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小笠原村告示第７号 

 

 平成２５年第２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５月２９日 

 

                       小笠原村長  森  下  一  男 

 

記 

 

  １、期  日  平成２５年６月１２日 

 

  ２、場  所  小笠原村議会議事堂 
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○ 応 招 ・ 不 応 招 議 員  

 

応招議員（８名） 

      １番  高 橋 研 史 君   ２番  片 股 敬 昌 君 

      ３番  一 木 重 夫 君   ４番  鯰 江   満 君 

      ５番  杉 田 一 男 君   ６番  池 田   望 君 

      ７番  稲 垣   勇 君   ８番  佐々木 幸 美 君 

 

不応招議員（なし） 
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平 成 ２ ５ 年 第 ２ 回 小 笠 原 村 議 会 定 例 会 会 議 録  

 

議 事 日 程 （第１号） 

                    平成２５年６月１２日（水曜日）午前１０時開会 

 

第 １ 報告第 ４号 平成２４年度小笠原村繰越明許費繰越計算書の報告について 

第 ２ 報告第 ５号 平成２５年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）（専 

           決処分) 

第 ３ 議案第４２号 非常勤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 ４ 議案第４３号 平成２５年度小笠原村一般会計補正予算（第１号）（案） 

第 ５ 議案第４４号 平成２５年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）（案） 

第 ６ 議案第４５号 平成２５年度小笠原村介護保険(介護サービス事業勘定)特別会計補正 

           予算（第１号）（案） 

第 ７ 同意第 １号 小笠原村監査委員の選任の同意について 
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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 樋 口   博 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 佐々木 英 樹 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 篠 田 千鶴男 君 
建 設 水 道 課 
副 参 事 増 山 一 清 君 

母 島 支 所 長 箭 内 浩 彌 君 出 納 課 長 菊 池 元 弘 君 

教 育 課 長 牛 島 康 博 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２回小笠原村議会定例会を開会いたします。 

  これより本日の会議を開きます。 

（午前１０時） 

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

◎会議時間の延長 

○議長（佐々木幸美君） この際、あらかじめ会議時間の延長をしておきます。 

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

◎会議録署名議員の指名 

○議長（佐々木幸美君） まず、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、２番、片股敬昌君及び３番、一木重

夫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５月29日付、小笠原村告示第７号をもって、本定例会の招集通知があ

り、５月31日付で報告２件、議案４件、同意１件の送付がありました。 

  次に、村長より５月29日付で議会説明員出席者の通知がありました。 

  次に、教育長より４月26日付で小笠原村教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状

況の点検及び評価報告書の提出、また、５月29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。 

  ５月７日、村長、議員７名とともに公明党山口那津男代表にご案内、同席いただき、安倍

晋三総理大臣、新藤義孝総務大臣と面会し、視察のお礼、航空路の開設など小笠原振興策

の支援要請をしてまいりました。 

  ５月９日、議員７名とともに、北関東防衛局佐竹局長、島企画部長ほかと硫黄島関連事業
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について、情報・意見交換をしてまいりました。 

  ５月10日、議員７名とともに、厚生労働省丸川珠代大臣政務官と面会し、視察のお礼、硫

黄島における遺骨収容事業の取り組み強化を要請してまいりました。また同日、平井卓也

衆議院議員、宮路和明衆議院議員に小笠原諸島振興開発特別措置法の改正、延長を要望し

てまいりました。 

  ５月13日、小笠原諸島振興開発審議会に出席し、同日、村長とともに、遠山清彦公明党離

島振興対策本部長に小笠原諸島振興開発特別措置法の改正、延長に関する要望書を提出し

ました。 

  ５月14日、議員７名とともに武居横須賀地方総監、坂田横須賀地方総監部幕僚長、吉田横

須賀市長、板橋横須賀市議会議長を表敬訪問するとともに、久里浜岸壁等を視察しました。 

  ５月15日、島しょ町村議会議長会臨時総会、都町村議会議長会役員会、定期総会に出席し、

同日、議員７名とともに都町村議会議員講演会に出席しました。 

  ５月17日、副村長とともに下田市、黒船祭の歓迎交流会に出席し、翌18日、副村長、議員

７名とともに、同、黒船祭記念式典に出席しました。 

  次に、小笠原村監査委員、長谷部勝久君及び池田 望君より、４月26日付、5月30日付で、

例月出納検査の報告がありました。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木幸美君） ありがとうございます。 

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

◎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６月12日からあす６月13日までの２日間としたいと思います。こ

れにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、本定例会の会期は本日６月12日からあす６月13日

までの２日間と決定いたしました。 

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

◎一般質問 

○議長（佐々木幸美君） これより一般質問に入ります。 

  質問のある議員は、順次挙手をしてください。 
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───────────────────────────────────────────────── 

          ◇ 一 木 重 夫 君 

○議長（佐々木幸美君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） ３番、一木重夫です。 

  まず、環境保全についての質問でございます。海ごみについてです。 

  先日、４月の初旬に兄島のアノールのボランティアで兄島に行ってきましたけれども、そ

のときに、人里離れた海岸でごみだらけの砂浜を目の当たりにしました。もうひどいもん

です。そこら中ごみだらけ。アノールの捕獲に行ったのに、まずごみを拾いたくなるよう

な、そういうようなひどい有様でした。 

  人里離れていない海岸では、いろんな団体がごみ拾いを実施していまして、きれいな状態

がある程度保たれていると思います。しかし、人里離れた海岸は、結構ごみが多いという

状況がございます。 

  また、海岸漂着物処理推進法が平成21年に施行されまして、今年度、ようやく国の方も緊

急的に環境省が補助率100％、100億円の予算を計上したところでございます。この予算を

活用して、緊急的な措置として小笠原の海岸をもとの美しい砂浜に戻してはいかがでしょ

うか。 

  また、東京都は、この推進法に基づいて地域計画を今年度中、７月、８月ごろには策定を

するということでございます。現在は村が海ごみの総合窓口になっておるんですが、この

地域計画策定後、東京都と村の役割分担はどのような形になるのか、お答えをお願いしま

す。 

  続いて、陸ごみについてです。 

  まず、たばこの吸い殻についてですけれども、たばこの吸い殻については、私、議会で２

度目だと思います。また、他の議員さんからもこのたばこの吸い殻については、これまで

にも何件か議題となったことがございます。 

  その答弁では、条例化はしないというはっきりとした村長の答弁を聞いているんですけれ

ども、マナーの向上に努めたいということでの答弁は聞いております。 

  ただ、このたばこの吸い殻についての村民からの意見、要望というのは、非常に多いです。

日々、何とかならないのかという声が多いのを受けまして、２度目、またやりたいと思っ

て今回、議会に上程をしました。 

  村民から、先日、たばこの吸い殻のポイ捨てがこんなにあるんだということで、ぜひ議会
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に皆さんに紹介してほしいということで、今日、持ってまいりました。 

  これだけあります。これは、たばこの吸い殻、全部そうなんですけれども、その村民が２

カ月間、約２カ月ですね、３キロの道のりを散歩しているときに気づいた吸い殻を拾い集

めたものです。１人で歩いて、２カ月ですね。これだけの量が集まるというものです。余

りにも多いということがあります。 

  前回の議会では、禁止条例をということで求めたんですけれども、なかなか行政的な負担

も多いし、当然予算もかかる。禁止ということで罰則を設けてやるとなると、なかなか難

しい面があるのもわかります。 

  そこで、禁止というよりかは、ごみを拾っている方たちの心をもっともっと育てていく、

つまり、ごみを拾うことからごみを捨てない心を育んでいく、それを広めていくという、

そういうような条例の整備、すなわちごみ拾い推進条例のような形のものをつくってみて

はどうでしょうか。その中身として、ごみを拾っている方たち、個人、団体を表彰したり、

通勤、通学途中でのごみ拾いを奨励したり、あと、ごみ拾いイベントなんかを村が主催し

てやるなど、そうしたことを推進する条例の整備をしてみてはいかがでしょうか。 

  続いて、たばこの路上禁煙のマナーの普及啓発もあわせてしてはいかがでしょうか。 

  あるアンケート調査によりますと、不快に感じる行為、迷惑行為は何ですかという質問で

いろんな答えが返ってくるんですけれども、迷惑メールとか電車内でのマナーとか、大声

での話し声、笑い声などとか、そういった迷惑行為の中で、断トツで、歩きながらの喫煙

とか公共の場所での喫煙マナーが全体の42％を占める。断トツのトップで人が不快に感じ

る迷惑行為は喫煙マナーであるということが出ております。 

  小笠原でもたまに見受けます。せっかく世界自然遺産、エコロジーな環境に配慮している

場所で観光をしているのにも関わらず、喫煙マナーが悪い方がいまして、あれは一体何な

んだ、どういうことなんだという声も聞くこともしばしばございます。 

  この路上喫煙マナーの普及啓発に、より一層取り組んでいただいてほしいと思いますが、

いかがでしょうか。 

  続いて、同じ陸ごみについてですけれども、硫黄島に話を移します。 

  硫黄島では、国や民間業者の廃棄物の仮置きが常態化していました。今年の１月、２月で

したか、硫黄島の行政視察をしまして、昨年も硫黄島行政視察に行きましたけれども、そ

のときに、この仮置きされている廃棄物が非常に目につきました。村として速やかな撤去

を求めるべきではないでしょうか、見解をお伺いします。 
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  続いて、２番目の地域資源開発についてでございます。 

  小笠原の香りを世界へということです。 

  小笠原の固有植物の花とかフルーツの香りが、新たな地域資源になる可能性がございます。

香りが地域資源になるという話を聞いて、私も非常に驚いたわけですけれども、東証１部

の高砂香料工業株式会社という会社がありまして、この会社で小笠原の香りシリーズを研

究開発して、世界に小笠原の香りを販売するプロジェクトを立ち上げたということです。

小笠原の香りを香水、化粧品、シャンプー、芳香剤、入浴剤、食品などを製造する会社に

提供するそうです。 

  この会社、取引企業は資生堂とか花王とか、国内や海外の大手メーカーだそうです。香り

を提供する国内のシェアとしては、144社中、国内で１位、世界で５位のシェアを誇ってい

まして、年間で1,200億円もの売り上げがある大手企業ということです。 

  香りを採取する場合、花を切り取らないで、そのままビニールをかぶせて、植物を取ると

いうことをしないで香りだけをとるという、そういう技術を持っているそうです。そのた

め、植物には悪影響がありません。 

  私、この会社を視察してみたんですけれども、そのとき、私が感じる小笠原で一番いい香

りというのは、自分自身はパッションフルーツなのかなと思いまして、持っていってみま

した。香り職人の方がいらっしゃって、パッションフルーツを渡して、においをかいでも

らったんですよ。そうしたら、この香りは初めてだと。パッションフルーツという香りは、

数年前に香水で、世界中でブームになったそうです。だから、当然パッションフルーツの

香りは何パターンも知っていると。熱帯地域のパッションフルーツをよく知っているとい

うことですけれども、その香りとはちょっと違う、非常に心地のいい香りがすると。これ

だったら、香りの加工を何もしなくても、このままシャンプーに使えるのではないかとい

うようなお話もされていました。 

  もし、パッションフルーツの香りがシャンプーになって小笠原パッションシャンプーなん

ていうのができて、それが大手メーカーに採用されて、仮に販売することなんかになった

ら、パッションフルーツそのものの売り上げにも当然貢献してくるお話だと思います。 

  このように、環境に優しい地域資源開発事業でもございますし、小笠原の認知度、知名度

アップにも非常に貢献する事業だと思います。また、新たな産業の掘り起こしや、島っ子

たちの雇用の創出にもつながるかなと思います。何よりも、小笠原の村民、子供たちの誇

りになるのではないかなと考えております。 



－１０－ 

  ただ、世界自然遺産、小笠原を前面に売り出す事業なので、地元の協力と理解が不可欠と

の認識を企業のほうでは持っているそうです。そのため、小笠原の香りを世界に広められ

るよう協力してはいかがでしょうか。 

  続きまして、３番目の特借法と暫定措置法についてでございます。 

  まず最初に、土地問題、特別賃借権と農地法のお話です。 

  特別賃借権は土地登記をされておりません。そのため、特別賃借権がどこに設定されてい

るのかわかりません。しかも、４割のその土地で地番が不明瞭です。特別賃借権が設定さ

れていても、ある程度の場所はわかっていても正確な場所はわからないというような土地

が４割もあるという状況です。 

  この特別賃借権、相続ができます。そのため、もう権利が複雑化している状況があります。 

  そのため、怖くて土地が買えませんね。もし土地を買って、そこを使っていたら特別賃借

権を持っている方が、いや、そこの土地は特別賃借権がかかっているので小作権を下さい

と権利のお金を下さいとか、いや、ちょっとこれから農業を始めたいので出ていってくだ

さい、そういうことが言えてしまうわけです。暫定措置法の中にも、そういう第三者が土

地を取得したものでも対抗できると書かれてあります。 

  そのため、このような事態を避けるためにも特別賃借権設定の土地を公開することはでき

ないのでしょうか。それをお伺いします。 

  一方で、硫黄島では帰島したくても帰島ができない、農業をしたくても農業ができない状

況がございます。暫定措置法で農地法が適用されていないのも、土地の流動化が進まない

原因になっております。帰れない硫黄島に農地法を適用するのは当然難しいお話でありま

す。 

  特別賃借権とこの農地法の課題、村長はどのように考えていますでしょうか。 

  また特別賃借権と農地法適用除外は、これは国の暫定措置法で決められている話なので、

これは国策の課題だと思います。しかも、強制疎開ということがある中でのできごとなの

で、なおさら国の責任でこれはやってほしいと思います。 

  沖縄でもこういう権利の課題ではないんですけれども、似たような土地の問題がございま

す。戦争中に絡む土地の問題が今でも尾を引いています。 

  沖縄では所有者不明の土地がありまして、それについての取り組みが国を中心にしてやっ

ております。沖縄でも小笠原と同様、復帰に伴う暫定措置法と似たような法律がありまし

て、沖縄の場合は、10年に１回の振興法の延長の際に、この復帰暫定措置法を改正しまし
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て、沖縄の土地問題をまずは調査するということで改正をしています。 

  小笠原もこの特別措置法の延長に合わせて暫定措置法を改正して、沖縄と同様に土地の調

査に関する規定を盛り込んで、次の５カ年で特別賃借権とこの農地法の課題を解決、この

解決を目指すべきではないでしょうか。村長のお考えを伺います。 

  続いて、住宅問題です。 

  小笠原諸島振興開発審議会、前回の審議会で資料が渡されまして、そこで顕在化した重要

な視点として、住宅整備が課題に掲げられておりました。今の小笠原の住宅の状況は、職

業を確保しても住む場所がないと。これは一体、私は、自治体としてちょっと異常な状況

なのではないかなと思っております。今の小笠原の住環境は飽和状態です、ほぼ。 

  特別措置法の振興計画でも、平成25年度までの人口目標は約3,000人と明記されています。

これ、職があってももう住む場所がないということは、振興開発のしようがないんですよ

ね。次の特別措置法や振興開発計画の中で住宅整備をどのように位置づけなければいけな

いのでしょうか。それをお伺いしたいと思います。 

  以上となります。 

○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、環境保全についてのご質問がございました。海ごみについてのご質問でございます

が、これまで海ごみにつきましては、長年にわたるさまざまな有志の方々の努力の積み重

ねにより、おおむね美しい海岸が保たれてきております。現在策定中の都の地域計画では、

この自発的な取り組みを尊重しつつ、海岸管理者等の処理義務や関係者の役割分担を明ら

かにし、適正処理を行うこととなり、村もこれに協力をしてまいります。 

  続きまして、陸ごみにつきましてもご質問がございました。 

  ポイ捨て等の一部の方のモラルの低さに関して、既に関係法令で罰則をもって規制が行わ

れているところでございます。小笠原のように自然環境を守りながらいろんなことを育ん

でいくというような考え方からいきますと、路上禁煙やポイ捨てにつきましては、条例制

定という手段に頼るのではなく、モラル向上、啓蒙活動をしながら子供たちから大人まで

マナーをきっちり守れる島、そういうふうになることが望ましいと思っておりますので、

今の時点では条例を制定するということは考えておりませんが、本日のご質問の中に、ご

み拾い推進条例という条例はいかがかということがございました。 

  また、先ほど、ある意味、ショッキングなポイ捨てのたばこを見せていただいたわけでご
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ざいますが、条例を考えるとすれば、マナー等々のことは、既に我々がやろうとしている

ことを受けてそういうことを実践されている方がいますので、そのことの条例というのは、

私はいかがなものかと思っております。以前もお答えしたと思いますが、条例をもし制定

するとしたら、罰則規定をきちんと持った条例でなければ意味がないと思っていますので、

今のところ私の考え方からいいますと、そうでないほうが望ましいんではないかというと

ころでございます。 

  また、硫黄島の廃棄物につきましては、以前より改善は見られるところではございますが、

英霊の眠る地としていまだ望ましくない状態が続いておると考えておりますので、村とし

ても速やかな適正処理が行われるよう、これからも申し入れを続けてまいります。 

  海ごみ、それから陸ごみの詳細につきましては、また担当課長に答弁をさせますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

  また、香りプロジェクトの話がございました。興味深いことではございますが、これも担

当課長に、詳細を知ります担当課長に答弁をさせます。 

  続きまして、特別措置法と暫定措置法の中の特別賃借権と農地法ということでのご質問を

いただきました。 

  議員ご指摘のとおり、特別賃借権の設定や農地法の未執行の状態は、農地を含めた土地の

売買などで問題であることは重々承知をいたしております。また、返還以降、既に45年が

経過しようという時期を迎え、これらの問題は非常に解決が難しくなっていると考えてお

ります。 

  議員のご質問にもございましたように、硫黄島の問題というのが大きくこのことに影響を

及ぼしているというふうに考えております。過去には国の振興開発審議会においてもこの

問題が議論された経緯もございますが、いずれにしましても、これらの問題は、やはり国

が主体的に解決をしていただかなければならない問題だと思っておりますので、機会があ

るごとにそのことを発信してまいりたいと、このように思っております。 

  住宅の問題、ご質問もございましたが、このことも詳細を知ります担当課長に答弁をさせ

ますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木幸美君） 建設水道課副参事、増山君。 

○建設水道課副参事（増山一清君） では、環境保全についてということで、私のほうで回答

させていただきます。 
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  ４月から建設水道課の総合調整担当副参事を命ぜられました増山でございます。以降、ご

みの関係とかそれからシロアリの関係などにつきましては、私のほうで対応させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

  では、まず、海ごみについてご説明させていただきます。 

  処理作業の流れといたしましては、海岸からの１次回収については有志の皆様の美化活動

を引き続き奨励しつつ、また、海岸管理者等の直接対応が必要なケース、例えば大きな海

ごみや家電リサイクル対象品、危険物などにつきましては、父島、母島やその属島それぞ

れの場所や状況に応じ、連携して直接回収に当たる予定になっております。回収後は村が

都の依頼を受けて適正処理を実施するというような流れになっております。 

  なお、財源につきましては、海ごみ処理推進法本文に国の財政措置義務がうたわれており

ますので、村は都とともに国予算の継続確保についての要望を予定しております。 

  次に、陸ごみについてご説明させていただきます。 

  小笠原では村民の皆様のみならず、来島される方も含め、大多数の方の高いモラルに支え

られ、日々のごみ持ち帰りやごみ拾いが実践されております。 

  しかしながら、議員ご指摘のように、一部の心ない人による喫煙マナーやポイ捨てなどに

ついて目につくときもございます。禁煙マナーに関しましては、10年前に千代田区が国内

発の路上喫煙を罰則つきで禁じた条例を施行し、その後、数十の自治体が同様の条例を制

定いたしております。先陣を切った千代田区条例の目的は、マナー、モラルの向上です。

同区では、マナーからルールへと、マナーの問題にあえて罰則というルールを設けるとと

もに、マナーが守られていればルールは必要ないとし、マナーの確立を目指してさらにさ

まざまな取り組みをされております。 

  ここ小笠原におきましては、先ほど村長が答弁しましたとおり、条例によらないマナー、

モラルの向上を目指し、常にきれいな状態をすることでポイ捨てしづらい状況をつくりつ

つ、一部の不適切な行為につきましては、ほぼ毎日ごみステーションの巡回などを実施し、

原因者を個別に説得するといった啓発、啓蒙を粘り強く積み重ねておりますので、場所、

状況等の具体的な情報をお寄せいただければ幸いでございます。 

  海ごみにつきましても、先ほど、議会が始まる前に、大村海岸でボランティアで海ごみを

拾っておられる方が、拾ったんですけれども、このごみどうしましょうという相談で、建

設水道課のほうに見えられました。 

  ちょうど今、話題になっているお話でございますので、そういう関係もありまして、職員
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が早速現場に出向いて、適切なお願いなりご指導をさせていただきたいというようなこと

