あそこが営巣地域になってしまったという経緯がありますので、心配しています。

どうなんですか。 

○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） 平成23年６月に母島集落周辺でイエシロアリの羽アリが確認

されてから、集落へのイエシロアリ定着を防ぐことを第一に緊急かつ重点的なシロアリ対

策を行ってきました。そのため母島北部につきましては、従前の規模での対策とまではい

きませんでしたが、継続してシロアリ対策を行ってまいりました。長浜から生息域の南下

を防ぐとともに、母島からイエシロアリの根絶を目指して講じてきた母島のシロアリ対策

方針に変わりはございませんので、集落周辺の重点的なシロアリ対策と並行して北部のシ

ロアリ対策も引き続き行ってまいります。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） 今の答弁の中で、根絶を最終目的としているという答弁がありました。

これは重く受け止めておりますので、今後ともよろしくお願いします。 

  それで、今年度は６月と９月に母島で住民説明会が開催されておりますが、３月にも開催

されると聞いております。今後も引き続き住民説明会を開催し、情報を発信していく必要

があると思いますが、どうですか。 

○議長（佐々木幸美君） 母島支所長、箭内君。 

○母島支所長（箭内浩彌君） 説明会につきましては、私のほうから説明いたします。これか

ら３月ですけれども、今年度最後のシロアリの対策事業を村事業ですが行います。これに

あわせまして３月19日に村民会館におきまして住民説明会を開催するところで今準備を進

めてございます。なお、今回の説明会につきましては、先ほど東京都小笠原支庁の中、小

笠原諸島森林生態系保全センターの方もご参加をいただく予定となっております。また、

今後につきましても、シロアリ対策事業に合わせまして年１回程度は説明会を開催したい

と思います。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） 村長に伺いますが、先ほど建設水道課長及び母島支所長から今後の対
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応について説明をいただきましたけれども、蝙蝠谷でのイエシロアリの定着が確認された

ことについて母島島民は不安を抱いております。前回も言いましたけれども、入った場合

には補償してくれとかそういう意見も出ております。村長のこれからの対策について考え

方を聞かせてください。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 昨年９月の定例会でも稲垣議員のご質問に対して答弁をさせていただ

きましたが、今回、蝙蝠谷でイエシロアリの定着が確認をされたという報告につきまして

は、長浜から生息域を拡大しながら南下してきたものではないという報告を受けておりま

すので、少し安心をしたのですが、集落に近い蝙蝠谷でイエシロアリの定着が確認された

ということについては本当に脅威を感じております。集落への拡散防止をまず最重要課題

というふうに考えておりまして、担当課長から説明がありました蝙蝠谷の仮置き場の中の

対策が完了しておりますので、今後は周辺も含めた定期的な監視が必要になってくると思

っておりますので、担当にはそのように指示をしたいと思っております。 

  それから、シロアリ対策連絡調整会議というのが今は機能しておりますので、これなどの

場を利用しまして関係機関と調整しながら、事業者責任によるシロアリの対策を引き続き

要望してまいります。本当にあれほど母島には入れないということを目指してやってきた

わけですが、事実としてこのようになっていますので、１つずつ確実に対策を打っていき

たいと、このように考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） シロアリ対策をはじめ都営水道一元化の問題等、まだまだたくさんの

問題を本村は抱えております。増山課長には、これまでも含め知識と豊富な経験を生かし

て村政を担ってきましたことについて敬意をあらわします。一般質問の答弁でのご活躍は

これで終わると思いますけれども、今後とも父島、母島の抱えている諸問題に対して手を

緩めることなくご指導をお願いして、質問終わります。ありがとうございました。 

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

◇ 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 望でございます。 

  質問通告では、小笠原諸島振興開発特別措置法延長・改正についてということで提出させ

ていただきました。昨年の第２回定例会でも、この小笠原諸島振興開発特別措置法につい



－５３－ 

てのスケジュールとかその他調整について要望し、いろいろなことを議論させていただい

たことと思います。今回、公務出張させていただいて、たまたま２月19日に開催された第

84回小笠原諸島振興開発審議会に傍聴参加させていただきました。その目的が法延長に向

けての論点整理ということでありましたので、少々期待しておりました。その審議会の中

での東京都、国の説明を聞きながら、ちょっと愕然としておるということと、たまたまあ

の審議会の中で村が最重要課題としている航空路についての議論が余りなかった。また、

小笠原村において、さきの3.11のこともありますが、喫緊の課題だと私どもが思っている

防災避難道路についてのお話も出なかった。その中、村長、議長のお二人が最後に航空路

の話について、もう半世紀もたっているのに何とかしていただきたいとしっかり述べられ

たことを大変感動いたしました。あれがなかったら、あの会議に出た意味がなかったなと、

こういうふうに思った次第でございます。 

  そこで、冒頭の話の中で述べましたこの２点について、今後、平成26年から暫定措置法で

はありますが、法延長されるであろう小笠原諸島振興開発特別措置法の中にもう少し具体

的な取り組みができるような形に議論を進めていってほしいなということを思いまして、

この質問をさせていただいています。 

  特に、東京都の事務方の説明では、小笠原航空路協議会を５回開催したと言うにとどまり、

また、昨年と同じような自然環境を配慮し云々というところのお答えしかない。また、そ

れは当然26年から始まる暫定措置法の中でも、そういうくくりでいくんだろうと。なるほ

どなと。我々からすると、何か進んでいないなというふうに感じました。そういうことを

含めて、村長から今後の取り組み方、そして私たちがやはり何かしなくてはいけないなと

思うところもありますので、ここでご議論をさせていただきたい。よろしくご答弁をお願

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） 池田議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  小笠原諸島振興開発特別措置法、平成26年３月末に期限を迎えるということから、国土交

通大臣はじめ各機関に法改正延長について要望及びご支援をお願いをしてきているところ

でございます。返還以来、小笠原諸島振興開発特別措置法により基本・基盤整備及び産業

基盤は整備され、相応の成果を上げてきたというふうに思っているところでございますが、

法体系の改正や社会環境の変化による医療及び福祉の整備、また老朽化した既存施設の更

新や総合的な防災対策の整備など、今後も小笠原諸島振興開発特別措置法のもと、これら
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の多くの課題に対応していかなければならないと考えているところでございます。 

  ご質問のあった航空路の開設、まさに村民生活の安定や産業の振興等、小笠原村の自立発

展には欠くことのできない基礎的な条件であり、最重要課題でございます。また、航空路

の開設を検討するために設置されました小笠原航空路協議会は、前小笠原諸島振興開発計

画でうたわれておりました航空路開設に向けての前提条件である村民合意を得た上で設置

されたものでございます。こうした中、昨年来、小笠原諸島振興開発特別措置法延長に向

けた審議会が開催され、私自身、航空路の必要性については発言をしているところでござ

いますが、佐々木議長が特に力強いご発言をしていただきました。 

  ２月19日に開催されました審議会の委員の先生から、航空路の開設に向けた進捗のご質問

があり、また、昨年２月に開催された審議会でも同じような発言を得ているところでござ

います。傍聴されていて、ちょっとご不満というか、そういうこともあってお耳に残らな

かったかもしれませんが、工藤先生が東京都に航空路の進捗状況はどうなっているんだと

いう質問をされました。東京都はそれなりの説明をしたわけですが、ご記憶でしょうか、

岡本座長が最後に「今のではちょっとよくわかりませんね。次のときにはもう少ししっか

り答えていただきたいですね」というふうにまとめてくださいましたので、審議会の中で

もこの問題についてまた議論がされることと思いますし、期待もしておるところでござい

ます。 

  この航空路の開設に向けましては、関係者間の円滑な合意形成を図ることは決して簡単で

はない。そのことは十分肌で感じているところではございますけれども、次期小笠原諸島

振興開発特別措置法の改正・延長を迎えている中で、まずは小笠原諸島の特殊性をご理解

いただいている審議会の先生方に議論を発信していくことが非常に大切なことだというふ

うに考えております。引き続き航空路の開設に向け、さらなるご理解をいただけるよう、

多くの村民の切実な思いを私なりに伝えてまいりたいと考えているところでございます。 

  防災道路、防災についてのご質問でございました。防災機能を備えた都道整備でございま

すけれども、津波被害を想定した父島における都道整備についてのご質問かと思います。

父島の大村・清瀬地域から奥村・扇浦方面への交通アクセスが都道240号線に限られている

ために、津波被害の発生によりまして島の南北が断絶されることになり、南側地域の多く

の村民及び観光客が孤立してしまうことが懸念されております。このことから南北の孤立

状態を解消するため、奥村から清瀬間の高台における防災道路の整備が必要であり、東京

都にお願いをしてきているところでございます。 
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  この都道整備につきましては、過去、村から正式に要望し、東京都もそれを受け事業を実

施することになったものの、地元の村民からの環境問題による反対運動から保留となり、

現在は具体的な計画とはなっておりません。しかしながら、東日本大震災や南海トラフ巨

大地震により想定される津波の高さの発表などから、防災道路の必要性に対する村民の

方々の意識も大きく変わっております。また、今後、地元村民の防災道路の必要性に対す

る認識及び発表された南海トラフ巨大地震による津波の高さ等を踏まえ、防災道路の整備

について東京都に対し強く要望してまいりたいと考えております。 

  議会からも何度も質問を受け、私は私で、議会の皆さんは議会の皆さんで、この必要性に

ついてそれぞれ強く要望してきたところでございます。今、この間の国の新しい津波の高

さだとかそういうのを受けて東京都が具体的にはどのぐらいの被害になるのかの想定をし

ておりますので、これらが改めて出たときに、この必要性が具体的な数値をもってまた要

望に回れると思っておりますので、そのときを一つの契機ではないかというふうに考えて

いるところでございますが、村議会の皆様とともに、何としてもこの防災道路については

やっていただけるようこれからも努力をしてまいりたいと思います。 

  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） それでは、防災道路のほうから再質問をさせていただきます。 

  これも事業主体が東京都ということで、村長もじくじたる思いを持っていらっしゃると思

います。私たちも、具体的には東京都に対して要望することぐらいしかできないという部

分もあります。ですが、3.11という一つの大きな日本人、世界中にこの脅威を知らされた

中で、いろんな自然環境を求めたり居住空間の部分について主張された方々が20年も前に

いたことで中止になった道路が、このままでいいわけではないですよね。特に東京都に至

っては、都道として認定をされ、つくるというふうに決めておられたわけですから、当時

いろいろなすれ違いがあったにしても、それを乗り越えてやっていただけるよう私たちも

頑張りたいと思います。 

  ただ、今日の所信の中でも、避難するというのと、とにかく高台へという部分と、都道の

防災道路の位置づけとしては復旧・復興に必ず必要になるんですよという部分もあるので、

（仮称）奥村センターの防災避難用の部分ともつないでいくとか、そういうことも含めて、

ぜひ必要な部分について共通認識を持っていらっしゃいますから村内では安心なんですが、

これをどういうふうに東京都に持っていくか、要望を応えていただくか、これについて私



－５６－ 

も努力を傾注していきたいと思います。 

  村議会に復帰しまして２年がたちました。私も公約で防災道路については、当時、皆さん

が大変ショックを受けられていましたので、何とかしていこうよということで訴えてきた

こともございます。私は、これは住民とのお約束でもございますので、しっかりやってい

こうと思っています。どうぞよろしくお願いします。 

  このことについて村長もいろいろご苦労あると思いますが、行くたびにお願いをしていっ

てほしいし、なおかつ、我々に、こうしろ、ああしろという指示も、村長の考える部分の

指示も与えていただきたい。そうすれば、我々は我々なりの動きをしたいと思うんですが、

村長、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） まことにありがたいお申し入れだと思っております。本当に覆水盆に

返らずといいますか、一度いろんなことがあってほつれた糸というのは、ほぐすのにはな

かなか大変だなというのを実感しているところでございますが、それ以上の防災対策とし

て必要だということは、今、新たな認識のもとで東京都もありますし、我々もそうでござ

います。先ほど答弁の中で申し上げましたが、都の具体的な新しいハザードマップ、防災

対策が整ったとき、一つのきっかけになると思いますので、それまでの間に知恵を私なり

にも考えまして、ご提案いただきましたとおり、お力をかりるところはご相談をしながら、

このことに取り組んでまいりたいと思っております。 

○議長（佐々木幸美君） 池田 望君。 

○６番（池田 望君） ありがとうございます。 

  それでは、小笠原航空路について再質問させていただきます。返還されてからもう45年た

つということで、そのときからずっと村の最重要課題に位置づけてお願いしてきたところ

ですよね。今日、冒頭に黙祷しました宮川 晉先生、議長もこのことについては大変努力

をされた。また、その前にお亡くなりになりました打込政雄期成同盟の会長、そうやって

一生懸命努力された方も少しずつ天に召されていくという状況の中で、すぐに造れと言っ

ているわけではなくて、できる目鼻をつけていかなければならないなというふうに感じて

おるところでございます。これもまた設置主体が東京都ということで、お願いしていくこ

としかできないわけですが、同じようなことですが、これから村内の皆さんと手を携えて

やっていく方法とかそんなことを考えていきたいと思っております。 

  それで、所信の中で１つだけ聞きたいなと思ったのは、航空路の問題について解決しなけ
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ればならない課題、そのあたりがちょっと曖昧な言葉になっていたような気がするんです。

具体的に何がどう課題なのか、どうしていくのかということについて、村長から聞きたい

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） 東京都の小笠原航空路協議会の中で今ご指摘を受けました課題を具体

的に挙げさせていきたいと思っているんです。村の調査結果をもとに私どもなりに現行で

は洲崎の1,200メートルクラスがベストだと思っているんですが、まず設置場所、どういう

機材とかというふうに具体的に物が出てきますので、せっかくご質問いただいたんですが、

申し訳ございません、今ここで私の中でのことを具体的なハードルとして挙げさせていた

だくことはできないんですが、それをきちっとした協議会の場で具体的に提示をさせてい

ただいて、パブリック・インボルブメントに早くいきたいと思っています。 

  先人のお二方のお名前を挙げておられましたので、私は以前も答弁をさせていただきまし

たが、このことは大変悔しく、このことを何とかなし遂げたい、最後まであきらめないと

いう気持ちを持って臨んでいます。皆さんが先般開港しまた石垣新空港にも行かれたとい

うふうに聞いていますが、今の航空方式になったのが石垣でございまして、1,500メートル

あった滑走路を今の新空港にするのに15年ぐらいかかっています。既に滑走路があったと

ころでもそのぐらいかかっていますので、それでよしということではありませんが、粘り

強く頑張りたいと思っています。 

○議長（佐々木幸美君） 池田 望君。 

○６番（池田 望君） ありがとうございます。午前中の他の議員の質問の中で小笠原航空路

協議会の中で１つずつ解決していくというふうに伺っておりますので、そのことも含めて

ぜひ頑張っていただきたい。 

  それと、今、村長が申されたので、私どもとしては時間軸の中で、先ほど宮川先生、打込

先生も亡くなってしまった。半世紀もたった。我々が欲しいと言っているのは100年先の空

港ではないんですよね。東京都が100年先に造ると言ってもらっても、それもまた困るんで

すよね。むしろ我々が乗れないにしても、この半世紀、50周年迎えるまでには形が見える、

将来に展望が持てる形にしていかなければならない。そのために頑張らなければならない。

このように思っておりますので、どうか村長よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

───────────────────────────────────────────────── 
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◇ 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。 

