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小笠原村告示第１６号 

 

 平成２５年第４回小笠原村議会定例会を下記のとおり招集する。 

 

  平成２５年１１月２１日 

 

                       小笠原村長  森  下  一  男 

 

記 

 

  １、期  日  平成２５年１２月３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 ４ 回 小 笠 原 村 議 会 定 例 会 会 議 録  

 

議 事 日 程 （第１号） 

                    平成２５年１２月３日（火曜日）午前１０時開会 

 

第 １ 議案第５７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 ２ 議案第５８号 小笠原村国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案） 

第 ３ 議案第５９号 平成２５年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）（案） 

第 ４ 議案第６０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３号）（案） 

第 ５ 議案第６１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３号）（案） 

第 ６ 議案第６２号 平成２５年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第２号）（案） 

第 ７ 議案第６３号 東京都市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の 

           数の増加及び東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更に 

           ついて（案） 

第 ８ 認定第 １号 平成２４年度小笠原村一般会計歳入歳出決算の認定について（案） 

第 ９ 認定第 ２号 平成２４年度小笠原村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ 

           いて（案） 

第１０ 認定第 ３号 平成２４年度小笠原村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

           いて（案） 

第１１ 認定第 ４号 平成２４年度小笠原村宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

           いて（案） 

第１２ 認定第 ５号 平成２４年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計歳入歳出決 

           算の認定について（案） 

第１３ 認定第 ６号 平成２４年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計歳 

           入歳出決算の認定について（案） 

第１４ 認定第 ７号 平成２４年度小笠原村下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

           て（案） 

第１５ 認定第 ８号 平成２４年度小笠原村浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

           て（案） 

第１６ 認定第 ９号 平成２４年度小笠原村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に 
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           ついて（案） 

第１７ 発議第 ４号 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の撤廃と法人住民税の一部国 

           税化に断固反対する意見書（案） 

第１８ 発議第 ５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 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４回小笠原村議会定例会を開会いたします。 

  これより本日の会議を開きます。 

（午前１０時） 

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

◎会議時間の延長 

○議長（佐々木幸美君） この際、あらかじめ会議時間の延長をしておきます。 

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

◎会議録署名議員の指名 

○議長（佐々木幸美君） まず、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、６番、池田 望君及び７番、稲垣 

勇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） ご報告いたします。 

  村長より、平成25年11月21日付で小笠原村告示第16号をもって本定例会の招集通知があり

ました。 

  次に、村長より11月25日付で議案７件の送付がありました。 

  次に、村長より11月25日付、教育長より11月21日付で議会説明員の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並びに行事等の出席についてご報告します。 

  10月５日、議員７名とともに小笠原諸島日本復帰45周年記念式典、同祝賀会に出席しまし

た。 

  10月６日、議員２名とともに母島小中学校開校40周年記念式典に出席しました。 

  10月17日、議員７名とともに友好都市南アルプス市市制施行10周年記念式典に出席しまし

た。 
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  10月21日、議員７名とともに都議会正副議長、都議会各会派へ45周年記念式典等への出席

に対するお礼、挨拶をしてまいりました。 

  また同日、議員７名とともに都建設局道路建設部長と清瀬奥村間の防災道路の整備に関す

る意見交換を行い、中西都総務局長、砥出都総務局行政部長へ挨拶に参りました。 

  10月22日、島嶼町村議会議長会臨時総会、島嶼町村一部事務組合組織団体長と島嶼町村議

会議長会の合同会議に出席しました。 

  また同日、議員７名とともに丸川珠代参議院議員、中川雅治参議院議員、衛藤晟一参議院

議員、山口那津男公明党代表を訪問し、硫黄島の遺骨収容等に関する意見交換、要望を行

ってまいりました。 

  11月12日、第32回離島振興市町村議会議長全国大会に出席しました。 

  11月13日、第57回町村議会議長全国大会に出席しました。 

  11月15日、都立広尾病院の佐々木医院長、後藤救命センター部長を訪問し、救急搬送患者

の対応や医師派遣等に対するお礼をしてまいりました。 

  次に、小笠原村監査委員長谷部勝久君及び池田 望君より、10月１日、29日、11月27日に

例月出納検査の報告がありました。 

  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12月３日から12月５日までの３日間としたいと思います。これに

ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（佐々木幸美君） 異議なしと認め、本定例会の会期は、本日12月３日から12月５日ま

での３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。 

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

          ◇ 一 木 重 夫 君 
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○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。 

  一般質問の前に一言申し上げます。 

  大島の土砂災害で亡くなられた町民のご冥福をお祈り申し上げるとともに、いまだに行方

不明の町民が一刻も早く発見されることをお祈りいたします。また、負傷され、物的被害

を受けられた町民には心よりお見舞いを申し上げます。 

  それでは、一般質問に移ります。 

  本日は、防災について、あと国境離島について、観光振興についての３点でございます。 

  まず、防災についてでございます。 

  今年９月23日20時10分に土砂災害警戒情報が小笠原村に発令をしました。この土砂災害警

戒情報というのは、警報よりも上の段階の警報、警戒情報でございます。この土砂災害警

戒情報が発令された場合に、東京都地域防災計画では、区市町村は直ちに住民へ伝達する

ということになっております。村の防災計画においても、この東京都の防災計画に抵触す

るものであってはならないということになってあります。しかし、防災無線でこの警戒情

報は村民に伝わることはございませんでした。テレビでのニュース速報では流れたという

ことは確認をしております。なぜこの重大な情報を直ちに村民に伝達しなかったのでしょ

うか、教えてください。 

  また、避難勧告と避難指示、この発令する基準とタイミングをきちんと定めているのか、

見解を伺います。 

  続きまして、津波災害における警戒区域の設定でございます。 

  村の地域防災計画では、「津波災害が発生した場合、村長は、特に必要があると認められ

るときは警戒区域を設定し」という文言が計画の中に書いてございます。この警戒区域と

いうのは、法律に基づいて罰則つきでその設定した区域内から人を排除できる、または立

ち入りを禁止するというそういうことができる行政権力でございます。この村長が特に必

要があると認められるときとは一体どのようなときなのでしょうか、またどのような区域

を想定しているのでしょうか、伺います。 

  続きまして、土砂災害の特別警報についてです。 

  大島の災害で、離島はシステム上特別警報が発令されないということが判明しました。小

笠原諸島の気象システムを改善するよう気象庁に要望する必要があるのではないでしょう

か、見解を伺います。 
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  続きまして、国境離島についてでございます。 

  沖ノ鳥島ツアー実施への再チャレンジについてなんですけれども、10月、沖ノ鳥島ツアー

が中止になってしまいました。非常に残念でした。しかし、その後、村民から沖ノ鳥島ツ

アー実施の要望がたくさん寄せられております。また、沖ノ鳥島は小笠原諸島の国境離島

の象徴でもございます。この沖ノ鳥島ツアー、もう一回やるように再チャレンジしてみて

はいかがでしょうか、見解を伺います。 

  続きまして、西之島の噴火についてでございます。 

  西之島周辺の面積が増えればこれはイコール小笠原村の面積が増えるということです。こ

の増えた島の面積は地方交付税・交付金に反映されるべきではないでしょうか。また、硫

黄島も隆起で面積が増えているので同じような状況になるのではないでしょうか、見解を

伺います。 

  また、東京都の市町村総合交付金では、市町村の面積が100平方キロメートル以上あれば

財政状況割という中でその算定ポイントが２段階上がります。ポイントが２つ加算されま

す。しかし、要綱を見ますと、小笠原村だけが適用除外というふうに書かれておりました。

小笠原村の面積は104平方キロメートルございます。なぜ小笠原村だけが適用除外になって

いるのか、見解を伺います。 

  続きまして、観光振興についてです。 

  私今回、先日10日間の日程で内地に議員活動で出張に行きました。その際、たった10日間

の間ですけれども、３回小笠原会というものに参加をしてきました。この小笠原会という

のは、内地で観光客であるとか、あと昔島民だった方が小笠原を懐かしんで、小笠原をネ

タにして飲み会を開くというものなんですけれども、この小笠原ファンによる小笠原会が

各地で開催されております。この小笠原会に村の支援があれば、リピーターの確保また来

島への動機づけになるのではないかというふうに考えております。この人と人とのつなが

りこそ今後の小笠原の観光にとって重要な役割を担うのではないでしょうか、見解を伺い

ます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 一木議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  防災、国境離島、観光振興と３点のご質問をいただきました。それぞれ個別具体的なご質

問でございましたので、まずは担当課長より答弁をさせますので、よろしくお願いを申し
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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、一木議員の防災につきましてのご質問に答弁をさせて

いただきます。 

  土砂災害警戒情報は、大雨警報が発表されている状況で土砂災害発生の危険度が非常に高

まったときに、市町村単位で東京都と気象庁が共同で発表する防災情報でございます。こ

の情報は、村長が村民への避難等の災害応急対応を適時適切に行えるよう、また住民の自

主避難の判断の参考となるよう発表をされるものでございます。当村におきましては、平

成20年３月に土砂災害警戒情報の発表が開始をされ、これまで５回その情報が発表をされ

ております。 

  これまでの当村においての取り扱いといたしましては、大雨警報、土砂災害警戒情報発表

時に、気象庁発表のこれまでの雨量また現在の雨の状況等を勘案いたしまして、村民の皆

様へ情報提供をするべきかどうかについて考えてまいりました。その理由といたしまして、

小笠原村には日本で唯一気象レーダーがなく、レーダーによる解析ができませんことから

降雨予測の精度が低くなっておりまして、より安全を見ることから土砂災害警戒情報の発

表基準がほかの市町村よりも大幅に低く設定をされております。また、都道府県において

実施すべき土砂災害防止法における土砂災害警戒区域の設定に必要な基礎調査が現在も行

われておりません。土砂災害のおそれがある危険な地域の把握もできておりません。今後、

村といたしましては、気象レーダーの設置を要望するとともに、土砂災害防止法上の基礎

調査の実施を早期に行うよう要望をしていくところでございます。 

  また、今後の対応といたしましては、大雨警報が発表された場合、総務課防災関係職員が

参集し対応を協議し、土砂災害警戒情報が発表された場合には防災無線において村民の皆

様に情報提供をし、避難所の開設を行うことといたします。 

  次に、避難勧告や避難指示を発令する基準とタイミングについてでございます。 

  まず、基準につきましては、津波については、津波の警報、大津波警報が発令された場合

には直ちに住民の方々に対し高台への避難を呼びかけることといたしております。また、

台風の際には、台風の勢力や進路により画一的に判断できないところもございますが、基

本といたしましては、暴風域に入ることが予想される際に避難所を開設して避難を呼びか

けることとしております。大雨につきましては、先ほどお答えいたしましたとおり、土砂

災害警戒情報の発令を避難呼びかけの基準といたしております。 
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  次に、警戒区域の設定を発令する基準とタイミングでございます。 

  津波警報発令の際の警戒区域の設定につきましては、まず津波警報が発令される際にはと

にかく速やかに高台に避難をしていただくことが基本としてあるということでございます。

このため、防災訓練も毎年津波災害を想定いたしました内容で繰り返し実施し、村民だよ

り等でもその周知を図っているところでございます。また、南海トラフの巨大地震に伴う

津波ハザードマップも今年度中に村民の皆様にお配りできるよう準備を進めているところ

でございます。 

  どこが警戒区域であるかということも大切なことではございますが、実際には予想以上の

高さの津波が襲来することもあり得るところでございまして、村といたしましては、まず

いち早く高いところへの避難をいただくよう繰り返しお願いをしていきたいと考えている

ところでございます。このことにつきましては、引き続き避難の大切さを周知していきな

がら、他の市町村の対応も参考によりよい方策を見出していきたいと考えてございます。 

  次に、特別警報が離島ではシステム上発令されない点についてでございます。 

  雨に対する特別警報につきましては、48時間降水量や３時間降水量及び土壌雨量指数が50

年に一度の値以上になった５キロメートル格子が50格子や10格子以上出現された場合とな

っていることから、土地の狭い離島である小笠原諸島では現状では発表されないというこ

とでございます。しかしながら、大島町の災害を教訓に国もこの発令基準を見直す動きが

あると聞いております。所管省庁とも情報交換をし、小規模な地域でも対象となるよう働

きかけてまいります。 

  なお、台風を要因とする特別警報につきましては、910ヘクトパスカル以下または最大風

速60メーター毎秒以上の台風が来襲する場合について発表をされることとなってございま

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） 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） ２点目の国境離島につきまして答弁をさせていただき

ます。 

  まず、１点目の沖ノ鳥島ツアーの再チャレンジというご質問でございます。 

  台風の影響により実施できませんでした沖ノ鳥島ツアーにつきましては、担当課のほうに

おきましてもその後村民の方から実施の要望や問い合わせも受けております。現在、担当

課では基本的に実施することを前提に、村民の方の参加しやすい船便、その時期の気象条
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件の確認、運航会社との調整など実施のための諸条件の確認と調整を行っており、近い時

期に判断を下したいというふうに考えております。 

  ２点目の西之島の噴火に関わる新島あるいは硫黄島の面積が増えたことに伴いまして地方

交付税の算定に反映させるべきではないかというご質問でございます。 

  今現在、地方交付税の算定上の面積は、小笠原村の場合104.41平方キロメートルの数字で

算定されております。これは、算定に当たっての国の指示が当該年度の国土地理院が公表

している面積を使いなさいと、そういう指示によるものでございます。今回の西之島の噴

火による新たな土地が噴火活動の終息後も陸地として残った場合は、その分だけ村の面積

は増えることになります。ただし、国土地理院が小笠原村の面積が増えたと何らかの形で

公表した後に初めて村は地方交付税上もその増えた面積で算定されることになります。硫

黄島につきましても、硫黄島の面積も隆起によって実態的には広がっているとは思います

が、先ほどご説明したとおり、交付税算定上は国土地理院が増えた面積を公表しない限り、

その数字を使っての交付税への反映は今のところできないという仕組みになってございま

す。 

  それから、２点目の東京都の総合交付金の小笠原だけが除外されているというご質問でご

ざいますが、東京都に確認しましたところ、小笠原村の面積104.41平方キロメートルを構

成する島々は散在をしており、一般住民の居住する父島、母島、その他の島で行政の手の

及ぶ範囲で考えると東京都としては100平方キロメートルを下回ると、そういった趣旨から

小笠原村は除外されているということでございました。 

  答弁は以上でございます。 

○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） 一木議員の観光振興についての答弁をさせていただきます。 

  世界自然遺産登録後初めて小笠原に来島されるお客様も増加しておりますが、今後も小笠

原の観光を持続的に発展させていくためには多くのリピーターの方々の力に頼るところが

大きく、今後もより多くの方々にリピーターになっていただくことが重要であると認識し

ております。 

  さて、本土で開催される小笠原を訪れた仲間、小笠原で出会った仲間、さらにはそこに新

たな友人知人を交えた懇親会など、一木議員の表現をおかりして小笠原会と言わせていた

だきますが、このような小笠原会については全てを把握はできておりませんが、さまざま

なグループで行われていることは理解しております。さらに、ガイドや宿などの地元側が
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利用者に声をかけて集うときもあれば、行政機関等の赴任経験者や仕事で訪れた方によっ

て行われる場合もあります。このことは、最低でも６日間をともにしたり、本土から距離

的にも時間的にも隔絶された特別な場所で出会ったりしたということが人と人のつながり

を深めた結果だと思います。これらの小笠原会は、小笠原に関する話題で盛り上がり、参

加者自身の再来訪につながる直接的な効果があるのはもちろんのこと、参加者の友人知人

に対しても小笠原の口コミ効果が期待でき、実は小笠原旅行の誘客促進の大きな力になっ

ているのではないかと考えております。 

  村では、リピーター向けの観光振興策について主に小笠原村観光局を中心として取り組み

を始めております。本年の２月２日にはリピーターをすみだ水族館に招待して、リピータ

ーの皆さんに小笠原を身近に感じていただくとともに、一般の来場者に小笠原をＰＲする

イベント、小笠原ＤＡＹ ｉｎ すみだ水族館を開催しております。このイベントでは106

人の小笠原ファンの方々にご来場いただき、上京中の島民や元島民51人との交流や小笠原

にちなんだ各種イベントを楽しんでいただいております。観光局では、本年度もリピータ

ー向けイベントをすみだ水族館と連携して行うための協議を始めております。 

  一木議員ご質問の個別に行われる小笠原会への対応につきましては、非常に興味深い話で

あると感じております。実際に小笠原に来島いただき、島の実情を理解されている上に、

小笠原のことを気に入っていただいているリピーターの皆さんのネットワークや情報発信

力を活用することは、今後の観光対策において非常に有効かつ効率的な手段になり得ると

考えております。村としましては、小笠原村観光局を活用しながらどのようなことができ

るか、前向きに検討を行っ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） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） これから再質問に移ります。 

  まず、防災についてでございます。 

  土砂災害警戒情報について、今後は住民に周知をしていくということなので、そのような

形でお願いをしたいと思います。 

  この土砂災害警戒情報、２つの大きな目的が先ほども答弁の中でもありまして、住民の自

主避難、その自主避難の部分は先ほどこれからはちゃんと防災無線で流すということなの

で目的は達成されると思います。もう一つが、市町村長が避難勧告、避難指示を出すため

の参考になる情報としてこの土砂災害警戒情報を出すというその２つの目的があります。 
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  この２点目の目的について少々お伺いしたいんですけれども、今年９月23日20時10分に発