もございました。 

  路上喫煙につきましても、ルールではなくて、やはりマナーを訴えてまいりたいというふ

うに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木幸美君） 産業観光課長、渋谷君。 

○産業観光課長（渋谷正昭君） 一木議員の小笠原の香りプロジェクトへの協力について答弁

いたします。 

  議員のご質問にもありました香料メーカーが村役場のほうにも５月16日に来庁され、私の

ほうでお話を伺っております。お話を伺った趣旨としましては、今後、３年ほどかけて小

笠原の植物、果実などの香りを採集したいということ、今回はその下見として関係機関に

ご挨拶と説明に回っていること、また、香りの採集方法は植物を採集せずにできるという

ことなどをお聞きしました。 

  また、お話を聞く限りにおいては、許認可等に関係する環境省や林野庁、小笠原支庁はじ

め、また村内の関係ＮＰＯなどは至って協力的であり、来庁された時点での課題はないよ

うでした。 

  民間企業の活動ということから協力できる範囲は限定されますが、今回のプロジェクトに

より香りで小笠原をＰＲできる可能性は私も感じましたので、今後、課題が出て相談があ

れば可能な範囲で協力していき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） 総務課企画政策室長、樋口君。 

○総務課企画政策室長（樋口 博君） 特別賃借権と農地法の関連のご質問にご答弁させてい

ただきます。 

  まず、最初に、特別賃借権の設定に関する土地の情報を公開できないかというご質問につ

いてですが、権利の譲渡等の手続に関しまして、その許認可の権限を有する東京都に実際

お電話しまして確認しましたところ、個人の財産に関する情報であること、また、特別賃

借権に関する全ての情報を東京都で掌握しているわけではないと、それらのことから東京

都ではそれらの土地の情報を公開することはできないというご返事でございました。 

  また、暫定措置法を改正し、土地の調査に関する規定を折り込んで、次の５カ年で特別賃

借権と農地法の課題の解決を目指すべきではないかというご質問がございましたが、村長
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の答弁にもございましたとおり、過去には国の振興開発審議会において特別賃借権の問題

も議論され、事務局である国土交通省で制度、実態の問題点を整理した上で、今後のあり

方を検討するという考え方が示された経緯もございます。 

  これらの問題の解決に向き合うときに、国の責任において、要は法律の規定に基づいて土

地の実態把握の調査を行う必要性は当然理解するところでございますが、暫定措置法の中

でそのことを規定するか否かについては、やはり国の判断によるところかと存じます。 

  また、そのことを現在進めている法延長の作業の中で行うには、時間的には大変厳しい状

況かと推測するところもございます。 

  それらのことを踏まえますと、国には改めてこの問題をまず認識していただき、今後、こ

の問題にどのように向き合っていくのか、取り組んでいくのか、そういう意識を持ってい

ただくことが、まずは必要かと存じます。村としましても、そのことにつきましては、法

延長の作業の中で国に伝えていきたいと存じます。 

  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、最初に、海ごみについての再質問です。村長答弁のとおり、人

里離れていない海岸についてはおおむねきれいですけれども、離れた海岸ではもうひどい

状況ですよ。この差、離れた海岸では今後、どういうような具体的に取り組みをしていけ

ば村としてはいいんでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 建設水道課副参事、増山君。 

○建設水道課副参事（増山一清君） 先ほどお話にも出ましたけれども、都による地域計画、

この策定がされているところでございます。作業中だったんですけれども、一度、東日本

大震災の関係でちょっと間延びをしておりました。それで、また今年に入りまして地域計

画のほうを進められております。東京都の環境局のほうでやられておるんですけれども、

その中では人里離れた海岸ということになりますと、属島かと思いますけれども、そうい

ったところについても重点地域を定めてやっていくということでございます。 

  今後、現場での意見交換会が直近で予定されております。その中でも関係団体と意見を聞

き寄りながら進めていくという段取りになっております。 

○議長（佐々木幸美君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） 了解しました。 

  続いて、同じ海ごみで具体的にお聞きしたいんですけれども、例えば家電リサイクル法対
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象の海ごみが落ちていた場合、これまでは正常な状態のごみであれば、村がその費用を負

担してごみの処理をやっていたということですけれども、この地域計画策定後は、どのよ

うな形になるんでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 建設水道課副参事、増山君。 

○建設水道課副参事（増山一清君） 家電リサイクル法に係るごみに関わらず、海岸に漂着し

たごみにつきましては、そこの場所の海岸の管理者がその措置をするということになって

おります。今まで村がやむなくやっておったという部分も海岸管理者がやると。先ほど言

いましたけれども、予算の手当ては国のほうでし、地域計画を東京都がつくり、村はサポ

ートするというような流れになっております。今後は海岸管理者がやっていくというふう

にご理解を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） 続いて、小笠原の香りを世界へについての再質問ですけれども、この

高砂香料工業、地域貢献事業として小・中学校等で香りの授業をやっているそうです。も

し、そういうような話がありましたら検討はできますでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 教育課長、牛島君。 

○教育課長（牛島康博君） 香りの授業につきましては、メーカーの申し出があれば、取り組

み内容とか条件等伺いながら、検討いたします。 

○議長（佐々木幸美君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） 初答弁、ありがとうございます。 

  続きまして、土地問題、特別措置法と暫定措置法についてですけれども、これは村長にお

伺いしたいんですけれども、振興審議会の中でここ最近何回か聞いている中で、この土地

問題が余り議論が深まらないんですよね。国からの答弁もないんですよ、村長の答弁はあ

るんですけれども、国の責任なんだから国の答弁をちょっと引き出してもらいたいと思っ

ているんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） それほど国にとっては悩ましいという話だと思うんですよ、一言で言

いますと。一木議員の中から沖縄との比較を出されましたけれども、一番大きな比較は、

人が住んでいたか、いないかなんですよね、あの返還のときに。小笠原の場合には強制疎

開ということでありましたので、命は助かったわけですけれども、営々として村民として

の営みが行われず絶たれてしまったわけですから、そして今、日本に返ってきて、父島、
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母島、硫黄島、で、硫黄島は帰島できない。特別賃借権の多くのものは、やはり一番の対

象は硫黄島だと、歴史の経緯から見ると。 

  そうしますと、これをなくすということがどういうことになるのかということを、何でし

ょう、今の法律制度の中で整理をしていくときに、私は役所で育った人間ではないんです

が、相当悩ましいんだろうと思うんです。それを考えますと、やはり具体的にすぐに結論

を出せという言い方は、恐らく酷になるだと思いますので、私どもとしては、これは国の

責任において整理をしていただきませんと、それから先に行きません。 

  ですから、今のままのいろんなことをおもんばかることは大事だとは思っていますけれど

も、今のままで行っていいわけがないと思っておりますので、先ほどの答弁にありました

けれども、やはりきちんとそういうことを私どもから発信をしていって、整理整頓をして

いただくということに進んでいただくことを、これからも重なりますけれども、発信して

いくということに尽きるんだろうというふうに思っております。 

○議長（佐々木幸美君） よろしいですか。 

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

          ◇ 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） ２番、高橋研史でございます。 

  今回は本村、小笠原村が昭和43年６月26日、米国からの返還を受け、日本に復帰しまして

45年を迎えるということで、村にありましてもこれに伴う式典、あるいは記念事業という

ことを計画しているようでございます。これについてお伺いしたいと思います。 

  先ほど、一般質問開会前に事務局長のほうからも議会の日程ということで報告がありまし

たけれども、我々議員８名におきましても、５月出張の際、下田黒船祭に参加してまいり

ました。小笠原と下田、ペリー提督の足跡を通じて交流があり、関係が深いということで、

初めて黒船祭というものに参加させていただいたんですけれども、私は黒船祭というと観

光的色彩が強い、いわゆるお客さんを集めるために下田市が誘客のためにつくり上げたお

祭りかなというような考えも持っていたんですけれども、実際式典に参加してみまして、

確かにそのようなお客さんを集めるためのいろんなメニュー、行事はあったんですけれど

も、当所の公園において開催されました式典を見た限りでは、結構驚きがありました。 

  というのは、まず、招待者の中に県知事がおりましたけれども、あとは米国の大使館の関

係の、大使はいらっしゃっていなかったんですけれども代理、あとは日本の外務省関係で
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外務大臣の代理、自衛隊、海上保安庁、あとは米軍関係の方々、かなりの出席があって、

皆さん、それぞれ英語でスピーチしたり日本語でスピーチしたり、それも聞いてまいりま

した。 

  中でも特にこのスピーチの中で驚いたことは、日米の友好、あるいは日米同盟のきずな、

あるいは震災における米国、米軍の協力という、いわゆる正面を切った米国とのつき合い

というか友好関係を深めようという、そういうような意思がはっきりと見えた式典ではな

かったかと思います。 

  その式典のパンフレットを見ましたら、黒船祭というものは、米国ペリー提督の偉大な業

績をたたえ、世界平和と国際親善に寄与するため実施すると、明確なお祭りの目的がここ

に書かれていたわけです。 

  そこで、話を本村の式典事業に戻しますけれども、この45周年を迎えて、10月でしたか、

いわゆる記念式典、並びに記念行事も行うということですけれども、これらの内容につい

て、まだちょっと時期が早いかもしれませんが、この時点で大体確定しているようなこと

については日程、あるいは招待の予定者、式典あるいは記念行事の内容についてお伺いし

たいと思います。 

  ２点目として、３月の本議会において、小笠原村日本復帰の記念の日というのを６月26日

とするという条例が制定されました。今回の記念式典、45周年の記念式典の名称は村とし

てどういう名称で行うのか、どのように考えているのか、その点についてもお伺いしたい

と思います。 

  その他の質問につきましては、自席においてさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 高橋議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  下田の黒船祭のお話を冒頭されましたが、それに関するご質問がもしございますれば、自

席、この後の再質問でしていただければと思うところでございます。 

  45周年事業につきましては、国政の議員の方々、国土交通省はじめ国の関係機関、東京都

知事、都議会及び総務局をはじめ関係各局、東京都町村、友好町村、関係団体の皆様をお

迎えし、10月４日父島着、７日父島発の10月初便で記念式典を実施すべく、今、鋭意最終

調整をしているところでございます。また、議会よりご提案をいただきました沖ノ鳥島

ツアーにつきましては、記念事業として10月25日から27日の日程で実施予定でございま
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す。 

  次に、記念式典の名称についてのお尋ねがございました。小笠原村日本復帰記念の日を定

める条例につきましては、もちろん尊重をしております。 

  記念式典の名称ですが、返還後、諸先輩方がこれまで実施してまいりました返還記念式典

という名称が村民にはなじんでいるというふうに感じていることから、私としては、45周

年はこれまでどおり返還という言葉を使ってまいりたいと考えているところでございます。 

  あとは自席でのご質問ということでございましたので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） すみません、冒頭、２番、高橋と申しましたけれども、議席番号１番

でした。それを訂正させてください。 

  それでは、登壇での２点の質問について村長からの答弁がございましたので、それについ

て再質問させていただきたいと思います。 

  まず、式典については国政と、あるいは都議会、いろいろな方をお招きする予定だという

ことですけれども、先般４月14日、安倍内閣総理大臣がご来島、ご訪問されまして島内視

察もされたんですけれども、５年ごとに行われるこの大きな行事には、内閣総理大臣等に

は招待状を送っているんでしょうか。担当の方で結構ですので。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。 

○総務課長（江尻康弘君） ご招待につきましてはさせていただいています。ただ、ご都合が

いろいろございまして、来島できないということで、先々月の４月14日が総理大臣として

は初めての父島来島ということになっております。 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） 毎回招待状は出しているということで、ここまで短い日程を組んでく

るということになりますと、自衛隊の協力、航空機あるいはヘリコプター、いろいろな手

配が大変だということで、なかなかお気持ちがあっても来られないということはあるんで

しょうけれども、村としてもしっかり総理大臣にも出しているんだということを、この議

会を通して村民の方も理解していただいておれば、私はそれでよろしいのではないかと思

うんですけれども、今後、やはり政府式典の、日本が主権回復したその式典に合わせて、

総理も国会で沖縄、奄美、小笠原の思いを重く受けとめているというような答弁もなされ

ております。文書で送っているんでしょうけれども、こういう節目、節目に総理のご来島

がかなうことを望んでおりまして、どうか有効な手段によって案内状、総理のもとに届き、
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お返事が来ることを今後願っております。執行部のほうには、その点、よろしくお願い申

し上げます。 

  次に、沖ノ鳥島ツアーに関してですけれども、この中身、もうちょっと担当から詳しく、

今ここで公表できることがありましたらお願いします。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課企画政策室長、樋口君。 

○総務課企画政策室長（樋口 博君） 今時点での調整案ということでご理解いただければと

思いますが、一応、参加対象者として考えておりますのは、一般村民の方、観光客の方は

対象にしないと。それから村内の関係行政機関の方々、あるいは関係団体の方々、それか

ら内地の関係機関の方々、ここらあたりを対象者として今調整を進めているところでござ

います。 

  人数規模につきましては、おがさわら丸をチャーターしてのツアーということになります

ので、その範囲ということではございますが、今のところ目安として100名前後で調整を図

っているところでございます。 

  それから、ツアーで実際沖ノ鳥島まで片道23時間かかります。往復考えますと50時間の船

旅ということになりますが、先般、５月に国土交通省、沖ノ鳥島を管轄している事務所に

お伺いし調整もさせていただきましたが、なかなか所有者が国だということと、もろもろ

の状況の中で、上陸はちょっとできない、しないということで今のところ考えております。

ですから、北小島、東小島を環礁の周りを船で回って、船から見るということになります。 

  それからもう一つは、長い船の中で沖ノ鳥島を理解していただこうということで講演会を

予定しているのと、沖ノ鳥島に関するパネル等の展示、それからビデオ等の放映、そうい

ったことを考えていると同時に、試みとしまして沖ノ鳥島近海でとれた魚を料理として試

食していただこうと、こういった程度の内容のことで今調整をしているところでございま

す。 

  以上です。 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） 大体ツアーの概要についてはわかりました。 

  これ、式典とこのツアー、予算がついていると思うんですけれども、それぞれどのくらい

の予算がついていて、その財源の構成はどうなっているんでしょうか。突然の質問で申し

わけないんですが、よろしくお願いします。 

○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） 周年事業の予算といたしまして5,000万円、当初予算の中で計上

をさせていただいております。 

  内訳にしましては、事業の整理をする中で分けがされていく状況ではございますけれども、

今の状況ですと、式典関係が約3,000万円、沖ノ鳥島が2,000万円ぐらいという見込みを立

ててございます。 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） 大体5,000万円、ざっくりというところでわかりました。 

  沖ノ鳥島ツアーですけれども、いわゆる観光目的で行きたいという方は募集しないと、島

内の一般の住民の方、あるいは行政機関、内地の行政機関等々ということですけれども、

なかなか日本国民、この沖ノ鳥島に行くことができない島でございまして、このツアーの

機会というのは、大変貴重な機会を今回持てると思います。 

  このような情報が、どうもどこからか伝わっているようで、例えば国内には領土を守るた

めに行動する地方議員連盟とか、笑っておられる方もいますけれども、これ、ちゃんとし

た組織ですよ、会長は東京都議会自民党議員のこいそ 明先生が会長をなさっている、そ

ういう地方議員連盟があるんですけれども、そういう方々も機会があれば行きたいなんて

いうお話もちょっと漏れ聞こえているんですけれども、どうなんでしょうか。そういう

方々、もし希望があったら参加できるというか、そういう枠も村として設定していただけ

るんでしょうか。お伺いしたいと思います。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課企画政策室長、樋口君。 

○総務課企画政策室長（樋口 博君） 今回、議会からのご提案ということの中で、私ども執

行部としましては、45周年の実行委員会が主催ということで実施しようというふうに考え

ております。その趣旨は、今まさに小笠原を取り巻く海洋の環境情勢も変わってきてます

し、法延長のタイミングでもありますし、それから返還から45周年たって小笠原の行政区

域である沖ノ鳥島、南鳥島、なかなか一般の村民の方が見ることさえ、その機会さえなか

なかないというところの趣旨が前提にございますので、基本的には先ほど申し上げた対象

の方々を軸に今のところは調整を図っているところでございます。 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） 大体先ほど申し上げた方々を軸ということですので、軸が中心になる

かどうか、これは今後のお話次第ということで、よろしくお願い申し上げます。 

  その前に、樋口課長のほうからお話がありましたが、上陸ができないと、回ってみるだけ
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だということだったんですけれども、私は、できれば村長、議長ぐらいは、決死の覚悟で

ボートに飛び乗って島に上陸して、小笠原村旗と日本の国旗を打ち立てて帰ってきていた

だきたいなとも思っていたんですけれども、関係機関と調整したら上陸は無理だというこ

とですが、どのようなことで無理だったのか、もうちょっと詳しくお話を聞きたいんです

けれども、よろしいでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課企画政策室長、樋口君。 

○総務課企画政策室長（樋口 博君） 関係機関との調整の前に、そもそも私ども担当のほう

でいろいろ行程を組んでみたんですが、片道23時間かかるという行程を、おがさわら丸の

滞在中に行って帰ってこなければいけないと。以前、東京都知事がおがさわら丸で沖ノ鳥

島に行った際の行程も見せていただきましたが、知事が行かれた際には大島にある漁業調

査指導船みやこという船の何十人というバックアップ体制があった上で、ごく限られた人

数が上陸したというので成り立ったんですが、今回の状況の中で上陸するための準備と時

間とそのための方策を考えますと、物理的にちょっと厳しいなというところがまず前提に

あるということと、その上で、法律に基づいて特定離島と指定されている沖ノ鳥島、そこ

を所管している国土交通省、そこの東京港湾事務所に今回はお伺いし、副所長とお話しさ

せていただいたんですが、一般論として、まず土地所有者は国であるということ、それか

らその土地を管理しているのは法律に基づいて国土交通省であるということ、そこの了解

がもらえなければ当然、一般論としても上陸、その土地に入ることはできないというとこ

ろで、特に私、心配していたのは、工事関係、沖ノ鳥島の現在進められている港湾の工事

関係との兼ね合いを危惧していたんですが、港湾関係の事業については、７月ぐらいまで

に一応、今年度の工期は１回終わるということで、今、想定します10月においては、工事

の関係は、直接は関係ないので、影響はないというのはわかったんですが、先ほど申し上

げたそのあたりの国のほうの了解がもらえなければ、当然上陸はできないというそのあた

りのことも踏まえますと、やはりかなり厳しいというふうに思わざるを得なかったという

のが実情でございます。 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） なかなか小笠原村でありながら、代表者である村長も上陸できない、