  本日３月13日は硫黄島におきまして合同慰霊祭が持たれております。名誉と誇りをかけて

戦った日米両軍の関係者が再会の集いを持ってから、はや30年になろうとしております。

本日の集いが日米の永遠の友好につながるものと期待をしております。 

  さて、質問に入らせていただきます。 

  防災対策につきまして２点伺います。 

  防災訓練につきまして、避難訓練におきまして、毎回、私は小笠原高校に避難しておりま

した。その中で自衛隊、警察、消防等の動きが何となく見えませんでしたので、今回あえ

て質問することにいたしました。また確認させていただくことにいたしました。災害発生

時に村長が司令塔となり、自衛隊、警察、消防が迅速に動くことが求められますが、それ

ぞれの役割はどのように決められているのか伺います。また、毎年の防災訓練について、

さまざまな場面を想定し、総合的、実質的な訓練が必要と思いますが、所見を伺います。 

  ２点目は、災害時の浄化装置の利用につきまして伺います。災害時、飲料水を確保するた

めの対策として、渇水対策で購入した海水淡水化装置をどのように活用するのか。そして、

その装置で現在学校にありますプールの水は飲料水として果たして使えるようになるのか。

また、海水淡水化装置の保管場所は考えていらっしゃるのかについて伺います。 

  次に、観光施策に供する環境整備について伺います。 

  １つ目は、三日月山展望台駐車場の拡充についてでございます。クジラのシーズンともな

りますと、村民はもちろん大勢の観光客がガイドさんの案内とともに展望台に集まって来

られますが、実質的に駐車場が不足しているのが現状でございます。トイレ前から三日月

山遊歩道に入る入り口に休憩所がございますが、使用頻度が少ないように見受けられます。

現場状況を確認していただき、極力駐車場の拡充・確保に努めてほしいと思いますが、い

かがでしょうか。 

  次に、海岸ごみの回収についてです。町中のごみを子供たちと一緒に拾い集めるボランテ

ィア活動は、子供たちの公共心や社会性を涵養する上でとても大切なことであり、ぜひ継

続してほしいと思っております。また、小笠原の海岸に打ち上げられるごみ、特に土にか

えらないプラスチック類は問題であります。どのように処理されるのか、村の見解を伺い

ます。 
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  次に、高齢者福祉について伺います。これは稲垣議員の質問と重複する点もあろうかと思

いますが、よろしくご答弁お願いいたします。 

  １つは、高齢者支援としての見守りについてであります。在宅介護者の増加に伴って高齢

者への支援は急務であります。孤独死などを防止するためにも村を挙げて対応する必要が

あります。毎週土曜、日曜に実施しています高齢者配食サービスでお年寄りの見守り活動

をしておりますが、この点については大いに評価をしております。しかしながら、こうし

たサービスを受けていないが、支援を必要とするお年寄りの見守りについて、どのように

されておられるのか、現状を伺います。 

  ２つ目は、村長の所信にもあった安定的・継続的な人員確保に努めるということでござい

ますが、在宅介護あるいは在宅医療に必要な専門職の確保について伺います。今日、在宅

介護や在宅医療が増えていく中、その任に当たる看護師、介護福祉士等の専門職種の確保

について伺います。多くの方は老後も家族の中で過ごしたいと願っております。その対応

が在宅サービスの充実であり、その任に当たる専門職の確保が喫緊の課題であります。し

かし、現状ではその確保が非常に厳しい状況にあります。そこで、小笠原村に一定期間従

事することなどを条件に専門職種等への就学資金あるいは奨学資金を貸与するなど、ある

いはまた報酬等の増額などを検討するべきと考えますが、村の考えを伺います。 

  次に、奥村グランド休憩所について、特に日陰の確保について伺います。 

  奥村グランドのトイレ側に仮設の休憩所がございますが、屋根がないため暑い日差しをま

ともに受けております。内地と違いまして、夏の期間の長い小笠原であることや、高齢者

が奥村グラウンドを親睦、そして健康増進を兼ねて利用していること、また、奥村グラン

ド全体に日陰が少ないことから、現在の仮設休憩所に直射日光を避けるひさしの設置を検

討できないか、お考えを伺います。 

  以上、ご答弁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） 片股議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  村は、地域防災計画において、災害が発生した場合または発生するおそれがある場合には、

災害対策本部を設置し、速やかに防災対策を実施することになっています。この本部は、

まさに私が本部長として、私が不在の場合には副本部長である副村長が職務代理をいたし

ますが、司令塔となりまして各関係事業所からの情報をもとに、村民、観光客、各関係機

関への情報伝達、避難所の開設等の災害対策の指示を行います。 
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  また、それ以外に数多くのご質問をいただきました。個別具体的なことでございますので、

それぞれ担当者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） 総務課長、江尻君。 

○総務課長（江尻康弘君） 片股議員にご質問をいただきました災害発生時の役割についてご

説明いたします。 

  災害対策本部へは、小笠原支庁、自衛隊、警察、海上保安署等各関係機関に本部協力員の

派遣をしていただくことになっております。その中で、支庁には漁業無線局から各漁船へ

の情報提供及び各避難所の開設作業への協力、自衛隊には隊内にある防災機材等の搬出、

警察には避難誘導、海上保安署には海上の巡視等を行っていただくこととなっております。

また、消防団は、本部組織の消防部として、災害時、要援護者の輸送、避難誘導を行いま

す。災害発生時には初動をいかに早く行うことができるかが被害を最小限に抑える条件と

なっておりますので、毎年行っている防災訓練において、各関係機関と津波警報が発表さ

れた場合の初動体制について確認をとりながら迅速に行えるよう訓練を行っているところ

でございます。 

  また、現在は小笠原において最も発生する確率の高い津波を想定した訓練を行っておりま

す。昨年、南海トラフの巨大地震による津波の中間報告が発表されたこともございますの

で、現在、東京都にお願いしております浸水の予測が発表されましたらば、その予測を踏

まえ、今後も津波に対する防災訓練を行っていきたいと考えております。 

○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） では、防災対策について、２点目の災害時の浄化装置の利用

についてのご質問でございます。 

  災害時の飲料水の確保は、一時的にはペットボトルの保存水を考えております。それ以外

では水道施設の配水池の貯留水を活用いたします。また、お尋ねの海水淡水化装置につき

ましては、海水はもちろん学校のプールの水も水源として使えます。装置の保管場所につ

きましては、現在整備中であります新浄水場の構内を計画いたしております。 

  続きまして、観光施策に供する環境整備についての２番目の海岸ごみの回収についてのご

質問でございます。 

  漂流・漂着ごみを含む島内美化運動等についてご説明いたします。島内美化につきまして

は、従前、村主催で年２回の島内美化運動を実施しておりましたが、村民有志の美化活動

が活発になり、ポイ捨てをしない・させないような機運の醸成に伴い、より自発的な美化
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活動へと移行し、村主体での美化運動は発展解消して現在に至っております。 

  ご指摘のプラスチック類を主とした海岸ごみにつきましても、村内の個人、団体を問わず、

また観光で来島された方々までが、さまざまな形で自発的な回収活動をされています。村

としましては、このような自主性を重んじ、回収前の説明、注意喚起や回収後の処理等に

ついて裏方としてサポートを充実させ、気持ちよく美化活動に参画いただけるように心が

けております。 

  また、海岸漂着物にかかわる新法にのった処理体制につきましても、主な海岸管理者であ

る東京都をはじめとする関係各所と調整を進めており、円滑なごみ回収ができるように進

めてまいります。 

○議長（佐々木幸美君） 建設水道課副参事、篠田君。 

○建設水道課副参事（篠田千鶴男君） 観光施策に供する環境整備についての１番目の三日月

山展望台駐車場の拡充についてご説明いたします。 

  展望台及びトイレ、野外委託施設は東京都で管理され、道路の駐車場は村道として小笠原

村が管理を行っております。入港時、現場を確認させていただきましたが、議員ご指摘の

とおり、車両が道路駐車場に入りきらず、路上にはみ出して駐車しているのが現状です。

今後、道路駐車場の利用形態を含めながら、駐車場対策については東京都及び関係機関に

何らかの対策が講じられるよう要望してまいります。 

○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） 高齢者福祉についてということで２点ご質問がありましたの

で、ご説明をさせていただきます。 

  まず第１点の何らかの介護サービス、食事サービス等を受けていらっしゃらない高齢者の

方の見守りということに関してのご説明をさせていただきます。この独居老人等の見守り

につきましては、地区の民生委員を活用できたらと考えております。村では民生・児童委

員協議会というのがございまして、これが月１回開催されているわけですが、その中でも

食事サービスを受けて、それが見守りにつながっているということでは非常に有効だなと

いうことでのお話の中で、では、そういったものを受けていない方はどうなるんだという

ところで、民生委員の方々からもそういった声が上がっているところでございます。この

協議会につきましては、小笠原支庁、村の保健所、社会福祉協議会、民生委員、また、村

の私と保健師等も参加しているものでございます。その中で今議論をされておりますのは、

個人情報保護法を十分考慮しつつ民生委員の活動としてその任に対応していただこうとい
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うことで今調整をしているところでございます。この協議会には村の保健師、ケアマネー

ジャーも参加しておりまして、先ほど申し上げた各関係機関が参加している中で、こうい

った方がいるという情報提供がされることが多くございます。そういった情報を得た場合

には、村の保健師あるいはケアマネージャーが訪問に赴いて様子を伺うというようなこと

と定期的な見守りへというふうにつなげていっているところでございます。今後につきま

しては、地域の力をさらに連携を強めて、社会福祉協議会等のネットワークをさらに強化

して対応を検討していきたいと考えております。 

  また、医療職と介護職といった専門職の人材の確保ということでございます。これにつき

ましては全国的に医療、介護職等の確保は厳しい状況にございまして、当村では確保対策

の一つの方法としまして、平成23年度に現地で２級ヘルパーの養成講座というのを行いま

した。それも人材確保対策としての一環としてございます。24名の方が資格を取られたん

ですけれども、今後も人材確保のためにはあらゆる角度からの対応が必要かと存じます。 

  また、専門職等を目指す方への奨学資金といいますか、貸付金の件でございますけれども、

現在、村では大学、短大、専門学校、専修学校へ進学する方を対象とした奨学金の貸付制

度というのがございます。これは卒業後、貸付金の返還期間である約10年間に島に戻られ

て島の振興発展のためにお仕事につかれる、あるいは起業されるという方に対しては、在

島期間に応じて減免あるいは免除といったような制度となってございます。 

  また、そのほか介護職の報酬額ですとかといった専門職の福利厚生など、議員ご指摘の部

分も勘案しつつ、今後も人材確保のための検討を重ねてまいり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） 教育課長、佐々木君。 

○教育課長（佐々木英樹君） 奥村グランドに日陰ができる休憩所設置という質問に対して答

弁させていただきます。 

  奥村グランドの日よけ設置でございますが、今後、簡易的な日よけの設備ということにな

るかもしれませんけれども、設置に向け前向きに検討させていただきたいと思っておりま

す。また、時間はかかるかもしれませんが、グランド内に植樹による木陰も提供できるよ

う工夫をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。 

○２番（片股敬昌君） 防災について答弁いただきました。３月11日、東日本大震災のあった

前後から各テレビ局でさまざまな報道がございました。その中に自治体が指定した避難先
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ではなくて、すぐ近くの高台へ避難して助かった、こういう例が数多く報告されておりま

した。村長の所信にも、津波災害に対して一番大事なことは一刻も早く高台に避難するこ

とと述べておられました。父島においては、いざというときには小・中学校というよりも

大神山神社に避難される方々が数多く出てくるのではないかと思われます。また、３月は

観光船が数多く入港することから、ガイドたちにとりましても、青灯台での説明では、正

面の階段を上って上に逃げてくださいと、このような説明のほうがしやすいのではないか

と個人的に思います。あるいはまた電柱の地中化によりまして避難誘導の案内あるいは海

抜表示等が減少していると見受けられます。以上、述べましたことを災害対策会議の中で

もぜひ検討していただきたいと思います。簡単で結構でございますが、村長、答弁をよろ

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） ご提案をいただきましたので、防災対策会議のほうで皆さんにも、こ

ういうご提案があったということをお示しし、議論させていただきたいと思います。 

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。 

○２番（片股敬昌君） 奥村グランドの日よけについて、早速応えていただき、ありがとうご

ざいます。 

  先日、子供たちのサッカー練習風景を見てきました。そうしますと、お母さん方がやっぱ

り木陰で見ているわけです。そうしますと、もうこの時期から小笠原では日よけが欲しい

ということですから、いかに夏の期間が長いかということになると思うんです。そうした

教育委員会の配慮で臨時的と言っていいのかどうかわかりませんが、配慮されることで、

いろんな用途で使われるかと思います。 

  次に、海水淡水化装置のことで答弁ございました。学校のプール、おおよそ350立米、リ

ットルにすると35万リットルと聞いております。こういった学校のプールの水が飲料水と

して使われるということは村にとって大きな支え、力になると思います。渇水化対策とし

て導入されたものですけれども、売却をしないで島に残されたということは非常によかっ

たと思っております。 

  それから、海岸ごみの対応を伺いました。家庭から出るごみをはじめとしまして、ごみ全

般にかかわる今後の村の展望について、ぜひ見解を伺いたいと思います。 

○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） 今後、小笠原村のごみ全般の展望についてということでのご
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質問でございます。 

  村では埋め立てゼロの基本方針のもと、焼却処理量を極力減らすために次期振興計画にお

いて父島に新たな中継施設を整備し、リサイクルの拡充を図ってまいります。具体的には

焼却以外の中間処理が可能である厨芥類のコンポスト化や容器リサイクル法、その他プラ

スチック類への対応、紙類のリサイクルの拡充、リユース促進などの機能を持たせて、焼

却量の減少により現焼却炉の延命をいたします。なお、計画適地として屏風谷等を想定し

ております。先ほど村長からも今日の会議の流れ、脱焼却を目指すというようなご答弁が

ありました。村の焼却施設はもう10年以上経過しております。これを建て替えてやり直す

ということについては予算的になかなか難しい。恐らく20億円からのお金がかかろうかと

思います。そういった部分でも、ぜひ新たなごみ処理計画を確立させて、小笠原のスタン

ダードができれば、これも日本全国の離島のスタンダードになるのではなかろうかという

ような大きな目標も掲げながら、今後取り組んで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） 次期振興計画の中でさまざまなごみの焼却量を減らす、またリサイク

ルを図っていくということでございました。ＣＯ２を減らすという意味でも大変有意義であ

ると思います。大いにやってくださるよう期待をしております。 

  以上で質問終わります。 

○議長（佐々木幸美君） 以上で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、明後日３月15日の午前10時より会議を開きます。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

（午後３時４７分） 
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平 成 ２ ５ 年 第 １ 回 小 笠 原 村 議 会 定 例 会 会 議 録  

 

議 事 日 程 （第２号） 

                    平成２５年３月１５日（金曜日）午前１０時開議 

 

第 １ 議案第 １号 小笠原村農業委員会の選挙による委員定数条例の一部を改正する条例 

           （案） 

第 ２ 議案第 ２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 ３号 小笠原村暴力団排除条例（案） 

第 ４ 議案第 ４号 小笠原村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

第 ５ 議案第 ５号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案） 

第 ６ 議案第 ６号 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例（案） 

第 ７ 議案第 ７号 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

           （案） 

第 ８ 議案第 ８号 小笠原村消防団条例の一部を改正する条例（案） 

第 ９ 議案第 ９号 新型インフルエンザ対策本部条例（案） 

第１０ 議案第１０号 村道における道路構造の技術的基準に関する条例（案） 

第１１ 議案第１１号 村道における道路標識の寸法に関する条例（案） 

第１２ 議案第１２号 布設工事監督者及び水道技術管理者の配置基準及び資格基準を定める 

           条例（案） 

第１３ 議案第１３号 小笠原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

           （案） 

第１４ 議案第１４号 非常勤の職員の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例（案） 

第１５ 議案第１５号 小笠原村障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改 

           正する条例（案） 

第１６ 議案第１６号 小笠原村国民健康保険条例の一部を改正する条例（案） 

第１７ 議案第１７号 小笠原村立診療所条例の一部を改正する条例（案） 

第１８ 議案第１８号 母島村民会館の指定管理者の指定について（案） 

第１９ 議案第１９号 平成２４年度小笠原村一般会計補正予算（第４号）（案） 

第２０ 議案第２０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３号）（案） 
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第２１ 議案第２１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３号）（案） 