令されたときに、まず村長はこの情報をいつ聞いたでしょうか。また、その情報を聞いた

ときに、村長の中で避難勧告とか避難指示ということが頭に浮かんで何かしらの判断を下

したでしょうか、そこを村長にお願いします。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 私は出張で上京しておりました。内地でＮＨＫの台風情報をいつも上

京時であろうと留意をしております。このときは、10年に一度の台風というようなことが

報道されておりましたので、現地の体制についてはどうなっているか、しっかりやってく

れよという話はしました。 

  しかし、土砂災害情報につきましては、総務課長の先ほどの答弁もございましたように、

私どものところはいわゆる気象庁の情報とかそういうものが全て安全レベルの確実性、ほ

かの地域のような数値の測定よりもそういう数値がなかなかここは出ないものですから、

安全レベルが大変ハードルが低くなっております。というか、逆に言うとハードルが高く

なっております。そういうことから、今までは災害情報が出たからといって村民にお知ら

せをしてきてこなかったということから、私はその土砂災害について、台風の予想経路と

ともに心配はしておりませんでした。ですから、当然そういうことについては現地の体制

はとれということでございましたが、土砂災害対策という意味ではそのことに私は懸念は

覚えておりませんでした。そういう指示もしたがって出しておりません。 

○議長（佐々木幸美君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） その判断の部分については理解はしました。 

  １点、もう一回ちょっと確認したいんですけれども、８時10分に土砂災害警戒情報が出た

ときに、村長にこの情報は総務課から伝わったんですか。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 来ておりません。 

○議長（佐々木幸美君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） わかりました。ちょっと言う、言わないの話になってしまうので非常

に残念なんですけれども、僕この件２回確認しています、役場に、総務課長。２回確認し

て、課長補佐に１回、総務課長にも１回確認したんですけれども、村長には電話で伝えた

と私は聞いていました。どういうことなのかちょっとわからないんですけれども、これは

議会の中の話ではないのでこれはまた後ほどで構いません。議会の答弁の中の話ではない
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のでそれは構いません。また後ほどそれはあれします。それでは、これについては構いま

せん。 

  続きまして、 

          （「すみません、これ大変なことなのではっきりお答えします」との声 

           あり） 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） どうやら私が失念をしていたようです。総務課からは私に連絡が入っ

ていて、私が失念していたようです。大変失礼をいたしました。 

○議長（佐々木幸美君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） それだったら構いません。 

  続きまして、土砂災害の特別警報についてなんですけれども、小笠原では気象レーダーが

範囲外ということもございます。また、雨だけではなくて、地震、津波についても観測網

が十分ではない部分が見受けられます。震度計は小笠原においては３カ所だけです。父島

に２カ所、母島に１カ所だけでございます。どういう弊害が起きるかといいますと、緊急

地震速報が恐らく地震が起きた後に発令されるだろうという懸念がございます。これは気

象庁にも確認しております。また、津波観測所はたったの２カ所だけです。父島に１カ所、

南鳥島に１カ所でございます。 

  しかし、思い出していただきたいんですけれども、2000年に硫黄島近海でマグニチュード

7.9の関東大震災と同じ規模の地震が起きております。硫黄島近海で大規模な地震が発生し

た場合、それに伴って津波が起きた場合、いきなり母島を襲います。何の観測もなく襲っ

てまいります。父島が襲われてようやくそこで初めて観測ということになります。ぜひ震

度計の設置、あと津波観測所、これを硫黄島にも設置できないかぜひ検討していただいて、

気象庁に要望をしていただきたいなというふうに感じておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。 

○総務課長（江尻康弘君） 一木議員のご質問にお答えをいたします。 

  硫黄島へのこれら観測機器の設置ということでは、また違ったハードルというのがあろう

かと思います。しかしながら、必要性については大変大きな意味を持つものだと思います

ので、要望につきましてはしていきたいと考えております。 

○議長（佐々木幸美君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） ぜひそのような形でお願いをします。 
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  続きまして、西之島のところでお話しさせていただいた東京都市町村総合交付金の中で、

小笠原は100平方キロメートル以上なのになぜ適用除外なのか。東京都のお答えによります

と、人の居住している父島、母島、その他の島で行政の手の及ぶ範囲で考えると100平方キ

ロメートルを下回るというご回答があったということなんですけれども、岩本さんにちょ

っとお伺いしたいんですけれども、小笠原諸島は世界遺産登録をされていまして、管理計

画を策定していたと思います。小笠原村がその管理にかかわる島の範囲というのはどの範

囲でしょうか。 

○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） 世界遺産の管理地域につきましては、一応管理計画上に

明記されている形なんですけれども、内訳として、聟島列島、母島列島、父島列島及び火

山列島で構成される小笠原諸島全域という形で指定されております。それが実際上の管理

地域に該当する形になるんですけれども、その後細かく島ごとに実際上管理する島を明記

しておりまして、その中では沖ノ鳥島、南鳥島、硫黄島は実質明記されておりませんので

対象から外れます。西之島はその中では入っておりますので、一応管理地域と捉えており

ます。 

○議長（佐々木幸美君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） 答弁のとおり、小笠原諸島は沖ノ鳥島、南鳥島、あと硫黄島を除いて

世界遺産の管理をしております。実際にそこに何かがあったら行って何かをしなければい

けません。これは行政の及ぶ範囲です、明らかに。また、硫黄島は確かに世界遺産から除

かれておりますけれども、これはもう皆さんご承知のように、厚生労働省と一緒に遺骨収

容をしたり、あと村独自で平和教育をやったり墓参をやったり、あと民間では漁業もやっ

ている場所で、明らかに行政が及ぶ範囲でございます。南鳥島については選挙でも行って

います。これは当然行政の及ぶ範囲だとは思うんですが、百歩譲って、そんななかなか行

けないところというところで南鳥島の1.5平方キロメートルを引いたとしても100は超えて

おります。これは、世界遺産の登録されたことを契機にしまして、この東京都市町村総合

交付金の100平方キロメートル以上の適用を東京都にこれは求めていくべきではないですか。 

  小笠原というのは意外と広い面積を、今はその世界遺産登録もあり今は管理しております、

実際に。世田谷区と大田区を合わせた面積ぐらい小笠原というのはあるんです。その大き

な小笠原を自然保護行政という部分で実際に管理し、兄島でしたら実際に行っているわけ

ですよ、もう。そういう場所に今は変わったので、ぜひこの東京都総合交付金、２ポイン
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ト上がるとこれかなり額としては増えると思います。財政状況割というのは総合交付金の

中でも30％を占める割合です。ぜひ今後この東京都総合交付金の適用を求めていただきた

いと思いますけれども、村長のお考えをお願いします。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 今言ったような観点からは、世界遺産以降変わりつつある現象がある

わけですからそういう発信はしていきたいと、このように思っております。 

○議長（佐々木幸美君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） ぜひ東京都にそういう部分で発信をしていただければと思います。 

  続きまして、観光振興についての再質問なんですけれども、村役場としてできることは具

体的にどのようなことがあるでしょうか。 

○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） 先ほどの答弁にも最後申し上げましたが、村としてというか、

村が委託をしております観光局がまさに東京に拠点もあるということから、その地の利も

生かしながら、またさらに今既に活動している事業を発展させていくことができるのでは

ないかと思っています。 

  行って、観光局とも話をしたんですが、既に意図を持ったというところでは、今普及が広

がっておりますスマートフォンで見られるＰＲの動画ですとか写真集のソフトを制作して、

それをぜひ島に行った人が友達に話すときとかそういったのに活用するためにまさにつく

っているということですので、そのような小笠原会のような集まりの際にはぜひそういう

ものをどんどん活用するようにＰＲしていきたいと思います。また、本土ではいろいろな

小笠原関係、小笠原に在住されていた方とか来た方が飲食店を経営されていたり、そうい

った情報を既に観光局でも集めておりますので、そういったところの利用も進めながら連

携、情報提供することもできるのではないかと。また、その規模にもよりますが、観光局

でつくりましたキャラクターのおがじろうの派遣であったり、それから観光局の職員がそ

ういった集まりに行って小笠原の最新情報をプレゼンテーションすると、そういったこと

も考えられるのではないかと思っております。そういったちょっと人手がかかる部分もあ

りますのですぐに全てがということではないですが、局とも相談をしながら実行していき

たいな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。 

○３番（一木重夫君） はい。 
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───────────────────────────────────────────────── 

          ◇ 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。 

  まず初めに、大島町を襲った台風により大変な被害が出ました。大島町に対して心よりお

見舞いを申し上げたいと思います。また、一日も早くもとの大島が戻ってきますように心

からお祈りしたいと思います。 

  本日は、２点ほど質問事項を挙げておりますが、ちょっとその前に気になることがありま

したので、これ通告していないんですけれども、特に答弁は求めません。私から発言させ

ていただきたいんですが、それは前回第３回定例会の最終のときの議論ですか、村の管理

職職員の手当、これをどうこうという話題がありました。世の中一般的に公務員の給料が

上がるということになぜか嫌悪感というかそういう雰囲気が満ちているのではないかと私

は思うんですけれども、これからボーナスなんかが支給されますと、銀行員かどなたかが

札束を数えているようなシーンがあるんですが、あんな大金が普通の公務員に渡ることは

ないんですよね、報道もそういう報道の仕方をするんですよね。 

  これがどんどん進んでいくとどういうことになるのか。よく税金泥棒、税金泥棒と公務員

がやゆされますけれども、まず国民の納税意欲がなくなりますね。それと自治体の運営と

いうのは住民の協力がなければ成り立ちません。この協力がなかなか得られなくなると。

極端な話、これがどんどん進んでいくと自治体運営が窮地に陥って、大げさな話ですけれ

ども国家が解体するというそういう懸念さえ、戦後70年たった日本を見ていると私は危機

感を感じるのであります。70年間の間に何があったかといいますと、戦後の歴史教育とか

家族教育、この前の裁判でも出ましたけれども、非嫡出子の相続権ですか、家族制度が壊

れて歴史認識を自虐的にしてプライドを失った国民が生まれて、なおかつ国家が解体して

いくという、何か恐ろしい一歩手前のような私感じをいたしました。 

  村議会というのは日本の中にあって本当に小さな政治の行う場であります。ただ、ここで

議論する我々も世の中の背景、物事の背景、よくそれを心、頭の中に入れて議論をしてい

かなければいけないなと私は思いました、つくづく思いました。そんな思いがありました。 

  それでは、質問に入らせていただきます。 

  まず、１点目の質問なんですけれども、村長、村の主要幹部職員に災害対策を中心とした

危機管理講習を実施せよという題名なんですけれども、10月15日から16日にかけて大型で
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強い台風26号が大島を襲いました。16日未明、観測史上最多の１時間に122.5ミリの記録的

な雨が島を襲いまして激しい土石流が発生し、死者・行方不明者を出す甚大な被害が発生

しております。その後、報道が島に入って被害状況が刻々と明らかになると同時に、災害

に対する町の対応についてもだんだんと情報が入ってきました。指揮官、町長ですね、そ

れと副町長が不在であったとか、避難指示・勧告がなされなかった、気象警報の発令基準

はいかがなものか、情報の伝達はできたのか、または危険箇所の指定がされていたのかと

いうような危機管理に関する多くの問題点が指摘されました。 

  それと同時に、私の中にも疑問が生まれました。それは、あの大島が何でこんな災害に遭

うんだということです。それは今から28年前、昭和61年11月21日、あの大島の三原山が大

噴火しました。それに伴って当時島民１万人が、助役の秋田さんという方が陣頭指揮をと

って完璧とまで言われるような脱出避難をなさったんですね。それがどうしてこんな今に

なって被害が起きてしまったんだという疑問なんですけれども、よくよく調べてみました

ら、それよりその噴火の28年前、昭和32年、同じような噴火が三原山を襲ったそうです。

このとき、２回目の噴火のときの助役だった秋田さんは、最初の噴火のときは役場の職員

の一員、多分総務課長さんだったと思うんですが、その１回目の避難の指揮に当たったそ

うです。ところが、いろいろな判断ミスをしたり対応が遅れたために、噴火によって１名

が亡くなり45名がけがをしたというそういう経験をいたしました。これには役場が避難命

令を出し遅れたのが原因だということで激しく糾弾されたそうです。そのような経験があ

ったからこそ再度の噴火にも町の助役として陣頭指揮に当たり、過去の経験が最大限生か

されたのではないかと思います。 

  ところが、今はもう平成の時代です。時が流れてこの秋田さんは退職、また当時その完璧

な避難をお手伝いした主要の幹部職員の方々も多く退職なさっているでしょう。当時の経

験を持つ職員が今どれだけ町役場に残っているのでしょうか、それはわかりません。とい

うことは、やはり経験にまさるものはないということなんですね。しかし、一般的に大災

害というものを我々はめったに経験することはありません。経験にまさるものはないと言

いますけれども、それにかわるものが訓練なり勉強、学習であり、これを一度受けたら忘

れる前にまた受けて思い出し、また受けてと、それが自然と体の中にしみついて実践でき

るようになるのではないでしょうか。 

  今回の台風26号が我々に残した問題というのは、大島町の問題のみではなく、同じ島しょ

部のこの小笠原村としても、現に存在している問題として関係機関と連携して早急に対策
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をとらなきゃいけないものもあると思いますけれども、ここではいわゆる首長並びに主要

幹部の皆さんの災害対応を中心とした危機管理能力をいかに向上したらいいかということ

について質問したいと思います。 

  これからは一般論ですから、小笠原がどうかとかそういう問題ではありません。一般論で

すから誤解しないで聞いてください。 

  災害発生時、最高指揮官となります首長さん、小笠原にあっては村長です。また、その不

在のとき、あるいはその補佐をするという役目で副村長いらっしゃいますけれども、これ

らは、村長にあっては選挙から、村民の中から選出されております。副村長は村長が指名

して議会の同意を得てそれぞれその職についているわけなんですけれども、一般論として、

一般人としてはなかなか災害とか大事故、こういう経験をすることはないんですよね、一

般論として。その方が選挙あるいは選任されることによってその職、かなり重大な命を預

かる職につくんですけれども、質問の１つとして、１点目です。村長は、副村長を含めて

就任後の災害対応を中心としたいわゆる危機管理能力向上の必要についてどのような認識

をお持ちでしょうか。また、その他村の主要幹部職員についても同様の危機管理能力向上

の必要性についてどのような認識を持っているのでしょうか。 

  ２点目として、危機管理能力、これについて東京都町村会というものがあります。あるい

は島嶼町村会というものもございます。これらの組織立った首長さん等が集まるこういう

団体を通して東京都に対していわゆる危機管理講習とか訓練の開催を要請して、これに村

長さん、副村長さん以外、幹部職員も含めて随時参加できるような体制を構築できないで

しょうか。また、あるいは民間のこの種の講習会、例えば一般財団法人の消防科学総合セ

ンターというのが東京三鷹市にあります。これに市町村防災研修とか首長さんの防災研修

なんていうようなカリキュラムもございます。そういうような講習も含めて随時参加でき

る体制を構築できないでしょうか。 

  以上、２点質問させていただきます。 

  大きな項目の２点目については、再度登壇して質問いたします。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。 

  今般の大島の災害ですが、私も疎開先で生まれたのが大島ということもありまして、大変

ショックを受けました。また、災害を受けた地域が知人も住んでおったり、また私が議員

時代、交友もありました町議をなさっていた方も亡くなるということで、本当に何とも言
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えない思いに駆られたものです。と同時に、高橋議員の質問の中で大島町の対応について

の話がありましたが、同じ自治体をあずかる者としての責任とかそういうことについて改

めて考えさせられたというところが本当に私の中でも実際のところでございます。 

  高橋議員からいただきましたご質問の中で、私や副村長の危機管理能力というご質問がご

ざいました。私ども小笠原村におきましては、台風、津波といった自然災害の対策は従前

より課題となっていまして、村としても災害に対し万全の体制で対応できるよう取り組ん

でまいったつもりでございます。村長就任を機に災害対策体制の確認、指示また各種会合

の折には各関係機関やほかの島しょ町村の皆様との情報交換にも努めてまいりました。し

かしながら、近年、南海トラフ大地震、記録的な豪雨、爆弾低気圧、スーパー台風等々、

想定される災害は多様化しております。また、その規模はさらに大きなものとなっており

ます。議員お尋ねの危機管理体制、能力向上につきましては、長といたしまして、副村長、

主要幹部を含め組織としても必要性を痛切に感じているところでございます。今般の大島

の被害を見るにつけ、その思いは本当に大きくなっているところでございます。 

  従前は、私や副村長が受けるような講習というものがございませんで、今まではそういう

ものに対して直接私も受けたことがございませんので、首長としての判断を迫られるとき

というのはなかなかその立場に立たないとご理解をいただけないような苦悩もございます。

こういうことをやはりきちんとした講習等々で鍛え上げることができるならそれは受ける

べきだと、そのように思います。 

  ２点目のご質問で東京都の町村会のお話がございました。実は大島の災害の後、町村会、

議長会との合同の会議もありまして、まず大島にどのような友島として我々が対応できる

んだというようなお話のご相談から、改めてそれぞれが今後どのようにやっていったらい

いんだというのは議題になっております。その中でいろいろなお話をさせていただきまし

て、当面、東京都は防災部から各首長に対しては直接何かがあったときに連絡ができる体

制というのは緊急で組んでおります。当然ながら、議員ご指摘のとおり、町村会等々で相

談をして東京都とまたこれ相談をするという形がいいと思っておりますので、今12月に入

りましてこの議会が終わりますとまた私も上京するわけですが、その折にはもう少し具体

的な議論を各首長さんたち、各議長さんたちと詰めていきたいと、このように考えている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 
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○１番（高橋研史君） 今、村長からも答弁いただきましたけれども、このいわゆる自治体の