許可をとらなければ上陸できない、ということは何もできないという、なかなか大変なと

ころですね。しかし、あそこを起点とした排他的経済水域というのは大変重要であります

し、そこには資源もきっとあることでしょう。 
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  ということで、この2,000万円ほど使って行うこの沖ノ鳥島ツアー、今後、沖ノ鳥島、こ

の重要性をこのツアーによって参加者、島民等にわかっていただいて、さて、これから小

笠原はこの沖ノ鳥島をどうしようか、どうするんだろうかということに移っていくんだと

思うんですけれども、今回のこのツアー、沖ノ鳥島をめぐる関係、村との関係、その他、

国との関係、今後どのように村としてかかわって村の利益が導き出せるのかどうかも含め

て、このツアーを今後にどのようにつなげていくのか、お考えになっているのかお答え願

います。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） まず、上陸の件について、私に伺っていなかったので、すみません、

聞かれてもいないのに答弁をということになってしまうんですが、実は石原知事と私は同

道しまして、一緒に当時、上陸をいたしております。そのときと現在と明らかに違うのは、

当時、国は何もしないという知事の言葉もありましたが、沖ノ鳥島に中国の船が行ってい

るとか、あそこは岩だとか、いろいろなことを言われながら、そのことをきちんと日本の

国土として認知させたい、東京都の行政区にあるということを認知させたいというのが、

石原知事の思いであったと思います。 

  私も同行して一緒に上陸させていただきまして、その後、国が現在、皆様がご承知のとお

りあそこに今は５カ年の計画で工事をしているところでございます。そういう状況が変わ

ってきていることから、先ほど事務方が申しました、国のいろいろな制約をあえて飛び越

えてまで上陸は考えなくていいのではないかなというのが、私の判断でございますので、

そこはひとつ、またご理解をいただければと思います。 

  今回、議会の皆様からご提案をいただいたこの沖ノ鳥島ツアーの大きな意義ということは、

小笠原村にあって小笠原村でないようなところがある、やはり手も足も出ないようなとこ

ろに、おがさわら丸という船で実際に行くことができるんだということを、やはり皆さん

に知っていただくことが一つ。 

  それから、これからもちろん今の特別措置法等の法改正のときに、小笠原の持っている新

たなポテンシャル、位置づけ等々をきちんと国や東京都の皆さんとともに、そこを理解を

し、確認をし合うということが大事だと思っているわけでございます。 

  硫黄島もかつてそうでしたが、一般の村民が行くことがかないませんでした。それを今の

おがさわら丸の訪島事業によって全ての人というわけではありませんが、一般村民の方も

参加することができましたので、今回、その糸口になればという思いがございます。 
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  そして、このことをやはり村民の皆さんも、沖ノ鳥島も小笠原の行政区にあるんだよと、

でもなかなか難しいところもあるということもご認識いただくことが大変大切だと思って

おります。 

  それから、もう一つ、高橋議員の中で行きたい方が内地にいらっしゃるというお話、非常

に私もその点は理解をするんですが、取捨選択が困ってしまいますので、今回につきまし

ては、こういう形のことでやることで、まず突破口といいますか、例えば返還記念でやり

ましたツアーで、その後民間がやっておりますものに硫黄島３島クルーズというのがござ

います。これから先、行政だけではなくて、民間がもしそういうことをやるということに

なったときに、我々はそのことにストップをかけるとか、そういうことはできないわけで

ございますので、そういうもののまた一つの指針になれば、そのこともいいかなというふ

うに思っているところでございます。 

  ご質問のほう、答弁になったかどうか、以上でございます。 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） 上陸の件に関してはわかりました。 

  私は３点セットを持っていって、船から飛び込んで上陸してやろうかなとも思ってもいた

んですけれども、そういうことはやめます。参加する方にもそういうことしないようにと

いうことで、ぜひ徹底をお願いいたします。 

  あと、参加者の件ですけれども、私はあそこを見ていただいて、小笠原の応援団という方

を政治の世界、あるいは言論界等にも味方を一人でも増やすことはいいことではないかな

と感じておりますので、そこのところだけはお伝えしておきます。 

  続きまして、この記念式典ですけれども、今後、村が５年、10年という節目に式典を行っ

ていく、これは年を重ねるごとに必要な行事だと思うんですけれども、冒頭、下田の例を

とりましたけれども、あそこは黒船祭とは言っておりますけれども、日米の友好あるいは

同盟関係の確認、あるいは歴史を通じて日本の重要な位置を占めていたという歴史絵巻の

ようなイベントもございました。 

  でも、小笠原を見ていますと、偉い方を呼んで、はい、おめでとう、講演会で終わってい

るような感じがいたします。若い人がここのところ増えてまいりまして、条例を制定する

ときも議論しました。歴史というものを知らない方々が増えてまいりまして、また、知っ

ていた貴重な経験を持っている方々も年々少なくなっているというような現状でございま

す。 
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  私は、この歴史が忘れ去られてしまうということに大変な危機を今、感じているわけです

けれども、これは私の考えですけれども、例えば６月26日に当時45年前、今は自衛隊です

けれども、米軍の基地のところで米国旗がおろされ、日本の国旗が上がるというような、

そういう式典が行われたと思うんですけれども、黒船祭においては下田条約ですか、日米

和親条約、あれの調印式のようなミニイベント、ミニ寸劇のようなものもやっていたよう

ですけれども、先人の長年にわたるご苦労、苦難を忘れないためにもそのような形もこの

式典に取り入れられないかなと私は思っているんですけれども、どうでしょうか。村とし

ましてはこの式典、今後どのように行っていこうと考えているのか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） 思い起こしますと、返還直後は、まず６月26日にほぼ合わせて記念式

典と記念返還祭という形で、今よりも人数も少なく素朴な形ではありましたが、やってき

た経緯がございます。そのときには当時、来られるお時間があった。知事が来られたりと

いうふうに、今のように毎年ご案内、ご招待をしても来られない方、少なくとも国の代表

としては現在では国土交通省大臣が皆様を代表して来るというような形があるんですが、

そういう式典の形式も回を重ねるごとに変わってきた経緯というのはございます。 

  この後、名称の話も出るのかもしれませんが、いろいろ考えていく時期には来たんだと思

うんですね。６月26日を先日の議会で復帰記念の日と条例を制定された、そういうことも

一つの、いろいろ議論をしていくことの大切さを改めて村民の皆様に意識づけをしたんで

はないかと私は思っておりまして、45周年はもうすぐ目の前に来ることでございますから

あれですが、今後については、本当にそういう議論を多くの皆様と重ねていく、その中で

本当に小笠原らしい式典と返還祭、お祭りができればというふうに私は思っております。 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） 時代を重ねるごとに歴史は薄れ、人は変わり、島の姿は変わっていく、

これが現実ではないのでしょうか。 

  しかし、こういう式典を通して過去を振り返ることができる、過去を思い出すことができ

る、あるいは、ご来賓の方々に小笠原のこういう特殊な歴史、事情というものを理解して

いただけるという、大変、島にとっては重要な機会が訪れるのだろうと思います、この10

月初旬にはですね。 

  これから小笠原村も返還、日本に復帰されて50年、100年、150年、200年と、年を重ねる
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でしょうけれども、ぜひ、このような過去の歴史を思い起こし、忘れさせないような形の

記念式典が実施されることを私は願っておりますので、今回、検討するのによい機会では

ないかと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

  そして、最後に、一番私がこだわっておりました名称の問題ですけれども、村長は先ほど、

返還祭という言葉が村民に定着しているので、今回もそれで行うという答弁だったんです

けれども、条例の提案理由におきましても返還祭という言葉は無理やり変えて日本復帰に

するというものではないよと、その言葉は定着しているということで提案して、全会一致

で条例をつくらせていただきました。 

  しかし、奄美にもお伺いしたんですけれども、奄美は今年の12月25日で60周年を迎えます。

奄美は平成18年に同じような日本復帰を決めるという条例ができたそうですけれども、条

例ができる以前から、日本復帰記念式典という名称で行っていたそうです。 

  この大きな節目、節目に行われる式典においては、私は日本復帰記念何周年、何周年とい

う、たかが言葉一つの違いかもしれませんけれども、先ほど一木議員の質問にもありまし

たように、暫定措置法等、国が使っている言葉には日本復帰、ただし小笠原にあっては返

還と、小笠原がつくる公式な行政文書の中にも返還と、どうもそこに私は温度差があるの

かな、何があるのかな、国の考えと、ここの地元で苦労なさった方とでは、ちょっと温度

差があるのかなというのを、言葉を通して何か感じてしまうんですけれども、村長は、ご

苦労なさった生粋の旧島民、もう本当に代表と言える方だと思うんですけれども、どうな

んでしょうか、旧島民からすると、その言葉の違いというのは何かあるんでしょうか。そ

このところを教えてください。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 45周年につきましては、お祭りだけではなくて、今まで返還というこ

とが今の中では村民の皆様になじんでいると思っているので、45周年、今年のものについ

てはそういう名称、返還記念式典でいきたいという答弁をさせていただきました。 

  それで、恐らく今、高橋議員のおっしゃっていることをもちろん理解する方、また、別の

考え方、復帰ということの意味合いをいろいろあると思うんですよ。これは先ほど、私、

ちらっと申し上げましたが、今回の条例というのはそういうことをきっかけにしたんだと

思うんです。 

  次の式典というのは50周年でございますので、本当に半世紀ですよね、返還から、戻って

から。だから、ここに向けては、今言ったような議論を幅広く皆さんで、議会の中も８名
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が８名、皆さんがそう考えておられるのかどうか、私、わかりませんけれども、いろんな

考え方があるのではないでしょうか。 

  例えば、あの条例の最後のところに、いまだ帰島がかなわない硫黄島という文言も入って

おりましたけれども、そういうふうなことで、また違うことを思う方もいらっしゃるかも

しれませんので、私はもう少し、このことは議論を深めて、その上で名称についてはすっ

きりした形でやることが望ましいというふうに思っております。返還だけに固執している

わけではございません。この45周年については、時間もないのでそういう形でいきたい。

そして、このことについては、大いに皆さんで議論を深めていくことがいいんではないか

というのが、私の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） 村長のお考え、よくわかりました。理解できました。 

  議長にお願いですけれども、明日の総務委員会の中で、式典についてという議題が一つあ

りますので、その項目の中で、私は今、この一般質問を通して私の考えを申し述べさせて

いただいたんですけれども、議員、ほかの皆様のお考えをちょっと聞く機会をつくってい

ただけたらと思いまして、総務委員長のほうに申し入れをよろしくお願い申し上げます。 

  最後になりましたけれども、１点だけ。 

  この条例に関することですけれども、小笠原村民だより、毎月１日に出ております。これ、

６月のカレンダーを見まして、私はちょっと唖然としたんですけれども、22日は父島返還

祭、23日は母島返還祭という予定表、６月のカレンダーに書いてあるんですけれども、肝

心かなめの26日、ここに何も記載がないという、これはこの日の持つ意味というものを村

は大きく認識していないのではないかなと私は思いました。 

  答弁は結構ですので、今後、きちっと対応していただきたいと思います。 

  また、ちょっといろいろ奄美のほうも調べたんですけれども、奄美市のホームページ、教

育委員会の中には、村の返還に至る歴史等、年表もきちっと書いておりまして、すばらし

い歴史を表現できていると思います。小笠原においてはなかなかそこまではなかったよう

ですけれども、今後、その点についてもご検討をよろしくお願いしたいと思います。 

  答弁がございましたら、よろしくどうぞ。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） まさに高橋議員のおっしゃるとおりでございまして、私も、私が唖然

としたなんてこの場で言っても、本当に仕方がない話でございますが、事ほどやはり、私
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どもの自意識の中にもそういうものがまだ欠けているということを痛感したものですから、

だから、本当にそういう意味で新たな理論づけの方向にさせていただければと思うところ

でございます。 

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

          ◇ 杉 田 一 男 君 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） ５番、杉田一男です。 

  登壇では２点お伺いしたいと思います。 

  １点目は、兄島の外来種対策について、そして、２点目は、集客対策についてお聞きした

いと思います。 

  まず、兄島の外来種対策ですが、多分、村長も非常な驚きを感じたと思いますけれども、

兄島に外来種の代表であるグリーンアノールが侵入したという話ですね。兄島には、私た

ちは非常に苦い思い出も含めましていろいろあります。航空路でいえば、設置直前まで行

った中で、小笠原の兄島における動植物を含めた貴重な生態系、世界的にも貴重だという

ことで、航空路白紙撤回を余儀なくされました。 

  そういった中で、村長もそうでしょうが、村民としても兄島の生態系については非常に注

意しながら見守ってきたと思います。今回、グリーンアノールが一部ではありますけれど

も、かなりの個体が見つかったという話です。 

  村長にお伺いします。私は、兄島を貴重な生態系という位置づけで後世に残す、それは環

境省含めた国の施策の一つであると思います。 

  そういった中で外来種が侵入した。私に言わせると環境省の責任は非常に大きいものがあ

ると、私は思います。そして、侵入した以上は、国の責任において根絶をする、これもま

た私は当然だと思います。 

  当然、この外来種については、環境省、東京都、小笠原も含めて、林野庁も入るんでしょ

うけれども、今現在、対策が講じられていると思います。私が心配するのは、国だけでも

縦割り、横割りいろいろある中で、そのほかにも東京都、林野庁、村が入って、果たして

本当に根絶に向けた対策事業が行えるのかどうか、非常に心配しております。 

  そういった中で、村長の心構えを改めてお聞きしたいと思います。 

  ２点目の集客対策についてです。 

  村長の政策の中に、平成18年から集客対策事業、ツアーデスクという形で始まりました。
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そして、今現在に至るわけですけれども、閑散期を含めた集客対策、村にとっても村の経

済にとっても非常に重要なことだと思います。 

  そういった中で、学校誘致、そして各ツアー会社の周知徹底による集客、そしてその追い

風となったのが、私は世界自然遺産登録だと思います。しかし、集客対策といっても小笠

原の交通アクセスは、ただ１隻の船のみです。６日に１便、最大約700人という中で、やは

りどう集めてもそれ以上の人間を集めることは難しい。 

  そういった中で、世界自然遺産の影響が多分大きいと思いますけれども、観光船の来島が

10倍ぐらいに延びたと。それを入れて来島者数も1.7倍に増えたと、非常にいい方向に向い

ているし、村長の政策も間違っていなかったと。そういった中で私はちょっと危惧してい

ることが１点あります。 

  それは、去年で観光船が大体32便ぐらい、約１万2,000人ぐらい来島しています。これは、

正月のきそを除くと、大体３隻が巡回しながら来島されているわけですけれども、そのう

ちの１隻のふじ丸は６月、今月で定年、定年といったらおかしいですね、引退ですね。そ

して、来年度はぱしふぃっくびいなすも世界一周ということで、ほとんど来ることができ

ない。３隻のうち２隻がほとんど来島できなくなるとなると、これは経済に与える影響は

大きいと思います。 

  こういった来島者数の減に対して、特に観光船に関して、村長として何かお考えがあれば

お伺いしたいと思います。 

  あとは自席にて質問いたします。よろしくお願いします。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 杉田議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  まず、兄島のグリーンアノールのご質問がございました。 

  議員がご質問の中で言われましたように、過去に兄島の自然を保全するために空港計画が

頓挫した経緯がございました。また、世界自然遺産登録時の審査では、兄島に残された自

然環境は高い評価を受けるとともに、行政機関と民間団体等の連携が高く評価され、世界

自然遺産登録への大きな要因となったことも事実でございます。 

  小笠原村は、世界自然遺産登録後の観光客増に象徴されますように、世界自然遺産登録に

より社会全般にわたる認知度の向上及び村内の経済的な効果もそれなりの効果があったと

全村民が認めるところだと思います。 

  しかし、登録後、わずか２年を経過した平成25年の３月末には兄島にグリーンアノールが
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侵入したことが確認され、兄島の貴重な生態系が失われる可能性が示唆されております。 

  小笠原諸島の世界自然遺産は人類共通の財産であり、小笠原村民にとってかけがえのない

ものであります。また、この自然を守り、将来の子供たちに引き継ぐことは、ここに暮ら

す村民の責務とも考えております。 

  今回の兄島へのグリーンアノールトカゲの侵入は、小笠原の自然体系を将来にわたって維

持していく上で大変大きな問題と認識し、村役場としては国及び東京都に迅速な対応をお

願いするとともに、小笠原村全体の課題として村内関係各機関及びアノールトラップ等の

設置、作業道の整備を行う受託事業者とも連携をとりながら、これからも取り組んでまい

りたいと、このように考えておりますし、行動をしてまいるつもりでございます。 

  集客対策についてのご質問がございました。 

  本村ではＴＳＬ就航断念による緊急集客対策を平成17年度に実施しまして、その翌年度か

ら、議員おっしゃるとおり、旅行会社による集客を図ることを中心とした事業を平成22年

度にわたる５カ年間実施をいたしました。 

  その間、さらに事業の見直しを行うとともに、観光関連事業の再構築も図りながら新たな

集客対策事業として、平成23年度より東京都諸島観光連盟への事業委託により小笠原村観

光局を本土に立ち上げて、さまざまな事業に取り組んでおります。 

  事業概要としましては、これまで培った旅行会社とのパイプを生かしながら、旅行企画の

お手伝いや各種説明会の実施、本土における各種イベントの実施並びに参加、教育旅行誘

致のための学校営業、各種手段を活用した情報発信などを行っております。 

  今年度で３年目を迎え、アクセス条件の悪い小笠原にあっては、本土で機動力を持って活

動できる観光局の存在はますます重要になってきていると感じているところでございます。 

  なお、観光船の集客対策についてご質問がございました。 

  詳細を知ります担当課長に詳しいことは答弁をさせますが、私は、今月の24日、上京予定

でございましたが、議員ご指摘のとおり、ふじ丸がこの６月で最後の航海を迎えるという

ことで、急遽23日のふじ丸に乗船して、上京することといたしました。その大きな理由は、

まず、ふじ丸のキャプテンをはじめ旅行会社の皆様に、少なからず今までの業績に対して

御礼を申し上げながら、乗船しているお客様に小笠原に来ていただいたお礼等々、村長と

してお話をさせていただく機会ということをつくっていただく、そして、今後の集客にこ

のことを活用させていただきたいというところからでございます。 

  観光船の詳細につきましては、担当課長に答弁をさせますので、よろしくお願いを申し上
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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） 観光船に関する集客対策についてのご質問にお答えさせてい

ただきます。 

  観光船の来航については、議員ご指摘のように世界自然遺産登録以降、大きくその数を延

ばしております。平成23年度、14回、平成24年度、32回、今年度は25回の予定となってお

り、島内への宿泊はないものの、各種ガイドツアーやお土産品の購入など、島内への経済

効果は大きなものがあると考えております。 

  一方で、ふじ丸は今月末をもって現役を引退すると聞いており、二見港に係留できる観光

船が一隻減るということは、当然全体の来航数にも影響するものと考えております。 

  また、ぱしふぃっくびいなすの世界一周クルーズが、平成27年１月から４月、97日間にか

けて既に商品化されており、平成26年度の来航数に影響を及ぼすのは明らかであります。 

  なお、今年度、東京都においては二見港の係留ブイの改修が行われ、５万トン級の係留が

可能になることから、国内の観光船では飛鳥Ⅱの来航が可能になると伺っております。受

け入れ体制等の課題はありますが、平成26年度以降の来航を期待したいと考えております。 

  また、この数年の観光船の増は、まさに世界自然遺産登録効果であり、北海道から九州に

至る各地から出航しております。小笠原村観光局では旅行会社の説明会のうち、その多く

はこの観光船に対応した説明会に招聘されて実施しております。 

  今後はこのような活動により得られた人脈なども生かしながら観光船の誘致につながるよ

うな活動も検討したいと考えております。 

  さらに、来島されたお客様の満足度が再訪意向や推奨意向にもつながりますので、引き続

き、青灯台での歓迎だけでなく、島内事業者のおもてなしにも一層力を入れていただくよ

う、関係団体に協力をお願いしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） それでは、まず兄島の外来種対策について担当者に聞きます。 