第２２ 議案第２２号 平成２４年度小笠原村宅地造成事業特別会計補正予算（第２号）（案） 

第２３ 議案第２３号 平成２４年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算（第３号）（案） 

第２４ 議案第２４号 小笠原村父島辺地及び母島辺地に係る公共施設の総合整備計画（平成 

           ２０年度～平成２４年度変更）（案） 

第２５ 議案第２５号 平成２５年度小笠原村一般会計予算（案） 

第２６ 議案第２６号 平成２５年度小笠原村国民健康保険特別会計予算（案） 

第２７ 議案第２７号 平成２５年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算（案） 

第２８ 議案第２８号 平成２５年度小笠原村宅地造成事業特別会計予算（案） 

第２９ 議案第２９号 平成２５年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計予算（案） 

第３０ 議案第３０号 平成２５年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計予 

           算（案） 

第３１ 議案第３１号 平成２５年度小笠原村下水道事業特別会計予算（案） 

第３２ 議案第３２号 平成２５年度小笠原村浄化槽事業特別会計予算（案） 

第３３ 議案第３３号 平成２５年度小笠原村後期高齢者医療特別会計予算（案） 

第３４        議会運営委員会委員の選任について（案） 

第３５        常任委員会委員の選任について（案） 

第３６ 議案第３４号 小笠原村父島辺地及び母島辺地に係る公共施設の総合整備計画（平成 

           ２１年度～平成２５年度）（案） 

第３７ 発議第 １号 議員の派遣について（案） 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（佐々木幸美君） おはようございます。 

  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。 

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

◎議案第１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１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１号 小笠原村農業委員会の選挙による委員定数条例の一部を

改正する条例（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成25年３月13日。小笠原村長、森下一男。 

  農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）が平成16年に改正されたことに伴い、

農業委員会の選挙による委員定数の下限数が撤廃されたため、本村の農業委員会が所掌す

る事務内容に照らし、適正な委員定数を検討した結果、選挙による委員定数を10人から６

人に減じることとするためのものでございます。 

  詳細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） それではご説明いたします。 

  ２ページをお開きください。 

  小笠原村農業委員会の選挙による委員定数条例の一部を改正する条例（案）。 

  小笠原村農業委員会の選挙による委員定数条例の一部を改正する条例（昭和55年条例第１

号）の一部を次のように改正する。 
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  第１条中「10人」を「６人」に改める。 

  附則。 

  この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。 

  次の３ページに新旧対照表を添付してございます。 

  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） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

  議案第１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２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２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２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25年３月13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。 

  詳細は担当課長に説明をさせます。 
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  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。 

  ５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）でございます。 

  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76条を次のように改める。 

  第76条 地方税法第404条第１項に規定する固定資産評価員の職務を同条第４項の規定に

より村長がこれを行うものとする。 

  附則。 

  この条例は、公布の日から施行する。 

  次の６ページに新旧対照表を添付してございます。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○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２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３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３号を議題といたします。 
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  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３号 小笠原村暴力団排除条例（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成25年３月13日。小笠原村長、森下一男。 

  村における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、村及び村民等の責務を明らかにする

とともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定めることにより、村民等の安全で

平穏な生活を確保し、及び事業活動の健全な発展に寄与するためのものでございます。 

  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。 

  新規条例ですので、全文を読み上げて説明にかえさせていただきたいと思います。 

  ８ページをお開きください。 

  小笠原村暴力団排除条例（案）。 

  （目的） 

  第１条 この条例は、小笠原村（以下「村」という。）における暴力団排除活動に関し、

基本理念を定め、村及び村民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進す

るための措置等を定め、もって村民の安全で平穏な生活を確保し、及び事業活動の健全な

発展に寄与することを目的とする。 

  （定義） 

  第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

  （１）暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。

以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団という。 

  （２）暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

  （３）暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をい

う。 

  （４）村民等 村民及び事業者をいう。 

  （５）事業者 事業（その準備行為を含む。以下同じ。）を行う法人その他の団体又は事
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業を行う場合における個人をいう。 

  （６）暴力団排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより村民の生活

又は村の区域内の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。 

  （基本理念） 

  第３条 暴力団排除活動は、暴力団が村民の生活及び村の区域内の事業活動に不当な影響

を与える存在であるとの認識の下、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴

力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、村及び村民等の

連携及び協力により推進されなければならない。 

  （村の責務） 

  第４条 村は、村民等の協力を得るとともに、村の区域を管轄する警察署その他関係機関

（以下「警察等」という。）との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を推進

するものとする。 

  （村民等の責務） 

  第５条 村民等は、第３条に規定する基本理念に基づき、次に揚げる行為を行うよう努め

るものとする。 

  ９ページをお開きください。 

  （１）暴力団排除活動に資すると認められる情報を知った場合には、村又は警察等に当該

情報を提供すること。 

  （２）村が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画又は協力すること。 

  （３）暴力団排除活動に自主的、かつ、相互に連携して取り組むこと。 

  （村の行政対象暴力に対する対応方針の策定等） 

  第６条 村は、法第９条第21号から第27号までに揚げる行為（同条第25号に掲げる行為を

除く。）その他の行政対象暴力（暴力団関係者が、不正な利益を得る目的で、村又は村の

職員を対象として行う違法又は不当な行為をいう。）を防止し、村の職員の安全及び公務

の適正かつ円滑な執行を確保するため、具体的な対応方針を定めることその他の必要な措

置を講ずるものとする。 

  （村の事務事業に係る暴力団排除措置） 

  第７条 村は、公共工事その他の村の事務又は事業により、暴力団の活動を助長し、又は

暴力団の運営に資することとならないよう、村が締結する売買、賃借、請負その他の契約

（以下「村の契約」という。）及び公共工事における村の契約の相手方と下請負人との契



－７３－ 

約等村の事務又は事業の実施のために必要な村の契約に関連する契約に関し、当該村の契

約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認する

など、暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずるものとする。 

  （村が設置する公の施設における措置） 

  第８条 村長若しくは教育委員会又は指定管理者（地方自治法（昭和22年法律第67号）第

244条の２第３項に規定する指定管理者で村が設置する公の施設を管理する者をいう。）は、

村が設置する公の施設の利用者について当該公の施設の利用の目的又は内容が暴力団の活

動を助長し、又は運営に資することとなるものと認めるときは、当該公の施設の使用につ

いて定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用を拒むことができる。 

  （広報及び啓発） 

  第９条 村は、村民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることにより暴力団

排除活動の気運が醸成されるよう、警察等と連携し、広報及び啓発を行うものとする。 

  （村民等に対する支援） 

  第10条 村は、村民等が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むこと

ができるよう、警察等と連携し、村民等に対し、情報の提供、助言その他必要な支援を行

うものとする。 

  10ページをお開きください。 

  （青少年に対する措置） 

  第11条 村は、青少年（18歳未満の者をいう。以下同じ。）の教育又は育成に携わる者が、

青少年に対し、暴力団に加入すること及び暴力団員による犯罪の被害を受けることのない

よう、指導、助言その他の必要な措置を円滑に講ずることができるよう、警察等と連携し、

職員の派遣、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。 

  （委任） 

  第12条 この条例の施行に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は村長が別に

定める。 

  附則。 

  （施行期日） 

  この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

  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。 
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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。 

  高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） この条例案第７条ですけれども、暴力団関係者の関与を防止するため

に、必要な措置を講ずるために関係者が暴力団でないことを確認するということですけれ

ども、具体的にはどのような方法で確認するのでしょうか。例えば扇浦の分譲地を買いた

いななんていって、そういう希望の方がいるんでしょうけれども、その方が例えば暴力団

かどうか、あるいは村の施設を利用したいなんていう方が暴力団かどうか、どのように具

体的に確認するのか教えてください。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。 

○総務課長（江尻康弘君） 現状では、申し込みの際にその旨の確認事項、契約等についても

そうですけれども、確認事項を加え記入をいただくというような方法を現状としては考え

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） 当然申込書にはその人の住所、氏名とか人定にかかわるものを書くの

でしょうけれども、あなたは暴力団ですか、イエス・ノーというそういう項目を例えば入

れるということなんでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。 

○総務課長（江尻康弘君） 具体的な作業としてはこれからの調整の部分もありますので今後

の検討ということになるんですけれども、まず最初の一つとしてそのような方法が考えら

れるということでお話を今させていただきました。 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） わかりました。この条例を施行して実施していくためには、やはり警

察関係機関との連携というものが大変重要になると思います。警視庁、ここには小笠原警

察署がありますので、こういう条例を施行するに当たり、いろいろ知恵をおかりしてご相

談していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（佐々木幸美君） ほかにはございませんか。 

          （発言する者なし） 

○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。 
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          （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３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４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４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４号 小笠原村職員の定年等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25年３月13日。小笠原村長、森下一男。 

  専門職の定年年齢の適正化を図るに当たり、関係条文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。 

  12ページをお開きください。 

  小笠原村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  小笠原村職員の定年等に関する条例（昭和59年条例第19号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「ただし、診療所等において医療業務に従事する医師及び歯科医師については、

年齢70年とする。」を削る。 

  附則。 
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  （施行期日） 

  この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

  13ページに新旧対照表を添付してございます。 

  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。 

  片股敬昌君。 

○２番（片股敬昌君） この70歳を削るということは、将来において医師の確保が難しいとい

うことが前提にあるのでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 医療課長、樋口君。 

○医療課長（樋口 博君） 医師の確保につきまして、70歳で厳しいという観点ではなく、こ

こに載っている職種につきまして職員化がまだ一部されておりません。それを平成25年度

中に職員化したいと、その前提の中で一般職員に合わせると、定年を合わせるという考え

方が主になっております。専門職の確保という観点で年齢の幅が広いほうが確保しやすい

という見方もありますが、ここ何年間かの間の医師の確保の仕方においては支障はないだ

ろうという判断も一方でございましたので、総合的に判断いたしました。 

○議長（佐々木幸美君） ほかにはございませんか。 

          （発言する者なし） 

○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４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。 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎議案第５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５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５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25年３月13日。小笠原村長、森下一男。 

  新規職種の追加及び地域医療支援ドクター受け入れに対応するために諸規定の整備を行う

必要が生じたためのものでございます。 

  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。 

  15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。 

  別表第２ 医療職給料表（第３条関係）ア 医療職給料表（１）備考中、「医師」の次に

「、歯科医師」を加える。 

  別表第２ 医療職給料表（第３条関係）イ 医療職給料表（２）備考中、「理学療法士」

の次に「、歯科衛生士、歯科技工士」を加える。 

  附則。 

  （施行期日） 

  この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

  次の16ページに新旧対照表を添付してございます。 

  ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

  失礼いたしました。15ページの別表第４のところ、ご説明が漏れてございましたので、追

加をさせていただきます。 

  別表第４ 特殊勤務手当（第13条関係）診療所長手当の項の次に次のように加える。 

  医師派遣手当。東京都地域医療支援ドクター事業により都から派遣された医師で、医師の

業務に従事する者。日額１万円（月額25万円を上限）。 
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  この部分、追加で説明をさせていただきました。 

  新旧対照表は次のページに添付してございます。 

  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） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

  議案第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。 

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

◎議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第６、議案第６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６号 職員の旅費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25年３月13日。小笠原村長、森下一男。 

  新規職種の追加に対応するために諸規定の整備を行う必要が生じたためのものでございま

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。 
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○総務課長（江尻康弘君） ご説明いたします。 

  18ページをお開きください。 

  職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例（案）でございます。 

  職員の旅費に関する条例（昭和50年条例第19号）の一部を次のように改正する。 

  第14条第３項中「第１項第４号」を「第１項第３号」に改める。 

  別表第１、及び別表第２中「医師」の次に「、及び歯科医師」を加える。 

  附則。 

  （施行期日） 

  この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

  次の19ページ、20ページに新旧対照表を添付してございます。 

  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） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

  議案第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。 

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

◎議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第７、議案第７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。 
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○村長（森下一男君） 議案第７号 非常勤の職員の報酬及び費用弁償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25年３月13日。小笠原村長、森下一男。 

  非常勤職員の区分、報酬額を追加する必要が生じたためのものでございます。 

  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。 

  22ページをお開きください。 

  非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和43年条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第４条第２項中「及び「税務徴収指導員」」を「、「税務徴収指導員」及び「固定資産評

価補助員」」に改める。 

  別表を次のように改める。 

  この22ページから23ページにかけまして別表がございます。先ほどご説明をいたしました

内容につきましては、23ページの番号44固定資産評価補助員月額25万9,000円が加わってご

ざいます。 

  附則。 

  （施行期日） 

  この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

  24ページから26ページにかけまして新旧対照表を添付してございます。 

  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） 
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○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７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８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第８、議案第８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８号 小笠原村消防団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25年３月13日。小笠原村長、森下一男。 

  消防団員が火災、捜索等で出動した際の費用弁償について、適正な額に改正する必要が生

じたためのものでございます。 

  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。 

  28ページをお開きください。 

  小笠原村消防団条例の一部を改正する条例（案）。 

  小笠原村消防団条例（昭和44年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  別表２を次のように改める。 

  別表２ 費用弁償。 

  （１）職務、火災、風水害及び遭難捜索の場合。区分、１回につき費用弁償額5,000円。

備考、左の支給額は、職務に従事した時間が３時間までである場合の額とし、職務に従事

した時間が３時間を超える場合は３時間を超える時間１時間につき1,000円を左の支給額に
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加算するものとする。この場合において、当該３時間を超える時間に１時間に満たない時

間があるときは、これを１時間に切り上げるものとする。 

  （２）職務、警戒の場合。１回につき3,000円。 

  （３）訓練の場合。１回につき5,000円。 

  （４）消防機材の定期点検をする場合。１回につき2,000円。 

  （５）その他（２）、（３）に類する場合。１回につき3,000円。 

  附則。 

  この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

  次の29ページから30ページにかけまして新旧対照表を添付してございます。 

  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） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

  議案第８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９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第９、議案第９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９号 新型インフルエンザ対策本部条例（案）。 
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  上記の議案を提出する。 

  平成25年３月13日。小笠原村長、森下一男。 

  新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に伴い、新型インフルエンザ等に対する対策

を図るためのものでございます。 

  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。 

  32ページをお開きください。 

  小笠原村新型インフルエンザ等対策本部条例（案）。 

  （目的） 

  第１条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号。以下 

「法」という。）第37条において準用する法第26条の規定に基づき、小笠原村新型インフ

ルエンザ等対策本部に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

  （組織） 

  第２条 新型インフルエンザ等対策本部長（以下「本部長」という。）は、新型インフル

エンザ等対策本部の事務を総括する。 

  ２ 新型インフルエンザ等対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、本部長を助け、

新型インフルエンザ等対策本部の事務を整理する。 

  ３ 新型インフルエンザ等対策本部員（以下「本部員」という。）は、本部長の命を受け、

新型インフルエンザ等対策本部の事務に従事する。 

  ４ 新型インフルエンザ等対策本部に、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員

を置くことができる。 

  ５ 前項の職員は、小笠原村の職員から村長が任命する。 

  （会議） 

  第３条 本部長は、新型インフルエンザ等対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑

に行うため、必要に応じ、新型インフルエンザ等対策本部の会議（以下、この条において

「会議」という。）を招集する。本部長は、法第35条第４項の規定に基づき、国の職員そ

の他小笠原村の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し意見を求める

ことができる。 
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  （部） 

  第４条 本部長は、必要と認めるときは、新型インフルエンザ等対策本部に部を置くこと

ができる。 

  ２ 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 

  ３ 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれにあたる。 

  ４ 部長は、部の事務を掌理する。 

  （雑則） 

  第５条 前各条に定める者のほか、新型インフルエンザ等対策本部に関し、必要な事項は

本部長が定める。 

  附則。 

  この条例は、法の施行の日から施行する。 

  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。 

  池田 望君。 

○６番（池田 望君） 法律そのものについては、法律というか条例そのものについては賛成

の立場でございますけれども、これほど特別措置法をつくって国がやらなきゃならないと

いうほどこの危険な、喫緊な課題というのがあるとすればどういうことなのか教えていた

だきたいんですが。条例を整備してやれということであるということ、この新型インフル

エンザがどのように大変なことなのかということを教えてください。 

○議長（佐々木幸美君） 医療課長、樋口君。 

○医療課長（樋口 博君） 今、新型インフルエンザに関する喫緊の状態、状況にあるという

ことではなく、趣旨としましては、平成20年ごろでしたか、新型インフルエンザというこ

とで対象となる患者が出て国を挙げて対応したと、そういった経験を踏まえて、あの時点

でのウイルスは予想したよりかは弱い形で発生したと。ただ、今後強くなった、毒性の強

くなった新しいいわゆるインフルエンザの菌が出るということを踏まえたときに、国とし

てあの経験を踏まえて特別な法律をつくってきちんと対応策を講じようという趣旨でご理

解していただければ大丈夫かと思います。 

○議長（佐々木幸美君） ほかにはございませんか。 
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          （発言する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） ほかに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９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１０号及び議案第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第10、議案第10号から日程第11、議案第11号までの議案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、議案２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10号から第11号までを一括して提出させていただきます。 