指揮官となる人の危機管理能力というのは、地方自治法といいますか、地方自治の今まで

長い歴史の中で盲点のような存在だったのではないかと思います。職員に関してはそれな

りの職員教育というのがあるとは思うんですけれども、防災に関するノウハウどうこうと

いうプラス、指揮をする首長さん等の能力向上をさせるというのは今まで盲点になってい

たようなことがあったのではないかと思います。先ほど村長のほうからも、これはまた上

京して各町村と連携をして働きをかけたいというお言葉、答弁いただきましたので、私も

東京都が音頭をとってやってくれるのが一番いいのではないかと、一番理想的ではないか

と思うんですね。こういう地理的な条件を持つところからそういうことも全部加味してカ

リキュラムを組んでいただければかゆいところにも手が届くと、そういう講習になると思

うので、ぜひお願いしてください。 

  とにかく強い体制をつくって、一人もけが人、犠牲者を出さないということは村民の幸せ

につながります。ぜひともそういう組織をつくっていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

  それでは、２点目の旧大根山墓地、この保存管理について質問をいたします。 

  小笠原協会が出した冊子があるんですけれども、「小笠原の墓石」というこれが財団法人

小笠原協会が平成24年３月31日に発行いたしました。特集第57号「小笠原の碑文・父島

編」という中にこの大根山墓地の状況が書かれておりますので、冒頭ちょっとそれを読ま

せていただきます。 

  島の北西隅、大根崎の東斜面に荒れた墓地がある。ここは私有地ではなく、明治15年３月、

東京府府達により、この地1,000坪を墓地と定め、官有地のまま願い出による１構６坪以内

の使用を認めた場所であり、現在も大蔵省関東財務局所管の国有財産、普通財産となって

いる。キリスト教、天理教、仏教の墓が混在し、一種の奇観を呈している。太平洋戦争で

の砲爆撃で破壊されたところもあると聞くが、戦後から返還までの空白期に帰島していた

欧米系の人々の墓を除き、深いブッシュに覆われ、諸島返還後、やぶの切り払いはあるも

のの、雨水に洗われてか傾いた墓石も多く見られ、荒れた感じは拭い切れない。 

  このような書き出しでこの冊子が始まっているんですけれども、この説明書きにあります

大根山墓地、これ今は新しい墓地がありますから旧墓地とここでは言わせていただきます

が、この現状はまさしく本稿のごとくギンネムの深いやぶに覆われて傾いた墓石、またそ

のやぶの中にどこにあるのかもわからないような墓石があるような荒れた状態を呈してい
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るわけなんですけれども、この墓地内には東京都の有形文化財、古文書類になるんですか、

指定されておりますナサニエル・セーボレーの墓や、タコノ葉細工の創始者永島辰次郎氏

の業績をたたえる変わった碑をはじめ、小笠原開拓の歴史を物語るとでも言いましょうか、

そのような墓石や石碑が数多く散在しております。 

  これらの歴史的価値のある、調べてみないと詳しくはわかりませんけれども、いずれにし

ても昔からのこの開拓の歴史を物語る墓石や石碑は、先ほどの文章にもあったとおり、今

や風前のともしびでありまして、一つとして真っすぐ立っているような石碑や墓石はない

んですね。全部何かの原因によって傾いたり、ひっくり返ったり、中には土葬が掘り返さ

れていわゆる頭蓋骨が転がってきたなんていう話も聞いたことがありますけれども、その

ような状況でありまして、今や風前のともしびとも言えるのではないでしょうか。これら

を早急に保護、保全しなければ消失の危機にあると言わざるを得ません。 

  そこで、まずこの土地を持っている財務省関東財務局所管のこの土地を村が国から何らか

の形で取得して、ここを歴史的価値のあるいわゆる墓石群として指定して今後管理保全で

きないでしょうか、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） ただいま高橋議員からご質問をいただきました旧大根山墓地の墓石群

につきましては、引用された文章、それから今の現状、ご指摘のとおりのようなものにな

っているところでございます。 

  ご質問にありました墓石群として管理ができないかということにつきましては、それぞれ

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） 教育課長、牛島君。 

○教育課長（牛島康博君） 高橋議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  議員ご指摘のとおり、大根山旧墓地は、東京都指定有形文化財、ナサニエル・セーボレー

の墓碑をはじめ小笠原村の開拓の歴史を語る墓碑や石碑が散在しております。昭和40年５

月26日、東京都小笠原墓参対策本部により実施されました小笠原墓参実施報告書において

は、戦時中爆弾が数カ所落ちたため墓地の一部が掘り返され、墓石の散乱している場所も

あるという記載が見られます。 

  歴史的価値のある墓碑群としての管理保全をとのことですが、墓碑群指定につきましては

諸課題があり、解決のためには時間を有する上、難しいと考えております。理由といたし

ましては、墓碑群指定となりますと土地を含めた史跡指定となりますが、墓地の伐開、墓
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標の調査、所有者の確認、無縁墓調査が必要となります。なお、墓碑が土に埋もれた箇所

もあり、土葬であったことも考えますと立ち入りが困難な場所もございます。それらを踏

まえ、所有者の指定の同意、管理者の設定、墓碑群の場所の確定となるため、時間を要す

るものと考えております。 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） 教育課長、答弁がなかなか気がめいるような答弁でした。暗い答弁で

した。最初の一言を聞いただけで、いやこれは難しいんだろうなと私も思いました。それ

にしても、もう少し明るく答えてください。 

  最初私がこれを史跡なり何なりという形でやるのが本当の一番いい、将来的には一番いい

形だと思うんですけれども、まずそこにするにはなかなかの課題があって難しいよという

お話でした。ただ、そうはいいましても、もうほとんど真っすぐに立っているような墓碑、

石碑がない、それと草に覆われて下のほうにある墓石、石碑は今誰が管理しているかもわ

からない、このような状況です。 

  内地でいいますとお寺というものがありまして、そこに檀家さんがあって檀家の会議があ

って、無縁仏は無縁仏として１カ所に集めて、お彼岸、盆、暮れ、正月にお坊さんがちゃ

んとお経を上げてお祀りをするという、管理する人がいなくなったのは何年かたつとやは

りそういうところに移動してそれはそれでまたお寺が管理していくという、そういうもう

昔からの決まりみたいなのがあるんですけれども、小笠原においては何せ歴史が浅いです

し、お寺というものの存在も戦争によってなくなり、今やいわゆる国有地にお墓、石碑が

散在しているというそういう状況だと思います。 

  これを今後どうしていくかです。やはり価値があるものだと私は思います。これを粗末に

するような島をつくっては私はいけないと思うんですけれども、どうでしょうか、財政課

のほうでよろしいですか。その土地は関東財務局で国有地だということなんですが、昨日

の決算のときにも国有地の払い下げ云々なんていうお話がありましたが、まずはそこを村

が取得して村のものになるといわゆる条例とか何かをつくって整理あるいはその後の手だ

てがやりやすくなるのではないかなと私は思うんですけれども、あそこの一般的に国有地

を村が何らかの形で取得するというのは難しいのでしょうか、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） まず一般論のお話になりますが、一般論としましては、たとえ地

方自治体、村としましても国有地を取得するためには具体的な計画、目的があって、その
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計画が何年後に実現できるかという制約がございます。それなしでは国有地の売却をして

いただけないというのが実情でございます。その辺これから財務省、直接的には関東財務

局東京財務事務所ということになりますが、そちらとどんなお話ができるかということに

はなると思います。 

  ただ、先ほどから教育課長のほうの答弁、また高橋議員のお話も含めまして、このままで

いいとは誰も思ってはいないんですが非常に難しい問題があるということで、村としまし

ても、この土地の買収というか取得ということについては慎重に考えさせていただく必要

があるかなというふうに思います。検討はさせていただきたいと思いますが、かなり厳し

いというふうにお答えせざるを得ません。 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） 答弁に立つ方々みんな何かお答えが暗くなってきまして、難しい、難

しいということで、私も気がめいってきました。いやでもどうしましょう、この歴史的な

価値のある墓石とか石碑を、今ここにお墓を持っている方たちが声を上げて、このままで

はいけないのではないかという声も上がっているようでございます。それに対して皆さん

も、皆さんというかその声を上げている方たちも何とかまず自分でできることから始めよ

うということで、やぶの伐開等をしてとにかく石碑がまず見えるようにして、傾いたもの

は直してと、まずそこから始めたいなというような動きもあるんですけれども、これに対

して最低限何か村として後押しとか協力をしていただければ、そこがまず第一歩となって、

これから皆さんで知恵を出して何とかしていきましょうという第一歩としてなると思うん

ですけれども、どこか最後にお助けいただけるような課はないでしょうか、答弁をお願い

します。 

○議長（佐々木幸美君） 村民課長、斎藤君。 

○村民課長（斎藤 実君） 明るく話したいところではございますけれども、基本的には行政

の本旨というのはゆりかごから墓場までということで村民課のほうでは対応しております。

お手伝いをするという考え方を基調に、他課にわたっている事業だと思いますので、その

辺は時間とこれから精査していかなきゃいけないことが多々あります。建設水道課あるい

は財政、あるいは教育課のところ等、民生部分等、知恵を出し合って何とか検討していく

方向で考えていきたいと思います。それでよろしいでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） 最後にお助けいただいてありがとうございます。さすが村民を考える
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村民課ですね。村長、いかがでしょうか、今まで順番に議論してきたんですけれども、村

長としてのお考えを最後にお聞きできれば幸いですが、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） 私も含め先輩たちもこのことはきっと悩んできたことだと思います。

行政で一つ一つは今担当課が答えましたようになかなかハードルが高くなってしまいます

が、何かできることがないのかという視点に立てば、財政課のほうに関東財務局のほうに

問い合わせをさせましたら、倒れた倒木ですとかそういうことに手を入れるということは

関東財務局としても大丈夫ですよという返答をいただいているということですから、今、

有志でやっておられるそういう方々の少しでも手助けになるようなところから、村民課長

が答弁しましたように、その辺、村民課のほうで受けてまず第一歩という形でご支援とい

うか、できればいいなと思っているところでございます。 

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

          ◇ 池 田   望 君 

○議長（佐々木幸美君） 池田 望君。 

○６番（池田 望君） ６番、池田 望です。 

  先ほどから一般質問に立つ議員皆さんが大島のことについて哀悼の意を表していらっしゃ

います。私も大島に30年来の友人がおりまして、そのホテルが被災いたしまして、本人が

生存かどうかも当時心配で電話をかけたりしておりましたが、幸い元気でいたということ

で、ホテルのほうはだめになりましたがということで、大島の皆さん含めて本当に早く復

興されることを願っております。 

  それと、出張から帰ってきたら、私とは議席をともにしませんでしたが、佐々木卯之助さ

んが他界されたということで、すぐに葬儀がありました。またその後に、議員活動も一緒

にし、また当時は助役という立場にもなられました佐藤直人さんが搬送中に亡くなるとい

うこういうこともありまして、当時の村、返還からこの村を戦前の栄えた村にするという

志を持って頑張られた先輩たちがどんどん他界されていくということを感じまして、何と

か我々も頑張っていかなきゃいけないなというふうに思います。今年でしたか、宮川晋さ

んも、そして佐々木弘夫さんも直近ではそういうご尽力いただいた方々がどんどん他界さ

れていくということを今痛切に感じておるところです。どうか皆さん、彼らの志を引き継

いでどんどん頑張っていこうじゃありませんか、よろしくお願いいたします。 

  今回の質問は１つだけなんですが、今年の第２回定例会で郵便事業についてを質問いたし
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ました。その内容を今言わないとこれからの議論が何のことだかわからなくなると思いま

すので、ちょっと重複しますけれども、第２回定例会のときにこういうことですよという

ことで質問したということだけ話させていただきます。 

  今年の３月に税理士からちょっと電話があって、母島で源泉徴収税を支払ったら、簡易局

なので小笠原郵便局にそのお金が届くまでの間の納付の判子ですね、納付印の日付がだめ

で、遅れたということで延滞金がつくという事案が起こったということでちょっと相談を

受けました。以前この村は母島支所の職員が頑張って、母島の簡易局の納付印でも、税務

署とお話をしたのか郵政のほうと話されたのかちょっとそこまでは理解はしておりません

が、可能であったという時期もあったそうです。ところがまたここに至って認められない

というふうになってしまったということで、それはどうしたことかということで質問をす

るということになりました。 

  その中で、戦前は郵便局がここには５つもあったんだよとか、村には１つずつあったよと

いうような事実もあり、伊豆七島には郵便局全部そろっていますよと、人口のことではな

いみたいにちゃんとありますと。これは戦争でなくなった後復帰するのに、母島に郵便局

を設置しないで農業協同組合にお願いして簡易局にしたということが原因だということが

わかってきました。今、母島は観光客の皆さんも増えています。それから住民の方も500人

に届こうかという中で、簡易局では限界のあるサービスがあるんだということがわかった

ので何とかこれを改善してほしいということで、郵便局に簡易局を格上げしたらその問題

は全部整理できるだろうということでの質問でございました。 

  今回は、それを質問を経て役場のほうで調整していただいたということですので、どのよ

うな回答をいただいたか、そのことについての質問でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 池田議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  ご質問の前に、返還後、島の復興・振興にご尽力をされた方、また村政の大先輩たちの死

という現実のお話が池田議員から出ましたが、今年返還45周年という節目の年ということ

で式典も行わせていただいたんですが、本当に返還以降45年という歳月を重ねてくるとい

うことは、ある意味こういうことなんだなということを思いつつも、本当に先輩たちの思

いを無にすることなく、我々が受けとめて、またそれを伝えていかなければいけないなと

思ったところでございます。 
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  ご質問につきましては、６月の第２回定例会でご質問をいただきました。直接このことの

交渉窓口に立ちました担当課長に具体的な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） 総務課長、江尻君。 

○総務課長（江尻康弘君） 池田議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

  母島の簡易郵便局を普通郵便局へというご要望につきましては、第２回定例会の後、郵便

事業の管轄をしております新東京郵便局のほうへまずご相談をさせていただいております。

その後、東京支社をご紹介いただきまして、こちらの状況を説明の上お願いをしたところ

でございます。相談を受けていただいた方にはこちらの状況につきましては大変よくご理

解をいただきました。かなり時間がかかった上で回答をいただいたところなんですけれど

も、結果といたしましては、まず社として計画がないこと、また簡易局から普通局への負

担というような問題もございまして、現状、新たに普通郵便局を設置することはできない

との回答を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） もう大変残念な回答ですよね。もちろん公社化そして民営化されたと

いうことで、今までの国の機関というレベルではそういうことを簡単に決められないのか

もしれません、経営のこともあるでしょうから。ただ、郵便局がもし普通局にならないと

いうなら、そもそも簡易局で納付した公金のその日付が納付した日は期日に間に合ってい

るのに、ははじま丸と小笠原の交通事情の中で本人には瑕疵はないんですよ。それなのに

延滞金がつくということは、広く国民全体から見て非常に不平等だと私は感じるんですよ

ね。もしそういうことであるならば、その部分については何とかならないのかというふう

に思うんですが、そのことについては伺ってもらえましたでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。 

○総務課長（江尻康弘君） 今、池田議員から公社から民営化というようなお話をいただいて

いますが、その民営化前の時点で先ほどご紹介いただいた取り扱いというものがやはりイ

レギュラーな状態で対応をしていたということがまずございます。それと、民営化ととも

に分社化、日本郵便とゆうちょ銀行とかそういった形で分社化されたことに伴いまして公

金の収納については担当するのはゆうちょ銀行ということ、そのゆうちょ銀行から委託を

受けるのが日本郵便と、その日本郵便とさらに簡易郵便局との関係というものがまた発生

したことによりまして、受託の内容が明確に守られることが求められるような状況になっ
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ているということもお聞きしている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） 事業そのものが民営化されていろいろ細分化される中で、責任の所在

をどこでやるかということについて多分企業ですからお考えなんだと思います。また、一

つの決まりをどこかで崩すことはなかなかかなわないということのご回答だと思います。 

  先ほど登壇してお話ししたように、そもそも私は普通郵便局になることを目標としている

というふうなことではなくて、公金納付を期日内にやったのに延滞金がついたことが問題

なんですよ。さまざまな理由があるけれども、郵便局を設置したら全てが解決するんだっ

たらそちらのほうが簡単ではないですかということなんですね。だから、まず郵便局の設

置、そもそもそれが難しいというのなら、まずは公金納付の部分だけでも何かほかの手だ

てをあるようにしていただかなくてはならないと思うし、これは所管官庁は総務省だと思

うんですけれども、そういうところにも問い合わせをしながら、この母島の皆さんが不利

益をこうむる可能性があるということについて、何とかその辺は改善していくように村と

しても努力していただきたいんですが、いかがでしょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 総務課長、江尻君。 

○総務課長（江尻康弘君） 前々回ですか、池田議員からご質問をいただき、いろいろ確認す

る上でほかの離島、諸離島についても同じような状況にあるのかなということから私ども

確認を始めたところ、先ほど来、議員のほうからお話がございましたように、母島だけが

という状況が明らかになってきております。歴史的な背景等いろいろございまして今みた

いな状況になっているところでございます。 

  前回の最後、村長からハードルが高いものと認識をしながらもというお話をさせていただ

いております。やはり母島にお住まいの皆様にも同様のサービスが受けられるように、村

といたしましても努力は当然すべきでございます。その思いにつきましては現在も変わる

ことはございません。引き続き、想定される関係機関等に働きかけをしながら調整につき

ましては継続して進めていきたいと考えております。 

○議長（佐々木幸美君） 池田 望君。 

○６番（池田 望君） では、最後で村長にもお伺いいたします。 

  先ほどちょっと言いましたけれども、所管官庁は総務省ですよね、郵便事業法等で全部。

今までは総務省管轄で全部やってきたこともあったと思うんですけれども民営化されたと、

しかし所管官庁は総務省です。村長、どうか総務省のほうにこのような我々の悩みを訴え
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て、何とか改善できるようにやっていただけないでしょうか、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） 杓子定規な問い合わせだと本当に杓子定規に返ってくるんですよ。た