  先ほど、村長の答弁にもありましたように、やはり何としてもこの危機を脱する必要があ

るという観点からちょっとお聞きしますけれども、まず、兄島の動植物の生態系の価値、

今現在、どのようなものを認めているのか。そして、グリーンアノールが増殖した場合、

兄島の生態系にどのような影響を与えるとお考えなのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（佐々木幸美君） 自然管理専門委員、岩本君。 
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○自然管理専門委員（岩本 誠君） まず、１点目の兄島の遺産的価値につきましては、小笠

原諸島の中で最大規模の乾性低木林を有している島ということでございます。その中に一

応、コヘラナレン、ウラジロコムラサキ、アサヒエビネなどの希少な固有植物、また昆虫

類ではオガサワラトンボ、オガサワラハンミョウなどの希少な昆虫類とともに、陸産貝類

の貴重な生息地として進化の実験場としても高い評価を受けております。 

  ２点目の繁殖した場合、兄島自然環境にどのような影響を与えるかというご質問に関しま

して、今の状況でグリーンアノールが兄島で繁殖した場合につきましては、今言った希少

な昆虫類に多大な被害が出ると同時に、送粉昆虫類、主にハナバチ類ですけれども、送粉

昆虫類が減ることによりまして、現在ある固有植物により構成されている兄島独自の固有

生態系に深刻な影響が懸念されるということは、科学委員会のほうから報告されておりま

す。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） そうすると、兄島の遺産的価値というのは、小笠原全体の世界自然遺

産の中でも大きな割合を占めているという理解でいいですか。 

○議長（佐々木幸美君） 自然管理専門委員、岩本君。 

○自然管理専門委員（岩本 誠君） 今議員の言われたとおりで、科学委員会の判断でも兄島

の自然体系を失うこと自体は、この小笠原諸島の世界自然遺産に大きなダメージを与える

と聞いております。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） それでは、先ほど私も言いましたけれども、この対策についても、林

野庁、東京都、環境省と村と、多岐にわたる省庁が関連していますね。その中で、そうい

うものを踏まえた中で、では、今後、どういう対策事業を講じていくのか、お聞きします。 

○議長（佐々木幸美君） 自然管理専門委員、岩本君。 

○自然管理専門委員（岩本 誠君） 今、実際上、関係行政機関、環境省、林野庁、東京都、

村等で協力してやっています。このグリーンアノール対策に関しましては、大きく３つの

取り組みを基本に置いてやっております。 

  現在侵入しているアノールについてのまず捕獲をかけること、それから、今現在、兄島に

どの程度侵入しているかという分布状況の把握をすること、それから、現在、一番高密度

で入っているのが兄島南部の海岸付近ですけれども、そこから逆に北側のほうに行かない

ような遮断柵をつくって、北側への侵略を防ぐということで、この３つの対策に基づいて、
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今現在、関係機関等が行っております。 

  実際、この事業の中で３者というか関係行政機関で話し合って事業を進めていく中で大き

な課題が２点ございました。それは、この対策が長期間にわたるということで、それに対

する予算の確保、それと現在入っている兄島南部地域、かなり高密度に入っておりますの

で、推定で大体5,000匹から１万匹近く生息しているんではないのかという報告もございま

すので、これを短期的に捕獲をかける、それから遮断をしていくということを７月から10

月の３カ月の間で対応しないと、実際、繁殖期、アノールが夏場に卵を生んで繁殖をする

ということで、喫緊の課題は10月までの対応ということが求められております。 

  事実上、各行政機関で平成25度、それなりの予算の確保はお願いできたんですけれども、

現実問題、それに対応するための作業員の確保、島内事業者での事業執行が可能かどうか

というところが、この問題の発生した４月当初、一番の課題として上げられておりました。

それに基づきまして、先週、８日の土曜日、島内関係機関、関係事業者、建設業界12者及

び作業委託を請け負うことのできる５者、合計17者の島内事業者の方に説明をさせていた

だいて、何とか島内事業者の協力を得ることができるということで、今現在、この取り組

みに関しては島全体の問題として捉えていただいているという印象を受けさせていただき

ました。 

  そういう意味で、実際、この作業をやっていく中、先ほどの３つの作業をやっていくのに

は、毎日、20人の作業員を送り込んで、約３カ月間、集中的にやらないと兄島の拡散を防

ぐことはできないだろうというのが、今、科学委員会の見解でありますので、村役場もそ

れに向けて今現在、取り組んでおります。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 村長にお聞きします。 

  この問題はすごく微妙といいますか、やりづらいような部分がいっぱい出てくると思うん

ですね。今、島の事業者に協力依頼をしているということですが、協力依頼をしても事業

所が動きやすい体制をつくるには、やはり明確な事業内容と明確な支出が示されることが

大事なんですね。 

  それをもとにそれぞれが協力関係を持ちながら、人海戦術ですか、今、専門委員が言った

ように20人から30人必要、これがこの後、ずっと続いていくようなという部分もあります。

そして、私がやはり一番心配するのは、環境省というと国ですから、そうなったときに、

小笠原の事業所で環境省に指名参加している会社がどのくらいあるのか、そして、その中
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にはランクもあります。しかし、それが林野庁、東京都、環境省で多分違うと思います。

そういうもろもろの縦横の部分を特例的な超法規的な感じで片づけないと、多分、事業所

の協力もなかなか難しいというのが現状だと思います。 

  そういった中で、やはり私は、国の責任において根絶すべきだと、それは村長も同じだと

思います。お金も人間もない村ですけれども、村長にぜひ気持ちだけ前面に出していただ

いて、この省庁間協力をうまく調整していただきたいなと。そうしないと、この事業はお

金がついてもなかなか前へ進まないという懸念を私は持っています。 

  そういう意味で、やはりこれは専門委員の力を超えている部分はありますので、ぜひ村長

の強力なバックアップをお願いしたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 杉田議員のおっしゃるとおりでございまして、答弁の中でも言いまし

たが、登録に当たって評価をされた国、行政機関、それから民間との連携ですね、まず。

それから、外来種対策は続けていくんだということは、登録時にもう言われていることで

ございまして、このことをまず、私は強く国にも関係各機関にもまず申し上げているとこ

ろでございます。 

  その上で、今言ったような、縦割りのいろいろなことなどというものを取り除いてやって

いかないと緊急対策になりませんので、その調整は、これはまた村しかできないんだろう

と思っています。ですから、もちろん、専門委員にも専門委員の役割をやってもらいます

が、村が調整役としての役割は十分自覚をしてやっていきたいと、このように考えており

ます。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 今、村長がおっしゃったように、私、先ほど専門委員も言ってました

けれども、やはり全島民が一丸となって取り組んでいく気概を持ってないと、なかなか根

絶するのは難しい。まして、あのアノールというのは、木から木へ飛び移ったりとか、す

ごく行動範囲が広い中で、それを根絶するというのは並大抵の意識ではできないと思いま

すので。しかし、これがやはり一つの契機になって、アフリカマイマイのようにグリーン

アノールが根絶までいかなくても、90％なくなるような形に持っていければいいと思って

ますので、その辺、ぜひ村長の協力もお願いしたいと思います。 

  そして、専門委員には、村長のバックアップをいただきながら、大変厳しい事業ですけれ

ども、気概を持って、地道にしっかり取り組んでいただきたいと思います。 
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  何か専門委員で言うことがあれは、ひとつどうぞ。短くね。 

○議長（佐々木幸美君） 自然管理専門委員、岩本君。 

○自然管理専門委員（岩本 誠君） 温かいご声援、ありがとうございます。 

  短期的な勝負になると思います。また、根絶に向けては５年、10年かかる事業になると思

いますので、私のできることに関しましては、できる限りの力を注いで取り組んでいきた

いと思います。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 次に、集客対策をお聞きします。 

  先ほど担当課長からも話がありましたように、二見港のブイを２万5,000トンから５万ト

ンに変えると、それによって飛鳥が着岸できるようになるだろうと。そういう体制をとる

わけですから、飛鳥がぜひ来航できるような状況になるように、ぜひ観光局を通じて頑張

っていただきたいと思います。 

  これに関しては、村長自身が集客対策に自分の信念を持っているみたいですから、これは

そのとおり持っていってくれるだろうと期待しておりますので、よろしくお願いします。 

  次に、公衆トイレの設置についてお聞きします。 

  観光地にあっても、人間の自然現象というのは、食べる、飲むだけではなくて、やはりい

ろいろあると思いますけれども、聞くところによると、平泉の公衆トイレは非常にきれい

ですばらしいと。小笠原の公衆トイレは、企業の応援を受けて夜明山に公衆トイレが設置

されるわけですけれども、今回は母島のことでお聞きします。 

  母島は、父島より自然が濃いということで、結構トレッキング的な部分で乳房山に登る方

も増えた。人間の心理として、山に登るまでは緊張しているので楽しみもあって余り感じ

ないみたいですけれども、おりてくると、やはり人間の自然現象を感じると。 

  そういった中で、あの近所にはないんですね。ロース記念館にはあるみたいですけれども、

なかなか焦っていると観光客の場合、特に思いつかないみたいで、そういった意味で、集

落内においては、やはり乳房山の登山口近辺、そして南進線も万年青浜の昔の駐車場あた

りにはあるみたいですけれども、その先、南進線の行きどまり、あの辺はやはりないと。

北進線は距離の割には東港と北港に偏ってしまっていると。 

  そういった中で、やはり私は中間の石門付近、そして乳房山の登山道、その辺の近辺には

ぜひ観光地としてもつけるべきではないかと思っていますけれども、そのことについて今、

これは多分東京都も絡むと思いますけれども、その辺で何か説明できることがあればお願
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いします。 

○議長（佐々木幸美君） 産業観光課長、渋谷君。 

○産業観光課長（渋谷正昭君） 今回、母島の要所におけるトイレの設置の話ですが、父島、

母島ともにさまざまな場所へのトイレの設置要望というのは受けております。話にもあり

ましたように、父島においては夜明道路の途中に１カ所もないというところから、企業か

らのちょうど寄附の申し出もありまして、今年の３月に環境保全型トイレ、バイオトイレ

と言っておりますが、これを設置しました。 

  母島からは特にガイドさんたちとお話ししているときによく出るのは、やはり石門の入り

口と南進線終点の南崎歩道への入り口の設置というのはお願いされたことがあります。 

  もう一つの乳房山遊歩道につきましては、集落地域から出入りするというところの歩道で

あるため、これまで公衆トイレの設置は考えておりませんでした。ただ、今回たまたま話

として、母島浄水場側の入り口近くに林野庁によって外来種対策の施設の建設の計画のお

話が来ております。この中には展示コーナーも検討され、トイレも予定には入っておりま

すので、この施設が誰でもご利用できるような施設になるよう、要望していきたいと考え

ております。 

  また、石門入り口、南崎の歩道の入り口のトイレにつきましては、いずれも現状は電気、

水も供給のない場所でありますので、しばらく必要性や設置主体など、検討していきたい

というふうに考えております。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 村長にもお願いしたいと思いますけれども、やはり観光地として公衆

トイレは、私は、本当に必要だと思います。やはり安心して観光できる一つの原点みたい

なものだと思いますので、ぜひ、東京都にも働きかけまして設置していただけるように、

確かにライフラインがそろっていないところなので、なかなか難しい面もあると思います

けれども、特に集落内に関しては、住民の人もいろいろとその部分であるみたいなので、

ぜひ、これから設置に向けて努力していだたきたいと思います。よろしくお願いしたいと

思います。 

  それでは、時間がないので、災害対策という形に書いてありますけれども、今までも議会

の質問の中で震災対策、いろいろ質問されていますけれども、今回お聞きしたいのは、東

日本大震災でも問題になりましたけれども、火災が発生したと。その多くはやはり危険物

の流出、流入による火災ではないかと。当然、ガスボンベも含めた部分だと思いますけれ
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ども、震災で一番困るのは、やはり明かり、水、そして復興活動で、それが遅れるとどん

どん復興自体が遅れていくという中で、小笠原もご存じのように、危険物も含めたライフ

ラインは海岸線沿いにみんなあります。 

  そして、問題なのは、今、小笠原の家庭ガスはＬＰＧです。そして、ボンベ詰めです。そ

れがＬＰＧの場合、建物自体もそんなに難しい規制がなくて、コンクリートブロック塀で

囲って、爆発が起こったときは、何かあったときは、屋根に抜けるように上をスレートに

すれば大体オーケーになると、簡単に言うとそんな感じですけれども、問題は、やはり津

波が来たときに、それぞれが浮遊物としてどこへ行くかわからない、それが元栓等に当た

ると、やはり発火する危険性もある。そして、一番厄介なのはガソリン関係ですね。ガソ

リン関係は、特に貯蔵するとしてもなかなか危険物、引火性が高いということで、許可が

厳しい。 

  そういった中で、前、重機類も問題になりましたね。復興に必要な重機、では、どこに置

くのか。そうしたら、そのとき、燃料は余り話に乗りませんでしたけれども、私はこの危

険物における処理を、備蓄を含めた対策をどうするかというのも大きな問題だと思ってお

ります。 

  そういった中で、このＬＰＧ、ガソリン関係の危険物に関する部分で、村が今どう考えて

いるのか、ちょっとお聞きします。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。 

○総務課長（江尻康弘君） 今、杉田議員からご質問のありました関係で、重機類につきまし

ては村内の事業者に協力をお願いしているところでございますけども、燃料の確保につき

ましてはご質問のとおりでございます。 

  南海トラフの巨大地震によります津波想定につきましては、詳細な浸水予測図が提示され

ていない状況ではございますけれども、父島、母島の燃料類の販売、事業者の保管場所等

勘案いたしますと、現状のままでは被害を受ける可能性が高いと思われます。 

  事業者に燃料類を津波の被害を受けない高台で備蓄をいただくよう、協力を求めていただ

く必要があるのではないかと考えております。 

  しかしながら、備蓄場所を設置するとなりますと、場所の確保等、事業者だけでは解決で

きない問題もございます。今年度、建設をしております父島奥村の旧高校跡地の避難施設

には軽油の備蓄を行えるエリアを設けております。 

  他の燃料類につきましては、危険物という性質上、取り扱いが消防関連法令で厳しく規制
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をされますことから、なかなか適地が見つからないという状況がございます。また、経費

的にも全てのものを備蓄していくことが厳しいところでございます。 

  対応につきましては、東京都や関係機関、事業者等々、相談をしながら検討を進めていき

たいと考えております。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） それでは、最後に村長にまたお聞きします。 

  この小笠原の超離島を考えた場合に、当然、東南海・南海地震を想定すると、まず内地が

被害を受けて、それから小笠原という形で、復興に際しても当然内地ががたがただと、な

かなかここまでできないと。 

  そういった中で、多分食料備蓄も含めて１週間前後の備蓄は考えていると思いますけれど

も、私は燃料関係がないと、やはり今、人間、何もできないというのもまた現状だと思い

ます。炊き出しにしろ何にしろ、そういう燃料関係、そしてそれはやはり危険物が多いと

いう中で、村で備蓄するというのもなかなか大変でしょうし、そういった中でなかなか決

まらないのが備蓄場所だと思うんです。そして、これはまた村だけではできない部分だと

思いますので、ＬＰＧでいえばＪＡ、そしてガソリン関係でいえばスタンド関係ですね、

その他に漁業協同組合もありますけれども、私はこういう関連事業所と村でやはり協議を

する必要があると思います。 

  そして、どういったらこの問題を解決するために一歩でも近づけるかという話を、ぜひ担

当課長に動いていただく、行動していただいて、そして各事業所と調整をとりながら進め

ていっていただきたいと思います。これは、やはり人間のライフラインを守る中で、もう

明かりと燃料というのはやはり私は必要だと思っていますので、その辺も含めて、ぜひ、

村である程度現実に捉えて、真剣にこの事業も進めていっていただきたいと思いますけれ

ども、村長のお考えをお聞かせください。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 杉田議員ご指摘のとおりの大きな課題だと、まず思っています。 

  我が国というのは、国の法律の壁もありまして、特に危険物に関することの特別措置みた

いなのが可能なのかどうか、こういうことになりませんと、我が村では全くどんな協議を

しても最後のところで行き詰まるようなことになってしまいますので、その辺も含めて、

これからみんなでいろいろ議論、を関係各機関等含めて、議論を重ねてまいりたい、この

ように思っているところでございます。 
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○議長（佐々木幸美君） よろしいですか。 

  お諮りします。 

  暫時休憩をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、暫時休憩をいたします。 

  午後は２時から開会いたします。 

  よろしくお願いします。 

（午後１２時５分） 

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

○議長（佐々木幸美君） 休憩前に引き続き、一般質問を再開いたします。 

（午後２時） 

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

◇ 鯰 江   満 君 

○議長（佐々木幸美君） 鯰江 満君。 

○４番（鯰江 満君） ４番、鯰江 満です。 

  本定例会では１件だけ、村内情報の充実についてを質問いたします。 

  本年は小笠原諸島が返還されて45年、私は40年前に帰島をいたしました。その40年前の小

笠原と今日の小笠原を比べますと、航空路の開設のみが取り残されていますが、その他の

生活基盤をはじめ、あらゆる全てが確実に、また飛躍的によくなっていることがわかりま

す。振興開発が的確に実行されてきたことがよくわかります。これは返還当時から今日ま

での間、休まず諦めず努力を続けていただいた先人先輩の努力と国の各省庁、東京都、村

役場の支援のたまものでございます。 

  最近では光ケーブルの敷設により、電話はもとより情報関係には目をみはる改善が認めら

れています。村議会本会議中継も加入者宅で容易に視聴できるようになりました。また、

今後予定されている医療関係での遠隔治療にも期待するところでございます。 

  そこで、光ケーブルの敷設後、小笠原テレビ視聴管理組合から移行した小笠原ケーブルテ

レビ事業の実績推移と現状について報告を求めます。 

  よろしくお願いします。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 鯰江副議長のご質問に答弁をさせていただきます。 
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  一昨年、平成23年３月に都事業として小笠原海底光ファイバーケーブル敷設事業が完了を

し、平成23年７月より海底光ファイバーケーブルを利用したさまざまなサービスが開始を

されました。本年３月末には、島内でＮＨＫのラジオ放送を受信できるようになり、医療

関連では大量なＣＴ画像も数分で伝送できるようになり、当村における情報通信環境は飛

躍的に向上をいたしました。今後はこの情報通信環境を利活用し、村民サービスの活用に

努めてまいる所存でございます。 

  海底光ケーブル敷設後、テレビ視聴管理組合から移行した当村ケーブル事業の実績推移等

につきましては、詳細を知ります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） 総務課副参事、鈴木君。 