  議案第10号は、村道における道路構造の技術的基準に関する条例（案）、議案第11号は、

村道における道路標識の寸法に関する条例（案）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） ２つの条例案につきましてご説明をさせていただきます。 

  条例そのものが非常に長いものでございますので、お手元に配付させていただきました資

料によりまして説明にかえさせていただきます。 

  最初に、村道における道路構造の技術的基準に関する条例（案）でございます。 
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  概要といたしましては、地方道の構造の技術的な基準については、設計車両、建築限界、

橋等の荷重条件に関する基準を除き、政令で定める基準を参酌して条例で定めることとな

ったため、小笠原村では第３種５級の道路について道路の幅員、歩道、設計速度、縦断勾

配、横断勾配、舗装等道路構造の一般的技術基準について本条例で定めたものでございま

す。 

  この条例の中に、小笠原村において存在しないために定める必要のない項目がございまし

た。第３種５級以外の道路、路面電車に係る基準、立体交差に係る基準、鉄道との交差に

係る基準等でございます。 

  続きまして、村道における道路標識の寸法に関する条例（案）でございます。 

  概要といたしましては、村道に設ける道路標識のうち、内閣府令、国土交通省令で定める

ものの寸法について本条例で定めるものでございます。 

  小笠原村においては存在しないために定める必要のない項目については、自動車専用道路

に関する基準でございます。 

  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。 

  議案第10号から議案第11号までの議案２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10号から議案第11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。 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第12、議案第12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12号 布設工事監督者及び水道技術管理者の配置基準及び資格

基準を定める条例（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成25年３月13日。小笠原村長、森下一男。 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律（平成23年法律第105号）により、水道法（昭和32年法律第177号）が一部改正された

ことに伴い、従来は法令で規定されていた技術上の監督業務を行わせなければならない水

道の布設工事の範囲並びに当該監督業務を行う者及び水道技術管理者に必要な資格を条例

で定める必要が生じたためのものでございます。 

  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。 

  こちらの条例につきましても、先ほどと同様、お手元にお配りいたしました説明資料によ

って説明をさせていただきます。 

  布設工事監督者及び水道技術管理者の配置基準及び資格基準を定める条例（案）。 

  まず、概要でございます。水道の布設工事を施工する場合において、職員又は第三者にそ

の工事の施工に関する技術上の監督業務を行わせなければならない工事の範囲を定めるこ

ととしているのが第２条関係でございます。 

  次に、１の監督業務を行う者に必要な資格を、政省令で定める資格を参酌して定めること

とするのが第３条の関係でございます。 

  次に、水道の管理について技術上の業務を担当する村の水道技術管理者に必要な資格を、

政省令で定める資格を参酌して、定めることとするのが第４条関係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12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１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第13、議案第13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13号 小笠原村廃棄物の処理及び清掃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25年３月13日。小笠原村長、森下一男。 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律（平成23年法律第105号）により廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第

137号）が一部改正されたことに伴い、市町村が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技

術管理者に必要な資格について条例で定める必要が生じたこと、及び文言の整理を行うた

めのものでございます。 

  詳細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。 
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○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。 

  こちらの条例の一部を改正する条例（案）につきましても、お手元に配付させていただき

ました資料に基づき説明をさせていただきます。 

  小笠原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  概要でございます。従来使用してまいりました「建設残土」の用語を、国土交通省の用例

に従い「建設発生土」に、また建設残土の「埋立処理」を「受入」に、それぞれ用語の整

理を行ってございます。こちらが第20条、21条及び別表４の関係でございます。 

  ２番目といたしまして、産業廃棄物のうちガラス・陶磁器くずなどについて本土での適正

処理を行う体制が確立されたことから、廃プラスチック類、紙くず及び木くずとともに、

別表の分類と文言の整理を行う、こちらが第11条、19条、また別表の１、３関係でござい

ます。 

  ３つ目といたしまして、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（平成23年法律第105号）により廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律（昭和45年法律第137号）が一部改正されたことに伴い、従来は法令で規定されてお

りました市町村が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者に必要な資格につい

て、政省令で定める資格を参酌したところ必要十分であったため、同内容の資格を条例で

定めるものでございます。こちらが第24条関係でございます。 

  64ページから67ページにかけまして新旧対照表を添付してございます。 

  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） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 
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  議案第13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１４号から議案第１７号までの上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第14、議案第14号から日程第17、議案第17号までの議案４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、議案４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14号から第17号までを一括して提出させていただきます。 

  議案第14号は、非常勤の職員の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例（案）、

議案第15号は、小笠原村障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正す

る条例（案）、議案第16号は、小笠原村国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）、

議案第17号は、小笠原村立診療所条例の一部を改正する条例（案）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） それでは、議案第14号から第17号まで説明をさせていただきます。 

  まず、議案第14号でございます。 

  69ページをお開きください。 

  非常勤の職員の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  非常勤の職員の公務災害補償に関する条例（平成20年条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

  第14条第１項第１号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律」に改める。 

  附則。 

  （施行期日） 
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  この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

  次の70ページに新旧対照表を添付してございます。 

  続きまして、議案第15号 小笠原村障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例の一

部を改正する条例（案）でございます。 

  72ページをお開きください。 

  小笠原村障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例（平成18年条例第23号）の一部

を次のように改正する。 

  第１条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律」に改める。 

  附則。 

  この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

  次の73ページに新旧対照表を添付してございます。 

  続きまして、議案第16号。 

  75ページをお開きください。 

  小笠原村国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）。 

  小笠原村国民健康保険条例（昭和43年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  第10条第２項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律」に、「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律施行令」に、「第１条」を「第１条の２」に改める。 

  附則。 

  １ この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

  ２ この条例による改正後の小笠原村国民健康保険条例の規定は、施行日以後に行われる

医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を

受ける場合については、なお従前の例による。 

  次の76ページに新旧対照表を添付してございます。 

  続きまして、議案第17号でございます。 

  78ページをお開きください。 

  小笠原村立診療所条例の一部を改正する条例（案）でございます。 

  小笠原村立診療所条例（平成22年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  第５条の３の見出し中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的
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に支援するための法律」に改める。 

  第５条の３中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律」に改める。 

  附則。 

  この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

  次の79ページに新旧対照表を添付してございます。 

  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。 

  議案第14号から議案第17号までの議案４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14号から議案第17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１８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第18、議案第18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18号 母島村民会館の指定管理者の指定について（案）。 

  上記の議案を提出する。 
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  平成25年３月13日。小笠原村長、森下一男。 

  母島村民会館にかかる指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

244条の２第３項及び小笠原村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成18年

条例第14号）第６条の規定に基づき、議会の議決に付す必要があるためのものでございま

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） 81ページをお開きください。 

  母島村民会館の指定管理について（案）でございます。 

  １、公の施設の名称及び所在地。母島村民会館、東京都小笠原村母島字元地。 

  ２、指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地。社会福祉法人小笠原村社会福祉協議会、

東京都小笠原村父島字奥村。 

  ３、指定の期間。平成25年４月１日から平成28年３月31日まででございます。 

  次の82ページをお開きください。 

  母島村民会館の指定管理者の指定について。 

  母島村民会館の指定管理者を指定するため、次のとおり指定管理者の候補者を選定した。 

  記。 

  １、選定を行った施設。名称、母島村民会館。所在地、小笠原村母島字元地。 

  ２、選定した候補者。社会福祉法人小笠原村社会福祉協議会、代表者菊池聰彦。 

  ３、指定管理者指定期間。平成25年４月１日から平成28年３月31日まで。 

  次の83ページから84ページにかけまして候補者の選定を行った資料を添付させていただい

ております。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○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） 
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○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18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１９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第19、議案第19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19号 平成24年度小笠原村一般会計補正予算（第４号）（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成25年３月13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、議案の87ページをお開きください。 

  予算総則でございます。 

  平成24年度小笠原村一般会計補正予算（第４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１億4,047万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ44億8,533万6,000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。 

  （債務負担行為の補正） 

  第２条 債務負担行為の変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

  （地方債の補正） 
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  第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

  平成25年３月13日。小笠原村長、森下一男。 

  88ページが款項の区分ごとの歳入でございます。89ページと続きまして、90ページに歳出

の款項の区分ごとの金額を載せております。 

  91ページをお開きください。 

  第２表でございます。債務負担行為の補正でございます。 

  変更の内容につきましては、既に定めました平成24年度当初に定めました債務負担行為に

つきまして、今後平成26年度の中で消費税の増税が今のところ予定されている部分もござ

います。まだ確定ではございませんが、債務負担行為は限度額を定めるものでございます

ので、消費税の増税も一応考慮に入れまして限度額の増額をさせていただいております。 

  １番目が地域福祉センターの指定管理料でございますが、補正前3,768万9,000円のところ

を補正後4,977万5,000円に補正をさせていただいております。 

  また、次が奥村運動場の指定管理料でございますが、補正前の限度額1,487万1,000円に対

しまして、補正後の限度額1,513万3,000円に補正変更をさせていただいております。 

  92ページをお開きください。 

  第３表、地方債補正でございます。 

  地方債につきまして、道路整備債、事業が若干変更になりまして、地方債の限度額を補正

しております。道路整備債、補正前の限度額が790万円でございますが、補正後の限度額

710万円ということでマイナス80万円の補正をさせていただいております。 

  それでは、補正予算の内容の説明ですが、お手元のＡ３判の資料のほうをご覧ください。

Ａ３判の資料、予算説明書でございます。 

  ２ページに歳入歳出それぞれの財源別の金額等を載せてございます。説明につきましては

３ページ以降で説明をさせていただきます。 

  ３ページをお開きください。 

  歳入でございます。 

  村税、村民税につきましては、個人が現年課税分1,541万9,000円、滞納繰越分88万8,000

円の増額をしております。法人につきましては、現年課税分1,061万円、滞納繰越分４万

9,000円の増額をしております。それから、固定資産税につきましては、現年課税分1,302

万2,000円、滞納繰越分126万6,000円の増額をさせていただいております。軽自動車税につ

きましては、現年課税分13万4,000円、滞納繰越分４万9,000円の増額をさせていただいて
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おります。また、村たばこ税につきましても、現年課税分92万8,000円の増額をさせていた

だいております。これら村税につきましては、平成24年度執行実績によりまして決算見込

みを考慮して増額の補正をさせていただいております。 

  次に、地方譲与税でございます。地方揮発油譲与税につきましてはマイナス25万8,000円、

減額分を計上しております。次に、自動車重量譲与税につきましてはマイナス21万8,000円、

減額分を計上しております。 

  次に、利子割交付金でございますがマイナス６万9,000円、減額分を計上しております。 

  次に、配当割交付金でございますが６万2,000円、増額分を計上しております。 

  次に、株式等譲渡所得割交付金でございますが、４ページをお開きください。８万円の増

額分を計上しております。 

  次に、地方消費税交付金でございますがマイナス76万4,000円、減額分を計上しておりま

す。 

  次に、自動車取得税交付金ですがマイナス43万円、減額分を計上してございます。 

  次に、国有提供施設等所在市町村助成交付金でございますが、国有提供施設等所在市町村

助成交付金につきましてはマイナス969万8,000円、減額分を計上しております。次に、施

設等所在市町村調整交付金でございますが46万7,000円、増額分を計上してございます。 

  次に、地方交付税でございます。普通交付税につきましては7,161万4,000円、増額分を計

上してございます。次に、特別交付税につきましては１万5,000円増額をしております。こ

れらにつきましても決算見込みに基づきました増減分でございます。 

  次に、使用料及び手数料、手数料でございます。衛生手数料のうち残土処理手数料につき

ましては159万6,000円、実績による増額分を計上してございます。 

  次に、国庫支出金、国庫補助金でございます。総務費国庫補助金につきましては、防衛施

設周辺民生安定施設整備事業費マイナス169万5,000円、減額分を計上してございます。こ

れは、防衛の補助金をいただきまして消防車の整備をしておりますが、事業費が若干減額

になりまして、補助金のほうも減額になったせいでございます。次に、教育費国庫補助金

の保健管理費でございます。学校薬剤師派遣事業国庫補助金、これは新規にいただけるこ

とになりました補助金でございます。７万2,000円を計上しております。次に、国庫委託金

です。総務費国庫委託金につきましては、外国人登録事務費9,000円増額をしてございます。

総務費国庫委託金の中で中長期在留者住居地届出等事務費、これも新規にいただけるよう

になりました委託金でございますが、26万2,000円計上しております。５ページをお開きく
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ださい。次に、民生費国庫委託金でございます。遺骨収容費につきましては、実績に基づ

きまして決算見込みとしてマイナス1,660万7,000円の減額を計上しております。 

  次に、都支出金でございます。都補助金、総務費都補助金でございますが、市町村総合交

付金が１億2,785万1,000円増額分を計上してございます。次に、都委託金でございます。

総務費都委託金として、徴税費47万3,000円、増額分を計上しております。次に、農林水産

業費都委託金、地籍調査費として28万4,000円の増額を計上しております。 

  次に、寄附金でございます。指定寄附金としまして、ふるさと寄附金400万円の増額分を

計上しております。 

  次に、繰入金でございます。特別会計繰入金としまして、宅地造成事業特別会計繰入金を

マイナス2,853万4,000円、繰入金の減額分を計上しております。次に、浄化槽事業特別会

計繰入金66万8,000円、増額分を計上しております。次に、基金繰入金でございます。財政

調整基金繰入金マイナス5,000万円、減額分を計上してございます。 

  次に、諸収入でございます。延滞金、加算金及び過料としまして、延滞金45万円を増額し

て計上しております。次に、貸付金元利収入でございます。生活再建資金元利収入ですが、

生活再建資金元金収入につきましては207万2,000円、生活再建資金利子収入につきまして

は5,000円、それぞれ増額分を計上しております。 

  次に、雑入でございます。その雑入につきましては、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助成金の減額分としまして

マイナス280万円を計上しております。 

  次に、村債でございます。６ページをお開きください。村債のうち土木債でございますが、

道路整備債マイナス80万円減額分を計上しております。 

  歳入合計が、既定額43億4,486万4,000円、補正額１億4,047万2,000円、計44億8,533万

6,000円。 

  歳入については以上でございます。 

  ７ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  まず、議会費でございますが、議会費につきましては、決算見込みによる減額分として議

会人件費マイナス22万8,000円、議会活動費マイナス67万8,000円を減額させていただいて

おります。 

  次に、総務費でございます。以降もほぼ決算見込みに伴う増減分というふうにご理解くだ
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さい。 