らればの話ですけれども、先ほど池田議員が言ったように、最初から簡易ではなくて戦前

の形であればということに尽きるわけですよね。ですから、何とか歴史的な経緯を考えて

も例外的な措置が税法上のことからも何かできないかと。民間人の感覚で言うとそう思う

んですが、先ほど言ったように、みんなそういう思いはあるんですけれども、返ってくる

答えが先ほどの答弁のようになってしまいます。それで、民営化されたということで政治

的なまた郵政が、民営化される前ですと政治的な働きかけというのも相当強くその辺きい

たんじゃないかと思うんですが、ちょうど池田議員が議長のときに、民営化のときに一緒

にお訪ねをしましたよね、小笠原の郵便局をなくさないでくれと、母島は特に。私ももち

ろん努力をさせていただきますが、前回のときも答弁をしましたように、村議会の皆様と

一緒にということがやはりここは肝要なことになってくるのではないかと思いますので、

ぜひ議会の中のほうもご議論をいただいて、一緒に陳情要望をやっていくというようなこ

とで何とか道を開いていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○６番（池田 望君） 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。 

  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時から再開いたします。 

  お疲れさまでした。 

（午前１１時３５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） 

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

          ◇ 稲 垣   勇 君 
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○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） ７番、稲垣 勇です。 

  ２点、よろしくお願いします。 

  １点目でございますが、福祉施策について。 

  村における介護サービス利用状況と現状の課題、そしてその課題に対する今後の取り組み

をお伺いいたします。 

  そして、２点目でございますが、ケアマネジャーの母島への配置について。 

  このことについては、今年の第１回定例会で質問させていただきましたが、母島の島民と

してはなかなか回答に不満であるということで再度お願いしたいと思います。よろしくよ

い返事を聞かせてください。 

  次に、村の農業振興について。 

  １点目でございますが、農業協同組合共同利用施設としての利用状況について。 

  小笠原振興開発事業の中で農業協同組合に対する施設整備事業が実施されております。鉄

骨ハウスやストロングハウス等の整備がされておりますが、それらの利用状況はどうなっ

ているのでしょうか。 

  そして、整備後の実績が上がるよう、村としてしっかりと指導すべきであると思いますが、

いかがでしょうか。 

  ２点目でございます。中ノ平の農業団地の利用について。 

  中ノ平の農業団地の施設について一部老朽化してきていますが、補修等どうなっているの

でしょうか。 

  また、今後利用期間満了に伴い退所する人が出てきますが、先々の利用計画はどうなって

いるのでしょうか。 

  ３点目でございますが、営農者住宅の整備について。 

  今後、新規就農者を迎えるにも住宅の問題があります。特に母島では民間のアパートも少

ない、父島のような営農者住宅の整備ができないでしょうか。 

  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。 

  福祉施策について、また農業振興についてということで２つの質問をいただきました。質

問が個別具体的でございますので、担当課長に答弁をさせますので、よろしくお願いを申
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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） 小笠原村における介護サービス利用状況の現状また課題につ

いてのご質問に答弁をさせていただきます。 

  現在、小笠原において要支援・要介護認定を受けている方は父島では44名、母島で11名、

合計55名の方がいらっしゃいます。このうち介護サービスの利用状況でございますが、訪

問介護では父島で12名、母島で２名、デイサービスでは父島14名、母島５名の方々がそれ

ぞれ利用をされております。また、ご家族が内地に上京される場合やご家族の休息のため

にショートステイを利用されている方が３名ほどおりまして、日数としては年間で約100泊

程度のご利用となっております。施設の利用者としましては、有料老人ホーム太陽の郷に

10名、八丈町の特別養護老人ホームに５名の方が入所をされております。 

  村における高齢者福祉施策の課題ということでございますけれども、課題につきましては、

今後、要介護高齢者の増加にどのように対応していくかということがございます。40歳代

から60歳代、こういった年齢の人口が多い小笠原村の人口構成がこのまま推移いたします

と、今後10年から20年先には高齢化がさらに進み、介護を必要とする高齢者の方々の数が

ピークを迎えます。これにより、新たなニーズや多様化するニーズに対し現状の体制では

対応し切れなくなると、このように考えております。このことから、将来的な村の高齢者

福祉施策のあり方を検討する必要がございます。今年度末までには、地域福祉保健医療の

調査研究機関と連携をしまして島の現状調査を行う予定でございます。その調査及び現状

分析をもとに、平成26年度以降、村の福祉・保健・医療計画の改定作業を進めてまいりま

す。その作業の中で将来に向けた村のサービス提供体制のあり方を検討してまいりたいと、

このように考えているところです。 

  続きまして、ケアマネジャーの母島への常駐ということのご質問に答弁をさせていただき

ます。 

  ケアマネジャーの母島への常駐ということに関しましては、本年第１回定例会でも答弁を

させていただきましたが、母島におけるケアマネジメントの業務量、こういったものを勘

案しますと、新たに職員としてケアマネジャーを１名配置するということは難しい状況で

はございます。しかしながら、母島の高齢者とご家族が母島で安心して暮らしていけるた

めには、いつでも相談でき、また対応できる体制が重要であることは深く認識していると

ころでございます。現状ではケアマネジャーが父島から月に一、二回出張しまして対応し
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ているところですけれども、やはり身近にそういった専門家がいて相談でき対応できると

いうことは重要なことであるということは認識しております。そこで、母島に在住されて

いる方でケアマネの資格を持っていらっしゃる方、有資格者もいらっしゃいますので、今

後につきましてはそのような人材を有効に活用できるよう検討を進めてまいりたいと、こ

のように考えております。 

○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） 稲垣議員の農業振興についてのご質問に答弁させていただき

ます。 

  １点目の農業協同組合の共同利用施設の利用状況についてでございます。 

  農業協同組合では、天候等に左右されない安定した生産体制を整備するため、振興開発事

業により鉄骨ハウスやストロングハウス等の共同利用施設の整備を行うなど、圃場の施設

化を推進しております。また、事業実施の成果をより確かなものにするため、共同利用施

設の利用者選定に当たっては利用者選定委員会を開催し、施設を十分に有効利用できるか

否かの審査を行った上で利用者を選定しております。 

  これまで行われた整備実績は、平成11年度から平成13年度に鉄骨ハウス29棟を整備し、平

成23年度から平成25年度は鉄骨ハウス８棟、ストロングハウス26棟を整備または整備中で

あります。この事業による圃場の施設化が進んだことにより、村の農業生産は安定的に数

字を伸ばしてきているところです。しかし、初期に整備した施設については、施設利用者

の離農や高齢による労働力の低下などにより一部有効に利用されていないものも見受けら

れることから、平成23年度からの共同利用施設の整備に当たっては、施設利用者を認定農

業者または認定就農者に限定するなど利用者の選定要件を改めております。認定農業者及

び認定就農者については、認定の際に経営状況や営農計画等について十分な精査、検討が

行われており、共同利用施設を十分に活用し実績を上げていただけるものと思っておりま

すが、議員ご心配のようなことがないよう、農業協同組合及び東京都と連携して指導に当

たりたいと考えております。 

  次に、中ノ平農業団地のご質問ですが、まず、中ノ平農業団地鉄骨ハウスの維持補修につ

いてですが、この中ノ平農業団地鉄骨ハウスの所有者は農業協同組合であり、村は農業協

同組合から鉄骨ハウスを借り、底地については村の所有となっております。契約の形態と

しては、農業協同組合は村から鉄骨ハウスの利用料を徴収し、村は農業団地入所者から土

地の利用料を徴収しております。また、入所者は鉄骨ハウスの維持補修用に資金の積み立
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てを行っております。このため、大規模な改修を実施する場合は、まずこの三者で改修の

内容や時期について十分協議する必要があります。村としましては、入所者の農業経営の

改善及び強化のためには鉄骨ハウスの継続使用が不可欠であると考えておりますので、今

後関係者と協議を重ね、波板の取りかえなど必要な改修については平成26年度中に方針を

決定したいと考えております。 

  次に、中ノ平自立支援農業団地はこれまで全６区画全て入所者がおりましたが、平成24年

度末で２名が退所いたしました。平成25年度に入り募集をかけたところ３件の問い合わせ

があり、そのうち条件を満たす１名が入所されました。そのため現在は１区画あいている

状況ですが、今年度条件を満たさなかった２名については来年度の募集時期までには条件

を満たすことが見込まれますので、来年度にはまた全区画が利用される見込みであります。

今後の対応につきましては、新規就農希望者の情報などを集めながら対応を検討していき

たいと考えております。 

  次に、３点目の営農者住宅の確保についてでございますが、今後、新規就農希望者が移住

しようとしたとき、農地の確保とともに住宅の確保が課題となります。議員ご質問の営農

者住宅の整備は、振興開発事業により農業協同組合が事業主体となり父島に整備した実績

がございます。村としましては、今後の小笠原村における農業振興の方向を見据えながら、

農業協同組合や東京都と協議し、整備についての検討を進め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） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） 介護サービスについて質問させていただきます。 

  現在、太陽の郷で10名入所しているわけですけれども、これから希望する人というか、待

機組というんですか、希望する方は何人ぐらいいるんでしょうか。そして、その中に太陽

の郷でなくて八丈に行きたいとか内地に行くとかそういう方がいらっしゃるのでしょうか。 

○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） 太陽の郷への入所希望者ということですけれども、現在、私

どものほうに太陽の郷に入れる状況になった場合入りたいという希望されている方は３名

いらっしゃいます。当然その３名の方々にいろいろなお話を聞く中では、島外の八丈の老

人ホームあるいは島外の入所施設に入りたいと希望されている方はいらっしゃいません。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） 現在は満杯、今のスタッフの状況では満杯だということなんですか、
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この３名が待機するということは。 

○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） 実は先月28日お一人の方がお亡くなりになりまして、今のとこ

ろは１人欠ということですので、今の待機３名おりますので、その３名の中から調査しま

して入所者を決定するという方向で進めていこうというふうに今考えております。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） それはわかりました。というのは、最初の計画ではたしかもっと入れ

る計画でしたよね。 

          （「14」との声あり） 

○７番（稲垣 勇君） それが今の状況で10名で満杯というのはどういうことなんですか。 

○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） 部屋が10部屋ということで、そのうち４部屋が２人部屋になっ

ております。２人部屋につきましては、こちらで考えていたのはご夫婦ということで検討

しておりまして、実際のところ、今のところは皆さんお一人でということですので、10室

で満杯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） そうしますと、現在のスタッフ、当初利用が始まるときにはなかなか

スタッフがそろわないから開所できないということで少し延びた経緯がありますけれども、

今は職員として、スタッフとしては十分足りているということですか。 

○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） 当初計画では、定数としては介護職３名、看護師１名の４名で

対応しようという計画でありました。実際、夜勤につきましては看護師のほうに対応して

もらうということで始めたのですが、実際看護師のほうの確保がなかなかできなかったと

いうこともありまして、その看護師の枠４名を介護士のほうに回してその介護士を確保、

それでこの間のちょっと全員協議会でもお話しさせていただきましたけれども、今現在に

つきましては６名、合わせて９名の介護士がおりますので、その介護士をまた現体制のま

ま来年度確保するということで、その分につきましては、また看護師の分を回すというよ

うな状態で、まずは医療課の中の定数の中でやりくりということで、まずは今、現老人ホ

ームの入居者に対応するための人員を確保していかなきゃいけないということで、来年度、

現在もそうなんですが、これからもあわせて体制は組んでいきたいというふうに考えてお
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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。母島から、第１回定例会でも言いましたけれども、先

ほど答弁ありましたケアマネジャーの件ですけれども、私だけが言っているわけでなくて、

民事協からも要望書が出ていると思いますけれども、やはりああいう答え以外は出ない、

今の状況ではそうでしょうか。 

○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） 職員を１名増ということでの母島での常駐配置ということは

難しいことではございますけれども、体制として相談できる環境といいますか、こちらか

ら通うときだけではなく、母島で相談できる体制づくりというのは検討していきたいと、

そういうことでございます。 

○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） 今後、先ほどの答弁の中でも言っていましたけれども、現在の40代か

ら60代の人口が多い中でこれからそういう介護が必要な方が出てくる、多くなるわけです

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、農業振興の件ですけれども、いろいろ今まで振興事業の中で施設が整備され、造成

されたり農道ができたりしてきたわけですけれども、実際に母島では答弁の中でも言って

いましたように実績が上がってきているわけですけれども、父島では入植当時からすると

大分衰退しているように感じるわけですけれども、今後の父島の生産を向上するために村

としてどう考えているのでしょうか。 

○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） 父島のほうの農業者につきましては、比較的若手の方が今育

ち始めているという状況かと思います。中核的な方も当然いらっしゃいますけれども、そ

ういう中では父島の農業者の集まりでありますみのり会等には私どもの村の担当者や支庁

の方々も参加しながら定例的に意見交換をしているところでございます。その中では先ほ

どの中ノ平のような農業団地的なものの要望とかもお受けはしておりますが、このあたり

も東京都とやはり農業協同組合と一体になって今後相談を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） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） もう一点質問して終わりにしたいと思います。 
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  答弁していただいた中で営農者住宅に関してですけれども、現在幾つか個人的にも問い合

わせがあるんですけれども、やはり私として答えられるところは、やはり住宅がなくて受

け入れはできないんですよ、土地に関しては何とかあいている土地を借りて入れることは

できるけれども、住宅が、まず住むところがないと定住できない。農業は一時的なもので

はないので、定住してきちんと二、三年かけて生産を上げる方向でいかないと、という話

をした中ではやはり問題は住宅問題が係ります。村長に聞きますけれども、このことにつ

いて何かありましたら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） 営農者住宅でいいますと父島にありますよね。稲垣議員もご存じのと

おり、以前は、私ども村は振興事業の中でのその手の計画に参画をできないでいました。

ようやく今、村としては東京都とも協議をし、今度のこれからの振興事業等々については

農業協同組合も交えて村の意見も出していけるということになっております。そういう環

境の中で、先ほど担当課長が答弁しましたように、今後のことにつきましては、そういう

皆様の抱えている悩み等々を村として協議の場であわせて進言をして何とかいい方向に向

かうような形、このことがとれると思いますので、そういうふうな手順を踏んでいきたい

と、このよ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） この営農者住宅、先ほども言いましたように、最初の段階の問題に来

ていますので、振興法の延長が決まりました中でどういう位置づけを考えているでしょう

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） 振興法の延長が固まれば次の５カ年の各事業の計画を作成す

るということになります。案のたたき台という形での案は今東京都とのＰＴの中で議論を

し始めているところです。実際に、先ほどの答弁にもありましたように、やはり我々村が

かかわるということは、きちんと農業協同組合さんであったり農業者がそういった必要性

の見込みなどをやはり私どもも今度はきちんと精査をしていかなければいけませんので、

父島の営農者住宅の場合にも過去にいろいろ課題が出てきているところがありますので、

そういったことが全部クリアできるのかどうか、そういったことをやはり皆さんと協議を

しながら最終的に建設する必要があればそこに向けて、振興事業をぜひ利用して営農者ま

たは新規就農者のための住宅として整備ができればいいのかなとは思っております。 
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○議長（佐々木幸美君） 稲垣 勇君。 

○７番（稲垣 勇君） 農業者だけでなく、一般島民が住宅をつくるにしてもかなりの財政を

自分で確保していないとつくれる状況ではありません。内地からすると２倍も３倍もかか

るわけですので、やはりこの問題は村なり東京都なり国なりのある程度援助がないと進ん

でいかないと思いますので、振興法の中できちんと位置づけをしていっていただきたいと

思います。 

  要望して終わります。 

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

          ◇ 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。 

  質問の前に、10月に台風で被災されました大島町の皆様に哀悼の意を表するとともに、一

日も早い復興を祈念してやみません。 

  今定例会、平成25年第４回定例会ということで、私の思いも込めましてちょっと質問させ

ていただきたいと思います。 

  まず１点目は、扇浦分譲地についてお伺いします。 

  私はたびたび一般質問でこの扇浦分譲地についてお伺いして質問させていただいています

けれども、ようやく３年余かかって第２次募集が始まりました。そして全員協議会の中で

６区画が販売予定だという報告を受けました。そして、来年５月の払い込み終了後、６月

をめどに払い込みが早く終わればその前に２次募集を行いたいという話でございました。 

  そこで、村長にお聞きします。 

  私はたびたび分譲地の販売に関しては迅速にすべきだということを申し上げてきました。

そして、２次募集が始まりまして６区画売れそうなわけですけれども、その結果を村長は

どう受けとめて、今後どういうふうに取り組んでいくのか、村長の考え方をお聞きしたい

と思います。 

  次に、兄島の外来種対策についてお聞きします。 

  前定例会でも質問させていただきましたが、１つの大きな問題点が浮かんできました。兄

島のアノールが確認されたのが今年の３月です。そして、それに対し科学委員会等の意見

では早急に対応すべきだと、対処すべきだと。しかし、現実的に初期行動が大きく出遅れ、

７月まで延びました。その間に地元ＮＰＯの皆さんが、これ以上放っておくと被害がます
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ます広がるということで、ボランティアで柵の設置に取り組みました。 