○総務課副参事（鈴木敏之君） 鯰江議員のご質問にお答えいたします。 

  テレビ視聴管理組合から移行した当村ケーブルテレビ事業の加入者数の推移についてです

が、平成８年から小笠原村テレビ視聴管理組合によって運用されてきた地上波テレビ放送

ですが、平成21年度まで父島、母島の世帯、事業所合わせて700から720件で推移しており

ました。その後、平成22年１月に当村が有線テレビジョン放送施設設置許可を取得し、有

線テレビ放送事業者として事業を開始し、今日に至っているわけでございますが、平成25

年６月１日現在の加入者数は父島、母島の一般世帯、事業所合わせて1,214件となっており

ます。住民基本台帳上の世帯数の割合からすると86％の世帯、事業所が加入されていると

いうようになっております。 

  実績としてはこのように報告させていただきます。 

○議長（佐々木幸美君） 鯰江 満君。 

○４番（鯰江 満君） この議会が島内に放映されているということもございますので、私が

移住した当時の状況をお話ししたいと思います。 

  まず、テレビは当然映らない。それからラジオは夜中に針金を張ったアンテナを立てると

かすかに入ることがまれにある。電話は無線電話でＮＴＴに申し込みをする。順番待ちを

して、かつ通話中によく聞こえなくなるというような状況下でした。先ほども言いました

ように今では本当に、飛躍的によくなり、こうしていることがまた各家庭で映っている、

大変なことになっているわけですね。 

  情報センターにそれなりの都費あるいは村費を導入して、設備的に大きな新たな予算組み

が必要ないのであれば、その地デジ11チャンネルですか。それで、例えば自主放送みたい



－４１－ 

なものをより多く、より充実したものができないだろうかということなんですね。 

  それほどかからないのであれば、仮にアイデア的にはいろんなのが考えられるんですが、

例えば荒天時あるいは雨天時、観光客の方が外に出られないような状況のときには、例え

ば宿のリビング、あるいは自室で、きれいな小笠原の映像だとか、過去にＮＨＫその他で

放送したそういう番組を引用して、特に入港中はそういうものをずっと流しているという

ようなことが可能ならばいいんではないか。 

  それから、来島したお客様も３泊４日の中で体験できることには限りがある。その放送を

見ることによって、また来ようとか、今度はあそこに本当に行ってみようとか、そういう

ようなリピーターの発掘というようなものにも僕はつながると思っているんですが、今後

そのような予定というものは考えているのでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課副参事、鈴木君。 

○総務課副参事（鈴木敏之君） 現在、村でやっている自主放送チャンネルの運用についてで

すが、小笠原村ケーブルテレビ放送番組審議会において、基本方針を定めて運用しており

ます。放送内容は小笠原村放送審議会の中で、いろいろ村のほうから、執行部のほうから

提案して認めていただいたものを流しているわけですが、現在のところ、村議会の録画放

送、あと村内イベントということで、実際に海開き、返還祭、相撲大会、カラオケ大会と

いうことを、昨年録画放送を放送させていただきました。 

  今後、自主放送チャンネルの充実を図るために、今年度データ放送システムを導入する予

定になっております。本年10月を目途にデータ放送を開始する予定ですが、データ放送で

はインターネットを利用しない高齢者の方でも、テレビのリモコン操作等により各種情報

を得ることができます。データ放送の内容としては、入港状況や日々のイベント情報、村

民だよりの掲載記事などを予定しております。 

  今ほど、鯰江議員からご提案がございましたテレビ放送等で放映されたものを、村内の自

主放送チャンネルで流せないかということですが、技術的には流せます。ただ放送事業者

が作成したものに関しては著作権等の問題がございますので、そこら辺をクリアした後、

オーケーであれば、うちのほうの審議会で審議させていただいて放映するように、前向き

に努力していきたいと思っております。 

  あと、村のほうで著作権を持っているものですが、調べましたところ、それほどないとい

うところなので、今後は他に著作権があるものに関しては、相手があるものですから、そ

こと調整して前向きに放送、放映できるようにやっていきたいと思っております。 
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○議長（佐々木幸美君） 鯰江 満君。 

○４番（鯰江 満君） 予算もあるでしょうし、それだけ人が張りつかなければいけないとな

ればまた１人雇い入れなければいけないだとか、いろんな問題もあるかと思うんですが、

一遍に完璧にというのはもう不可能なことなので、今、副参事のほうからの説明がござい

ましたように、できるところからやっていっていただきたいと思います。 

  以上で結構です。 

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

◇ 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。 

  村の農業振興について。 

  まず１点目ですが、ブランド化を進めるべきと考えますが、この件に関して、村の農業振

興を進めていく中で、農産物のブランド化が有効ではないかと考えております。小笠原で

もぜひブランド化に向けた取り組みを進めていくべきだろうと考えます。そのためには村

の農業者にブランド化の先進地の取り組みについて、現地の生の声を聞きながら、直接肌

で感じていただく機会が必要だろうと思います。先進地視察の推進について、村の取り組

みと今後の考え方を聞かせてください。 

  ２点目でございますが、父島の農業振興について。 

  今後村の農業振興を図るには、やはり父島、母島の両島で農業を盛り上げていかなければ

ならないと思います。母島では共同利用施設の整備など、目に見える形で農業振興施策が

進められており、その成果が出ていますが、父島ではそのような動きが余り見られなくな

ってきております。父島の農業振興対策の現状について、これから今後の対策を説明いた

だきたいと思います。 

  ３番目に就農者が利用できる住宅の確保でございますが、農業者の高齢化が進んでいます。

今後、世代交代を進める必要がありますが、離農する農業者の農地を活用するための受け

皿として、新規就農者の確保が不可欠であります。また、中ノ平の自立農業団地、これ村

でやっているわけですけれども、今後空きが出ることも考えられます。新規就農者を迎え

入れるためにも、現在では住宅がない状態が続いております。これらの問題についてお尋

ねいたします。 

  ２点目の遠隔医療についてでございますが、現在、ＩＣＴの活用に伴い、都市部では医療
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に厚みが増し、遠隔地においても遠隔医療の問題解決に大きな貢献ができています。特に

波及効果としては、専門医からの診察が大きいようです。当村のように、専門医に年に数

回来島していただき、診察を受ける状態では活用すべきではないかと考えます。海底光ケ

ーブルの整備に伴い、ＣＴ映像の送信で早期の診察により、島民にとってメリットは大き

いと思われます。介護、福祉の分野でも活用すべきと考えますが、現在の村の状況につい

てお伺いいたします。 

  よろしくお願いします。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 稲垣議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  稲垣議員からは農業振興についてということで３点、遠隔医療ということで１点のご質問

がありました。いずれも個別具体的なご質問でございましたので、まずそれぞれ詳細を知

ります担当課長に答弁をさせますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（佐々木幸美君） 産業観光課長、渋谷君。 

○産業観光課長（渋谷正昭君） 農業振興について答弁させていただきます。 

  まず１点目のブランド化のための先進地視察についてですが、販路を広く市場に求めてい

くような農産物があれば、その市場価値を上げるために、ブランド化が有効な方策の一つ

であることは稲垣議員のご指摘のとおりだと思っております。 

  ただ、ブランド化を進めるためには単に名前をつけるということだけではなく、農産物の

高品質化、統一規格化など、品質管理をしっかりと行うことにより、他産地の農産物との

差別化を図り、小笠原産の優位性を明らかにすることが必要になります。そのためには、

生産販売側の生産体制、品質管理、検査体制の整備が不可欠です。村としてもブランド化

を進めるために、これらの取り組みを既に行い、成功している事例を生産者が直接学ぶ機

会は非常に有意義であると考えております。村では農業協同組合に対し、先進地視察に使

うことのできる補助制度を行っております。この制度を活用し、農業協同組合や農業者と

連携しながら、先進地視察についても支援をしていきたいと考えております。 

  次に、父島の農業振興についてですが、父島と母島の農業について、近年の生産の状況を

見ると、母島の成長充実ぶりが目につきますが、農地確保に関する条件や農業者の経営形

態が両島では異なっており、単純な比較はできないと考えております。また父島の若い農

業者の意見を聞くと、地域に根差した地産地消型の経営を志向している方が多いように感

じております。村としては、農地確保がより困難な父島においても、状況を改善できるよ
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うな対策を検討していきたいと考えております。 

  次に、就労者が利用できる住宅の確保についてですが、新規就農者の確保に際し、島外か

らの就農希望者を受け入れる際に住宅の確保に苦労されていることは認識しており、父島、

母島の農業者からも援農者や新規就農者のための住宅整備の要望を受けております。これ

までにも振興事業の中で援農者住宅の整備を行ってきており、次期振興事業計画も視野に

入れながら、東京都、農業協同組合等との関係機関と協議をしたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木幸美君） 医療課長、佐々木君。 

○医療課長（佐々木英樹君） 遠隔医療について答弁させていただきます。 

  医療用画像伝送システムは平成６年度より実施しておりますが、ＩＳＤＮ回線のため、Ｃ

Ｔ撮影したフィルム１枚を送るのに十数分を要しておりました。しかし、平成23年３月に

海底光ファイバーケーブルが敷設され、同じものが数秒で送られるようになり、急患搬送

などの緊急時、緊急性を必要とする場合に大きな成果が得られております。さらに、昨年

度整備したＣＴ装置のように、より鮮明で高度な画像や、容量の大きい画像も同様に数秒

で送られることも可能となりました。静止画の伝送システムによる診療支援としての形は

ほぼ確立している状況であると判断しております。 

  また、介護、福祉の分野での活用につきましては、必要が生じればのことですが、医療と

同じように画像を専門機関に伝送し、診断や助言を受けることは技術的にも可能であると

思います。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） 村の農業振興について再質問させていただきます。 

  ブランド化を進めるべきなんですけれども、今、母島のほうでは選果機とかいろいろ使っ

て、品質、選別をきちんとして出荷しているわけですけれども、長年選果機を使っている

と、今のこの５月、６月ごろの湿気の状態の中では、選果機そのものが、いい選果ができ

なくなる時期がだんだん来ます。そのときに、今の農業協同組合の状態では更新をする、

そういう経営状態でないために、村の支援が必要になってくると思います。そのときに、

村でそういう援助ができないものでしょうか。 

○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） 村のほうで今行っている農業協同組合への補助事業として、
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農業生産販売促進事業補助というのがございます。これについては、先ほどの先進地視察

も対象になりますし、また以前ですが、トマトの選果機の購入にも補助金としては充てて

いただいている実績がございます。今の選果機というのが、この時期ということでいうと、

パッションフルーツの選果機かもしれませんが、そういったものの必要性があれば、また

生産組合もございますから、そちらから農業協同組合と相談していただきながら、今の事

業、その事業の使い方として何を優先して実施するのか。先ほどの先進地視察なのか、選

果機なのか。そういったことも含めてご相談をしていただいた上で、また村に事業申請を

していただければと思っております。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） そうしますと、その先進地視察の事業とあわせて、どちらかを、例え

ば今年は先進地視察をやって、来年はそれを行わないで予算をそれに振り向けるというふ

うな使い方をしてもらうということですか。 

○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） 今年度は事業費補助の金額としては150万円ですが、例年い

ろいろな使い分けをして、生産のためのいろいろ、例えば世界遺産の資料をつくったとか、

それから先進地視察をしたり、それから販売のためのイベントに使ったとか、その目的は

金額の範囲であれば、一度に両方もできるでしょうし、また金額が張るようであれば、そ

れは今年、来年でうまく計画を立てていただければ、その補助の中で利用していただくこ

とは可能だと思っております。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） わかりました。 

  生産組合の中で、そういうふうに、村のほうではこういうふうな考え方をしていますよと

いうことを伝えておきます。 

  そして、父島の農業振興に関してですけれども、安定した生産を行うためには、施設化が

重要だと考えます。それで、農業用水の確保がこれから、今年も一時期入梅が最初は少な

くて、ダムの水が少なくなってきた段階があります。施設化が進むと、やはり農業用水の

利用量がかなり増えてきます。そうなったときの対策を村としてどのように考えています

か。 

○議長（佐々木幸美君） 産業観光課長、渋谷君。 

○産業観光課長（渋谷正昭君） 今、農業用水というご質問でしたが、農業用水であったり、
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農道といった農業基盤整備については、特に昨年度から東京都と村で農業振興に係るＰＴ

を設けて、その整備や管理のあり方について検討しているところです。今後もさらなる農

業振興に向けて協議を重ね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） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） ただ、農業振興を進めている中で、農道に近いところの造成を希望し

たり、そういうことだったら造成もある程度は進むだろうと思うんですが、農道がなくて、

農地の造成を希望した場合に、今後振興事業としてそれがかなう形ができるでしょうか。 

○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） 制度的には、まだ農業基盤整備については、農地の造成、そ

れに伴う農道整備とか、事業の中では可能だとは思っています。だから全くゼロではあり

ませんが、実際今、農地の流動化とかを図る上では、やはり農道に沿った遊休農地の有効

活用というのがどちらかというと課題になっておりますので、農業者にとって、特に父島

では農地の確保というのが非常にこのところ要望としては高くなっておりますけれども、

できるだけそういった基盤、もともとある基盤を生かしながら、流動化を図るという方向

が今これからは向かっていく方向だろうというふうには思っております。 

  それに当たって、村としてというか東京都と、実際には基盤のほうは東京都事業として、

それからそこの農地に建設するような鉄骨ハウスとかストロングハウスのような農業協同

組合事業で今やっていただいているようなものありますので、やはり東京都と村と農業協

同組合を主体にして、よく相談しながら事業を進めたいと思っております。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） 最後に住宅問題でお聞きしたいんですけれども、先ほども一木議員の

質問の中で、働きたくても住宅がない。母島では特に農業者の場合、新しく農業を始めた

くても、土地は何とか確保できそうな話を聞くんですが、住むところがない。それで、村

として何かこの問題を解決する方法、方策がありますか。 

○議長（佐々木幸美君） 産業観光課長、渋谷君。 

○産業観光課長（渋谷正昭君） すみません。答えがいつも一緒になってしまうんですが、ま

ず村としてということではなくて、やはり今既に父島も母島も援農者住宅ということでは

実績があり、かつ、さらに増やしてほしいという要望もあると聞いております。特に先ほ

ども住宅に関しては答弁したように、次期振興事業計画については、今回から特に村の関

わりも深くなりながら計画をつくっていきましょう。そういう中に援農者住宅の当然必要
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性とか需要等もまずは勘案して、計画に乗せるかどうかというのを東京都、農業協同組合

とともに検討を今しているところでございますので、しばらくその協議の状況をお待ちい

ただければと思います。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） 農業振興に関してよろしくお願いしたいと思います。 

  遠隔医療について再質問させていただきます。 

  静止画像の伝送システム以外に厚みのある診療を構築するため、検討など行っているんで

しょうか、何かありますか。 

○議長（佐々木幸美君） 医療課長、佐々木君。 

○医療課長（佐々木英樹君） 静止画の伝送システムによる読影支援にとどまらず、他市の取

り組みを、可能性を考えるために、医療課では実際に使用する医師のニーズをヒアリング

で把握して、その一つとして動画による診療支援の検討を行っております。これまでも実

証実験を行ってきております。都立広尾病院との実証実験では、内視鏡検査の動画をダイ

レクトに結んで、小笠原村診療所の医師と都立広尾病院の医師がオンタイムで内視鏡カメ

ラを通した画像を見て検査を実施しております。 

  実験に従事した支援元、支援先医療機関とも、仕組みそのものは優良という評価をいただ

いている状況であります。医療課においては、遠隔医療とは現地医師の診療支援体制を構

築することが可能性追求の一歩というふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） 実証実験を行うと、その課題などが見えてくるものがあると思います

が、現在どのような課題がありますか。 

○議長（佐々木幸美君） 医療課長、佐々木君。 

○医療課長（佐々木英樹君） 運用面の課題としまして３つ考えられます。 

  １つ目は診療報酬の体系の確立ということです。現在の法律では支援元の都立広尾病院は

診療報酬の請求の法的根拠がない状況であることです。保険診療では対面診療が基本であ

り、画像などを読影した専門医の診断は無報酬の扱いとなります。 

  ２つ目は支援元医師と支援先医師とのリスク分担の明確化であります。特に支援元医師へ

の責任問題などの所在が明確ではないというところでございます。画像などを読影した専

門医の責任はゼロではないにしろ、発生しないということです。全て村診療所医師が責任
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を持つということになります。 

  ３つ目は遠隔医療に対する医師の人員、あと時間の確保についてでございます。支援元医

師の拘束性、その労務に関する対価の問題など、つまり拘束されるが無報酬であるという

ところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） 遠隔医療のさらなる充実に向けての展望、位置づけなど、どのように

考えていらっしゃるでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 医療課長、佐々木君。 

○医療課長（佐々木英樹君） 遠隔医療の充実につきましては、課題でも取り上げております

が、法制度の整備などに関しまして、現実的な相手先である東京都と共同で実施する必要

があるというふうに感じております。 

  また、実証実験に関し、継続性を視野に入れたモデル事業としての一定期間の実施、その

運用のためのルールづくり、患者の受容性などについても明確にしていく必要があると思

われます。 

  このことから継続性を持たせる事業とするための村民ニーズ、医療ニーズなどを調査して、

さらには先進地視察などを実施して、積極的に情報収集を行って、遠隔医療のさらなる充

実を図ってまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） これは答弁要りませんけれども、最後に離島にとって専門医の診察に

厚みを増すためにも、遠隔医療の役割はとても大きいと考えております。調査などの実施

や先進地地域の視察等の答弁もありましたが、村の医療体制の発展のため進めていくべき

課題だろうと考えております。この課題解決のために、村議会において執行部と協力して、

今後積極的にこれを実施していく必要があると思います。このことから、今後、総務委員

会の中で提案していきたいと思いますので、他の議員さん、よろしくご理解、ご指導、ご

協力をお願いいたします。 

  終わります。 

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

◇ 片 股 敬 昌 君 
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○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。 

  健康寿命と高齢者問題についてお尋ねいたします。 

  我々人間には寿命というものがありますが、定年後お迎えが来るまでの間、極力家族や周

りの人のお世話になることなく、日常を健康で過ごしたい、誰もが願っているところであ

ります。体が自由に動ける期間、この健康寿命を考えますとき、高齢者にとって大きな課

題があります。それは高齢者、特に女性の高齢者が寝たきりになってしまう主な原因に骨

粗しょう症による骨折というものがあります。 

  骨の強度が低下して骨折の危険性が高くなる病気ですが、骨密度がかなり減少するまで本

人が気づかないことが多いようです。手の骨折ならまだしも足の骨折ともなれば、ご本人

はもちろん、介護者、家族が大変であるばかりでなく、医療費、介護費用が増大していき

ます。骨密度検査を定期的に行うことで、こうした病気の早期発見に努め、症状に応じた

効果的治療を施すことは、村民の健康寿命を延ばす有効な施策と考えますが、村長の所見

を伺います。 

  次に、未来ノートにつきましてお尋ねをいたします。 

  村民のある方から、次のような相談を受けたことがございます。それは次のようなことで

ありました。私どもには子供がいない。２人とも高齢になってきたし、病気がちでもある

し、これからのことを考えると、家、土地、財産などどうしたらよいのか、相談できると

ころがない、そういうことでした。いろいろと私なりに調べていきますと、府中市で作成

されている未来ノートを見つけました。そこには高齢者の介護、看病についての希望であ

るとか、延命治療を望むのか、その他緩和治療、臓器提供の意思、葬儀について、遺言、

財産、ペットにまで幅広くご本人の希望、考え方が記されており、高齢者問題、今後の私

たちを考える上で大変参考になるものと思いました。プライバシーに関する事項であり、

扱いに慎重を要するものとは思いますが、このような他の自治体の取り組みをどう評価し

ているか伺います。 

  次に、子宮頸がんワクチンにつきまして、お尋ねをいたします。 

  今年の４月から仁科亜季子さんらのコマーシャル効果もあってか、子宮頸がんワクチンの

接種が始まっていますが、このワクチン接種後、けいれん、関節痛、失神するなど、重篤

な副反応が全国で相次いで起こっており、全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会がつくら

れ、社会問題にもなっております。 
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  この子宮頸がんワクチンを全国で先駆けて導入した杉並区の女子中学生は接種後、歩行困