  総務費、総務管理費、一般管理費につきましては、一般職の人件費減額分としてマイナス

200万円、電算運営管理費でございますが、財務管理システムの関係での減額分がマイナス

228万5,000円、硫黄島関連事業費としまして遺骨収容事業経費の減額分マイナス580万

7,000円、財務管理システムの経費関係でマイナス228万5,000円、その他の事業費としまし

て、スポーツ祭東京2013開催及び2020オリンピック・パラリンピック東京招致に関する気

運醸成事業経費の減額分としてマイナス280万円計上しております。合計で一般管理費はマ

イナス1,217万2,000円の計上でございます。 

  次に、財務管理費でございます。財務管理費につきましては、財産管理の経費、減額分と

してマイナス100万円、職員住宅の管理事業経費として160万円の増額をさせていただいて

おります。合計で財務管理費につきましては60万円の増額でございます。 

  次に、企画費でございます。企画費につきましては、総合開発審議会の委員報酬の減額分

マイナス26万4,000円、企画事務費その他事務費の減額分としてはマイナス46万8,000円、

総合開発審議会の事務経費としましてマイナス26万円の減額、世界遺産推進事業経費とし

ましてマイナス210万円、これは記念シンポジウムのほうの開催経費が減額になったもので

ございます。８ページをお開きください。海路アクセス等改善事業費でマイナス300万円の

減額でございます。企画費合計でマイナス609万2,000円の減額となります。 

  次に、地籍調査費でございます。地籍調査費、地籍調査事業の関係で、事業が若干変動し

たということでマイナス118万8,000円の減額とさせていただいております。 

  次に、情報センター運営費でございます。こちらにつきましては、インターネット事業の

関係での事業費の減額分マイナス103万8,000円、減額分を計上させていただいております。 

  次に、徴税費でございます。税務総務費ですが、こちらは財源更正でございます。 

  次に、戸籍住民基本台帳費につきましても財源更正をさせていただいております。 

  次に、民生費でございます。社会福祉費の国民健康保険費につきましては、国民健康保険

特別会計への繰出金25万3,000円を増額させていただいております。 

  次に、介護保険費でございますが、財源更正でございます。 

  次に、衛生費でございます。保健衛生費の診療所運営費につきましては、職員人件費の減

額分としてマイナス1,900万円、減額分を計上しております。 

  次に、上水道費でございます。９ページをお開きください。簡易水道事業特別会計への繰

出金としましてマイナス36万円、減額分を計上しております。 
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  次に、農林水産業費でございます。農業費の農業振興費でございますが、農業振興事業費

の一部減額ということで、マイナス73万1,000円を計上しております。 

  次に、土木費でございます。土木管理費のうち土木総務費は、土石等仮置場管理事業の土

石敷均し作業が増額となるということで87万4,000円の増額をさせていただいております。 

  次に、道路橋りょう費でございます。道路橋りょう総務費につきましては、事務費の減額

分マイナス57万8,000円を計上しております。 

  次に、道路維持費でございますが、道路維持管理事業の減額分としましてマイナス630万

円を減額として計上しております。 

  次に、道路整備費でございます。市町村土木補助の市町村土木補助事業費の中でマイナス

105万円の減額をさせていただいております。 

  次に、公園費でございます。公園管理費としまして、硫黄島平和祈念墓地公園の管理経費

の増減額分でございますが、減額分と増額分両方ございまして、合計で73万円の増額とさ

せていただいております。 

  次に、住宅費、用地造成費でございますが、繰出金としまして宅地造成事業特別会計への

繰出金増額分407万2,000円を計上しております。 

  次に、消防費でございます。非常備消防費としまして備品購入費、消防車等の関係ですが、

この備品購入費がマイナス355万円減額分となりまして予算を減額させていただいておりま

す。 

  次に、10ページをお開きください。教育費でございます。教育総務費の事務局費につきま

しては、職員人件費の増額分として20万円を計上させていただいております。 

  次に、小学校費、学校管理費でございますが、こちらは財源更正でございます。並びに中

学校費につきましても財源更正をさせていただいております。 

  次に、保健体育費ですが、保健体育総務費で、村民スポーツ振興事業費実績においてマイ

ナス98万6,000円の減額分を計上させていただいております。 

  次に、諸支出金でございます。基金費としまして減債基金費積立金、減債基金への積立金

の増額分でございます。１億7,089万5,000円を計上させていただいております。 

  次に、その他基金費としまして各種基金の積立金になりますが、公共施設等整備基金積立

金の増額分が1,000万円、災害対策基金の積立金増額分が207万7,000円、土地開発基金の積

立金増額分が72万2,000円、ふるさと寄附基金積立金増額分が400万円という形で計上させ

ていただいております。その他基金費で合計で1,679万9,000円の増額の計上でございます。 
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  11ページをお開きください。 

  歳出合計ですが、既定額が43億4,486万4,000円、補正額１億4,047万2,000円、計44億

8,533万6,000円。 

  説明につきましては以上でございます。 

  よろしくご審議をお願いいたします。 

○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。 

  一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） Ａ３の資料の５ページですけれども、ふるさと寄附金で400万円が増

額されたということで大変喜ばしいことだと思っておるんですが、具体的な寄附の指定で

すか、寄附してくださった方のご意向というのは何かあるのでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） ふるさと寄附につきましては、使用目的をご指定いただくという

ことで、自然環境の保全とそれから教育関係それから福祉関係と基本的には３つの分野を

ご指定いただくか、あるいは指定なしという形で村のほうで使い方を決めさせていただく

かという形になりますが、今表を持ってきておりませんのでその内訳が今どうなっている

かは、また後ほど説明させていただきたいと思います。 

○議長（佐々木幸美君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） それでは後ほど教えてください。 

  もう一つ、同じページでスポーツ祭東京とオリンピック・パラリンピックの気運醸成事業

マイナス280万円とあるんですけれども、この具体的な理由を教えてください。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。 

○総務課長（江尻康弘君） この事業につきましては、東京都の市町会から助成金をいただい

て行った事業ですけれども、本年この目的に沿った事業として父島・母島のスポーツ交流、

それから父島のロードレース、それから母島の小・中学校のロードレース大会において、

Ｔシャツですとかタオル等を配布して地域の機運醸成を図るという事業を実施しておりま

す。事業実施終了に伴いまして、決算見込みによる減額分を計上させていただいたもので

ございます。 

○議長（佐々木幸美君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） その、だから決算見込みが減額した理由を教えてください。 
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○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。 

○総務課長（江尻康弘君） 当初予定、いわゆる金額としていただいておりましたものがござ

いましたので、それに該当する事業を実施した上で余ったお金を返還するという形でござ

います。 

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。 

○２番（片股敬昌君） 今の質問に関連しますけれども、国体のスポーツの中で相撲であると

かビーチバレーとか、あるいはフィッシングという項目がたしか入っていたと思うんです

ね。こういうものは小笠原でもできるのかなという思いがあったんですが、距離的には確

かに1,000キロという距離があるので難しい面もあるかと思うんですが、こうしたことで小

笠原にこういうスポーツを呼ぼうという考えはございましたでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） こちらにつきましては、東京都のスポーツ振興局と事前にいろいろな

打ち合わせをさせていただいたところでございます。国体といいますのは全国規模でござ

いますので、小笠原に関しましては、まず競技施設、宿泊施設、それから交通アクセスと

いうことが、本大会の開催にはやはり適していないということで小笠原では見送りになっ

たところでございます。来年度の夏、デモンストレーションとしてビーチバレーを予定し

ているところでございます。 

○議長（佐々木幸美君） ほかにはございませんか。 

          （発言する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） ほかに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19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。 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第20、議案第20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20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

３号）（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成25年３月13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） 議案の95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３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25万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ２億9,280万7,000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25年３月13日。小笠原村長、森下一男。 

  96ページが歳入の款項の区分ごとの金額でございます。97ページに歳出の金額があります

が、内容につきましては、Ａ３判の補正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16ページをお開きください。 

  歳入と歳出、財源別の区分、金額等でございます。 

  17ページをお開きください。 

  歳入予算でございます。 

  繰入金につきましては、一般会計繰入金としまして、その他一般会計繰入金の増額分25万

3,000円を計上させていただいております。 
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  歳入合計ですが、既定額２億9,255万4,000円、補正額25万3,000円、計２億9,280万7,000

円でございます。 

  18ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  共同事業拠出金のうち高額医療費共同事業拠出金でございます。負担金、補助及び交付金

としまして、高額医療費共同事業拠出金の増額分21万9,000円を計上させていただいており

ます。 

  次に、諸支出金ですが、償還金及び還付金としまして、国民健康保険税の過年度分の還付

金１万5,000円を増額しております。また、都支出金返納金としまして、平成23年度市町村

国民健康保険都補助金への返還金としまして１万9,000円を計上しております。 

  歳出合計でございますが、既定額２億9,255万4,000円、補正額25万3,000円、計２億9,280

万7,000円でございます。 

  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20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２１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第21、議案第21号を議題といたします。 
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  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21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

３号）（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成25年３月13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、議案書の100ページをお開きください。 

  予算総則でございます。 

  平成24年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ16億2,422万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ24億9,051万4,000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。 

  （繰越明許費） 

  第２条 地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することがで

きる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

  （地方債の補正） 

  第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

  平成25年３月13日。小笠原村長、森下一男。 

  101ページに歳入、102ページに歳出、款項の区分ごとの金額を載せております。 

  103ページをお開きください。 

  第２表、繰越明許費でございます。 

  款項ですが、建設改良費、建設改良費、事業名としまして、扇浦浄水場整備事業、金額16

億2,776万円の繰り越しというふうになります。こちらにつきましては扇浦浄水場の移転整

備事業費でございますが、こちらが国のほうで平成24年度の補正予算に補助金が計上され
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るということになりまして、村のほうも予算はこれに合わせて24年度の補正予算で計上さ

せていただき、期日がありませんので、平成25年度に繰り越して執行させていただくとい

うことになりましたので、そのような所定の繰越明許費を計上させていただいております。 

  104ページをお開きください。 

  第３表、地方債補正でございます。 

  起債の目的としまして、簡易水道事業整備債でございます。先ほどの補正予算、繰越明許

の関係がありまして、補正前の限度額が１億6,200万円に対しまして補正後の限度額５億

6,890万円ということで大幅な増額になるものでございます。 

  それでは、予算の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。 

  20ページをお開きください。 

  左側に歳入、右側に歳出、財源内訳でございます。 

  21ページをお開きください。 

  歳入予算でございます。 

  使用料及び手数料につきましては、使用料の給水料決算見込みによりまして773万4,000円

の増額でございます。 

  次に、国庫支出金、国庫補助金ですが、簡易水道整備事業国庫補助金としまして８億

1,388万円の増額ということになります。合計で11億6,317万6,000円の国庫の補助金になり

ます。 

  次に、都支出金、都補助金でございますが、同様に簡易水道整備事業都補助金としまして

４億694万円の増額ということで、合計５億7,616万5,000円ということになります。 

  次に、繰入金としまして、一般会計からの繰入金の減額分マイナス36万円、簡易水道事業

基金からの繰入金マイナス1,558万2,000円、合わせましてマイナス1,594万2,000円、決算

見込みに基づく減額分でございます。 

  次に、繰越金ですが、繰越金につきましては471万7,000円、増額補正でございます。 

  次に、村債でございます。簡易水道事業整備債としまして４億690万円の増額で、合計５

億6,890万円ということになります。 

  歳入合計でございますが、既定額８億6,628万5,000円に対しまして補正額16億2,422万

9,000円、計24億9,051万4,000円でございます。 

  次に、歳出でございます。 
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  22ページをお開きください。 

  総務費でございますが、総務管理費につきましては、職員人件費の減額分マイナス200万

円、減額を計上してございます。 

  次、業務管理費でございますが、委託料としまして、母島の簡易水道施設の管理経費の減

額分マイナス1,122万3,000円でございますが、これにつきましては、母島の簡易水道の認

可変更を予定しておりましたが、そのための準備経費でございましたが、父島と母島両方

合わせる認可変更といいますか、統合する認可変更を今後行うということで、この予算に

ついては執行せずに平成25年度において統合するための認可変更のための作業を行うとい

うことで変更になりました。マイナス1,122万3,000円の減額でございます。 

  次に、建設改良費でございますが、小笠原諸島振興開発事業としまして、今回の平成24年

度国のほうの補正予算におきまして扇浦浄水場の整備費として16億2,776万円の増額の計上

でございます。 

  次に、諸支出金でございます。基金費としまして、簡易水道事業基金費として簡易水道事

業基金への積立金の増額分969万2,000円を計上させていただいております。 

  歳出合計、既定額８億6,628万5,000円、補正額16億2,422万9,000円、計24億9,051万4,000

円。 

  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をお願いいたします。 

○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21号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 
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○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２２号及び議案第２３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第22、議案第22号から日程第23、議案第23号までの議案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、議案２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22号から第23号までを一括して提出させていただきます。 

  議案第22号は、平成24年度小笠原村宅地造成事業特別会計補正予算（第２号）（案）、議

案第23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３号）（案）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） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） それでは、２件の補正予算をまとめて説明をさせていただきます。 

  まず、宅地造成事業特別会計でございます。 

  107ページをお開きください。 

  予算総則でございます。 

  平成24年度小笠原村宅地造成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からそれぞれ2,867万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ412万5,000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25年３月13日。小笠原村長、森下一男。 

  108ページをお開きください。歳入の款項の区分ごとの金額でございます。同様に109ペー
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ジは歳出予算の款項の区分ごとでございます。内容につきましては後ほど一括して説明さ

せていただきます。 

  それでは、浄化槽事業特別会計でございます。 

  112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３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66万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ5,613万3,000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25年３月13日。小笠原村長、森下一男。 

  113ページに歳入、114ページに歳出の款項の区分ごとの金額を計上しております。説明に

つきましては、Ａ３判の予算説明書のほうをお開きください。 

  まず、宅地造成事業特別会計でございます。 

  25ページをお開きください。 

  左側に歳入、右側に歳出の財源区分ごとの金額でございます。 

  次に、26ページをお開きください。 

  歳入予算でございます。 

  事業収入、土地売払収入につきましては、分譲地のほう、扇浦分譲地のほうの売り払いが

できませんでしたので宅地売払収入と宅地造成負担金合わせましてマイナス3,274万5,000

円の減額となりました。減額分を計上させていただいております。これに伴いまして、一

般会計からの繰入金、繰入金としまして一般会計からの繰入金407万2,000円を増額計上さ

せていただいております。 

  歳入合計、既定額3,279万8,000円、補正額マイナス2,867万3,000円、計412万5,000円でご

ざいます。 

  次に、歳出でございます。 

  27ページをお開きください。 

  総務費でございます。総務費の業務管理費としまして、工事請負費、施設の維持補修経費

等の減額分マイナス13万9,000円。 
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  次に、諸支出金でございます。一般会計の繰出金がマイナス2,853万4,000円、減額分とし

て計上させていただいております。 

  予備費につきましては財源更正でございます。 

  歳出合計、既定額3,279万8,000円、補正額マイナス2,867万3,000円、計412万5,000円。 

  宅地造成事業特別会計は以上でございます。 

  次に、浄化槽事業特別会計でございます。 

  29ページをお開きください。 

  左側に歳入、右側に歳出で、財源別の内訳が載っております。 

  次に、30ページをお開きください。 

  歳入でございます。 

  都支出金、都補助金、浄化槽整備推進事業費都補助金としまして66万8,000円の増額分を

計上しております。 

  歳入合計、既定額5,546万5,000円、補正額66万8,000円、計5,613万3,000円。 

  歳入は以上でございます。 

  31ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  諸支出金、繰出金でございます。一般会計への繰出金の増額分66万8,000円でございます。