  これは何が問題かといいますと、やはり行政の予算組みの中で突発的な緊急対策というの

は組んでおりません。そのときにどう対応できるか。そのことを解決しない限りこの緊急

対策対応はできないと思います。今回の兄島の緊急対策的な部分で村として、世界遺産の

当該自治体として東京都や国とどう取り組んできたのかお伺いいたします。 

  以上、２点です。 

○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、扇浦の分譲地についてでございますが、扇浦の分譲地につきましては、平成16年の

販売開始からさまざまな要因により売れ残ってきていたところから、全体的な費用負担を

軽減する対策や使い勝手をよくするための制限の一部緩和を行い、新たな条件のもとで第

２回分譲を開始したところでございます。ご質問の中にありましたとおり、第１次募集に

おきましては12区画のうち６区画についての分譲が決定をしたところでございます。今後

の対応としましては、分譲決定している６区画についての手続、譲渡代金等の払い込みが

確定次第、同じ条件で第２次の募集を行うこととしております。 

  村民の定住促進、扇浦集落の充実という２つの目的に沿って扇浦のこの分譲が始まったわ

けですが、宮之浜道や清瀬の分譲と違い、扇浦のこの分譲は最初から相当以前の分譲地と

は違う形での分譲の開始でございました。そういう中から、当時ＴＳＬの就航という中で、

ＴＳＬの就航を当てにして購入をなさった方、就航断念になり手放された方等々ございま

して、その後、長きにわたりどのような形でこの分譲地の分譲の仕方を考えていくかとい

うことは議会の中でもやりとりをしてきましたが、私自身大きな悩みを持ってのことでご

ざいます。といいますのは、既に与えられた条件の中で購入をされている方がいる以上、

この方たちのことを第一に考えなければ次の分譲ができないということ、これがこの方た

ちと大きな条件の差異を設けないということが私の中には絶えず頭の中にありまして、既

に購入した住民の皆様のご意見等々を担当課には聴取させ、そしてこの第２次募集によう

やくこぎつけたところでございます。 

  もう一つは、社会環境が世界自然遺産に登録されたということで大分変わってきたなとい

う感覚を私自身が持っておりました。杉田議員に、ご質問がありました私がどう考えるか

ということは、分譲条件そのものもさることながら、村の置かれている社会状況、端的に

言いますと経済の活性化ということ、それから将来の展望ということが、やはりこういう
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分譲地を購入するという中では大きな意思の持ち方にかかわってくるんだなというような

ところを所感としては感じたところでございます。 

  既に購入した方々と大きな差異の生まれない、そして２つの目的を達せられるような分譲

の仕方というものを今後も検討して、何とか残り６区画について完売になりますよう努力

をしてまいりたいと、このように思っているところでございます。 

  ２点目の質問につきましては担当課長にまず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） 自然管理専門委員、岩本君。 

○自然管理専門委員（岩本 誠君） ２点目の兄島のグリーンアノールが侵入した件につきま

して、東京都、国がどのように取り組んできたかというご質問にお答えいたします。 

  小笠原諸島の世界自然遺産を適切に保全管理するための外来種対策につきましては、専門

家で構成される科学委員会において、島ごと及び外来種別に生態系保全アクションプラン

を策定し、行政はこのアクションプランをもとに取り組むべき事業計画を策定しながら保

全管理しております。 

  今回の兄島へのグリーンアノール侵入に関しましては、当初のアクションプランで計画さ

れていない想定外のことでありまして、平成25年度当初予算では事業費計上がなく、他の

外来種予算で対応してきたところです。東京都におきましては、当該対応予算を植生回復

事業の予算から執行し、そのために作業道の整備及び防止柵の防草シートの敷設を受け持

ち、林野庁におきましては、外来樹木除去事業で作業道設置に伴う外来樹木の伐採を行っ

て対応してきました。また、事業契約までの作業につきましては、村内行政関係機関及び

自然保護団体等の協力のもと、天候の許す限り兄島に渡りまして捕獲作業を進めてきたと

ころであります。結果として、第一次防止策につきましては、行政の遅れというものも契

約上の遅れがあった関係で、現地ＮＰＯ法人の自然文化研究所がみずからの経費で施行し

た経緯です。 

  今回のような突発的な侵入事故に対し行政側の対応が遅れた主な原因につきましては、行

政の単年度予算執行の弊害ともいえますが、今回の環境省の対応につきましては、現地連

絡会議を早急に立ち上げ、できるところから取り組んできた結果、北部への拡散も現在防

ぐことができ、最善の対応をしてきたと思います。その後の科学委員会におきましても、

現地の速やかな対応に対して大きな評価を受けたということをあわせて報告させていただ

きます。 
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○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 扇浦分譲から再質問したいと思います。 

  先ほど私登壇の席で村長に、この第２次募集で６件の結果が出たと、そのことについて村

長はどう考えているかとお聞きしましたけれども、どう考えておりますか。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 答弁の中でもお答えしましたが、既購入者の皆様方が、新たな募集に

よって大きな条件変更をせずに既購入者の皆様の意見を聴取しながら考えた第２次募集で、

それなりの結果が出たというふうに受けとめておりますので、そういうことを念頭に置き

ながら次の６区画についても頑張ってまいりたい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） ちょっと今私の質問の仕方が悪かったのかもわからない。この６区画

売れたことに関して、成果として評価すべきだと村長は自分で考えておりますか。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） あの扇浦の分譲地の分譲条件の中では評価できる、評価といいますか、

成果が上がったと、このように思っ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） 先ほど村長は、私の質問等も受けまして、既購入者との間のことも考

え、そして現地を見ながら軽減策も考えてきたと言っておりますけれども、私から見ると

本当に軽減策を考えたのかという部分。端的に言いますと、13区画と23区画、あそこはど

う見たって私は建物が建つような場所ではないというふうに私は認識しています。その辺

について村で本当に検討したんですか。特に13区画、あの山の中腹にあるような感じのあ

れをどうしようかという策を検討したんですか、お聞きします。 

○議長（佐々木幸美君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 確かに第12区画と第13区画につきましては、非常に斜面地が多い

状況でございます。それにつきましては、扇浦分譲地、平成16年の分譲開始前からそうい

う形の造成ということで、斜面地を利用したそういう家屋の住宅の建て方を考えていただ

くということで分譲したというふうに聞いております。その問題について村の内部でもい

ろいろ議論はさせていただきました。ただ、先ほど村長が申しましたように、既に購入し

た方たちの条件の問題、そして村としては村民の定住促進と扇浦の充実という２つの目的

に沿って分譲をやっていく以上、今この段階で第12区画、第13区画について大きな条件変
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更あるいは地形の改変等はまだその段階ではないというふうに私のほうでは判断しており

ます。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） では、担当課長はいつがその一番いいタイミングだと思っているのか。

今がそうではないということなら、いつがタイミングとして考えているのか。 

○議長（佐々木幸美君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 今はその段階ではないというのはちょっと言葉のあやになりまし

たが、私内部でいろいろ検討している中では、第12、第13区画につきましても現在の条件

のまま分譲はするということで考えております。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） ということは、私が質問した軽減策も含めて、上辺は検討しているけ

れども、あれで本当に売れると思っているのか、村では。私はそれを聞きたい。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 杉田議員は、売る売らないという観点から、売れる売れないという観

点からこの分譲地をずっとこのところ議論されております。私は杉田議員との議論の中で、

当時私も議員でございましたが、この分譲地に至る経緯は特別委員会の中で随分議論をし

ました、ですよね。それで、その当時から議会の中でもいろいろな意見がありました。し

かしながら、当時の村の計画、自然景観にのっとったあの傾斜地を利用する分譲というこ

とでスタートをしました。これは基本的にこのことを変えるということになりますと、こ

れは当時の計画をがらっと変えるということにもなりますので、私はできるだけまずそう

いうことをせずに、今あるところで可能な限り売れるところを売っていくような、それか

らこのことは仮に土地の代金を動かすというようなことになりますと資産価値そのものに

も影響してまいりますので、そういう意味でも既購入者の皆様の思いというのを私は受け

とめていかなきゃいけないと思っているんです。 

  ですから、端的にあの斜面地があのままで売れると思うかと言われると、決して我々もそ

のままで売れると思っているわけではございません。庁内でもそういう議論が出ておりま

す。これは正直なところでございます。しかしながら、今払える努力を払って何とか２次

募集の成果を上げて、それでもなおかつということになったときに条件を、売り値の条件

は変えずとも何とか手を加えてやる方法がないのかというような検討の時間、時期が来る

のではないかというふうには思っております。 
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○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 私は既得権者のことを言うのであれば、あそこに空き区画があること

自体、既に購入した人に対して私は失礼だと思います。そして、既に購入された方のこと

を考えてと言っていますけれども、現実的にその既に購入した方と何回会合を持っている

んですか、村は。 

○議長（佐々木幸美君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 正式な形では１回、全体の会合は１回ということですが、そのほ

か個別にいろいろ意見は聴取させていただいております。今回の第２回募集、いろいろ条

件を変えましての第２回募集に当たりましても、その内容について個別に意見はお伺いし

ております。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） もう一つ聞きますけれども、来年の６月以降、２次募集かけると。先

ほど村長の答弁にもありましたけれども、条件は変えずに売り出すと。なぜ条件を変えな

いんですか。私、先ほど村長にこの６区画の販売予約を受けてどうですかと聞いたら、結

果的に私はいい方向に進めると言っていましたけれども、村長は。しかし、売れ残った６

区画は、いろいろな私が今言った話の中にもありますように、手を加えないと売れないよ

うなところも私はあると思っています。それを同条件でまた６月以降も売り出すとなれば、

私は売れることはあり得ないと思うけれども、なぜ条件を変えないで２次募集も売るのか

よく説明してください。 

○議長（佐々木幸美君） 財政課長、今野君。 

○財政課長（今野 満君） 土地を買い、住宅をつくるというのは、人生における一大事業と

よく例えられます。それだけ、特に小笠原村においては非常に大きな事業になりますし、

大きなお金もかかります。当然それに対する慎重なご検討が必要だというふうには考えて

います。そういうこともありまして、今回第２回の募集、条件を変えての新たな募集につ

いて第１次募集と第２次募集、同じ条件での募集を２回に分けて行います。それは、時間

をかけて検討する、そういうことが買われたいというご希望のある方については必要だろ

うということと、やはり公平性を期して、早い者勝ちではなくて１次と２次という形に区

切ることによってその間に申し込みをし、複数の方の申し込みがあれば抽選をするという

ような形で、なるべく公平な機会を持っていただければという形で第１次と第２次は考え

てございます。 
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○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 担当課長の言っていることはよく理解できないけれども、そうだね、

何て言えばいいのかちょっと考えさせて。今は明るい話ばかりだからこんがらがってきち

ゃったよ。でも、いずれにしろ、この分譲地自体は、なぜ分譲地を売ろう、それは定住促

進が主な部分だと、そしてそれによって税収が安定してくるだろうという部分だと思いま

す。だから、私は同条件で、例えば今回のは６区画予約が入ったけれども、村が新しく出

した販売条項、賃貸とか。でも現実的に賃貸で売れたのは１つで、あとはやはり買い取り

だと。そうすると、村がせっかくいい方向で考えた販売方法もやはり余り賛同を得ない方

法だと言わざるを得ない、言い方ちょっと悪いかもわからないけれども私はそう思うし、

プラス、６区画のうち３区画は競争者が、申し込みがいっぱいいて抽選になったと。それ

以外はすんなりと決まったと。それは、ひもとけば更地で何もないところがやはり優先的

に売れたんですよ。もう一つ言わせてもらえれば、なぜ６区画売れたか。村が大々的に第

２次募集しますよとあそこに看板を出す、村民だよりに出す、現場説明会をやった、だか

ら扇浦分譲地の認知度が上がったからですよ、私はそう思っています。 

  だから、私はもっと本当に販売を、本当に売る気があるのならばもっと知恵を出してくだ

さいよというふうに思っているのと、既購入者との兼ね合いが云々言うならば、もっと会

合の場を持って本当に買った人が何を求めているのか。私はあそこが埋まることがみんな

それなりに一番いいことだと思っているのと、村長もまだ販売的にはもうちょっと時間か

けて村も対応したいと。しかし、最後は、この前南アルプス市へ行きまして、分譲地、私

も無理ではないけれども見させていただきましたよ。そして、今の市長がどういう決断を

したか。半分売れ残ったところをほぼ販売価格を半分にしました。そして私は、既購入者

は誰も反対意見はなかったんですかと、誰もありませんと。市の職員も買っている人もい

るんだろうけれども、それでもやはり定住促進を図る最初の眼目から言ったらあの扇浦は

ある時期が来たらやはり英断を下すときが来るんですよ。それがやはり村長の一つの仕事

だと思っているし、村長も多分そう考えていると思いますけれども、最後に村長、私が今

言ったことに関してどうですか。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 私も杉田議員もこの事業の始めたときの当時の村の状況というのを承

知ですよね。私は杉田議員からこの質問をされるたびにちょっと苦しい答弁になりますと

いうことを申し上げてきたと思いますが、そして私も杉田議員をはじめとして議員諸氏が
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今回の南アルプス市の10周年に訪れた際に分譲地を視察したということは伺っております。

私が議員時代にあの分譲地を見たのは櫛形町のときでございました。そして、10周年の中

で現市長とも、それから石川市長とも２代目の今沢市長ともいろいろな意見交換をさせて

いただいております。大変なご英断で今の市長が売買価格を下げたということをやられた。

先ほど私の答弁がちょっと足りなかったのかもしれませんが、私はひとつ社会状況が変わ

ったことによって今回の６区画の購入意欲につながったんだろうという分析もしておりま

す。 

  そういうことから、まずは残りの６区画も今の形で売る努力をする。しかしながら、杉田

議員が言いましたように、あの斜面地については今のままで、かつてこの事業を始めたと

きのように住宅を建てる方がいるかといったら私も疑義は持っておりますという答弁をさ

せていただきました。ですから、順番というか、そういう手続を踏みまして２次募集の残

りをまず売る努力をさせていただいて、それでもなおかつ足りないところがあればいろい

ろその先の売り方について検討をしてまいりたいと、こう答弁をさせていただいたつもり

だったのですが、少し言葉が足りなかったのかもしれません。そのような気持ちでおりま

すので、ぜひお知恵を拝借できればと思う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） 扇浦分譲地に関しては議会も当然関与していますから終着駅は同じだ

と思います。私が議会で何回も質問する、それは村長の趣旨に沿って話しているからです

よ。なぜかといったら、村長はいつも執行部と議会は車の両輪だよと。意見の相違から始

まって議論しながらいい方向に進めていく、そのために私は課長にも言っているんだよ。

そこを課長、自分の都合の悪いときは見解の相違なんて言うけれども、見解の相違をなく

すために議論しているんだよ。その辺をちゃんと理解しておいてもらって、この扇浦に関

しては、今、村長答弁があったので今後の迅速な対応を、３年もかけないでやってくださ

い。それはお願いしておきます。 

  次に、兄島の外来種対策、ちょっと力が抜けてきちゃったな。 

  先ほど専門委員の説明、答弁がありましたけれども、やはり行政間の流れがうまくいかな

いといろいろな部分で問題が出てくると、特に今回のような緊急的な部分に関しては予算

をどうしようということで大分遅れが出たと。現実的に今回の緊急的な予算は東京都と国、

どうやってない予算から出したんですか。それを聞いても問題ないのかな。 

○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） 今回の経費をどのように出したかというのは、先ほど答

弁をいたしましたように、東京都側にも外来種対策経費というのはほかの外来種対策経費

が計上されております。それからまた林野庁にも計上されておりますし、環境省のほうに

も外来種対策経費が計上されております。その中で、平成25年度に本来やるべき外来種対

策を差しとめて、名目を変えて東京都及び林野庁、環境省それぞれが今回の兄島に対応し

てきたところです。そのために、先ほど言ったように、東京都のほうでは一応作業道の整

備というのは、結果的にいわゆる植生回復事業という名目の中で兄島に対応したものです

ので作業道の整備を行うというような形で、平成25年度本来ある予算を名目を変えてそち

らで執行しているのが現状です。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 今回そのアノールの侵入ということで、アノール自体動く動物で、植

物の場合は移動がないからいいですけれども、動くものに関してはやはり緊急的な対応が

必要であると。そういう観点からいくと、自然遺産になった屋久島そして知床、ここは財

団をつくっていろいろやっているみたいですけれども、当然知床もヒグマがいたり、動く

もの、鹿もいたし、それは屋久島でも同じですけれども、やはり緊急的に増えて何とかし

ないといけないと。知床で一番多分増えたのは鹿をどう対応するかという部分だと思うん

ですけれども、そういう先進の世界遺産の地区ではどういう取り組みで、どう対応してい

るか、わかったら教えてください。 

○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） 今現在、私どものほうの科学委員会の中にも今回の場合

の対応、初動対応の遅れということの危機感というのは感じている委員の方もいらっしゃ

いますので、その席で、実際上、知床財団、屋久島財団のような管理的な組織がこの小笠

原にも必要ではないのかというようなご意見を言われている委員の方もいらっしゃいます。 

  実際上、今、議員の言われたように、知床で登録後ヒグマと観光客の遭遇とか、屋久島に

おいては観光客が増加したための千年杉の踏み圧による障害とか、それが結果的に登録後

に予算化されていない事項として、とにかく早急に取り組まないと千年杉が枯れてしまう

とか、ヒグマによる観光客のけがが出るのではないかというさまざまな問題というのは当

然出てきております。 

  その中で、当初行政的に予算対応できない部分につきまして、屋久島は屋久島財団が当面

対応する、もちろんこれは観光客が増えてトイレがあふれているよとか汚いよ、そういう
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観光的な問題に関しても当初は財団が対応し、その対応をしながら翌年各行政機関、鹿児