難、記憶、計算障害になるなど、重篤な副反応により、１年３カ月もの間休学せざるを得

ない状態になり、今なお苦しんでいる状況です。 

  ５月28日、厚生労働省はワクチンのサーバリックスについて、重大な副作用として急性散

在性脳脊髄炎と手足の筋肉が麻痺するギラン・バレー症候群があると発表していますが、

いまだこのワクチンについては検討部会で審議が続いており、中止には至っていないよう

であります。 

  ６月９日に私は厚生労働省の担当者と電話で話をいたしましたが、６月の中旬ごろに検討

部会で再度このワクチンについて審議することになっているということでした。 

  ところが、この検討部会の審議委員、14人のうち過半数が何らかの形で製薬会社であるグ

ラクソ・スミスクライン社及びＭＳＤ社からお金をもらっていることがわかりました。こ

のような審議委員の構成では、製薬会社の意向が代弁されることになり兼ねません。厚生

労働省職員の話では50万円以上、500万円以下のお金をもらっている人は発言権はあるけれ

ども、議決権はない、制約を設けている等の説明でありましたが、金額の大小、多い少な

いの問題ではなく、製薬会社と全くかかわりのない先生たちで審議委員を構成すべきと要

請いたしました。 

  また、副作用で補償問題が起きたときは、製薬会社にその責務はなく、実施主体である自

治体と国との応分の負担になるとのことでありました。先ほどの杉並区の女子中学生の副

作用に対しては、杉並区が補償制度を設けました。 

  厚生労働省の公開資料によりますと、平成22年12月16日、ワクチン評価に関する小委員会

議事録があります。ヒトパピローマウイルス、略してＨＰＶと言いますが、このワクチン

を接種した集団で子宮頸がんが減少するという効果が期待されるものの、実際に達成され

たという証拠はいまだないとあります。 

  また平成21年８月31日の厚生労働省、薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会によりますと、

子宮頸がん予防対策の一つとして、ＨＰＶワクチンの臨床使用を求める医療上の要望及び

社会的関心が高まっており、厚生労働省の指導により国内臨床試験の終了を待たずに、平

成19年９月26日に本剤の製造、販売、承認申請がなされております。このようにあります。 

  国民の特に幼い女子児童の健康よりも、医療関係者の要望あるいは社会的関心を優先した

ということがここにうかがえてなりません。 

  米国グラクソ・スミスクライン社のサーバリックスと米国ＭＳＤメルク社のガーダシルに
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は劇薬という文字が書かれております。劇薬とは何でしょうか。それはアジュバントと申

します。免疫増強剤のことであります。生理食塩水は体外におしっこなどと一緒にすぐに

排出されるものでありますが、ワクチンというものは性格上すぐに排出してしまっては効

果がないために、体内に長く持続させる必要があり、免疫増強剤はいわば接着剤のような

働きのあるもので、肝臓などに一部蓄積され、ほとんどが脳の中枢に蓄積されていくと聞

いております。接種後の副作用をいろいろ調べてみますと、けいれんであるとか湿疹、頭

痛、めまい、吐き気、立って歩けない、そのような症状が数多く見られます。急性散在性

脳脊髄炎、これらの副作用によるものと思われています。 

  アジュバントとは、そもそもペットを不妊にすること、子供ができないようにすることが

目的でつくられたものであります。このワクチンを接種した動物を永久に不妊症にするこ

とができます。子宮頸がんワクチンにはこのような劇薬が含まれております。11歳から14

歳のまだ成熟していないこれからという女の子たちに、このようなものを安易に接種すべ

きではないと考えております。 

  製薬会社の説明によりますと、10歳未満の小児に対する有効性、安全性はまだ確立してい

ない、そのように言われております。そのように言いながら、たった１歳違いの11歳から

のワクチン接種を勧めております。これは全く理解できないことであります。これに対し、

英国では児童虐待と同じ、このように批判が出ております。さらに英国では、女子高生が

接種後２時間で呼吸停止で亡くなるということも起きており、オーストリア19歳、ドイツ

18歳の女の子がワクチン接種後に死亡しております。 

  2009年８月19日のニューヨークタイムズによりますと、ワクチン接種後、その後の死亡例

が20件以上あると伝えられております。 

  ワクチンの効果でありますが、米国グラクソ・スミスクライン社開発のサーバリックスが

防げるのは16型、18型の２種類のウイルスだけであります。欧米の女性に16型、18型のウ

イルスが多いのに対し、日本では52型、58型が多く、日本人に対するワクチンの効果は限

定的であります。ワクチンは、そもそもがんを治療する薬ではありませんし、がんの進行

を遅らせるものでもありません。20歳未満で近年子宮頸がんで死亡したケースはございま

せん。したがって二十歳から検診を受けていれば、何の問題もないことであります。11歳

から接種を急ぐ必要性は全くないと考えております。健診で前がん病変を発見すれば、

100％治すことができます。 

  以上述べましたこと、たくさんいろいろ述べましたけれども、考慮いたしまして、接種に
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当たりましては、村として慎重に対応していただきたいと思います。これらに対する村の

考えを伺います。 

  次に風疹対策についてお尋ねいたします。 

  都内において昨年夏に風疹患者が急増し、以降、これまでにない規模の流行が継続してお

ります。風疹に対する免疫を持たない女性が妊娠中に風疹に感染すると、胎児が白内障、

難聴などや先天性心疾患にかかることが心配されています。子供のころに予防接種を打た

なかった人たちに感染が広がっていると言われますが、今後村としてどのように対応され

るのでしょうか。また男性、女性、年代で言うと、いつごろの人に多いのでしょうか。 

  接種費用が自治体によって異なるようでありますが、小笠原ではどのようになっているの

か伺います。 

  さらに、ワクチンは十分確保されるのか。またどのようにこの風疹は感染し、ピークはい

つごろと考えているのか等について答弁をお願いをいたします。 

  以上、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） 片股議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  まず、健康寿命と高齢者問題ということでご質問をいただきました。 

  高齢者対策といたしましては、現状では介護保険制度のもと、さまざまな介護サービスが

ございますが、高齢者の方々が住みなれた地域でいつまでも元気に暮らしていくためには、

自立した日常生活を長く維持できることが求められます。そのためにも健康寿命を延ばす

対策は非常に重要であり、健康診断、健康指導による疾病予防はもちろんのこと、議員ご

指摘の寝たきりにつながる転倒、骨折の予防につきましても、医療・福祉の連携のもと、

高齢者の身体機能維持への対策に努めてまいる所存でございます。 

  予防接種費用の助成につきましては、これまでもインフルエンザ、ヒブワクチン、肺炎球

菌ワクチン、子宮頸がんワクチンなど、各種ワクチンの接種費用の助成を行ってきたとこ

ろでございますが、風疹のワクチンにつきましても、平成25年度から接種費用の助成を実

施いたします。 

  子宮頸がんワクチン等の副反応を含め、その他詳細についてのご質問がございました。詳

細を知る担当課長に答弁をさせますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（佐々木幸美君） 村民課副参事、村井君。 

○村民課副参事（村井達人君） まず、健康寿命と高齢者についてのご質問に答弁をさせてい
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ただきます。 

  片股議員ご指摘のとおり、高齢者の骨折、これは疾病や体の衰弱などとともに、将来寝た

きりとなる原因の上位を占めているものでございます。骨折の中でも特に大腿骨頸部骨折、

太もものつけ根の部分でございますが、この骨折や脊柱圧迫骨折は寝たきりにつながる大

きな要因であるとも言われております。これらの部分の骨折が起こる背景には骨がもろく

なる、骨粗しょう症が進行する高齢者にとっては、ちょっとした転倒などでも骨が折れや

すくなっているということもございます。骨折の原因となる転倒を防止するためには、太

ももやふくらはぎの筋力が衰えないよう維持することが重要でございます。 

  村では現在、介護予防体操教室において、健康運動指導士による運動機能の向上を図る指

導を行っているほか、ヘルスアップ教室としてウオーキングやストレッチ体操による筋力

の維持、バランストレーニングなどのメニューを実施しまして、高齢者の身体機能維持に

努めているところでございます。 

  また骨粗しょう症の予防として、食事指導等の生活習慣に対する指導や疾病予防のための

保健指導など、高齢者の健康維持の対策を継続してまいりたいと、このように考えており

ます。 

  さらに平成25年度からは、村の健康診断において、骨の密度、骨密度の検査を実施できる

よう準備を進めているところでございます。今後も高齢者の方々が健康でいつまでも安心

して暮らしていけるよう、あくまでも平均寿命ではなく、健康寿命を伸ばすことを念頭に

健康増進事業を進めてまいりたいと、このように考えております。 

  次に、府中市が配信しております未来ノートについてでございます。 

  この未来ノートは一般的にはエンディングノートと言われるものでございまして、高齢者

が人生の終末期にご自分に起こり得る万が一のことに備えて、ご自分の希望等を書きとめ

ていくノート、記録帳でございます。府中市では住みなれた地域で、いつまでも自分らし

く安心して暮らし続けられるまちを目指すため、高齢者みずからが主体的に老いや終えん

のときに対する心構え、準備の意識を高めるとともに、孤立を防ぎ、人とのかかわりの大

切さを見直すきっかけにしていただくものとして独自に作成、販売をしているものでござ

います。 

  高齢者が記載する内容的には、一般的に市販されているいわゆるエンディングノートと大

きな差はないようでございますが、あえて市が未来ノート、私の生き方整理帳と名づけ、

発信しているところに大きな意義があろうかと考えます。 
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  記載内容としましては、亡くなった後の事項や緊急連絡先などのほか、ご自身のプロフィ

ール、生活状況や健康状態、趣味やこれまで歩んできた人生など、人生の終えん後のこと

だけではなく、その方の現在の状況も把握できるものとなっておりますので、行政等がそ

の高齢者に初めて介入する場合においても、そのノートについてご本人の了承を得た上で

は、有効に活用できるものと考えられます。 

  当村におきましては、各自治体のこのような取り組みの事例を参考にしながら、今後も高

齢者の実態把握など、孤立防止等に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、子宮頸がんワクチンの件でございます。 

  ワクチン接種後の副反応につきましては、ニュース等で報道されておりますとおり、これ

までに1,968件ほどの事例が発生しておりまして、重篤なものも106件ほどあると認識をし

ております。現在、これらの症例とワクチンとの因果関係が明らかにはなっていない中で、

国の方針としては予防接種の一時見合わせは今のところ行わないとしております。 

  村としましては、平成24年度に引き続き、平成25年４月、本年４月以降ワクチンを接種し

た分について、その費用の助成をいたしますけれども、現在では本年４月１日以降接種し

た方や、今後接種を希望されるという方は今のところいらっしゃらない状況になっており

ます。今後接種を希望される方につきましては、個々に予約をしていただき、ワクチンの

接種に関する説明等を十分に行い、理解を得た上で接種いただくよう勧めてまいりたいと、

このように考えております。 

  また、ワクチン接種ありきではなく、議員ご指摘のとおり、早期に発見をするということ

が大事でございまして、そういった意味では予防できるがんということも言われておりま

すので、早期発見をするためにも、子宮がん検診の受診勧奨につきましてもあわせて進め

てまいりたいと、このように考えております。 

  次に、風疹対策についてでございます。 

  まず風疹の流行の状況でございます。昨年は2,353例の報告がございまして、過去５年間

では最も多い報告数でありました。さらに今年に入ってからは、昨年の３倍を超える数と

なっておりまして、平成20年以降最も早いペースで増加をしております。患者数は首都圏

や近畿地方に集中しておりまして、患者の７割以上が男性、そのうち20代から40代が８割

を占めているという状況でございます。また、今後夏場にかけてピークを迎えるであろう

と考えられております。 

  この年代の男性に罹患患者が多い理由としましては、子供のころ、この予防接種の対象で
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なかったり、対象であったとしても受けていなかったことで、ウイルスに対する抗体がな

い人が多いためでございます。具体的に予防接種がない、あるいは少ない世代としまして

は、昭和37年４月２日生まれから昭和54年４月１日までに生まれた男性、昭和54年４月２

日から昭和62年10月１日生まれまでの男女ということになっています。 

  予防接種費用の助成についてでございますが、多くの自治体ではその対象者を、妊娠を予

定している、あるいは妊娠を希望している女性、また妊娠している女性の配偶者、夫です

ね、としておりまして、ワクチン接種に係る実費を助成する方法をとっております。 

  当村では離島である地域性を勘案し、島内での風疹の流行拡大を防止するため、対象者を

拡大しまして、男女を問わず19歳から49歳までの村民で、これまで風疹にかかったことが

なく、予防接種歴のない方を対象として費用の一部助成を、本年４月１日接種した分から

助成を開始する予定でございます。対象者の多くの方に予防接種を受けていただけるよう

勧めてまいりたいと考えております。 

  ワクチンにつきましては、この流行によって、風疹単体のワクチンが取り寄せに多少時間

がかかるために、麻疹、風疹混合ワクチンでの接種ということも考えております。助成額

につきましては、混合ワクチンを使用する場合、接種の費用が8,960円ということになって

おりますので、そのうち村としましては6,000円を助成しまして、自己負担額約3,000円弱、

2,960円程度で接種していただけるよう進めてまいりたいと考えております。 

  また、この助成を実施するに当たり、今定例会において補正予算を計上させていただいて

おりますので、よろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。 

○２番（片股敬昌君） 骨折を防ぐ対策として、今年度の定期健診から骨密度測定を実施され

る。それを聞きまして本当によかったと思っております。これが骨密度を高めるための食

事療法、運動を通じて骨折予防につながってほしいと願っております。 

  先ほどの答弁の中で、骨密度検査に係る村民の費用負担、それから何歳から対象になるの

か、なかったと思いますので改めて今の２点について伺います。 

○議長（佐々木幸美君） 村民課副参事、村井君。 

○村民課副参事（村井達人君） 骨密度検査についてでございますが、この検査は平成25年度

から村の健康診断の日程の中で行ってまいりますので、ほかの検査と同様、自己負担はご

ざいません。 
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  また、対象年齢につきましては、ほかの検診と同じように40歳以上の村民の方ということ

で対象としてございます。 

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。 

○２番（片股敬昌君） 子宮頸がんの検診率についてお尋ねいたします。 

  米国はじめヨーロッパ先進国と、日本の検診率、どのくらいかおわかりでしょうか。 

○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） 主に米国ほかヨーロッパでの子宮頸がんの検診受診率につき

ましては、各国ほぼ８割、80％となっております。日本につきましては約３割、30％程度

ということでございます。 

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。 

○２番（片股敬昌君） この子宮頸がんの検診というのは内診という医療になるわけですね。

やはり女性にとって、これ心理的なハードルが高いものだと思います。村としてはやはり

そのことを十分考慮してやっていく必要があるんだろうと思うんですね。 

  ある病院では人が行き来するような、そういう通路のところでこういう検診やっていると

いうところもあるようです。小笠原の状態を聞いてみますと、ちゃんとした個室で、個別

でやっているということなので、それは安心しておりますが、この検診率、日本では30％

です。他の国から比べますとはるかに低いわけであります。これを高めるためにどうすれ

ばいいのかということにつきましては、いろいろ課題があると思いますが、女医の確保で

あるとか、あるいは助産師に資格を持ってもらうということも一つの案だと思います。機

会があれば、厚生労働省等に対しまして、こうした助産師、あるいは看護師等々に資格を

取ってもらって、こうした検診をできるような体制を整えることができるかどうかという

こともこれから伺ってまいりたいと思っております。 

  そこで、小笠原における子宮頸がん検診、これは何歳から行われているのか。また公費助

成の対象になるのかについて伺います。 

○議長（佐々木幸美君） 村民課副参事、村井君。 

○村民課副参事（村井達人君） 子宮頸がん検診の対象年齢と公費負担ということでございま

すけれども、現在、村では20歳、25歳、30歳、35歳、40歳といった形で５歳刻みの時点、

その年齢の時点で検診のための無料クーポン券を発行してございます。それを使用してい

ただきまして、内地での医療機関での受診をしていただくという形をとっております。ま

た、村で行われる健康診断における集団検診につきましては、30歳以上の方を対象という
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ことで島内で受けられるということでございます。 

  先ほど片股議員から出た受診率が低い、特に女性が受けやすい方策というところでござい

ますが、ちょっと私が詳しく調べたわけではないんですけれども、主に米国ではナース・

プラクティショナーという特定看護師というような形で一定の資格をとることによって、

その臨床医と看護師の中間的な立場というようなものがあるようです。その特定看護師と

いうことでいえば、一定の診断ですとか、治療が行えるということも聞いたことがござい

ます。 

  厚生労働省のほうでも、そういったことを何か検討は始めているような情報も聞いており

ます。そういったことで、国の施策もございますけれども、村としましてもなるべく女性

が受けやすい環境、先ほどおっしゃっていただいた受ける場所の工夫はしております。女

医さんを呼んでいただきたいという村民の要望もございますので、その辺も検討課題とし

て今後も検討していき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） ありがとうございます。 

  子宮頸がんを防ぐ最善の方法は、やはり定期健診をきちんと受けることにあると思います。

決して恥ずかしがらずに積極的に受診をして、自分の身を守ってほしいと思っております。

検診をきちんと受けておれば、前がんのときに見つかれば、100％治る病気だと、そのよう

に聞いております。 

  では次に、教育長に答弁をお願いいたしたいと思いますが、ワクチンの無料接種を強力に

推進してきた団体に日本思春期学会というものがあります。このメンバーの中には、コン

ドームのつけ方とか、この場ではとても言えないような過激な性教育をする人たちが含ま

れており、セックスデビューする前にワクチンを、そのように言いまして社会的なムード

をつくり上げてきました。米国でも2006年ごろ、全米的に日本と同じような高まりを見せ、

子宮頸がんワクチンの接種を義務づける法案が審議されましたが、現在では大きく見直さ

れ、実施しているのはワシントンＤＣだけになっております。その理由はフリーセックス

では幸福な家庭を築けないという反省、また結婚に至るまでにお互いにどうあるべきなの

かという社会的変化にあるようです。 

  山谷えり子参議院議員も国会で取り上げておりまして、重要なのはワクチン接種ではなく、

きちんとした性教育であると訴えております。また川崎市議会でも、小学校６年生の娘を

持つ父親として、議員が同じような発言をしておられます。思春期の子供たちに求められ
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ている教育とはどのようなものでしょうか。教育長の考えを伺います。よろしくどうぞ。 

○議長（佐々木幸美君） 教育長、伊藤君。 

○教育長（伊藤直樹君） この流れの中で、思春期にされてしまうと戸惑いを感じますけれど

も、なるべく的が外れないようにお答えしたいと思います。 

  まず思春期ですが、もう既に皆さんのほうがご存じのように、思春期とは体が急速に変化

し、成長し、体と心のバランスを崩す時期のことを言います。情緒的には自立と依存を繰

り返し、ささいなことでもいら立って反抗したり、逆に落ち込んだりして、心理的に激し

く動揺します。しかし、この思春期こそ子供が自立へ向かう大切な時期です。じっと見守

ったり、時には直接的な愛情を表現したり、親子の距離を適切に保つように工夫すること

が必要だと思います。 

  思春期は誰もが通る道ですので、余り心配は要りませんが、こういう不安定なときについ

投げやりな気持ちになってしまったり、不適切な情報が与えられたり、幾つかの条件が重

なったときに危険な状態が起こります。 

  そのようなことをいろいろ考えてみると、片股議員が心配されているのは学校で行われて

いる性教育のことではないかというふうに思います。確かに学校によっては、これは先生

によってはという言葉にかえたほうがいいと思いますが、過激な性教育を行って問題にな

り、多くの教員が処分された時期がありました。これはゆとり教育が行われた期間と並行

しており、ジェンダーフリー教育が推奨された時期とも一致しています。どちらもある職

員団体が全国的に展開した運動ですが、このジェンダーフリー教育が過激な性教育につな

がっていきます。 

  以前、ジェンダーフリー教育に対して、東京都教育委員会は非常に強い指導に出たことが

ありました。ある年の教育施策連絡会では、教育委員全員が、東京都の場合５人いますけ

れども、教育委員全員が本当に激怒の状態でこのことに触れ、学校現場からの排除を校長

先生方に強力に呼びかけたことを私はよく覚えています。このこともあってか、現在はゆ

とり教育とともに影を潜めておりますが、これらの団体が推進した過激な性教育の氾濫が

子供たちに悪影響を及ぼしてきた事実を見逃すわけにはいきません。 

  先ほど片股議員がお話しされた子宮頸がん予防のパンフレットとか冊子に、「セクシャル

デビュー前に」なる言葉が使われております。これはかなり問題になりました。セクシャ

ルデビューとは12歳ぐらいで初交があるだろうと予想するとんでもない言葉です。子供た

ちの間でワクチンを接種したからもう子宮頸がんにならない、性交渉しても大丈夫という
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勘違いが起こって暴走が始まったら誰が責任をとるんでしょうか。このような教育や考え