こちらにつきましては、先ほどの東京都の補助金が歳入でございましたが、この補助金に

つきましては、将来減債等の形で積み立てをするということを条件に交付されております。

これを一般会計のほうに繰り出しをしまして、一般会計で減債基金への積み立てをさせて

いただきます。そのための所要の予算でございます。 

  歳出合計、既定額5,546万5,000円、補正額66万8,000円、計5,613万3,000円。 

  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をお願いいたします。 

○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） 
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○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22号から議案第23号までの議案２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22号から議案第23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２４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第24、議案第24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24号 小笠原村父島辺地及び母島辺地に係る公共施設の総合整

備計画（平成20年度～平成24年度変更）（案）。 

  上記議案を提出する。 

  平成25年３月13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、116ページをお開きください。 

  公共施設の整備計画でございますが、平成24年度当初に計画していたものにつきまして一

部変更を加えてございます。内容につきましては、新旧対照表ということで、118ページを

ご覧ください。118ページの上段のほうが変更後、新ということで、下のほうが変更前とい

うことで旧ということになります。 

  父島辺地の総合整備計画書でございます。 

  父島辺地につきましての変更点につきましては、まず右上の辺地の人口、変更前の数字、

人口が1,952人に対しまして、変更後の数字2,045人になっております。 

  それから、公共的施設の整備計画、表のほうでございますが、こちらでは変更点はまず村
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道でございます。扇浦地域線、大村奥村地域線の関係ですが、事業費、旧、変更前が２億

9,818万4,000円でございますが、これが変更後２億9,415万4,000円に変わっております。

これに伴いまして、一番右端の表、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額につきまして

も、村道、変更前5,900万円に対しまして変更後5,760万円に変わっております。 

  それでは、続きまして診療所備品、表の一番下にありますが、診療所備品がございます。

今回変更になりました部分ですが、事業費につきまして、変更前が3,396万円に対しまして、

上段の変更後3,398万3,000円に変わっております。それに伴いまして、辺地対策事業債の

予定額につきましても変更前1,690万円に対しまして変更後1,700万円となってございます。 

  このことによりまして、合計額の欄でございますが、変更前、事業費が24億588万3,000円

に対しまして変更後24億187万6,000円。辺地対策事業債の予定額につきましては、変更前

６億9,860万円に対しまして変更後６億9,730万円という変更でございます。 

  次に、母島辺地でございます。 

  120ページをお開きください。 

  こちらも上段が変更後、下段が変更前ということになります。こちらにつきましても、ま

ず右上の辺地の人口でございます。変更前455人に対しまして変更後484人に変わっており

ます。 

  次に、公共的施設の整備計画、表でございますが、診療所備品のところに変更がございま

す。変更前、事業費が9,156万8,000円のところ変更後9,153万5,000円に、これによりまし

て辺地対策事業債の予定額、表の一番右端でございますが、3,170万円だったところ3,390

万円に変更になっております。 

  合計額につきましても、変更前１億571万1,000円のところ変更後１億567万8,000円。辺地

対策事業債の予定額につきましては、変更前3,170万円に対しまして変更後3,390万円とな

ります。このような変更でございます。 

  説明につきましては以上でございます。 

  よろしくご審議をお願いいたします。 

○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。 
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          （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24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。 

  お諮りします。 

  暫時休憩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） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、暫時休憩いたします。 

  午後２時から再開いたします。 

（午前１１時５２分） 

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

○議長（佐々木幸美君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

（午後２時） 

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

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。 

○総務課長（江尻康弘君） 午前中にご審議をいただきましたところで一部誤りがございまし

たので、この場で訂正をさせていただきます。 

  75ページになります。小笠原村国民健康保険条例の一部を改正する条例（案）の本文でご

ざいます。第12条第２項中とございますが、こちらは第10条の誤りでございました。訂正

のほう、よろしくお願いしたいと思います。大変失礼いたしました。 

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

◎議案第２５号から議案第３３号までの上程、説明 

○議長（佐々木幸美君） それでは、日程第25、議案第25号から日程第33、議案第33号までの

議案９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） 
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○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、議案９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25号から第33号までを一括して提出させていただきます。 

  議案第25号は、平成25年度小笠原村一般会計予算（案）、議案第26号は、平成25年度小笠

原村国民健康保険特別会計予算（案）、議案第27号は、平成25年度小笠原村簡易水道事業

特別会計予算（案）、議案第28号は、平成25年度小笠原村宅地造成事業特別会計予算

（案）、議案第29号は、平成25年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計予算

（案）、議案第30号は、平成25年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計

予算（案）、議案第31号は、平成25年度小笠原村下水道事業特別会計予算（案）、議案第

32号は、平成25年度小笠原村浄化槽事業特別会計予算（案）、議案第33号は、平成25年度

小笠原村後期高齢者医療特別会計予算（案）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） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） それでは、平成25年度各会計予算（案）の概要について説明させ

ていただきます。 

  昨年12月16日の総選挙により、３年４カ月に及ぶ民主党・国民新党の連立政権が敗れ、２

回目の総理大臣就任となった安倍首相のもと、政権は再び自民党・公明党の連立政権に委

ねられました。この政権交代に好感を抱く経済界では、政権交代前から円高の是正、株価

の回復傾向が続き、一時１ドル78円台だった円が96円台に、9,000円台だった日経平均株価

が１万2,000円台に回復したほか、賃金の上昇も一部具体化しつつあるなど、景気の回復に

対する期待感が高まっております。 

  しかしながら、安倍政権による政策発動はまだ始まったばかりであり、ほとんどの政策は

これから実施される予定のものであるため、これらの期待感はまだ実体のないものと指摘

する声もあります。東日本大震災からの復興、デフレから脱却を進め、増大する社会保障

経費に対応しながら経済を回復させ、同時に財政再建をも進めていかなければならないな

ど、安倍政権には山積する問題への重圧がかかっており、いまだ施策の内容が明らかにな

っていないところもあります。民主党政権下で決定した消費税増税も１年後に予定されて

いる中、地方交付税予算の減額や地方の財源となっている自動車取得税、重量税の廃止な
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ども論議されているため、地方自治体にとってもこれからの動向に注目する必要がありま

す。 

  また、平成25年度予算が３月31日までに成立することが見込めないため、新年度当初は50

日間程度の暫定予算を組むことが検討されており、その影響がどの程度及ぶかも心配され

るところです。安倍政権に対する大きな期待感も持ちながら、まだまだ国の制度や予算が

不確かな状況の中、当村においてはこれまでと同様、取り組むべき行政課題を的確に把握

し、村の振興・発展と住民の福祉の向上のために最大限の努力を払っていかなければなり

ません。 

  本予算案では、第３次小笠原村総合計画及び小笠原諸島振興開発計画に基づく事業を中心

としながら、新たな行政課題にも対応するとともに、従来からの懸案事項については着実

に施策を実現し、また、平成26年度からの新たな総合計画・振興開発計画への準備を進め

る予算としています。従来からの懸案である財政健全化に向けても引き続き事務事業の見

直しや財政指標改善のための手当てを進め、安定した財政構造への転換に努めてまいりま

す。 

  歳入面では、下水道及び浄化槽事業における排水使用料を３カ年かけて改定していくこと

とし、初年度の今年度は合わせて約500万円程度の増収を見込んでおります。新たな財源と

して平成24年度から計上させていただいたふるさと寄附は、平成24年度には大口の寄附を

いただいたこともあり、約400万円程度の収入を得ることができましたが、今年度について

も多くの方にご賛同いただけるよう広報に努めてまいります。 

  歳出面では、東日本大震災以降の状況変化に対応するため、防災・減災事業を強化してお

りますが、今年度は、奥村旧高校跡地に災害時における避難施設の機能を備えた（仮称）

奥村交流センターを整備することとしており、村民の皆様の安全・安心を守る一助とした

いと考えております。このため、振興開発事業等の建設補助事業の減少はありましたが、

単独事業が増加することにより建設事業費全体は増加しております。 

  財政健全化に向けては、今年度も引き続き各事業にわたり経常経費の抑制を図ってはおり

ますが、村有施設については老朽化が進んでいる施設も多くなっているため、安全・安心

を確保する観点からもその対応が必要となっています。そのため、今年度は小・中学校の

耐震補強工事をはじめ、施設の改修・補修事業にも意を注いだ予算としております。また、

平成24年度に実施しました村債の繰上償還により平成24年度末における村債現在高の減少、

今年度の償還のための公債費予算の削減を果たしております。財政健全化の取り組みは今
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後も継続していかなければならない課題でありますので、議員諸氏におかれましてもご理

解とご協力をお願いいたします。 

  なお、国の平成24年度補正予算に計上されました地域の元気臨時交付金につきましては、

いまだ算定金額や充当可能事業についての詳細が明らかになっておりませんので、平成25

年度当初予算には計上せず、詳細が判明次第、６月補正予算等で対応することといたしま

した。 

  それでは、平成25年度一般会計予算の概要について説明させていただきます。 

  議案書の124ページをお開きください。 

  一般会計予算総則でございます。 

  一般会計の予算総額は歳入歳出それぞれ42億2,790万1,000円で、前年度と比較いたしまし

て３億7,749万4,000円、9.8％の増となっております。これは、前年度の観光施設整備や診

療所整備などの予算が減となりましたが、（仮称）奥村交流センターの整備や返還45周年

記念事業経費の計上、小・中学校耐震補強工事や村役場第二庁舎、硫黄島島民平和祈念会

館、地域福祉センター、母島村民会館などの改修・補修工事、旧屠畜場や旧コミバイ研究

所などの危険建物の撤去工事などを計上したため増となったことなどが主な要因でござい

ます。 

  125ページをお開きください。 

  歳入の主なものについて申し上げます。 

  村税は、平成24年度の課税実績からの見込みにより計上しており、普通徴収分個人住民税

の増加、建物や償却資産等の増加による固定資産税の増加を見込んでおりますが、村税全

体としては4.4％の増加で４億3,492万3,000円を計上しております。一昨年後半からの観光

客増加による村内への経済効果が多少生じているものと考えております。 

  地方譲与税をはじめとする国税からの剰余金、交付金関係につきましてはほとんどが減少

傾向となっており、地方譲与税692万5,000円、利子割交付金309万円、配当割交付金173万

6,000円、株式等譲渡所得割交付金37万5,000円、地方消費税交付金3,306万6,000円、自動

車取得税交付金400万8,000円、国有提供施設等所在市町村助成交付金１億3,196万4,000円、

地方特例交付金37万1,000円を計上しております。 

  126ページをお開きください。地方交付税は、地方公務員の給与費削減を前提とした削減

が行われる予定ですが、給与水準の低い自治体には代替措置も盛り込まれるということで

すので、平成24年度の交付実績を踏まえ、対前年度比12.5％増の14億6,766万1,000円を見
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込んでおりますが、今後の動向により変動する可能性はございます。 

  交通安全対策特別交付金は51万2,000円、分担金及び負担金は科目存置です。 

  使用料及び手数料につきましては、使用料はインターネット使用料、有料老人ホーム使用

料、診療所収入の増等により9.2％の増、手数料は残土処理手数料の実績減などによりマイ

ナス7.5％減を見込んでおり、全体では対前年度比7.8％増の２億6,314万6,000円を計上し

ております。 

  国庫支出金は、小・中学校耐震化工事費補助金を新たに計上していますが、振興開発事業

費補助金や防衛の周辺民生安定施設整備事業費補助金の減があり、また硫黄島遺骨収容事

業に係る国庫委託金の大幅減により、対前年度比マイナス37.1％減の２億3,052万4,000円

となっています。 

  都支出金は、振興開発事業費や学校運動場芝生化事業費が減少しておりますが、村道整備

に係る都補助金や総合交付金の増を見込み、対前年度比1.1％増の８億7,566万2,000円を計

上しております。 

  財産収入は、職員住宅使用料、土地建物等の貸付料、基金積立利子等で3,934万円、寄附

金は昨年度より募集開始したふるさと寄附金を計上し100万1,000円を計上しております。 

  繰入金は、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金からの繰り入れ5,000万円のほか、

歳入不足を補うための財政調整基金繰入金など、対前年度比18.3％増の２億2,988万3,000

円を計上しております。 

  繰越金は、平成24年度において収入超過となり、今年度精算や返還となる経費の財源とし

て380万円を計上しました。 

  127ページをお開きください。諸収入は、対前年度比5.1％増の5,141万3,000円を計上して

おります。 

  村債は、（仮称）奥村交流センター整備のための財源として総務債を計上しておりますが、

今後の状況変化により変更する可能性もございます。全体としては、対前年度比168.6％増

の４億4,850万円を計上しております。 

  次に、歳出の主なものでございます。 

  128ページをお開きください。 

  議会費は、議事堂のＰＡアンプほか交換工事を計上し、対前年度比1.7％増の7,107万

9,000円を計上しております。 

  総務費では、職員人件費では、総務費負担の人件費はほぼ変わりませんが、各会計を合わ
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せた一般職員全体の人件費を見ますと、計上する職員数が120名とマイナス３名減となり、

人件費全体では対前年度比マイナス3,624万5,000円、マイナス3.8％の減となっております。

そのほかの人件費関係では、固定資産評価補助員として非常勤職員予算を新たに計上して

おります。そのほかの総務費については、返還45周年記念事業経費、災害時の避難施設機

能を備えた（仮称）奥村交流センター整備、伊豆諸島開発株式会社への増資経費、村役場

庁舎敷の国有地取得経費、宮之浜道職住１号棟の解体等職員住宅の改修・補修工事、都道

リフォーム区間の共同溝への光ケーブル敷設工事のほか、長期総合計画策定事業費、航空

路開設推進事業予算、都議会議員選挙費、参議院議員選挙費などを計上しており、総務費

合計で対前年度比43％増の15億7,049万8,000円を計上しております。 

  民生費は、地域福祉センターや母島村民会館、父島保育園などの改修・補修経費が主な増

加要因となっていますが、父島・母島の保育園の運営や各種の医療助成などを計上してい

ます。そのほか、国民健康保険、介護保険事業勘定、介護サービス事業勘定、後期高齢者

医療などの特別会計への繰出金の増減を含め、民生費全体では、対前年度比7.3％増の５億

8,015万9,000円を計上しております。 

  衛生費では、妊産婦健診や女性特有のがん検診の支援、各種任意予防接種の接種促進及び

接種費用の助成を引き続き進めるとともに、健康診断事業については、今まで受診できな

かった協会健保の方たちも今年度から受診できるようにいたしました。診療所関係では、

診療所整備におけるエックス線、ＣＴ機材などの振興開発事業予算が終了し、大きな減と

なっています。このほか、環境衛生面では、引き続き動物対策や廃棄物処理事業の円滑な

運営を図るとともに、簡易水道、下水道、浄化槽の各特別会計への繰出金を計上しており、

全体としては対前年度比マイナス10.2％減の８億7,464万1,000円を計上しております。 

  農林水産業費は、引き続き農地再整備事業補助金を計上し、農地の流動化を支援するほか、

旧屠畜場の撤去工事、海洋センターの改修・補修工事を計上しております。このほか、農

業、水産業の支援事業として、有害鳥獣駆除対策の推進、離島漁業再生支援事業などの継

続などを計上し、対前年度比16.6％増の6,652万8,000円としております。 

  商工費は、金融支援対策事業経費、観光客受け入れ対策事業、小笠原村観光局委託事業、

エコツーリズムの推進事業を継続しておりますが、商工観光会館の外壁改修、島じまん

2012事業、振興開発事業による奥村遊歩道兼避難路の整備工事などが終了したことにより、

商工費合計では対前年度比マイナス31.7％減の１億1,676万7,000円を計上しております。 

  土木費は、今年度は振興開発事業による村道事業はありませんが、村単独事業による東町
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６号線の改修、大神宮線、三日月線の調査・設計、母島静沢２号線の舗装改修等を計上し、