島県なり林野庁なりが翌年の予算計上をしながら事業化をしていくと。事業化した段階で

その財団が受託事業として受け取っていくというような対応でしのいできておりますので、

そういう意味では、先ほど冒頭に言ったように、科学委員会のほうでも小笠原にそのよう

な管理組織的なものというのは、やはりそれがないと今回みたいな予算計上されていない

突発事項に関して対応は非常に難しいのではないのかという意見は出ております。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 私もそう考えますけれども、専門委員に改めて伺うけれども、当然村

として世界遺産登録を目指した段階で登録後の管理体制というのは当然考えていると思う。

そういった中で、今回のような突発的な緊急対策が必要となったときにやはり動きが鈍い

と。専門委員として、先ほど言ったように知床財団、財団的なものもありますけれども、

村としてどのような管理組織が考えられるか、専門委員の頭の中にどういう考えがあるか

ちょっとあれば聞かせてください。 

○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） 実際上管理していくのは、最初登壇して説明したように、

現実的には東京都と国でアクションプランのもとに管理をしているということで、今回科

学委員会のほうでも初動対応についてのある程度の組織が必要だという意見は出ておりま

すけれども、基本的に小笠原の世界遺産の維持管理に関しましては、東京都と国のほうで

責任を持って今後管理していくという前提の条件のもとで我々は今までずっと動いており

ましたので、実際財団等があれば今回多分対応はできたと思いますけれども、財団等の構

想案というのは東京都なり国なりその方たちがまず検討していただいて、村として、それ

がなければだめだよというような、対応できないよというような形で村が干渉するべきで

はないと思います。というのは、それに対して村が積極的に対応していくと、結果的には

東京都も国も手を引いて、村が必要性を感じているならば村がつくれというような形にな

った場合、財団で一番問題になるのは基本財産、その部分について村が対応できるかとい

う形になりますので、まずは科学委員会の提言のもと、東京都と国の結論を聞いた後、村

としてどういう対応をしていくのかというところが今後の進め方だと思います。 

○議長（佐々木幸美君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 専門委員も日ごろから小笠原の自然は脆弱であると、すぐ破壊される

ようなそういう要素も含んでいると、そして今回は一番厄介なグリーンアノールというこ
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とで。でも、今現在聞くと鳥山周辺にもプラナリアが出ていると。それは行動が鈍いから

そんなに心配しないでも多分対応策はあるんだろうと思うけれども、現実的にそういう形

で小笠原の自然遺産がもう侵されるような危険性が常にあるという中で、やはり私はその

管理組織体制づくりというのは早急に必要だろうと思います。 

  財団もそれぞれの都道府県、屋久島ですと鹿児島、知床ですと北海道だけれども北海道は

お金がないみたいなので町で対応しているみたいですけれども、屋久島の財団は鹿児島か

ら５億円出ているとかいろいろな形で基本財産がやはりそれなりに世界遺産の重みをわか

っている自治体としてそれなりの支援をする体制だと思います。 

  村長にも改めてお伺いしますけれども、村長があれほど力を入れて世界自然遺産誘致登録

を願った、で、なりましたと、登録されましたと。そして当然村長は登録後の管理体制も

考えていたんだろうけれども、こんなに早く外来種対策対応が出てくるとは多分思ってい

なかったと思います。そして４カ月間、本当に行動に移るまで４カ月もかかってしまった。

そうすると、アノールに例えれば４カ月間じっとしているわけないので、やはり何らかの

被害が広がっているといった中で、やはり私は財団がいいかどうかはわかりませんけれど

も、この管理組織体制づくりというのはやはり喫緊の課題であるとともに、小笠原の自然

遺産を守る上で必要不可欠だと思います。そして、小笠原で恵まれているのは、上部団体

の東京都にお金があるということですね。だから、極端に言ったら、鹿児島が５億円出し

ているなら東京都は10億円とかそういう可能性もあるので、ぜひこれを契機に、今プラナ

リアも出ているということで、今後ともこの管理組織体制づくり、村長としてどう考えて

いるのかちょっと聞かせてください。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） すみません、ちょっと順序を追って答弁をさせてください。 

  まず、兄島のアノールの問題が出たときに、心配していた単年度予算という形の行政の動

きのやはり鈍さ、素早く動けないという体制が露呈をしてしまいました。そこにおいては、

先ほど杉田議員から両輪という言葉も出ましたが、議会の皆さんも決議をしていただき、

議長にも同意していただきまして、外来種対策はまず環境省ということでございますので

環境省、東京都とそれから都議会や国会議員の皆様にも一緒に素早い対応をという陳情要

望活動を同道させていただきました。したがいまして、４カ月というのはそういう意味で

は割合早くいけたのかもしれません。それと、民間団体で早く初期から動いてくださった

方がいたということで、思ったよりは兄島については対応がいけたのかなというところが
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ございます。 

  この外来種対策等々が、外来種対策がまず環境省がリーダーシップをとるということから

環境省と東京都に、今回いい経験を我々したわけですから、まず関係団体のところまです

ぐに行き着けなければ、こういうことが起きたときにフレキシブルに素早く対応できるよ

うお願いをしていくことがまず第１点だと思っております。 

  その上でその先のこと、この管理計画と管理団体につきましては世界遺産登録以前から議

論になっておりまして、その必要性については各機関それぞれ思っているわけですが、具

体的なところになかなかおりていきません。こういうことを経験したことから、科学委員

会の皆さんからもご指摘がございますでしょうし、村としても積極的に国、東京都の関与

を求めながらどういう形がいいのかということの議論をしてまいりたいと、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） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 最後に言っておきますけれども、村長は４カ月、早いという感じ、で

もその４カ月で動き出すまでに裏方は大変な思いをしたところもあるということで、そう

いう意味も含めてぜひこの体制づくりをつくってほしいということですので、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） 私はもっとかかってしまうかなと思っていたものですから、このぐら

いで済んだという意味での早いという認識でございます。議員のおっしゃる意味合いとず

れておりませんので、その辺はご容赦をお願いいたします。 

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

          ◇ 片 股 敬 昌 君 

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。 

○２番（片股敬昌君） ２番、片股敬昌です。 

  今回、４点質問をさせていただきます。 

  １つは、性暴力被害者の支援についてということでございます。大変大きな課題でござい

まして、村の執行部、大変答弁に苦慮されたと思いますけれども、よろしくお願いいたし

ます。２点目は、施設入居者への支援についてでございます。３点目は、小笠原郷土検定

についての質問でございます。４点目が、聴覚障害のある観光客の課題と対応についてお

伺いします。 
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  まず最初の１番目でございますが、この性暴力被害者の支援について取り上げましたのは、

実際にこういう問題がこの小笠原であったのかどうかということについては私個人承知を

しておりませんが、統計的に見ていきますとこういうような犯罪がいつどこで起きてもお

かしくない、そういうことから一般的な問題として取り上げてみたところでございます。 

  これらの被害者の支援には、警察だけではなく行政機関や医療機関の理解と支援が必要に

なっております。性犯罪被害者はなかなか人に言えず一人苦しんでいるケースがほとんど

であります。その理由として、恥ずかしくて誰にも言えない、そのことについて思い出し

たくないなどといろいろございますが、一番の問題はどこに相談したらよいのかわからな

い点にあります。警察に相談しても、男性警察官が対応するときに被害者が証言にちゅう

ちょしてしまうことが多く、また話すことで二重のつらい体験をすることにもなります。

声を上げられない被害者に行政、医療はどう向き合うべきなのか、何ができるのかについ

てお伺いをいたします。 

  次に、施設入居者への支援についてでございます。 

  先ほど医療課長のほうから最近１人亡くなられたということの話がございました。私も伺

っておりまして、名前が出ておりませんでしたので控えさせていただきますが、この場を

かりましてご冥福お祈りしたいと思います。 

  全国的な傾向といたしまして、お年寄りを施設に預けると親族がなかなかお見舞いに行か

ない、あるいは顔を出さなくなってしまうことが伝えられております。交通の便が悪く、

遠くに入居されている方々には行きたくてもなかなか行けない、そういう事情もございま

す。テレビ電話などを使った何らかの家族交流支援ができないか、その点についてお尋ね

をいたします。 

  次に、小笠原郷土検定についての質問でございます。 

  私議員になりまして二度ほど小笠原の成人式に出席をさせていただきまして、子供たちの

発言から、ご両親をはじめ我々も感銘を受けているところでありますが、特に私が印象に

残っておりますことは、短期間しかこの島に滞在しなかったにもかかわらず、成人式はこ

こ小笠原でやりたいとはるばる内地から子供たちが帰ってきていることであります。そこ

には教職員との思い出や村民との触れ合い等がありましょうが、何よりも小笠原に対する

郷土愛が子供たちにあるからだと思っております。小笠原で育つ子供たちがこれからも郷

土愛を持つためには、小笠原に対する正しい知識と理解が必要と考えます。セーボレー家

をはじめ小花作助、ジョン万次郎など小笠原とつながりがある人々をはじめ、硫黄島に関
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すること等、ここ小笠原は学ぶことが大変多いところであります。教育委員会が中心とな

りまして、歴史や人物、生活、産業など各分野で子供たちの理解の習得が進むよう小笠原

郷土検定を計画されてはどうかという提案でございます。よろしくご答弁ください。 

  次に、４点目でございますが、聴覚障害のある観光客の課題と対応についてでございます。 

  以前私が勤めておりましたときに、毎年耳の聞こえない方が来島されておりました。何か

しら声をかけたいと思いつつも何もできないで、ただ買い物を済まされて帰っていく、そ

ういう場面に何度か出くわしまして、何とかしてあげたいと思いつつもできないでいるふ

がいなさを常に感じていたところでございます。 

  そこで、この聴覚障害のある方が観光で来島された際の課題と、その課題があるとすれば

どのような対応ができるのかにつきましてお伺いします。 

  以上４点、よろしくご答弁ください。 

○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。 

  初めに、性暴力被害者への支援ということで、一般論としてのご質問がございました。 

  犯罪ということでございますと対応は警察ということになります。警視庁では、電話の相

談を含む相談窓口を設け、犯罪被害によるさまざまな精神的な負担を負った犯罪被害者や

その家族に対し、その精神的負担の軽減や精神的被害の早期回復を図るため、利用できる

支援制度、宿泊施設の提供やカウンセリング、協力医療機関等々を整備しているところだ

というふうに伺っております。 

  一般論ということではございましたが、仮に当村にそのようなことを当てはめた場合、婦

人警官等々の配置ということがなされておりませんので、いろいろな形の中で今後警察の

方ともご相談をしてまいりたいと、このように思っているところでございます。 

  また、行政、医療のかかわり等々につきましては、ケース・バイ・ケースといいますか、

その時々に生じた必要な支援、協力を行っていくことが肝要なんだろうというふうに思っ

ているところでございます。 

  手話実践者への支援というご質問がございました。 

  聴覚障害の方が来島されたときの課題や対応についてでございますが、どのような障害を

お持ちの方にもこの小笠原の自然を満喫し、そして村民のおもてなしを感じてお帰りいた

だきたいという思いがまずございます。障害の内容や程度によって課題も対応すべき内容

も異なるとは思っていますが、まずはそのような思いを事業者も一般の村民も持っていた
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だくことが大事なんだろうと思っているところでございます。 

  ご質問の聴覚障害のある方への具体的な課題と対応については担当課長より答弁をさせま

すので、よろしくお願いを申し上げます。 

  また、施設入居者への支援について、そして小笠原郷土検定、それぞれ担当課長が答弁を

いたしますので、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） 施設に入所されている高齢者、またそのご家族の交流支援と

いうご質問に答弁をさせていただきます。 

  島外の施設に入所されている高齢者でございますけれども、現在、八丈町の特別養護老人

ホームに５名の方が入所されています。このうち１名の方を除きまして、皆さんご家族が

小笠原のほうにお住まいになっています。特にその方、ご家族と入所者の方、そういった

方々が疎遠になっているという状況ではないと認識をしているところでございます。ご家

族の方々は、東京に上京する際あるいは年１回の八丈寄港便を利用されて施設のほうに行

かれて面会をされているところでございます。また、福祉係の職員が内地に出張の際は、

時間が許す限り施設へ赴きまして入所者の情報を得る機会を持つように心がけております。

さらに、施設の相談員から入所者の情報など随時ご家族との連絡もとり合っているという

のが現状でございます。八丈の特別養護老人ホームに入所されている高齢者はご家族と遠

く離れてはおりますけれども、八丈島の環境になれ、またホームの皆様とも溶け込んで穏

やかに暮らされているようでございます。 

  現在、テレビ電話などを使っての家族交流支援を行うという予定はございませんけれども、

ご家族から入所されている高齢者につきましてご相談があった場合などは個々に対応させ

ていただきたいと、このように考えております。 

○議長（佐々木幸美君） 教育課長、牛島君。 

○教育課長（牛島康博君） 片股議員のご質問に答弁させていただきます。 

  教育委員会では、小笠原に対する正しい知識と理解を深めるため、以前から小学校では

「わたしたちの小笠原」、中学校では「ひらけゆく小笠原」という社会科副読本を作成し

まして地域学習を進めてまいりました。この取り組みは、子供たちの小笠原への理解を深

め、島民としての自覚と郷土愛を育む大きな成果につながっております。現在も地域の特

性を生かした教育を教育目標に掲げ、各学校が子供たちの発達段階に応じて、世界遺産と

なった小笠原村の持つ豊かな自然と特異な歴史、伝統文化を積極的に教材として取り入れ
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ながら継続されています。 

  村内の小・中学校では、総合的な学習の時間において、小笠原の自然や歴史、文化などさ

まざまな分野で活躍している地域人材を活用いたしまして、自然や歴史、自然―アオウミ

ガメとか植物、イルカ、クジラ、歴史社会―これは硫黄島訪島事業とか世界自然遺産です。

伝統文化―こちらは南洋踊り、太鼓、タコノ葉細工など、ほかに職場体験なども学習して

おりまして、２学期、３学期には児童・生徒や教職員だけでなく地域の方に向けて１年間

の学習の経過や成果を発表しております。このように、小・中学校の総合的な学習の時間

を通じて子供たちは郷土愛を持つために正しい知識と理解を深めております。 

  子供たち自身が自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考えたことを地域の方たちに発表して

いることが、片股議員のご質問にある小笠原の歴史、人物、生活、産業等の各分野での理

解の習得はできていると考えております。 

○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） 片股議員の聴覚障害のある観光客の課題と対応についてのご

質問に答弁させていただきます。 

  村内には手話サークルというボランティア団体があり、手話の普及とともに聴覚障害のあ

る方が来島されたときに相談に乗るなどの対応をしていらっしゃることから、現状におけ

る課題をお聞きし、どのような対応が必要かをお話を伺いました。 

  課題としましては、聴覚障害による情報不足とコミュニケーション不足を挙げられました。

この数年、年間10組程度の方々に対応されているとのことでした。その中でお聞きした事

例としまして、おがさわら丸の船内放送を聞き取ることができないために港への到着が遅

れることを知らずに下船口に並んでしまったという方がいらっしゃったそうです。このよ

うなことは島内での活動においてもさまざまな場面で想定されることです。また、数年前

に観光協会の照会を受けてツアー予約をしようとしたが、事業者側は安全管理に不安があ

ることから予約受付をしてもらえなかったことがあったそうです。これは事業者側に聴覚

障害のある方を受ける意思があるかについて事前に把握されていれば、予約を断られるよ

うなことにはならなかったのではないかと思います。誰もが手話を習得していれば情報不

足やコミュニケーション不足が多少なりとも解消できますが、船内や村内に満遍なく情報

を提供しようとするとそれだけでは十分ではありません。 

  手話サークルの方とお話しした際に、困ったときにはお声をかけていただければ協力はす

るが、全てに対応できるとは限らないとのことでもありました。また、手話を覚えたいと
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いう方がいらっしゃれば、定期的に集まっているのでいつでも参加していただきたいとい

うことでもありました。一方で、情報不足やコミュニケーション不足への対応として、お

がさわら丸船内に電光掲示板のような放送内容が視認できるものがあればとか、筆談用の

道具や用紙を各事業者が用意してもらえたらというようなお話もいただきました。 

  村としましては、おがさわら丸船内の情報掲示板のようなものが設置できないか海運会社

に要望してみたいと思います。このことは、放送を聞き逃した一般の方にも有効な伝達方

法であると思います。また、先ほど観光協会の事例を申し上げましたが、現在は観光協会

では聴覚障害や視覚障害のある方の対応が可能な事業者について毎年確認し、問い合わせ

があれば情報提供しているということでありました。さらに、数年前、筆談道具の寄附を

受け、各宿に配布した実績もあるとのことであり、さらなる対応ができるかを今後相談し

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） 片股敬昌君。 

○２番（片股敬昌君） ありがとうございました。 

  性暴力被害者への支援についての答弁をいただきました。私がちょうど20代のころに、皆

さん知っている方もいるかもしれません、落合恵子さんという方がいるんです。ラジオ番

組で「こんばんは、落合恵子です」というのをやっていました。彼女が一冊の本を書いて

いまして、それはこの性犯罪にまつわる本なんですが、その被害実態の大変さといいます

か、この裁判過程の被害者のつらさというものをずっとつづってあるわけですが、世の中

にこの問題の深刻さということを一石を投じていたわけです。あれから40年ですね。今、

小林美佳さんという若い女性が実は私も被害を受けたということで、実名を挙げて世の中

にご自分のつらい体験をつづりながらこの問題に対して考えてほしいということで世の中

に投げかけているわけでございます。 

  さて、村の答弁でございますが、犯罪であるからまず警察へ行って相談を受けるべきでは

ないかということでございました。本当に大きな課題でありまして、村としてできること、

これには限界があるということは感じておりますが、問題なのは、質問の中でも言いまし

たように、警察に行きたくても行けないという被害者が圧倒的に多いという実情でござい

ます。例えば村に誰かが相談に来られまして、これは犯罪だから警察に行ってくださいと

言われましても、恐らく被害者は警察に行かないと思うんですね。そのまま帰ってしまう

のではないかというように危惧しております。 
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  法務総合研究所というところが平成20年に行った被害実態調査結果というものがあります。