方が間違っても小笠原村の教育に侵入してこないよう、これからも監視を続けてまいりま

す。 

  以上です。 

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。 

○２番（片股敬昌君） ありがとうございました。 

  次、風疹についてちょっと再質問したいと思います。 

  過去に予防接種を受けたかどうか、母子手帳がない等によりわからないという場合、村の

対応について伺います。 

  それともう１点、子供のころ風疹にかかることで抗体ができて、その後もずっと維持され

るものでしょうか。 

  ２点お願いいたします。 

○議長（佐々木幸美君） 村民課副参事、村井君。 

○村民課副参事（村井達人君） 過去に風疹の予防接種を受けたか、子供のころですので、不

確かである場合ということなんですけれども、受けたかどうか不明な場合についてでござ

いますけれども、一度受けた方が２度目の予防接種を受けることは特段問題ございません

し、一度受けたことがあっても、時間の経過に伴って抗体のほうが減少するということも

ございますので、過去の接種が不確かな場合においても接種をしていただきたいと考えて

いるところでございます。 

  また、子供のころ風疹に一度かかったということで抗体がそのままずっと維持されるのか

というところでございますけれども、一般的には一度風疹にかかった人は多くの場合、生

涯風疹にかかることはないと言われておりますけれども、子供のころの風疹にかかった記

憶ということが、そういった方の中には、実際にはそれがはしかであったり、りんご病で

あったり、ほかの病気だったものをご本人や、その親が風疹にかかったんだよという勘違

いしているケースというのも少なくないようでございます。そのようなことから申します

と、昔一回かかったから、あるいは接種を受けたから大丈夫という思い込みをするという

ことには注意が必要かと思われます。 

○２番（片股敬昌君） ありがとうございました。質問を終わります。 

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

◇ 池 田   望 君 
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○議長（佐々木幸美君） 池田 望君。 

○６番（池田 望君） ６番、池田 望です。 

  質問、２点通告してあります。沿って、質問いたします。よろしくお願いいたします。 

  母島の郵便事業についてを１点目としております。 

  小笠原村の郵便事業は昭和43年６月26日に本土復帰したことにより、小笠原総合事務所郵

政業務室として再スタートいたしました。父島における集配業務は昭和49年２月１日より

委託により開始されていると聞きます。そして母島においては、昭和49年８月20日より小

笠原母島農業協同組合内に母島簡易局を設置して開局いたしたようです。本土復帰から今

年45周年ですが、経て、母島も着実に発展し、人口も確実に増えてきております。今もう

村民だより等で見ますと500名に近くなっていこうかというふうになっております。また世

界自然遺産登録後は母島を目指すお客様の数がうんと増えまして、旅行客からはＡＴＭの

設置要望もかけられております。 

  母島では小笠原農業協同組合と母島農業協同組合と母島簡易局のみが金融サービスを行っ

ておりますし、本土のサービスとは比較にならない限られたものであります。 

  このような条件下において、先だって公金の納付で母島在住の村民に不利益な事案が上が

りました。納付期限の末日に母島簡易局で納付した源泉徴収税、これは父島の小笠原村郵

便局に届いた日が納付日になるということで、延滞金の発生する事案がありました。母島

簡易局で税の納付はできるのですが、納付日、日付印は父島小笠原郵便局のものが有効と

されるからです。ははじま丸の運航スケジュールや郵便局の祭日、土日、閉局が重なると、

最大４日の納付日のずれが生ずると、そういう事案がありました。過去にもこういうこと

が何度かあったようです。そもそも小笠原母島に、簡易局でなく普通郵便局が設置されて

いれば、このような問題は起こらないということでございます。 

  戦前には小笠原諸島、小笠原には父島に２村、大村、扇浦袋沢村、母島に２村、沖村、北

村、そして硫黄島村、この５つの村がありました。戦争によって強制疎開、その後の施政

権の変更によって村がなくなるわけですが、昔の地図を眺めてみますと、確かに村に１つ

ずつの郵便局が存在していたのではないかと推察されます。また弟島にも郵便局があった

とか、そこら中に簡易局程度のものがその他にもあった。これは戦争があって、強制疎開

があったこの小笠原の歴史的事実が、母島にまだ郵便局を設置されていなく、母島の皆さ

んが不便を強いられているというふうに私は思っておりますので、何とかこの母島に郵便

局を設置していただきたいなということが思いでございます。 
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  そこで、伊豆諸島、七島には郵便局の設置状況というのはどういうふうになっているのか

ということをまず１点目です。 

  それからもう一つは、今お話ししましたが、そもそもそういう状況の中で郵便局その他行

政も全てなくなったわけですが、郵便局だけがなかなか機能を復元していないというふう

に思うので、村として母島に普通局ができるように運動してみてもらえないだろうかとい

うのが２点目の質問です。 

  次に、小笠原における住宅問題、先ほどからずっと一般質問を聞いておりますと、何件か

住宅の問題についてご質問されている方がいらっしゃいましたが、確かに今また住宅のこ

とでいろいろ相談を受けることが増えました。小笠原村は返還以来、目標人口を3,000人と

いうふうに定めて、上下水、ごみ処理などインフラ整備も行ってきましたけれども、その

成果があり、着実に人口も増え、今2,600人ぐらいですか、増えてきています。 

  しかしながら、この慢性的な住宅不足というのは、もうずっと変わりなく、この村には存

在、顕在しております。今もって3,000人に達成できないのは、住宅が少ないこと、そのも

のが目標人口に達成できないのではないかというふうにも思えてなりません。世界自然遺

産効果で、その後も若い人たちも戻ってきたりして、人口も着実に増えてきているように

思っております。 

  そこで質問申し上げます。 

  まず東京都の小笠原住宅について、新規建設計画はあるのでしょうか。 

  ２つ目は村営の住宅建設については考えを持っていらっしゃいますでしょうか。 

  ３つ目は民間アパートを推し進めるための、インセンティブ与えるための支援制度みたい

なことは考えていないだろうか。これは村の住宅政策を問う問題ですので、よろしくお願

いいたします。 

  この２点でございます。 

○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ご答弁をさせていただきます。 

  まず母島の郵便事業、そして小笠原における住宅問題ということでご質問いただきました。

まず詳細については、担当課長に答弁をさせた上で、私のほうにご質問があれば再質問と

いう形になりますか。そのことで私のほうは答弁をさせていただきたいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。 
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○総務課長（江尻康弘君） 池田議員の母島の郵便事業ということにつきまして、伊豆諸島の

郵便局の設置状況というご質問のほうにお答えをさせていただきます。 

  伊豆諸島における郵便局の設置状況は大島町が７局、うち簡易郵便局が１局、利島村は１

局、新島村は３局、本村、若郷、式根にそれぞれ１局ずつございます。神津島村が１局、

三宅村が５局、御蔵島村が１局、八丈町が６局、６局のうち簡易郵便局が１局ございます。

青ヶ島村が１局で、小笠原村は父島、母島でそれぞれ１局ずつ、そのうち母島が簡易郵便

局となります。 

  この状況を改めて確認をいたしたところでございますけれども、東京都で人が住んでおり

ます島の中で、母島だけが簡易郵便局という状況でございまして、郵政が民営化に当たり

まして、廃止となった簡易郵便局もあったと記憶をしております。そういうことからして

も母島だけがこういう取り扱いという状況には疑問を感じるところでございます。 

○議長（佐々木幸美君） 自然管理専門委員、岩本君。 

○自然管理専門委員（岩本 誠君） 池田議員の住宅問題について、私のほうから説明させて

いただきます。 

  ３点のご質問の前に、まず、小笠原村全体の住宅の現状及び小笠原住宅の申し込み状況、

また入居状況等について先に説明させていただきます。 

  小笠原村の住宅総数に関しましては、平成17年国勢調査によれば、全体で1,089戸ござい

ます。このうち公営の借家住宅、質問にあった東京都小笠原住宅を指しますけれども、こ

れが388戸、全体の総数からのパーセンテージでは35％を占めております。次いで、給与住

宅、これにつきましては官公庁の職員住宅とか準官公庁の職員住宅等を含めまして全体で

355戸ということで割合的には32％を占めております。村全体ではこの２つの住宅に極端に

偏向しているのが現在の状況です。反対に持ち家率に関しましては188戸、率として17％と

いうことで、都内から比べても非常に低い状況です。また新しく村民となられる方の多く

に関しましては、一番最初に説明された388戸の小笠原住宅への申し込みを行うことに、ほ

とんどの方がそこに入られるということになっております。 

  申し込みに関しましては年１回、資格に関しましては小笠原に住所を有しているというこ

ととなっております。ただし、申し込みの優先順位がございまして、第１順位は小笠原在

住の帰島者、第２順位は内地居住の帰島者、第３順位として３年以上の居住者、第４順位

は３年未満の居住者となっております。 

  ちなみに平成24年度入居状況を見ますと、申し込み者数が73に対し、平成24年度中に空き
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家が発生し入居された方は４世帯です。平成25年度の申し込み状況は64となっております。

これから平成25年度中空き家が発生した場合、上からの優先順位で入られるということで、

これから戸数は確定していきます。 

  これらにつきましては父島の申し込み状況で、母島の現状におきましては、小笠原住宅へ

の入居待機者は現在いない状況です。 

  そこで議員のご質問である小笠原住宅の新規建設計画につきましては、今のところ東京都

としては計画されておりません。ただし現在の小笠原住宅は、返還時に帰島促進住宅とし

て東京都が整備した住宅であり、内地のほうにある一般の都営住宅とは制度が大きく異な

ります。ただしその住宅も築後40年を経過していている状況の中から、今後東京都のほう

で建てかえ計画を策定されますので、小笠原村の現状に即した計画となるように、今後も

東京都へ要望していくところでございます。 

  それから２点目の村営住宅の建設に関しましては、現在の村営住宅は一時宿泊所として、

帰島者が居住施設を確保するまでの住宅の提供を目的に建設されたものであり、返還45周

年を迎える中で、当初の目的については達成されたと思っております。今後新たに建設を

する計画というのはありません。 

  しかし今後、先ほどの東京都の小笠原住宅の建てかえ計画を検討する段階で、現在の小笠

原村の実態に即した村の住宅政策を策定することで、現在、東京都の都市整備局のほうと

調整する予定でございます。 

  それから３点目の民間住宅への支援制度につきまして、東京都の住宅政策の中で、返還当

初に帰島促進を目的に建設された小笠原住宅、この位置づけを建てかえ時に一部公営住宅

法による都営住宅という形に変更することにより、現在ある東京都の都営住宅条例に基づ

く民間賃貸住宅への支援制度も利用することができることから、今後予定される小笠原住

宅更新計画の策定時に村役場としても参加し、村の現状に合った住宅政策を策定していく

ように、東京都と調整していく予定です。 

  答えは以上です。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 先ほど母島の郵便局のことで、答弁が１つ落ちておりましたので、そ

れを先に答弁させていただきます。 

  母島の郵便局について、郵政事業が公社化、民営化する、こう変遷する中で業務形態がか

わることがない、そのままの営業形態で簡易郵便局という形で存続をしてきております。
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このことは先ほど議員ご指摘の事案が発生するようなサービスが限定されるということか

ら、あのような事案が起こるわけですけれども、ほかの島の状況、先ほど総務課長が答弁

しましたが、同じようなサービスを受けられるようにしていくことは、やはりお願いして

いくのは当然かと思うんですが、ちょうど池田議員が議長のときでございましたですね、

公社化、民営化の中で、母島の郵便局そのものの存在が消えてしまうんではないかという

ことで一緒に要望活動に行ったことがございました。 

  何とか簡易郵便局としては残ったわけですが、恐らく簡易郵便局であるゆえんというのは、

議員ご指摘にもありましたけれども、強制疎開という中で人がいなくなって、想像するの

に戦前というのは特定郵便局、地元の有力者等がやっておられた、それがほかの地域では

そのまま格上げになってきたと思うんですよ、その形態が続いていた。それが小笠原の場

合には崩れたことによって、母島は簡易郵便局ではないかと思うんです。そういうような

こと、それから過去に陳情、要望した経緯を考えますと、ハードルは高いんだろうと思い

ますが、何とか普通のサービスが受けられるような郵便局に格上げをしていただけるよう

努力をすべきだと考えておりますので、ご協力のほうもよろしくお願いをしたいと思うと

ころでございます。 

○議長（佐々木幸美君） 池田 望君。 

○６番（池田 望君） 村長ありがとうございます。実にそのとおりだと思います。 

  私も調べてみたんですが、伊豆七島で青ヶ島や利島、それから御蔵島にも本局がある。村

に１個ずっとちゃんとあるわけですよね。たまたま小笠原村は５つの村が一つになって小

笠原村と今言っていますから、一つというか、そういう戦後の行政のやり方の中でそうい

うふうになったということで、大体50キロ海を離れて簡易局というのは本来考えられない

そうです。簡易局というのは本局に、50キロ離れていても、車で陸続きな部分については

簡易局で、その日のうちにいろんなことの作業が進むということなんですが、定期船が休

みがあったりとか、こういう事情の中で本局を持たないということは、それはそれなりに

そこで暮らす方は大変なご不便だろうと思いますし、また母島の簡易局は簡易局を超えた

お仕事もされているわけですよ、住民サービスのために。本来の規則ではできないことま

でやらされている、やっていただいている、住民サービスのために。 

  そのような努力をされておりますので、できるならば制度的に規則がきちんと、規則の中

でできる本局というか普通局になっていくことが望ましいというふうに思いますので、私

どももこれ取り上げた立場上、村長ともどもいろいろなことを調べながら、皆さんの便利
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な郵便行政に携わっていけるように頑張っていきたいと思いますので、どうぞご支援をお

願いいたします。 

  次に、住宅問題です。 

  岩本さんからご丁寧なご答弁いただきましたが、その答弁は今の実態ということですね。

こういうふうに東京都と調節しながら進めてくれているということはよくわかるんです。

しかし、今皆さん困っていらっしゃるんですね。 

  それともう一つ言いたかったことは、もう返還から45周年です。僕もそうですが、新島民

としてこの島に来て、この島の魅力の中で家族を持ち、子供を育て、今度その次の世代が

もうみんな帰ってきてるんですね。学校あり、社会人となって。小笠原村の振興、村づく

りに協力しようという感じで帰ってくる子供たちもいるんだが、今この住宅事情では、そ

のふるさとの小笠原にも帰ってこれない。また、帰ってきても部屋がないのでちょっとま

た東京行くよというようなことも事案として起こっているわけですね。 

  これは村として住宅政策をこれからも真剣に考えていかないと、この村は返還当初の帰島

促進でやられたということは重々理解しているんですが、そのままでは高齢化が進み、若

い人がだんだん住めなくなるという現象になろうかと思うんですが、そういうことを考え

たときに、村としてどういうふうに住宅を進めていこうかということについては真剣に考

えていっていただきたいんですよ。農業関係の住宅も要るとか、そういうことは言ってい

らっしゃいましたけれども、その辺で、今努力されているのはわかるので、これ以上本当

は突っ込みたくないんですが、帰島促進とはまた別の意味で、新たな村の住宅政策みたい

なものを、これから考えていくようなことが必要であろうと思うんですがいかがでしょう

かということです。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 今、進行しているものについては、まず担当専門員に報告をしていた

だきました。その住宅政策を考えなければいけない。今までやってきたものを、またもっ

と検討をし直さなければいけないというふうには思っております。 

  この住宅政策ですが、今まで村がやってきたものは定住政策の中で、いわゆる都営小笠原

住宅の公営住宅、それから分譲地等で持ち家を増やしていただくということと、その分譲

地の分譲の中でも、お買い求めになられた方が扇浦は別ですが、それ以外ではアパート経

営もできるようにしていくとかいうことを考えてまいりました。45年たって、本当に都営

アパートが、都営小笠原住宅が老朽化、建て替えが迫られるというところで、まず公営住
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宅のあり方についての整理をさせていただくいい機会だなと思って、いろいろ今やってい

るところでございます。 

  まず、わかっていただきたいのは幾つかの政策を打っていく。公営の住宅で全てを賄うと

いう政策は、私はとるべきではないと考えております。小笠原の振興というのは民間、民

事の喚起も含めまして、経済活動を起こすということも大きな要素でございますので、そ

れらを複合的にやっていくということが、まず考え方の骨子には持たなければいけないの

だろうという中で、ちょうど都営小笠原住宅が、30周年ぐらいから言われてきましたが、

小笠原の都営住宅が都営としては特殊だということを村民の皆様が知らない方が大変多い。

一言で言いますと、帰島促進のための住宅でございましたので、家賃も安い。普通の都営

住宅はいろいろなもっと制約がございます。これを建て直すということに当たって、まず、

国立公園法のことが一つ、それから振興事業の中で、以前は住宅地として活用できたとこ

ろも、できていないところがございます。例えば母島の北村、村であったのに、今は集落

地域となっていませんから、あそこに土地を持っている人は行政サービスが受けられない

から帰れません。 

  今２つ端的に申し上げましたが、こういう幾つかの制約事項があって、都営小笠原住宅を

帰島促進のための、そういう小笠原住宅と、それ以外の都営アパートという形できちんと

離すというか、そういう整理整頓がこの時期には必要なんだろうというのが一つでござい

ます。 

  それから、そうすることによって、例えば村の分譲でいいますと、分譲地を買った方には

都営住宅を出ていただきましたけれども、例えば土地を持って建物を建てているのに都営

住宅に入っておられる方もいらっしゃいますので、そういう幾つかの複合的なことをまず

一つは考えていくべきでしょう。 

  それから、やはり分譲ですね。分譲、それは今まで村がやっていた形だけでなくて、今ち

らっと専門官が言いましたけれども、そういう形の分譲形式はできないんだろうかとか、

そういうさまざまな知恵を駆使して、住宅政策を考えていくべきだというふうに思ってい

ます。 

  そして先ほど稲垣議員から出た農業者のこと。これは以前は漁業、農業につきましては、

東京都と例えば農業でいうと農業協同組合、それから漁業協同組合という中でそれぞれや

っておりましたですよね、単身赴任者住宅とか営農支援住宅とか。そういうものにやはり

情報を共有して、村もそこに意見交換をしながら、全体のあり方というものを模索してい
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く。これが早急に必要だろうと思っていまして、まずは今のところの経緯を、きょうは担

当に話させていただいたのと、雑駁ではございましたけれども、私どもが目指している方

向性について答弁をさせていただいたところでございます。 

○議長（佐々木幸美君） 池田 望君。 

○６番（池田 望君） 率直にありがとうございます。 

  ただ本当に、先ほども申しましたが、もう第二世代の村づくりが始まってもう半世紀です

よ、50年たつね。第二世代がもうＵターンして帰ってくる。またそこに新しい伴侶を連れ

て帰ってきたり、子供を連れて帰ってくる、そういう状況がもうどんどん起こってくるん

ですね。だから今手を打たないと、その人たちが、ここでは無理だから、ふるさとでは暮

らせないということも起こり得るということですね。だからそこのところをタイムリーに

やっていただかないと、この村が永続的に人口が増え、発展していくということはかなわ

ないと思うんですよ。 

  そこの肝になるのがやはり住宅政策、これ一つだと思うので、ぜひ今ある計画を温め、ま

た課題を整理し、早急に子供たちが胸を張ってここに帰ってきて暮らせるような状況をつ

くっていただきたい、これがお願いでございますので、よろしくお願いします。 

○議長（佐々木幸美君） よろしいですか。 

○６番（池田 望君） はい、以上です。 

○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。 

  次回は明日６月13日、午後３時30分より会議を開きます。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