全体では対前年度比23.7％増の１億87万円を計上しております。 

  129ページをお開きください。消防費では、消防団員の処遇改善のため報酬や出動手当の

アップを行いましたが、父島の消防車の更新、小型可搬ポンプの更新、大村消防車庫の解

体工事などが終了したため、対前年度比マイナス62.9％減の1,337万1,000円を計上してお

ります。 

  教育費では、小笠原小学校、中学校のグラウンド全面改修が終了しましたが、新たに父

島・母島小・中学校の耐震補強工事を計上したほか、学校施設の各種改修・補修経費を計

上しています。そのほか、母島小・中学校開校40周年記念事業経費、英語教育や教材整備

などの教育予算の充実、天然記念物・農作物被害防除対策予算を計上するなどし、対前年

度比17％増の２億8,067万2,000円としております。 

  公債費は、前年度において村債繰上償還を実施したことにより一般会計の前年度末残高見

込みは約５億1,000万円減少しており、今年度の公債費も対前年度比マイナス4.3％減の４

億8,731万7,000円を計上しております。 

  諸支出金では、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金及びふるさと寄附基金への積み

立てを含む基金への積み立て、並びに国や東京都への返還金、過誤納還付金、国有財産管

理受託事業における精算金を合わせ、5,599万9,000円を計上しております。 

  予備費は、前年度と同様1,000万円を計上しております。 

  130ページをお開きください。 

  債務負担行為につきましては、第２表のとおりでございます。母島村民会館の指定管理に

ついて記載してございます。 

  131ページをお開きください。 

  村債につきましては、第３表のとおりでございます。集会施設整備債、（仮称）奥村交流

センターでございますが３億3,360万円、臨時財政対策債１億1,490万円、合計４億4,850万

円を計上しておりますが、今後、状況の変化により変更する可能性がございます。 

  以上が一般会計予算（案）の主な内容でございます。 

  よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

  次に、国民健康保険特別会計予算について説明させていただきます。 

  134ページをお開きください。 

  予算総則でございます。 
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  平成25年度国民健康保険特別会計予算につきましては、予算総額は歳入歳出それぞれ２億

4,964万7,000円で、前年度当初予算と比較いたしますとマイナス2.0％、498万2,000円の微

減となっております。 

  135ページをお開きください。 

  予算の概要につきましては、歳入では、国民健康保険税については、0.6％増の7,610万

1,000円となっています。 

  一部負担金と使用料及び手数料はそれぞれ2,000円、科目存置でございます。 

  国庫支出金が7,506万9,000円、療養給付費交付金が655万6,000円、前期高齢者交付金が

2,000円、都支出金が3,019万9,000円、共同事業交付金が3,969万8,000円、寄附金1,000円

は科目存置、一般会計からの繰入金が2,190万4,000円、繰越金が10万1,000円、諸収入が１

万2,000円でございます。 

  137ページをお開きください。 

  歳出では、事務費に当たる総務費が国保システムの改修のため20.1％増の905万4,000円、

保険給付費が１億5,131万3,000円、後期高齢者支援金等が3,550万7,000円、前期高齢者納

付金等が733万7,000円、老人保健拠出金が4,000円、介護納付金が1,757万2,000円、共同事

業拠出金が2,187万1,000円、保健事業費が588万5,000円、諸支出金が10万4,000円。138ペ

ージをお開きください。予備費が100万円を見込んでおります。 

  以上が主な内容でございます。 

  次に、簡易水道事業特別会計予算の説明をさせていただきます。 

  141ページをお開きください。 

  予算総則でございます。 

  予算総額は歳入歳出それぞれ２億6,088万4,000円で、前年度当初予算と比較しますとマイ

ナス68.9％、５億7,800万1,000円の大幅な減少となっております。これは、扇浦浄水場の

移転工事予算を平成24年度補正予算に前倒し計上したためでございますが、実際には約16

億円ほどの事業費を全て今年度に繰り越して執行することとなります。 

  142ページをお開きください。 

  予算の概要につきましては、歳入では、分担金及び負担金が1,000円、科目存置、使用料

及び手数料が対前年度比6.3％増の9,538万7,000円、国庫支出金が対前年度比マイナス

82.6％減の6,087万9,000円、都支出金がマイナス82％減の3,043万9,000円、財産収入が２

万5,000円、一般会計からの繰入金が4,654万1,000円、繰越金が1,000円、諸収入が31万
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1,000円、村債が2,730万円となっております。 

  143ページをお開きください。 

  歳出では、総務費が人件費等の事務費のほか施設の管理費や補修経費、父島・母島の簡易

水道を統合するための認可変更に必要な調査経費等を計上し１億724万1,000円、建設改良

費が振興開発事業となりますが父島扇浦浄水場に関連する導送配水施設の整備工事、その

他の配水管新設工事のほか、母島の浄水場建てかえのための詳細設計や都有地取得経費の

経費を計上し、対前年度比マイナス82.6％減の１億2,175万9,000円となっております。公

債費は2,985万9,000円、諸支出金が２万5,000円、予備費が200万円を計上しております。 

  144ページをお開きください。 

  村債につきましては第２表のとおりでございます。建設改良債2,730万円を計上しており

ます。 

  以上が主な内容でございます。 

  次に、宅地造成事業特別会計予算の説明をさせていただきます。 

  147ページをお開きください。 

  予算総則でございます。 

  予算総額は歳入歳出それぞれ3,534万3,000円となっております。 

  148ページをお開きください。 

  予算の概要につきましては、歳入では、事業収入として3,534万円、繰入金が1,000円、繰

越金が1,000円、諸収入が1,000円となっております。 

  149ページをお開きください。 

  歳出では、総務費において父島西町の村有地を分譲するための整備工事をするとともに、

既存の分譲地の景観維持や未分譲区画の維持のための管理費などを計上し、対前年度比

89.3％増の778万7,000円、諸支出金として一般会計への繰出金2,745万6,000円、予備費と

して10万円を計上しております。 

  以上が主な内容でございます。 

  次に、介護保険（保険事業勘定）特別会計予算の説明をさせていただきます。 

  152ページをお開きください。 

  予算総則でございます。 

  予算総額は歳入歳出それぞれ7,955万円です。 

  153ページをお開きください。 
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  予算の概要につきましては、歳入では、保険料が1,676万円、使用料及び手数料が2,000円、

科目存置、国庫支出金が1,523万8,000円、支払基金交付金が2,211万6,000円、都支出金が

1,043万3,000円、財産収入が8,000円、寄附金が1,000円、繰入金が1,488万4,000円、繰越

金が10万円、諸収入が7,000円。154ページをお開きください。村債が1,000円となっており

ます。 

  155ページをお開きください。 

  歳出では、総務費において総合行政介護保険システム経費のほか事務費や介護認定経費を

計上し対前年度比81％増の521万4,000円、保険給付費が7,276万4,000円、地域支援事業費

が95万7,000円、財政安定化基金拠出金が1,000円、基金積立金が8,000円、諸支出金が10万

5,000円、公債費が1,000円、予備費が50万円となっております。 

  以上が主な内容でございます。 

  次に、介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計予算の説明をさせていただきます。 

  158ページをお開きください。 

  予算総則でございます。 

  予算総額は歳入歳出それぞれ１億5,631万6,000円です。 

  159ページをお開きください。 

  予算の概要につきましては、歳入では、サービス収入が対前年度比19.7％増の3,181万

9,000円、寄附金が1,000円、繰入金が１億2,449万3,000円、繰越金が1,000円、諸収入が

2,000円となっております。 

  160ページをお開きください。 

  歳出では、総務費が事務経費として介護支援専門員の人件費のほか母島高齢者在宅サービ

スセンターの運営経費、その他の事務費を計上し754万8,000円、サービス事業費が対前年

度比1.7％増の１億4,776万6,000円、諸支出金が2,000円、予備費が100万円となっておりま

す。 

  以上が主な内容でございます。 

  次に、下水道事業特別会計予算の説明をさせていただきます。 

  163ページをお開きください。 

  予算総則でございます。 

  予算総額は歳入歳出それぞれ１億9,011万2,000円で、前年度当初予算と比較しますとマイ

ナス15.2％、3,394万5,000円の減となっておりますが、これは主に振興開発事業費の減少
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によるものです。 

  164ページをお開きください。 

  予算の概要につきましては、歳入では、分担金及び負担金が1,000円、科目存置、使用料

及び手数料が料金改定及び使用料増により14.9％増の4,456万7,000円、国庫支出金が対前

年度比マイナス84.7％減の456万円、一般会計からの繰入金が１億3,688万1,000円、繰越金

が1,000円、諸収入が2,000円、村債が410万円となっております。 

  165ページをお開きください。 

  歳出では、総務費が人件費等の事務費のほか施設の管理費や補修経費を増額計上しており、

対前年度比28.9％増の9,692万4,000円、建設改良費が振興開発事業となりますが父島の処

理施設の改修工事を計上し、対前年度比84.7％減の912万円となっております。公債費は

8,306万7,000円、諸支出金が1,000円、予備費は100万円を計上しております。 

  166ページをお開きください。 

  村債につきましては第２表のとおりでございます。建設改良債410万円を計上しておりま

す。 

  以上が主な内容でございます。 

  次に、浄化槽事業特別会計予算の説明をさせていただきます。 

  169ページをお開きください。 

  予算総則でございます。 

  予算総額は歳入歳出それぞれ2,861万円です。 

  170ページをお開きください。 

  予算の概要につきましては、歳入では、分担金及び負担金が1,000円、科目存置、使用料

及び手数料が料金改定等により対前年度比47.3％増の406万3,000円、国庫支出金が781万

3,000円、都支出金が1,000円、一般会計からの繰入金が951万円、繰越金が1,000円、諸収

入が22万1,000円、村債が700万円となっております。 

  171ページをお開きください。 

  歳出では、総務費が人件費等の事務費のほか施設の管理費や補修経費を計上し909万7,000

円、建設改良費が振興開発事業となりますが浄化槽整備工事費等を計上し1,562万6,000円

となっております。公債費は288万6,000円、諸支出金が1,000円、予備費は100万円を計上

しております。 

  172ページをお開きください。 
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  村債につきましては第２表のとおりでございます。建設改良債700万円を計上しておりま

す。 

  以上が主な内容でございます。 

  次に、後期高齢者医療特別会計予算の説明をさせていただきます。 

  175ページをお開きください。 

  予算総則でございます。 

  予算総額は歳入歳出それぞれ2,253万2,000円です。 

  176ページをお開きください。 

  予算の概要につきましては、歳入では、後期高齢者医療保険料が819万8,000円、一般会計

からの繰入金が1,355万1,000円、繰越金が1,000円、諸収入が78万2,000円となっておりま

す。 

  177ページをお開きください。 

  歳出では、総務費が事務経費を計上し275万円、広域連合納付金が1,711万9,000円、保健

事業費が63万2,000円、保険給付費が30万円、諸支出金が23万1,000円、予備費が150万円と

なっております。 

  以上が主な内容でございます。 

  各会計予算概要の説明は以上でございます。 

  各予算につきまして、よろしくご審議の上、ご承認をいただきますようお願い申し上げま

す。 

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

◎平成２５年度予算特別委員会設置の動議 

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。 

○２番（片股敬昌君） 動議を提出します。 

  平成25年度小笠原村各会計予算（案）につきましては、平成25年度予算特別委員会を設置

し、同委員会に付託され審査されることを提案します。 

○議長（佐々木幸美君） ただいまの動議を議題と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。 

  平成25年度予算特別委員会設置の動議を議題といたします。 

  要綱はお手元に配付してあります。 
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  朗読は省略いたします。 

  本件は動議のとおり決定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、平成25年度予算特別委員会を設置し、平成25年度

小笠原村各会計予算（案）については、同委員会に付託することに決定いたしました。 

  委員はお手元に配付してあります名簿のとおり指名したいと思います。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、委員はお手元に配付の名簿のとおり選任すること

に決定いたしました。 

  お諮りします。 

  平成25年度予算特別委員会設置を招集するため、暫時休憩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） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

  よって、暫時休憩をいたします。 

（午後２時４２分） 

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

○議長（佐々木幸美君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

（午後２時４７分） 

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

◎予算特別委員会より報告 

○議長（佐々木幸美君） 平成25年度予算特別委員会より報告があります。 

  片股敬昌君。 

○予算特別委員長（片股敬昌君） ご報告します。 

  平成25年度予算特別委員会において、私、片股敬昌が委員長に、杉田一男議員が副委員長

に選出されましたので、ご報告します。 

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

◎議会運営委員会委員及び常任委員会委員の選任について 

○議長（佐々木幸美君） 日程第34から日程第35を一括議題といたします。 
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  平成25年４月27日に任期が到来する両委員会の委員を小笠原村議会委員会条例第７条第５

項の規定により、お手元に配付の名簿のとおり選任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） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、名簿のとおり選任することに決定いたしました。 

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

◎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が、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、本日の会議は終了いたします。 

  委員会審議のため、明日３月16日から３月26日までの11日間を休会と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） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、３月16日から３月26日までの間を休会とすること

に決定いたしました。 

  次回は３月27日午後２時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２時４８分） 
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平 成 ２ ５ 年 第 １ 回 小 笠 原 村 議 会 定 例 会 会 議 録  

 

議 事 日 程 （第３号） 

                     平成２５年３月２７日（水曜日）午後２時開議 

 

第 １ 議案第２５号 平成２５年度小笠原村一般会計予算（案） 

第 ２ 議案第２６号 平成２５年度小笠原村国民健康保険特別会計予算（案） 

第 ３ 議案第２７号 平成２５年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算（案） 

第 ４ 議案第２８号 平成２５年度小笠原村宅地造成事業特別会計予算（案） 

第 ５ 議案第２９号 平成２５年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計予算（案） 

第 ６ 議案第３０号 平成２５年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計予

算（案） 

第 ７ 議案第３１号 平成２５年度小笠原村下水道事業特別会計予算（案） 

第 ８ 議案第３２号 平成２５年度小笠原村浄化槽事業特別会計予算（案） 

第 ９ 議案第３３号 平成２５年度小笠原村後期高齢者医療特別会計予算（案） 

第１０ 議案第３４号 小笠原村父島辺地及び母島辺地に係る公共施設の総合整備計画（平成

２１年度～平成２５年度）（案） 

第１１ 発議第 １号 議員の派遣について（案） 

追加日程 

第 １ 発議第 ２号 小笠原村日本復帰記念の日を定める条例（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 
総 務 課 企 画 
政 策 室 長 湯 村 義 夫 君 

自 然 管 理 
専 門 委 員 

岩 本   誠 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 

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２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。 

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

◎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。 

○事務局長（セーボレー孝君） ご報告します。 

  ３月19日、副議長鯰江 満君が議長代理で、議員５名とともに小笠原中学校の卒業式に出

席しました。 

  次に、３月20日、議長佐々木幸美君が、議員３名とともに母島小・中学校の卒業式に出席

しました。 

  次に、３月22日、副議長鯰江 満君が議長代理で、議員５名とともに小笠原小学校の卒業

式に出席しました。 

  以上でございます。 

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

◎議案第２５号から議案第３３号までの委員長報告、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25号から日程第９、議案第33号までの議案９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、議案９件を一括議題といたします。 

  平成25年度予算特別委員会委員長の報告を求めます。 

  委員長、片股敬昌君。 

○予算特別委員長（片股敬昌君） 平成25年度予算特別委員会のご報告を申し上げます。 

  本委員会は、付託された平成25年度小笠原村各会計予算（案）について、３月25日、26日
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の２日間にわたり審査を行いました。 