これによりますと、過去５年間で被害を届け出た比率は13％というんですね。ですから、

87％という多くの人が実際被害届を出せないという状態にあるわけです。このように、届

け出をためらう被害者に対しての支援がどこにもないということがこの大きな問題点だと

思っております。 

  先ほど村長から、女性職員の派遣についての要請をしていくという答弁をいただきました。

実際問題、警察において事情聴取される場合、この小笠原におきましては女性職員はおり

ませんので男性職員が聴取に当たるわけですが、その調書の中では事細かに聞かれるわけ

ですね。それについては被害者も十分に話せないというところが必ず出てまいります。そ

ういうことから、医療機関での受診での付き添いをはじめとしまして、女性としての心理

カウンセラー、療法士、こういった資格を持った女性職員の支援要員がまず今求められて

いる、それが今の小笠原の現状ではないかと思っております。そうすることで、そうした

女性職員が派遣されることによって初めて被害者も少しは心を開いて話もすることができ

るのではないかと思っているところでございます。ぜひともこの問題を執行部として強く

女性職員の派遣につきまして要請をお願いしたいと思います。 

  次に、施設入居者への支援について答弁いただきました。これは全国的な老人ホームでの

問題ということでございますが、これらの施設がややもしますと、うば捨て山という状態

になっている。そのことは皆さんもご存じかと思います。したがって、ある施設では、施

設使用料を振り込みにしないで毎月窓口での現金支払いとして親族が必ず入居者と面会す

ることを義務づけているところもございます。 

  太陽の郷におきましては、親族の方々、日課のようにして毎日訪問をしておりまして、家

族のきずなといいますか、この強さを実感しているところでございます。また、当村にお

きましては八丈島のホームに入居されている方々がございます。こうした方々におきまし

ては、行きたくても簡単に行けないというところでございます。先ほどの答弁にありまし

たように、職員が内地へ行かれたときにしばしば訪問されているということでございます。

それによって当村親族との橋渡しがされているということでありますので、大変心強く思

っているところでございます。引き続き、遠方にあるため頻繁に行くことができない親族

の方々との支援を継続されるようお願いしたいと思います。 

  先ほど稲垣議員の質問の中の答弁として、村井副参事のほうからも答弁がありました。島

の現状をよく分析しましてサービス体制のあり方を検討していくということでございまし
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たので、よろしくお願いいたします。 

  次に、小笠原の郷土検定についての質問でございます。 

  また郷土検定、ふるさと検定とも言われておりますけれども、これは点数をつけてある評

価をつけるということではなくて、あくまでも郷土愛を育てるということにございます。

国の教育指針にも国を愛する心を育てるということがうたわれております。国を愛するた

めにはまずふるさと、郷土を愛する心が必要であります。それなくして国を愛する心は育

たないと思っております。教育課長の答弁から、小・中学校の総合的な学習時間を通して

郷土愛を育むためのさまざまな取り組みがされてきたことは大変評価をしているところで

あります。それが成人式の子供たちのメッセージにあらわれているのだと思います。 

  将来的にはこれを一般村民、大人にも広げた形での検定ということは考えられないか、そ

の点につきましてもう一度伺いたいと思います。 

○議長（佐々木幸美君） 教育課長、牛島君。 

○教育課長（牛島康博君） 大人の方にも広げた形というところで小笠原に対する知識と理解

の習得に関することですが、現在、小笠原ビジターセンターにおいて、不定期ではござい

ますけれども村民向けに首都大学東京とか村内の各種団体によりまして小笠原の自然、歴

史、文化などを題材とした講演会が実施されておりまして、そちらについては参加者も多

く盛況であると伺っております。 

  先ほど片股議員からもお話ありましたように、日本各地で地域に関する文化や歴史などの

知識をはかる手段として、商工会議所とか観光関係の団体、民間団体などによってご当地

検定が実施されている事例もございます。ちょっとこれらを参考にしながら、どのような

支援、協力ができるか検討してまいりたいと思っております。 

○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した。 

  検定というと何か難しい印象を受けますけれども、もっと気楽に構えたらいいと思うんで

すね。一般村民が内地へ行きましたときに、小笠原ってどういうところなのかと聞かれた

ときに、こんなにすばらしいいいところなんだよというふうにアピールできれば結構です

し、またガイドさんたちは今それぞれに切磋琢磨しながら日ごろからどのような観光ガイ

ドがいいのか努力されているとは思うんですけれども、そうした方々の一助となればお客

様、観光客の満足度アップにつながるのではないかと思っております。ぜひ今後とも検討

されるようお願いしたいと思います。 
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  聴覚障害のある観光客への対応につきまして先ほど答弁いただきました。ちょっと通告し

ておりませんでした。村長にちょっと質問をいたします。 

  今から私が手話をしますので、どういう意味かちょっと答えていただきたい。どういう意

味かわかりましたか。 

○議長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 申しわけありません、わかりません。想像するのにどうでしょう、一

緒に仲よくみたいなことだったのでございましょうか。 

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。 

○２番（片股敬昌君） この指は人間だと思っていただいて、指が２つありますね。向かい合

ってこうやるわけですね。副村長、どういう意味だと思いますか。 

○議長（佐々木幸美君） 副村長、石田君。 

○副村長（石田和彦君） まことに申しわけありません。私も手話の勉強していないのでよく

わかりませんけれども、仲よくするというか、ご挨拶をするというか、そういうようなこ

とではないかと想像されます。 

○議長（佐々木幸美君） 片股敬昌君。 

○２番（片股敬昌君） 今おっしゃるとおりですね、ご挨拶です。「こんにちは」ということ

なんですね。皆さんも村で、まちで恐らくいろいろな方と出会うと思うんです。まずこれ

が最初のきっかけだと思うんです。その後の会話は紙で筆談なりできますので、ぜひ皆さ

ん心がけていただきたいと思います。 

  また、目の見えない障害者の方も見えますね。潮騒といいますか、それぞれの海の潮の満

ち引きというのは皆所によって違うそうですが、あの潮の音を聞いていますと心が癒やさ

れるということを聞いております。いろいろな方がこの村に訪れると思います。村として

できる限りの支援をよろしくお願いしたいと思います。 

  これで質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（佐々木幸美君） 以上をもちまして一般質問は終了いたしました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（佐々木幸美君） お諮りします。 

  本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 
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○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、12月５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３時３６分） 
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平 成 ２ ５ 年 第 ４ 回 小 笠 原 村 議 会 定 例 会 会 議 録  

 

議 事 日 程 （第２号） 

                     平成２５年１２月５日（木曜日）午後２時開議 

 

第 １ 議案第５７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 ２ 議案第５８号 小笠原村国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案） 

第 ３ 議案第５９号 平成２５年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）（案） 

第 ４ 議案第６０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３号）（案） 

第 ５ 議案第６１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３号）（案） 

第 ６ 議案第６２号 平成２５年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第２号）（案） 

第 ７ 議案第６３号 東京都市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の 

           数の増加及び東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更に 

           ついて（案） 

第 ８ 認定第 １号 平成２４年度小笠原村一般会計歳入歳出決算の認定について（案） 

第 ９ 認定第 ２号 平成２４年度小笠原村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ 

いて（案） 

第１０ 認定第 ３号 平成２４年度小笠原村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

いて（案） 

第１１ 認定第 ４号 平成２４年度小笠原村宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

           いて（案） 

第１２ 認定第 ５号 平成２４年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計歳入歳出決 

           算の認定について（案） 
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           て（案） 
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           て（案） 

第１６ 認定第 ９号 平成２４年度小笠原村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に 
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           ついて（案） 

第１７ 発議第 ４号 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の撤廃と法人住民税の一部国 

           税化に断固反対する意見書（案） 

第１８ 発議第 ５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） 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。 

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

◎議案第５７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57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57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12月３日。小笠原村長、森下一男。 

  医師、歯科医師の定年年齢について国家公務員に準拠した規定を定め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） ご説明いたします。 

  ２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条に次のただし書きを加える。 

  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65年と

する。 

  附則。 
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  （施行期日） 

  この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

  次の３ページに新旧対照表が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。 

（挙手する者なし） 

○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57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５８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58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58号 小笠原村国民健康保険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12月３日。小笠原村長、森下一男。 

  地方税法等の改正により延滞金の割合の見直しが行われ、小笠原村国民健康保険税条例の

該当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。 
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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） ５ページをお開きください。 

  小笠原村国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）。 

  小笠原村国民健康保険税条例（昭和43年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  第26条中「年14.6パーセント」を「各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法

第93条第２項の規定により告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。

以下この条において同じ。）に年7.3パーセント」に、「年7.3パーセント」を「特例基準

割合に年１パーセント加算」に改める。 

  附則。 

  （施行期日） 

  第１条 この条例は、平成26年１月１日から施行する。 

  （適用区分） 

第２条 改正後の小笠原村国民健康保険税条例の規定は、平成26年１月１日以降の期間

に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例

による。 

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。 

（挙手する者なし） 

○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58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５９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59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59号 平成25年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成25年12月３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９ページをご覧ください。 

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２億4,236万6,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ46億6,211万8,000円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

  第２条 地方自治法第230条第１項の規定による地方債の補正は、「第２表 地方債補

正」による。 

  平成25年12月３日。小笠原村長、森下一男。 

  次ページ、10ページに款項の区分ごとの歳入予算が計上してございます。 

その次、11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。 

  12ページをご覧ください。 

  「第２表 地方債補正」でございます。 

  起債の目的、集会施設整備債を補正前の起債限度額３億3,360万円でございましたが、こ
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れを補正後０円ということで、起債の取りやめをするという補正でございます。 

  詳しい内容につきましては、Ａ３判のこの予算説明書のほうで説明をいたしますので、予

算説明書をお開きください。 

  予算説明書２ページでございますが、左側に歳入、右側に歳出という形で総括として記載

してございます。 

内容につきましては、以降のページから説明をいたします。 

  ３ページをお開きください。 

  歳入の事項別明細書でございます。 

  国庫支出金、国庫補助金、総務費国庫補助金につきましては、地域活性化交付金というこ

とで、地域の元気臨時交付金３億6,624万6,000円を計上しております。 

  次に、国庫委託金、民生費国庫委託金でございますが、厚生労働省からの遺骨収容費の経

費、委託料でございますが、こちらがマイナス733万1,000円の減額となっております。 

  次に、都支出金、都補助金、総務費都補助金、市町村総合交付金につきましては、2,320

万7,000円の増額を計上しております。 

  次に、民生費都補助金、老人福祉費でございますが、高齢社会対策区市町村包括事業補助

金の増額分として６万2,000円を計上しております。 

  次に、衛生費都補助金、母子衛生費でございますが、新規の項目としまして、児童虐待防

止対策強化事業補助金31万1,000円を計上しております。 

  次に、水産業費でございますが、新規の項目といたしまして、島しょ漁業振興施設整備事

業補助金としまして、357万2,000円を計上させていただいております。 

  次に、土木費都補助金でございます。道路整備費、実績の減ということでございまして、

市町村土木補助金減額分としまして、マイナス171万4,000円を計上しております。 

  次に、繰入金でございます。 

  基金繰入金、減債基金繰入金としまして１億9,161万3,000円を計上しております。こちら

につきましては、歳出予算のほうにて、村債の繰り上げ償還の財源として活用いたします。 

  次に村債でございます。 

  村債、総務債でございますが、集会施設整備債、こちらは奥村の交流センター兼避難施設

の建設に要する村債でございますが、こちらを全額カットいたしまして、地域の元気臨時

交付金の充当をするということで、歳入のほうの補正をしてございます。マイナス３億

3,360万円の減額でございます。 
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  歳入合計、既定額44億1,975万2,000円、補正額２億4,236万6,000円、計46億6,211万8,000

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。 

  歳出予算でございます。 

  まず、総務費、総務管理費、一般管理費でございますが、硫黄島の関連事業費としまして

２つの項目、遺骨収容事業の経費、こちらが今年度期間等も短くなったりした関係で、必

要な経費について減額が生じております。マイナス363万1,000円。それと、硫黄島平和祈

念会館の管理経費でございますが、重機、車両等の管理経費につきまして125万2,000円の

減額となっております。 

あわせまして、委託料マイナス488万3,000円の減額を計上しております。 

  次に、支所費でございます。財源更正といたしまして、地域の元気臨時交付金を充当させ

ていただいております。 

  次に、防災諸費でございます。こちらも財源更正ということで、地域の元気臨時交付金と

市町村総合交付金を充当させていただいております。 

あわせまして、村債につきましては、集会施設整備債をマイナス３億3,360万円の減額と

いうことで、村債の起債を取りやめにしております。 

  次に、民生費でございます。社会福祉費、社会福祉総務費でございますが、その他社会福

祉事業費増額分ということで、新規の項目としましては、急患搬送の付き添い者の方が新

しい島しょ会館に宿泊する際の宿泊支援の経費を計上しております。また、村独自の制度

としまして、父島母島間、高齢者の方が船にお乗りになる場合のゴールドパス、こちらの

実績が多くなりまして、この負担金の増額をしております。 

  次に、地域福祉センター管理費でございます。地域福祉センターの管理運営事業費の増額

分でございますが、主に光熱水費ということで、電気料金の部分がかなり増額をしてござ

います。そのほかに必要な修繕等の経費、備品等の経費で、合わせまして181万5,000円の

計上をしております。 

  次に、国民健康保険費でございます。こちらは国民健康保険特別会計の繰出金増額分

3,011万円を計上しております。 

  次に、児童福祉費でございます。保育所費としまして、父島保育園の光熱水費等の増額分、

こちらも主に電気料金になりますが、増額分として23万円の増額をしております。 
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  次に、衛生費でございます。保健衛生費、母子衛生費でございますが、母子衛生事業費の

関係で、育児支援事業費の増額分としまして、先ほど歳入のほうで児童虐待防止対策の補

助金が入るということを説明いたしましたが、その財源を活用いたしまして、育児支援事

業の備品等、用品等の購入に充てております。こちらが合計で31万2,000円の増額になりま

す。 

  次に、診療所運営費でございます。診療所運営費につきましては、やはり光熱水費の増額

分、やはり特に電気料金の増額分ということがございます。それと、庁舎等の管理経費と

しまして、父島の医師住宅Ｂ棟の雨漏り改修の経費を計上しております。また、全般的な

運営事業費としまして、母島診療所の運営事業費の増額分として、医療機材の新規の購入

の部分を計上させていただいております。このうち、生化学自動分析装置につきましては、

現在のものが故障したことによる更新でございます。 

  次に、清掃費でございます。塵芥処理費としまして、父島クリーンセンターの運営管理事

業費433万9,000円の増額。そして、資源有害物リサイクル事業費実績増による増額分219万

7,000円を増額しております。 

あわせまして、塵芥処理費で653万6,000円の増額ということになります。 

  次に、下水道費でございます。下水道費につきましては、下水道事業特別会計の繰出金

395万4,000円を増額しております。こちらにつきましては、地域の元気臨時交付金の充当

による繰出金の増額が主なものでございます。 

  次に、農林水産業費でございます。水産業費、水産業振興費でございますが、水産振興の

助成事業費としまして、新規に島しょ漁業振興施設整備事業費416万8,000円を計上してお

ります。また、水産施設管理費としまして、海洋センターの取水ポンプが故障したことに

よりまして、補修、仮設ということになりますが、60万5,000円の計上をしております。 

  次に、土木費でございます。道路橋りょう費、道路整備費でございますが、こちらは振興

開発事業ではない市町村土木補助、東京都の補助をいただく事業でございますが、道路整

備改良事業の減額がございまして、マイナス658万4,000円の減額となっております。 

  次に、河川費でございます。６ページをお開きください。 

  河川維持管理事業費増額分として46万6,000円、実績増による増額を計上させていただい

ております。 

  次に、公園費、公園管理費でございます。硫黄島平和祈念墓地公園の管理経費の増額分31

万円を増額させていただいております。こちらは硫黄島への渡島手段によりますヘリコプ
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ターの航空タービン燃料の増額分でございます。 