（午後３時４５分） 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（佐々木幸美君） これより本日の会議を開きます。 

（午後３時３０分） 

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

◎会議時間の延長 

○議長（佐々木幸美君） この際、あらかじめ会議時間の延長をしておきます。 

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

◎報告第４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、報告第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） 報告第４号 平成24年度小笠原村繰越明許費繰越計算書の報告につい

て。 

  地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第２項の規定に基づき、報告をするも

のでございます。 

  平成25年６月12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、２ページをお開きいただけますでしょうか。 

  先ほど村長が説明させていただきましたように、地方自治法施行令第146条第２項に基づ

きまして、平成24年度から平成25年度に繰り越しをしました繰越明許費についての繰越計

算書のご報告でございます。 

  規定によりまして、出納整理期間が終了後、直近の議会にご報告をすることになっており

ますので、今回の６月定例議会で報告をさせていただきます。 

  平成24年度小笠原村簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。 

  款項ともに建設改良費、事業名が扇浦浄水場整備事業でございます。繰り越しをする金額

でございますが、16億2,776万円でございます。 
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  この財源内訳でございますが、未収入特定財源としまして国及び都の支出金が12億2,082

万円、地方債としまして４億690万円、その他としまして４万円、その３つが未収入特定財

源というふうになっております。 

  表のほうで合計も同じでございます。今回、６月12日、提出をさせていただいております。 

  説明につきましては以上でございます。 

○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） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

  報告第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承認されました。 

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

◎報告第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第２、報告第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） 報告第５号 平成25年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）（専決処分）。 

  上記の報告を承認されたい。 

  平成25年６月12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。 
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○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、５ページをお開きいただきます。 

  専決処分書でございます。 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、議会の議決すべき事件

について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認

め、次のとおり専決処分する。 

  平成25年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）｡ 

  平成25年５月24日。小笠原村長、森下一男。 

  専決処分理由でございますが、予算の調整を図ることにより、予算の増額の必要性が生じ

ましたが、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めまして、専決処分

させていただいたものでございます。 

  補足をいたしますと、平成24年度の国民健康保険特別会計の予算におきまして、決算の中

で赤字決算が生じるということが出納整理期間にわかりまして、この赤字決算をそのまま

では財務処理ができませんので、地方自治法施行令第166条の２に基づきまして、翌年度平

成25年度の予算で繰り上げ充用の処理をさせていただくと。繰り上げ充用という形で平成

25年度の予算から平成24年度に赤字で不足する部分を穴埋めさせていただくということで

ございます。そのために必要な補正予算でございます。 

  ７ページをお開きください。 

  平成25年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算。 

  予算総則でございます。 

  平成25年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第１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570万円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ２億5,534万7,000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５月24日。小笠原村長、森下一男。 

  次のページ、８ページが歳入の款項の区分ごとの金額でございます。 

  ９ページが歳出の款項の区分ごとの金額でございます。 

  内容につきましては、お手元Ａ３判の予算説明書のほうで説明をさせていただきます。 
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  Ａ３判の予算説明書のほう、２ページをお開きください。 

  ２ページが総括になりますが、左側が歳入、右側が歳出となっております。 

  歳出のほうは財源内訳を示しております。 

  説明につきましては次ページ以降で説明をさせていただきます。 

  ３ページをお開きください。 

  歳入でございます。 

  国庫支出金、国庫負担金、療養給付費等負担金、現年度分としまして570万円の増額をさ

せていただいております。歳入合計、既定額２億4,964万7,000円、補正額570万円、計２億

5,534万7,000円。 

  歳入は以上でございます。 

  次のページ、４ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  保険給付費、療養諸費、一般被保険者療養給付費につきましては、財源更正でございます。

先ほど歳入のほうの国庫負担金、現年度分の関係をここに財源として更正をいたしまして、

その分、一般財源のほうを次の前年度繰上充用金のほうに充当するという形で更正をして

おります。 

  その前年度繰上充用金でございます。前年度繰上充用金、前年度繰上充用金、前年度繰上

充用金としまして、前の年度、平成24年度に対して繰り上げ充用する予算、保障補填及び

賠償金という形で570万円の予算を計上させていただいております。 

  歳出合計、既定額２億4,964万7,000円、補正額570万円、計２億5,534万7,000円。 

  説明につきましては以上でございます。 

  よろしくご承認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。 
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（「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。 

  報告第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承認されました。 

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

◎議案第４２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42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42号 非常勤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）。 

  上記の報告を提出する。 

  平成25年６月12日。小笠原村長、森下一男。 

  参与の報酬額を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。 

  ２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。 

  別表を次のように改める。 

  別表の次のページ、３ページ目になります。 

  47番目に参与、月額10万円を加えるものでございます。 

  附則。 

  （施行期日） 

  この条例は、公布の日から施行する。 
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  次の４ページから５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。 

  池田 望君。 

○６番（池田 望君） この参与についてお伺いいたします。 

  参与、説明を受けたと思うんですが、これは、小笠原航空路開設に向けた取り組みの中で

考えていらっしゃることですか、どうですか。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課企画政策室長、樋口君。 

○総務課企画政策室長（樋口 博君） 今までのご説明したとおり、航空政策に限った参与の

役割でございます。 

○議長（佐々木幸美君） ほかにはございませんか。 

（挙手する者なし） 

○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42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４３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43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43号 平成25年度小笠原村一般会計補正予算（第１号）（案）。 



－７７－ 

  上記の議案を提出する。 

  平成25年６月12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） 議案書の８ページをお開きください。 

  平成25年度小笠原村一般会計補正予算。 

  予算総則でございます。 

  平成25年度小笠原村一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,956万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ42億5,746万4,000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。 

  平成25年６月12日。小笠原村長、森下一男。 

  次の９ページに歳入、10ページに歳出、款項の区分ごとの金額を載せております。 

  説明につきましては、Ａ３判、予算説明書のほうで説明をさせていただきます。 

  予算説明書のほう、６ページをお開きください。 

  総括でございます。 

  左側に歳入、右側に歳出が計上されております。 

  歳出のほうは、財源内訳を記載しております。 

  説明につきましては、次ページ以降で説明をさせていただきます。 

  ７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、衛生費都補助金、予防接種費につきましては、予防接種費都補助金

の増額分12万円を計上しております。 

  次に、消防費都補助金につきましては50万8,000円、消防団支援費都補助金を計上してお

ります。 

  次に、繰越金、繰越金、繰越金でございますが、平成24年度からの繰越金増額分2,743万

5,000円を計上しております。 
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  次に、諸収入、雑入、雑入、雑入でございます。みどり東京・温暖化防止プロジェクト市

町村助成金として150万円を計上しております。 

  歳入合計、既定額42億2,790万1,000円、補正額2,956万3,000円、計42億5,746万4,000円。 

  歳入は以上でございます。 

  次ページ、８ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  総務費でございます。一般管理費、一般管理費でございますが、燃料油価格変動調整金の

補助事業としまして必要な経費200万円を計上しております。 

  次に、企画費でございます。世界自然遺産関連事業としまして、ノベルティほかの作成経

費として150万円を計上しておりますが、これは、先ほど歳入のほうで雑入で入りましたみ

どり東京・温暖化防止プロジェクトの助成金を活用した事業でございます。 

  次に、防災諸費でございます。防災施設整備事業費としまして母島の防災倉庫の補修経費、

工事請負費84万円を計上しております。 

  次に、情報センター運営費でございます。庁舎等管理経費としまして情報センターの倉庫

整備162万8,000円を計上しております。 

  次に、徴税費、税務総務費でございます。過誤納還付金の増額分100万円を計上させてい

ただいております。 

  次に、民生費でございます。社会福祉費、村民会館管理費でございますが、母島村民会館

の会議室のクーラーの補修経費32万6,000円を計上させていただいております。 

  次に、有料老人ホーム運営費でございますが、有料老人ホームの運営関係で介護士の人材

派遣を受ける業務委託の経費801万7,000円を計上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。介護保険介護サービス事業勘定特別会計への繰出金10万

4,000円の増額分を計上させていただいております。 

  次に、衛生費でございます。保健衛生費、９ページをお開きください。 

  予防費でございます。予防接種事業費の関係になりますが、定期予防接種事業費の増額分

187万6,000円、そして任意予防接種事業費の増額分139万2,000円、合わせまして326万

8,000円の増額をさせていただいております。 

  次に、墓園費でございます。墓地管理運営事業費としまして大根山霊園の管理運営経費の

増額分でございます。階段の柵の工事を予定しておりますが、これが今年度、労務単価の

増加に伴いました労務単価増に対応する経費を増額させていただいております。 
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  次に、診療所運営費でございます。非常勤職員人件費としまして母島診療所の受付・医療

事務の増員分77万6,000円、それから父島のほうの診療所になりますが、心臓マッサージシ

ステムの購入ということで279万円、合計356万6,000円を計上しております。 

  次に、上水道費、簡易水道費でございます。簡易水道事業特別会計の繰出金増額分20万

5,000円を計上しております。 

  次に、消防費、消防費、非常備消防費でございますが、消防団活動事業費としまして活動

服の経費増額分50万9,000円を計上しております。これは、先ほど都の補助金で消防団支援

費というのがございましたが、この経費を使用いたしまして活用するものでございます。

基本的には消防団員の編み上げ安全靴の購入に充てる予定でございます。 

  次に、教育費、小学校費、学校管理費でございます。母島小学校運営事業費につきまして

は若干増額分ということで45万円、小学校施設管理事業費としましては、耐震補強の工事

に関しまして、労務単価増に対応するための経費174万1,000円及び母島の小学校でも同様

のケースがございますので、100万9,000円計上しております。合わせて小学校費の学校管

理費につきましては320万円の増額をしております。 

  同様に、中学校費でも母島中学校の運営事業費の増額分45万円、そして、工事労務単価増

に対応する経費、父島と母島合わせまして275万円、合計で320万円の増額をさせていただ

いております。10ページのほうで合計額となります。 

  歳出合計、既定額42億2,790万1,000円、補正額2,956万3,000円、計42億5,746万4,000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。 
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  議案第43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４４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44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44号 平成25年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第

１号）（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成25年６月12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13ページをお開きください。 

  平成25年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算。 

  予算総則でございます。 

  平成25年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第１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1,082万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ２億7,170万9,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  平成25年６月12日。小笠原村長、森下一男。 

  次のページ、14ページに歳入、15ページに歳出ということで、款別の金額を計上しており
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ます。 

  16ページをお開きください。 

  地方債の補正でございます。 

  起債の目的、建設改良債、限度額2,730万円に対しまして、補正後の金額として2,980万円、

250万円の起債の増額ということになります。 

  それでは、予算の内容につきましては、Ａ３判の予算説明書のほうで説明させていただき

ます。 

  Ａ３判予算説明書の13ページをお開きください。 

  総括でございます。 

  左側に歳入、右側に歳出を計上しております。 

  歳出のほうは款別の財源内訳を計上しております。 

  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。 

  14ページをお開きください。 

  今回、振興開発事業の事業関係の補正ということですが、大変申し訳ございません。当初

予算の編成で若干錯誤がございまして、1,082万5,000円の振興開発事業の予算の計上漏れ

がございました。大変申し訳ございませんでしたが、この計上漏れを今回補正をさせてい

ただくということになります。よろしくお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  国庫支出金、国庫補助金、簡易水道整備事業国庫補助金、簡易水道整備事業費国庫補助金

の増額分541万3,000円を計上しております。 

  次に、都支出金、都補助金、簡易水道整備事業都補助金でございます。同様に簡易水道整

備事業都補助金の増額分270万7,000円を計上しております。 

  次に、繰入金、繰入金、繰入金、一般会計繰入金、やはり一般会計の繰入金増額分、建設

改良費、振興開発事業の建設改良費に伴う一般会計からの繰入金増額分20万5,000円を計上

しております。 

  次に、村債、村債、簡易水道整備事業整備債でございます。やはり同様に簡易水道事業整

備債増額分250万円を計上しております。 

  歳入合計、既定額２億6,088万4,000円、補正額1,082万5,000円、計２億7,170万9,000円で

ございます。 

  次のページ、15ページをお開きください。 
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  歳出でございます。 

  建設改良費、建設改良費、建設改良費でございます。小笠原諸島振興開発事業費の簡易水

道施設整備事業費増額分1,082万5,000円を計上させていただいております。 

  既定額、歳出合計２億6,088万4,000円、補正額1,082万5,000円、計２億7,170万9,000円。 

  説明につきましては以上でございますが、先ほど申し上げましたように当初予算計上の際

の錯誤がございまして、今回補正をさせていだたきましたことを改めておわび申し上げま

す。申しわけございませんでした。 

○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） 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44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４５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45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45号 平成25年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）

特別会計補正予算（第１号）（案） 

  上記の議案を提出する。 

  平成25年６月12日。小笠原村長、森下一男。 
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  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19ページをお開きください。 

  平成25年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補正予算。 

  予算総則でございます。 

  平成25年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補正予算（第１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209万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ１億5,840万7,000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６月12日。小笠原村長、森下一男。 

  次のページ、20ページに歳入、21ページに歳出ということで、款項の金額を載せておりま

す。 

  内容につきましては、予算説明書のほうで説明をさせていただきます。 

  予算説明書の17ページをお開きください。 

  総括でございます。 

  左側に歳入、右側に歳出を計上しております。 

  歳出のほうは財源内訳を計上しております。 

  18ページをお開きください。 

  歳入でございます。 

  サービス収入、介護給付費収入、居宅介護サービス収入、通所リハビリテーション費収入

180万5,000円を計上しております。 

  次に、予防給付費収入、介護予防サービス費収入、通所リハビリテーション費収入としま

して1,000円、科目存置で計上させていただいております。 

  次に、自己負担金収入、自己負担金収入としまして、現年度分18万1,000円を計上してお

ります。 

  次に、繰入金、一般会計繰入金、一般会計繰入金としまして、一般会計繰入金増額分10万
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4,000円を計上しております。これらは懸案でありました通所リハビリテーションの開始に

伴いまして生じる収入等でございます。 

  歳入合計、既定額１億5,631万6,000円、補正額209万1,000円、計１億5,840万7,000円。 

  歳入は以上でございます。 

  19ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  先ほど歳入のほうで申し上げましたように、懸案でありました通所リハビリテーションの

開始に伴いまして必要となる経費、必要となった経費を計上させていただいております。 

  まず、総務費でございます。施設管理費、一般管理費としまして一般管理費の増額分、送

迎用車両、リースでございますが、これに要する経費として120万円、需用費と使用料及賃

借料を計上させていただいております。 

  次に、サービス事業費でございます。居宅サービス事業費、居宅介護サービス等事業費と

しまして報酬89万1,000円を計上しております。これは、通所リハビリテーションの補助介

護員、非常勤職員でございますが、この非常勤職員の人件費89万1,000円を計上させていた

だいております。 

  歳出合計、既定額１億5,631万6,000円、補正額209万1,000円、計１億5,840万7,000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。 

  鯰江 満君。 

○４番（鯰江 満君） このリース代ですね、車両のリース代、これ120万円、これは特殊な

車だろうと思うんですが、こんなに高いんですか。 

○議長（佐々木幸美君） 医療課長、佐々木君。 

○医療課長（佐々木英樹君） 特殊車両といいますか、車椅子を搭載できるような車両になっ

ておりますので、いわゆる10人乗りの大きさの車でございます。 

○議長（佐々木幸美君） 鯰江 満君。 

○４番（鯰江 満君） ですから、例えばこれ、通常幾らぐらいするのか。それがリースにな

って、この120万円というのは年間ですか、月ですか。 

○議長（佐々木幸美君） 医療課長、佐々木君。 
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○医療課長（佐々木英樹君） 年間のリース代になります。 

  実際のところ、購入の場合はもう少し安く買えるのかもしれませんが、村の方針としまし

て、車両につきましてはリースでいこうということでありますので、今回、５年のリース

ということで今回計上させていただいております。 

○議長（佐々木幸美君） よろしいですか。 

  一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） 私もちょっとこのリースが気になったんですけれども、先ほどの答弁

で、買ったほうが安い、リースの方針だからリースにするというのは、何かちょっと合点

がいかないんですけれども、どうでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 医療課長、佐々木君。 

○医療課長（佐々木英樹君） 失礼いたしました。 

  このリース代には車検代も込みでありますので、そういう面では多少リースといいますか、

そういうものがつく分、若干は高くなるんですが、トータル的にはさほど大きくは変わら

ないというところでございます。 

○議長（佐々木幸美君） ほかにごさいませんか。 

（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45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。 

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

◎同意第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第７、同意第１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） 同意第１号 小笠原村監査委員の選任の同意について。 

  上記について同意されたい。 

  平成25年６月12日。小笠原村長、森下一男。 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第196条の規定に基づき、小笠原村監査委員の選任の

同意を求めるためでございます。 

  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。 

  ２ページをお開きください。 

  小笠原村監査委員の選任の同意について。 

  地方自治法第196条第１項の規定に基づき、下記のとおり選任する。 

  記 

  氏名、長谷部勝久、住所、生年月日、略歴につきましては記載のとおりでございます。 

  現在の任期が今年の８月27日までとなってございますので、本定例会でご同意をいただく

ことが必要でございます。 

  説明につきましては以上でございます。 

  よろしくご承認のほど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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  同意第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、本案は議案のとおり同意されました。 

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

◎閉会中の継続調査の申し出 

○議長（佐々木幸美君） 次に、議会運営委員会、総務委員会、小笠原空港開設・航路改善特

別委員会及び硫黄島調査特別委員会の所管事務について、各委員長より閉会中の継続調査

の申し出があります。 

  本件は、お手元に配付のとおり、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 

○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２回小笠原村議会定例会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

（午後４時１０分） 
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第 ２ 回 定 例 会 議 案等 審 議 結 果 表 

 

提出月日（平成２５年６月１２日） 

議決月日（平成２５年６月１３日） 

 

議案番号 件 名 審議結果 

報告第 ４号 
平成２４年度小笠原村繰越明許費繰越計算書の報告

について 
原案承認 

報告第 ５号 
平成２５年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）（専決処分） 
原案承認 

議案第４２号 
非常勤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４３号 
平成２５年度小笠原村一般会計補正予算（第１号）

（案） 
原案可決 

議案第４４号 
平成２５年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予

算（第１号）（案） 
原案可決 

議案第４５号 
平成２５年度小笠原村介護保険（介護サービス事業

勘定）特別会計補正予算（第 1 号）（案） 
原案可決 

同意第 １号 小笠原村監査委員の選任の同意について 同  意 
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一 般 質 問 一 覧 表 

 

氏 名 質 問 項 目 

一木重夫議員 

１ 環境保全について 

２ 地域資源開発について 

３ 特借法と暫定措置法について 

高橋研史議員 45周年記念事業（式典・記念事業）に関すること 

杉田一男議員 

１ 兄島外来種対策について 

２ 集落対策について 

３ 公衆トイレ設置について 

４ 災害対策について 

鯰江  満議員 村内情報の充実について 

稲垣  勇議員 
１ 農業振興について 

２ 遠隔医療について 

片股敬昌議員 
１ 健康寿命と高齢者問題 

２ 子宮頸がんワクチンと風疹について 

池田  望議員 
１ 母島の郵便事業について 

２ 小笠原における住宅問題 

 