  委員会運営に終始ご協力をいただきました副委員長、村長をはじめ、執行部の皆様並びに

熱心に審査を賜りました委員の皆様に心より感謝を申し上げます。 

  それでは、平成25年度予算特別委員会の審査結果についてご報告いたします。 

  本委員会に付託された平成25年度小笠原村各会計予算（案）は、審査の結果、次のとおり

決定しましたので、会議規則第77条の規定により報告いたします。 

  平成25年３月27日。平成25年度予算特別委員会委員長、片股敬昌。 

  小笠原村議会議長、佐々木幸美殿。 

  １、議案第25号から議案第33号までの平成25年度小笠原村各会計予算（案）９件は、原案

のとおり可決するものと決定しました。 

  ２、意見。 

  平成25年度予算は、歳入の確保、経常経費の抑制、公債費予算の減など、財政健全化への

取り組みが反映された予算となっている一方で、急務となっている防災や減災対策につい

て積極的な取り組みが現れた予算として評価します。 

  なお、国の制度や予算が不確定な中で、平成25年度予算に反映されていない事業について

は、情報収集を密にし、詳細が明らかになった時点で速やかに補正予算で措置して下さい。 

  本予算委員会の審議の中で指摘、要望、意見があった次の点について、今後の施策、財政

運営に反映されるよう意見を添えます。 

  １）、離島振興対策実施地域に適用されている税制特例の当村での適用の可否について関

係省庁と協議するようお願いします。 

  ２）、災害後の当面の生活維持のため、食糧の備蓄や電力の確保等について再度、検証・

整理するようお願いします。 

  ３）、教育委員会のスポーツ振興や文化財保護、歴史資料収集等の予算に対する指摘につ

いては、今後配慮していただきたいと思います。 

  ４）、当村に東京都教育庁出張所の設置を要望するようお願いします。 

  ５）、予算審議に際しての資料の一層の充実をお願いします。 

  報告は、以上でございます。 

○議長（佐々木幸美君） ありがとうございました。 

  報告は終わりました。 

  これより委員長報告に対する質疑に入ります。 
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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、本報告に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25号から議案第33号までの議案９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。 

  本予算案に対する委員長報告は原案どおり可決です。 

  議案第25号から議案第33号までを委員長報告のとおり決定すること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、本予算案は委員長報告のとおり可決されました。 

  村長から発言を求められておりますので、これを許します。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 発言の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。 

  平成25年度各会計予算（案）につきまして、活発なご議論、厳正なご審議を経て、原案ど

おり可決をしていただきました。ご承認、まことにありがとうございます。 

  この予算につきましては、議員の皆様からいただきました意見を念頭に置きまして、執行

部一同、厳正に執行してまいりたいと、このように思っております。 

  今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上げます。 

  ご承認をいただき、まことにありがとうございました。 

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

◎議案第３４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） それでは、日程に入ります。 

  日程第10、議案第34号を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 
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  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 議案第34号 小笠原村父島辺地及び母島辺地に係る公共施設の総合整

備計画（平成21年度～平成25年度）（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成25年３月13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、小笠原村父島辺地及び母島辺地に係る公共施設の総合

整備計画、平成21年度から平成25年度までの５カ年でございます。 

  資料の179ページをお開きください。 

  こちらが父島辺地、母島辺地合計の整備計画でございます。 

  内容につきましては、次ページ以降で説明させていただきます。 

  180ページをお開きください。 

  父島辺地の総合整備計画書でございます。 

  まず、右上の辺地の人口でございますが、辺地の人口2,058人。面積23.80平方キロメート

ルでございます。 

  １番、辺地の概況ですが、辺地度点数が174点。そして、公共的施設の整備計画表になり

ますが、施設名としましては、村道扇浦地域線、大村奥村地域線から集会施設まで、合計

の事業費と財源内訳の説明をさせていただきます。 

  合計の事業費20億6,184万6,000円。財源内訳ですが、特定財源が11億2,632万1,000円。一

般財源９億3,552万5,000円。一般財源のうち辺地対策事業債の予定額８億7,750万円。 

  父島辺地につきましては以上でございます。 

  181ページをお開きください。母島辺地の総合整備計画書でございます。 

  右上になりますが、辺地の人口489人。面積20.21キロ平米でございます。 

  １番、辺地の概況。辺地度点数ですが345点になります。 

  ３番の公共的施設の整備計画の表でございます。 

  村道奥村地域線から診療所備品まで合計の数字を説明させていただきます。 

  合計の事業費１億567万8,000円。財源内訳としまして、特定財源6,662万1,000円。一般財

源3,905万7,000円。一般財源のうち辺地対策事業債の予定額3,390万円。 
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  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。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34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１号の上程、説明、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第11、発議第１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、セーボレー君。 

○事務局長（セーボレー孝君） 説明いたします。 

  発議第１号は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、東京都町村議会議長会主催、議員講演会に出席するためでございます。 

  （１）派遣目的。議員活動の一助とするため、専門家による講演会に出席するため。 

  （２）派遣場所。都内でございます。 

  （３）派遣期間。平成25年５月５日から５月21日。講演会は５月15日でございます。 

  （４）派遣議員。佐々木幸美議長ほか、議員７名でございます。 



－１３４－ 

  ２、第74回黒船祭、出席。 

  （１）派遣目的。ペリー艦隊の来航を通じて、当村と縁のある静岡県下田市で開催の黒船

祭に出席し、関係者との交流を図るためでございます。 

  （２）派遣場所。静岡県下田市。 

  （３）派遣期間。平成25年５月５日から５月21日。黒船祭の期間は５月17日から19日まで

でございます。 

  （４）派遣議員。佐々木幸美議長ほか、議員７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が、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１号は原案のとおり決定いたしました。 

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

◎発議第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 次に、追加日程第１、発議第２号を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） 発議第２号 小笠原村日本復帰記念の日を定める条例（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、小笠原村日本復帰記念

の日を定める条例（案）を提出する。 

  平成25年３月27日。提出者、小笠原村議会議員、高橋研史。賛成者、小笠原村議会議員、

片股敬昌。 

  小笠原村日本復帰記念の日を定める条例（案）。 

  小笠原村日本復帰記念の日は６月26日と定める。 

  附則。 

  この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

  内容につきましては、提案理由の朗読をもってかえさせていただきます。 

  提案理由。 

  小笠原村は、昭和43年６月26日、米国の施政権返還により日本に復帰した。本年は、この

復帰から45年目を迎え、やがて時は半世紀を過ぎようとしている。 
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  第二次世界大戦（太平洋戦争）末期の昭和19年、島民に軍属としての残留者を残し、本土

への強制疎開が命じられた。引き揚げを余儀なくされた島民は、翌年の終戦を本土の各疎

開地において迎えることとなった。終戦後の混乱と生活基盤のない地において疎開生活す

る島民の生活は壮絶な困窮を極めていた。こうした中、小笠原諸島の行政権は日本から分

離され、米軍の直接統治下に置かれることとなったのである。 

  昭和21年、即時帰島を希望する島民は、協議により、小笠原島硫黄島引揚者連盟を結成。

各方面に対して帰島運動が開始され、占領軍総司令官マッカーサー元帥に対し、第１回の

帰島請願書が提出された。また同年、連合軍総司令部は、欧米系を先祖とする日本人の帰

島を許し、129名が帰島している。 

  翌年には、小笠原島硫黄島引揚者連盟を解体して、新たに小笠原島硫黄島帰郷促進連盟

―以下、連盟という―を結成。政府、国会、東京都をはじめ、連合軍総司令部、米国政

府に対して帰島の請願陳情運動が精力的に行われるようになった。昭和27年には、対日講

和条約の発効により、小笠原・奄美の施政権が分離され、米国の施政権下に置かれること

となり、小笠原諸島の各村は廃止された。 

  これを契機に、連盟の運動方針に補償要請が加えられ、昭和30年、米国ワシントンにおい

て、政府派遣同行者と共に、帰島の陳情、帰島を許されないことによって生じた損失補償

について、米国政府機関、軍官民の関係者に対して陳情・懇情が行われた。その結果、昭

和36年、小笠原諸島住民に対する帰郷不可能による損失補償について日米間において交換

公文が調印され、補償金額が600万ドル、21億6,000万円に決定したのである。 

  昭和40年には、元島民の小笠原墓参考慮に米国が同意し、第１回墓参団の渡航が実現し、

硫黄島、父島、母島において追悼式が行われた。また同年、連盟を解体し、新たに財団法

人小笠原協会が設立認可され、現在に至っている。 

  昭和42年、佐藤・ジョンソン会談で、小笠原諸島返還についての合意がなされ、戦後23年

間に及んだ米国による小笠原諸島統治に終止符が打たれ、翌年６月26日、小笠原諸島は日

本に復帰したのである。 

  以上のように、小笠原諸島の返還の歴史は、本土に疎開した島民が中心となり、戦後の混

乱と疎開地での生活困窮の中、筆舌に尽くしがたい努力と執念ともいうべき運動によって

日本への復帰をなし遂げたものである。また、これらの運動に、政府、国会、東京都をは

じめ、多大な協力支援をいただいたことも忘れてはならない。 

  中でも、当時、衆議員議員、福田篤泰先生の20年間に及ぶ小笠原旧島民に対する献身努力
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があってこそ祖国復帰が実現したと言っても過言ではない。氏の胸像は今日も父島西町の

高台より我々島民を見守り続けているのである。 

  また、戦後、新たな世界秩序が構築される過程において、極東の地は米国にとって戦略的

にも重要な位置を占めていた。米軍基地としての機能を有していた小笠原諸島を返還する

判断を下した米国に対しても、改めて敬意を表する。 

  毎年、６月26日に合わせ、父島、母島、両島において返還祭が開催され、島民には「返

還」との言葉が定着しているが、正しくは、米国による施政権の返還によって日本への復

帰がかなったものである。祝うべきは日本への復帰であるが、45年という歳月を経過した

今、「返還」の言葉はすでに島民に浸透しており、「返還祭」の名称を今ここに訂正する

べきではないと考えるが、同日は小笠原村の日本への復帰が叶った日であることをここに

記す。 

  島民の強制疎開から24年を経て小笠原諸島の日本復帰が叶い、その後、島民の帰島、復興、

村政の発足、振興、開発、発展と、45年の歳月は小笠原にとってひたすら歩み続けた歳月

であった。 

  今ここに、我々の先人である旧島民が困窮の中、幾多の困難・苦難を乗り越えて実現した

日本への復帰を記念し、その歴史を後世に伝え、誇りとし、小笠原の未来を切り開いてい

く決意を確固としたものとするため、６月26日を小笠原村日本復帰記念の日と定める条例

案を提案するものである。 

  なお、硫黄島においては、復帰したものの、未だ郷里に帰島がかなわぬ旧島民の存在を忘

れてはならない。 

  以上でございます。よろしくご審議願います。 

○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。 

  発議第２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。 

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

◎議会運営委員会、総務委員会からの報告 

○議長（佐々木幸美君） 次に、議会運営委員会から報告があります。 

  杉田君。 

○５番（杉田一男君） 報告いたします。 

  平成25年４月28日より、私、杉田一男は議会運営委員長に、副委員長には高橋研史議員が

就任することに決定いたしましたので、ご報告いたします。 

○議長（佐々木幸美君） ありがとうございます。 

  次に、総務委員会から報告があります。 

  稲垣君。 

○７番（稲垣 勇君） 報告いたします。 

  平成25年４月28日より、総務委員長に、私、稲垣 勇が、副委員長に片股敬昌議員が就任

することに決定しましたので、ご報告いたします。 

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

◎閉会中の継続調査の申し出 

○議長（佐々木幸美君） 次に、議会運営委員会、総務委員会、小笠原空港開設・改善航路特

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、お手元に配付のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思います。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 
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○議長（佐々木幸美君） 以上をもちまして、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25年第１回小笠原村議会定例会を閉会といたします。 

  ご苦労さまでした。 

（午後２時２３分） 
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第 １ 回 定 例 会 議 案等 審 議 結 果 表 

 

提出月日（平成２５年３月１３日） 

議決月日（平成２５年３月１５日） 

 

議案番号 件 名 審議結果 

議案第 １号 
小笠原村農業委員会の選挙による委員定数条例の一

部を改正する条例（案） 
原案可決 

議案第 ２号 小笠原村村税条例の一部を改正する条例（案） 原案可決 

議案第 ３号 小笠原村暴力団排除条例（案） 原案可決 

議案第 ４号 
小笠原村職員の定年等に関する条例の一部を改正す

る条例（案） 
原案可決 

議案第 ５号 
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

（案） 
原案可決 

議案第 ６号 
職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

（案） 
原案可決 

議案第 ７号 
非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例（案） 
原案可決 

議案第 ８号 小笠原村消防団条例の一部を改正する条例（案） 原案可決 

議案第 ９号 新型インフルエンザ対策本部条例（案） 原案可決 

議案第１０号 
村道における道路構造の技術的基準に関する条例

（案） 
原案可決 

議案第１１号 村道における道路標識の寸法に関する条例（案） 原案可決 

議案第１２号 
布設工事監督者及び水道技術管理者の配置基準及び

資格基準を定める条例（案） 
原案可決 
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議案番号 件 名 審議結果 

議案第１３号 
小笠原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部

を改正する条例（案） 
原案可決 

議案第１４号 
非常勤の職員の公務災害補償に関する条例の一部を

改正する条例（案） 
原案可決 

議案第１５号 
小笠原村障害程度区分審査会の委員の定数等を定め

る条例の一部を改正する条例（案） 
原案可決 

議案第１６号 
小笠原村国民健康保険条例の一部を改正する条例

（案） 
原案可決 

議案第１７号 小笠原村立診療所条例の一部を改正する条例（案） 原案可決 

議案第１８号 母島村民会館の指定管理者の指定について（案） 原案可決 

議案第１９号 
平成２４年度小笠原村一般会計補正予算（第４号）

（案） 
原案可決 

議案第２０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３号）（案） 
原案可決 

議案第２１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３号）（案） 
原案可決 

議案第２２号 
平成２４年度小笠原村宅地造成事業特別会計補正予

算（第２号）（案） 
原案可決 

議案第２３号 
平成２４年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算

（第３号）（案） 
原案可決 

議案第２４号 

小笠原村父島辺地及び母島辺地に係る公共施設の総

合整備計画（平成２０年度～平成２４年度変更）

（案） 

原案可決 
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第 １ 回 定 例 会 議 案等 審 議 結 果 表 

 

提出月日（平成２５年３月１３日） 

議決月日（平成２５年３月２７日） 

 

議案番号 件 名 審議結果 

議案第２５号 平成２５年度小笠原村一般会計予算（案） 原案可決 

議案第２６号 
平成２５年度小笠原村国民健康保険特別会計予算

（案） 
原案可決 

議案第２７号 
平成２５年度小笠原村簡易水道事業特別会計予算

（案） 
原案可決 

議案第２８号 
平成２５年度小笠原村宅地造成事業特別会計予算

（案） 
原案可決 

議案第２９号 
平成２５年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特

別会計予算（案） 
原案可決 

議案第３０号 
平成２５年度小笠原村介護保険（介護サービス事業

勘定）特別会計予算（案） 
原案可決 

議案第３１号 
平成２５年度小笠原村下水道事業特別会計予算

（案） 
原案可決 

議案第３２号 
平成２５年度小笠原村浄化槽事業特別会計予算

（案） 
原案可決 

議案第３３号 
平成２５年度小笠原村後期高齢者医療特別会計予算

（案） 
原案可決 

議案第３４号 
小笠原村父島辺地及び母島辺地に係る公共施設の総

合整備計画（平成２１年度～平成２５年度）（案） 
原案可決 

発議第 １号 議員の派遣について（案） 原案可決 

発議第 ２号 小笠原村日本復帰記念の日を定める条例（案） 原案可決 
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一 般 質 問 一 覧 表 

 

氏 名 質 問 項 目 

一木重夫議 員 

１ 観光振興について 

２ 教育の充実について 

３ 村長所信について 

杉田一男議 員 

１ 所信表明について 

２ 扇浦分譲地について 

３ その他 

高橋研史議 員 １ 第４次小笠原村総合計画について 

稲垣  勇議 員 
１ 福祉について 

２ 母島のシロアリ対策について 

池田  望議 員 
１ 小笠原諸島振興開発特別措置法 改正・延長につ

いて 

片股敬昌議 員 

１ 防災対策について 

２ 観光施策に供する環境整備について 

３ 高齢者福祉について 

４ 奥村グランド休憩所設置について（日陰の確保） 

 