  次に、教育費でございます。小学校費、学校管理費でございますが、こちらにつきまして

は、母島小学校の運営事業費の増額分でございます。こちらにつきましては、母島小中学

校で設置をしております太陽光発電設備が現在故障しておりまして、太陽光発電による電

力が小中学校の施設に供給ができないということで、その分、東京電力からの買電の費用

が増えているということもございます。東京電力の電気料金、ほかの項目でもございまし

たが、電気料金が値上げされていることによります影響分も含めまして、今回増額させて

いただいている部分がございます。 

それと、既存の事業の中で、地域の元気臨時交付金1,771万4,000円を充当させていただ

いております。財源更正もあわせて行っております。 

次に中学校費でございます。学校管理費で同様に、母島における太陽光発電設備の故障

に伴う電気料金等の増額分と、その補修のための費用ということで計上してございます。 

両方とも、小学校、中学校ともに128万円ずつの増額でございます。中学校のほうも小学

校と同様に、地域の元気臨時交付金の充当1,771万6,000円の充当もさせていただいており

ます。 

  次に、公債費でございます。公債費、元金につきましては、今回、村債の繰り上げ償還を

平成24年度に引き続き、平成25年度も続けて行う第２回目の繰り上げ償還を行うこととさ

せていただいております。そのための元金の繰り上げ償還金分１億8,531万9,000円を計上

させていただいております。 

また、利子につきましては、繰り上げ償還に必要な利子の償還、また補償金の償還とい

うことで、財政投融資資金としては314万4,000円、日本郵政としては315万円を計上してお

ります。 

また、平成24年度に借りました村債につきましては、借り入れの利子が確定したことに

よりまして、その利子分の減額分マイナス92万9,000円も計上しております。合わせまして

536万5,000円の増額となっております。 

  歳出合計でございます。既定額44億1,975万2,000円、補正額２億4,236万6,000円、計46億

6,211万8,000円。 

  一般会計につきましては、説明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。 
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  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） 今、説明を受けた６ページの母島の小中学校の太陽光発電、故障して

いるということなんですが、復旧の見通しと故障の原因についてお知らせください。 

○議長（佐々木幸美君） 建水課副参事、増山君。 

○建設水道課副参事（増山一清君） ７月に現場のほうで太陽光発電がされていない。太陽光

発電はしているんですけれども、パワーコンディショナーといいまして、ＤＣを直流を交

流に変換する装置があるんですけれども、それの基盤が壊れたということで、私のほう現

場行きまして、基盤を外し、現在はメーカーに送って、原因といいますか、その基盤の壊

れているところの調査と、それから、もう壊れてしまっているんで、新しいものを今手配

をかけているところで、この予算がお認めいただければ正式に発注ということで、１月半

ば過ぎに復旧をする予定でございます。 

○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。 

（挙手する者なし） 

○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59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６０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60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60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

３号）（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成25年12月３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15ページをお開きください。 

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3,293万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ３億1,797万5,000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12月３日。小笠原村長、森下一男。 

  次のページ、16ページが歳入でございますが、款項の区分ごとの金額でございます。 

  その次の17ページに歳出の区分の金額がございます。 

  内容につきましてはＡ３判、予算説明書のほうで説明いたしますので、予算説明書８ペー

ジをお開きください。 

  総括でございます。 

  左側に歳入、右側に歳出の金額を計上しております。 

  次のページ、９ページをお開きください。 

  事項別明細書、歳入でございます。 

  国庫支出金、国庫負担金、高額医療費共同事業国庫負担金につきましては、高額医療費共

同事業国庫負担金の増額分141万円を計上しております。 

  次に、都支出金、都負担金、高額医療費共同事業都負担金につきましては、高額医療費共

同事業都負担金141万円を計上しております。 

  次に、繰入金、一般会計繰入金、一般会計繰入金につきましては、その他一般会計繰入金
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増額分3,011万円を計上しております。 

  歳入合計、既定額２億8,504万5,000円、補正額3,293万円、計３億1,797万5,000円。 

歳入は以上でございます。 

  次のページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  保険給付費、高額療養費、一般被保険者高額療養費につきましては、一般被保険者高額療

養費の増額分379万7,000円を計上しております。 

  次に、後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金としまして、後期高

齢者支援金の増額分1,638万円を計上しております。 

  次に、前期高齢者納付金等、前期高齢者納付金等、前期高齢者納付金につきましては、前

期高齢者納付金の減額分マイナス178万9,000円を計上させていただいております。 

  次に、介護納付金、介護納付金、介護納付金ですが、介護納付金の増額分735万3,000円を

計上しております。 

  次に、共同事業拠出金、共同事業拠出金、高額医療費共同事業拠出金でございます。高額

医療共同事業拠出金の増額分182万1,000円を計上しております。 

  次のページ、11ページをお開きください。 

  保険財政共同安定化事業拠出金につきましては、保険財政共同安定化事業拠出金の増額分

516万8,000円を計上しております。 

  次に、諸支出金、償還金及び還付金、償還金及び還付金につきましては、保険税の償還金

及び還付金の増額分20万円を計上しております。 

  歳出合計、既定額２億8,504万5,000円、補正額3,293万円、計３億1,797万5,000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。 

（挙手する者なし） 

○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



－７３－ 

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60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６１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61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61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

３号）（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成25年12月３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20ページをお開きください。 

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246万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ２億7,872万9,000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。 

  （一時借入金） 

  第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の最高額は、12億円と定



－７４－ 

める。 

  平成25年12月３日。小笠原村長、森下一男。 

  次のページ、21ページに歳入、22ページに歳出、款項の区分ごとの金額を載せてございま

す。 

  説明につきましては、Ａ３判の予算説明書のほうで説明をさせていただきます。 

予算説明書、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。 

  次のページ、14ページをお開きください。 

  歳入でございます。 

歳入、事項別明細書でございます。 

  繰越金、繰越金、繰越金につきましては、繰越金の増額分246万3,000円を計上しておりま

す。 

  歳入合計、既定額２億7,626万6,000円、補正額246万3,000円、計２億7,872万9,000円。 

歳入につきましては以上でございます。 

  次のページ、15ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  総務費、総務管理費、総務管理費につきましては、簡易水道事務費としまして、消費税及

び地方消費税の増額分169万7,000円を計上しております。 

  次に、公債費、公債費、利子でございますが、まず一つは24年度に借りました村債につき

まして、借り入れの利子が確定いたしましたことによりまして、利子の減額分マイナス101

万円を計上しております。 

それと２番目ですが、一時借入金の利子増額分としまして177万6,000円を計上させてい

ただいております。こちらは平成24年度からおおむね16億円の繰越明許によりまして、実

質的には25年度の中で16億円以上の事業を執行いたします。そうなりますと、年度末にお

いて、工事費等の支払い時に国庫の補助金あるいは村債等がまだ収入されない、資金繰り

についてずれが生じる可能性がございます。その際に請け負った事業者に対して速やかに

工事代金を支払うために、一時借入金として12億円の借入金の設定をさせていただきまし

た。それの借り入れの利子をここに計上させていただいております。 

  歳出合計、既定額２億7,626万6,000円、補正額246万3,000円、計２億7,872万9,000円。 
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  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。 

（挙手する者なし） 

○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61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６２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62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62号 平成25年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第２

号）（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成25年12月３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25ページをお開きください。 

下水道事業特別会計補正予算、予算総則でございます。 
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  平成25年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額からそれぞれ14万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ１億9,350万7,000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。 

  （地方債の補正） 

  第２条 地方自治法第230条第１項の規定による地方債の補正は、「第２表 地方債補

正」による。 

平成25年12月３日。小笠原村長、森下一男。 

  次のページ、26ページをお開きください。 

歳入でございます。 

次の27ページに歳出、款項の区分ごとの金額を表示してございます。 

  次のページ、28ページをお開きください。 

「第２表 地方債補正」でございます。 

  起債の目的としまして、地域し尿処理施設整備債でございますが、補正前の限度額410万

円でございましたが、補正後ゼロということで、村債の起債そのものを取りやめにさせて

いただいたものでございます。 

  詳細につきましては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17ページをご覧ください。 

  総括でございます。 

  左側が歳入、右側が歳出で金額を表示してございます。 

  次に18ページ、次のページをお開きください。 

  歳入の事項別明細書でございます。 

  繰入金、繰入金、繰入金の一般会計繰入金増額分395万4,000円を計上させていただいてお

ります。 

  次に、村債、村債、地域し尿処理施設整備債につきましては、地域し尿処理施設整備債の

減額分マイナス410万円計上させていただいております。 

  このことによりまして、村債の起債額はゼロということになります。 

  歳入合計、既定額１億9,365万3,000円、補正額マイナス14万6,000円、計１億9,350万
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7,000円。 

歳入は以上でございます。 

  次のページをお開きください。19ページでございます。 

  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。地域し尿の施設整備に関係しまして、

従来、地域し尿処理施設整備債ということで起債を財源として充てておりましたが、その

うちの多くの部分を地域の元気臨時交付金という形で、一般会計からその分を繰り入れを

いたしまして、財源更正をさせていただいております。 

次に、公債費、公債費、利子ということで、平成24年度に借り入れました村債の利子が

確定いたしましたことによりまして、今回、マイナス14万6,000円の減額を計上しておりま

す。 

以上、歳出合計、既定額１億9,365万3,000円、補正額マイナス14万6,000円、計１億

9,350万7,000円。 

  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。 

（挙手する者なし） 

○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62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６３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63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63号 東京都市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地

方公共団体の数の増加及び東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

（案）。 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定により、東京都市町村議会議員

公務災害補償等組合規約を次のとおり変更する。 

  上記の議案を提出する。 

  平成25年12月３日。小笠原村長、森下一男。 

  東京都市町村議会議員公務災害補償等組合に多摩六都科学館組合が加入すること、阿伎留

病院組合の名称変更、及び用語の整備に伴い、東京都市町村議会議員公務災害補償等組合

規約の一部を変更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。 

  30ページをお開きください。 

  東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を改正する規約（案）。 

  東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約（昭和43年２月29日東京都知事許可）の一

部を次のように改正する。 

  本則中「組織団体」を「構成団体」に改める。 

  別表第１中「組織団体」を「構成団体」に、「阿伎留病院組合」を「阿伎留病院企業団」

に、「稲城・府中墓苑組合」を「稲城・府中墓苑組合 多摩六都科学館組合」に改める。 

  別表第２第１区の項中「阿伎留病院組合」を「阿伎留病院企業団」に改め、同表第２区の

項中「稲城・府中墓苑組合」を「稲城・府中墓苑組合 多摩六都科学館組合」に改める。 

  附則。 

  この規約は、平成26年４月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定（「阿伎留病

院組合」を「阿伎留病院企業団」に改める部分に限る。）及び別表第２第１区の項の改正
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規定は、平成25年８月１日から適用する。 

  次の31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。 

（挙手する者なし） 

○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63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。 

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

◎認定第１号から認定第９号までの委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第８、認定第１号から日程第16、認定第９号までの平成24年度

小笠原村各会計歳入歳出決算の認定について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、一括議題といたします。 

  平成24年度決算特別委員会より報告を求めます。 

  委員長、高橋研史君。 

○決算特別委員会委員長（高橋研史君） 報告いたします。 

  平成24年度決算特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託された平成24年度各会計歳入歳出決算は、審査の結果、次のとおり決定し

たので、会議規則第77条の規定により報告いたします。 
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  平成25年12月５日。平成24年度決算特別委員会委員長、高橋研史。 

小笠原村議会議長、佐々木幸美殿。 

  １、件名。 

認定第１号 平成24年度小笠原村一般会計歳入歳出決算ほか８件の特別会計歳入歳出決

算につきましては、全て認定すべきものと決定しました。 

  ２、意見。 

  認定に当たり、次の意見を付しておりますので、内容についてご説明いたします。 

  （１）財政健全化の具体的な取り組みとして、平成24年度決算では、村債の繰り上げ償還

が行われ、実質公債費比率の上昇傾向が抑制された。引き続き、将来に過大な負担を残さ

ない健全な財政運営に努められたい。 

  （２）税は高い税収率を維持しており、徴収指導の成果、職員の努力の成果がうかがえる。

税負担の公平性を期するため、引き続き徴収を徹底されたい。また、滞納金についても徴

収努力と適正な処分に努められたい。 

  （３）その他、本委員会での個別にわたる指摘事項、また、監査委員の決算審査意見を踏

まえて、なお一層、効率的な行財政運営に努力されたい。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木幸美君） これより委員長報告に対する質疑に入ります。 

  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、本報告に反対意見の発言を許します。 

（挙手する者なし） 

○議長（佐々木幸美君） 反対意見がないようですので、これより認定第１号から認定第９号

までの認定９件を一括して採決を行います。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、認定９件を一括して採決いたします。 

  認定第１号から認定第９号までの認定９件について、委員長報告のとおり認定することに

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。 
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  よって、本決算は委員長報告のとおり認定することに決定いたしました。 

  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、森下一男君。 

○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24年度小笠原村各会計歳入歳出の決算につきましては、ただいまご認定をいただきま

した。まことにありがとうございます。 

  認定に当たりまして付されました意見を念頭に、今後とも健全な行政運営に努めてまいる

所存でございますので、よろしくお願いを申し上げます。 

  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した。 

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

◎発議第４号の上程、説明、採決 

○議長（佐々木幸美君） 続きまして、日程第17、発議第４号 地方法人特別税及び地方法人

特別譲与税の撤廃と法人住民税の一部国税化に断固反対する意見書（案）を議題といたし

ます。 

  案文はお手元に配付しております。朗読は省略し、直ちに採決を行いたいと思います。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。 

  発議第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。 

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

◎発議第５号の上程、説明、採決 

○議長（佐々木幸美君） 日程第18、発議第５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。 

事務局長より内容を説明させます。 

事務局長、セ―ボレー君。 

○事務局長（セーボレー孝君） ご説明いたします。 

  発議第５号 議員の派遣について（案）でございます。 
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  次のとおり議員を派遣する。 

  １、派遣内容。離島振興策の行政視察。 

   （１）目的。国境離島である五島列島の離島振興諸施策を視察する。 

   （２）派遣先及び期間。長崎県五島列島。平成26年２月19日から21日まででございます。 

  ２、派遣議員。議長佐々木幸美君以下、８名の議員でございます。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木幸美君） ただいま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５号は原案のとおり決定いたしました。 

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

◎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、硫黄島調査特別委員会より所管の事務及び調査中の事件について、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。 

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

◎発言の訂正 

○議長（佐々木幸美君） ここで、高橋議員から、昨日の委員会での発言訂正について、発言

を求められておりますので、これを許したいと思います。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） では、高橋研史君。 

○１番（高橋研史君） 発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。 

  昨日、硫黄島調査特別委員会の席上におきまして、村内にございます自衛隊協力会、これ

が支庁港湾課に対して行いました港湾施設使用許可申請についてやりとりがございました

が、その後、支庁港湾課は協力会に対して、村に申請書を提出していただければ使用料が
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免除されるという指導を行ったということが判明いたしました。したがいまして、昨日私

が行いました港湾課に対する指摘並びに村に対する要望は全くその必要がございません。

ここで、訂正したいと思います。 

  並びに関係機関の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを、この場をおかりしましておわ

び申し上げます。 

  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。 

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

◎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、本日の日程は全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４回小笠原村議会定例会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

（午後２時５０分） 
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第 ４ 回 定 例 会 議 案等 審 議 結 果 表 

 

提出月日（平成２５年１２月３日） 

議決月日（平成２５年１２月５日） 

 

議案番号 件 名 審議結果 

議案第５７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５８号 
小笠原村国民健康保険税条例の一部を改正する条例

（案） 

原案可決 

議案第５９号 
平成２５年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）

（案） 

原案可決 

議案第６０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３号）（案） 

原案可決 

議案第６１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３号）（案） 

原案可決 

議案第６２号 
平成２５年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算

（第２号）（案） 

原案可決 

議案第６３号 

東京都市町村議会議員公務災害補償等組合を組織す

る地方公共団体の数の増加及び東京都市町村議会議

員公務災害補償等組合規約の変更について（案） 

原案可決 

認定第 １号 
平成２４年度小笠原村一般会計歳入歳出決算の認定

について（案） 

原案認定 

認定第 ２号 
平成２４年度小笠原村国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について（案） 

原案認定 

認定第 ３号 
平成２４年度小笠原村簡易水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について（案） 

原案認定 

認定第 ４号 
平成２４年度小笠原村宅地造成事業特別会計歳入歳

出決算の認定について（案） 

原案認定 

 



－２－ 

議案番号 件 名 審議結果 

認定第 ５号 
平成２４年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特

別会計歳入歳出決算の認定について（案） 

原案認定 

認定第 ６号 
平成２４年度小笠原村介護保険（介護サービス事業

勘定）特別会計歳入歳出決算の認定について（案） 

原案認定 

認定第 ７号 
平成２４年度小笠原村下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について（案） 

原案認定 

認定第 ８号 
平成２４年度小笠原村浄化槽事業特別会計歳入歳出

決算の認定について（案） 

原案認定 

認定第 ９号 
平成２４年度小笠原村後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について（案） 

原案認定 

発議第 ４号 
地方法人特別税及び地方法人特別譲与税の撤廃と法

人住民税の一部国税化に断固反対する意見書（案） 

原案可決 

発議第 ５号 議員の派遣について（案） 原案決定 
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一 般 質 問 一 覧 表 
 



－３９－ 

一 般 質 問 一 覧 表 

 

氏 名 質 問 項 目 

一木重夫議 員 

１ 防災について 

２ 国境離島について 

３ 観光振興について 

高橋研史議 員 

１ 村長・村の主要幹部職員に災害対応を中心とした

危機管理講習を実施せよ 

２ 大根山旧墓地の管理保存について 

池田  望議 員 １ 母島の郵便事業について 

稲垣  勇議 員 
１ 福祉施策について 

２ 農業振興策について 

杉田一男議 員 
１ 扇浦分譲地について 

２ 外来種対策について 

片股敬昌議 員 

１ 性暴力被害者の支援について 

２ 施設入居者への支援について 

３ 小笠原郷土検定 

４ 聴覚障がいのある観光客の課題と対応について 
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