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議事日程 
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  日程第２ その他 

  日程第３ 閉会中の継続調査について 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開会の宣告 

○委員長（一木重夫君） ただいまから小笠原航空路開設推進特別委員会を開会します。 

  出席委員が定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

（午前１０時） 

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

◎会議時間の延長 

○委員長（一木重夫君） あらかじめ会議時間の延長をしておきます。 

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

◎説明員の出欠について 

○委員長（一木重夫君） 次に、説明員の出欠について事務局長に報告させます。 

○事務局長（大津 源君） ご報告いたします。 

  本日の委員会は、森下村長が欠席で、それ以外の説明員は全員が出席との通知がありまし

た。また、渋谷副村長が村長職務代理者に選任された旨、説明員の変更通知がありました。 

  以上でございます。 

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

◎小笠原航空路開設に関する経過報告及び今後の対応について 

○委員長（一木重夫君） それでは、本日の議題に入ります。 

  日程第１、６月定例会以降の小笠原航空路開設に関する経過報告及び今後の対応について、

執行部から報告を求めます。 

  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） それでは、６月の委員会以降の小笠原航空路開設に関

する経過報告及び今後の対応について、ご報告をさせていただきます。 

  まず１点目、陳情活動その他でございますが、来島視察が２件ございました。７月４日便

で、国土交通省の小笠原の振興開発を担当されております北本審議官が来島されまして、

候補地である洲崎を視察されました。 

  また、９月２日便で、東京都総務局の、西村行政部長ご一行が来島されまして、同じく候

補地の洲崎を視察するとともに、あわせて中山峠に登られたということでございます。 

  ２点目の報告でございますが、村に関することとしまして、今年度の小笠原村の航空路の

調査についてご報告をさせていただきます。概要につきましては、６月委員会でもご報告
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させていただきましたが、進捗を中心にご報告させていただきます。 

  内容としましては、洲崎案で航空路を検討する際に、航空法等に照らし合わせますと、滑

走路から半径1.8キロ以内は標高65メートル以上、真っ平らに切らなければいけないという

規定がございます。村としましては、環境保全のために野羊山等を切らないで済むような

調整をしているところなんですが、その野羊山等を切らずに残した場合、滑走路に就航機

が本当に安全に離発着できるのかどうか、それを検証して示してほしいという航空局の宿

題に対して対応する調査でございます。 

  安全性につきましては専門家に、ヒアリングをする予定でございます。その前段で、専門

家の方に安全性を検証していただく材料を整えたいというのが一つの点でございます。そ

れが視覚的資料の作製ということで、村の過去の調査で、航空機が動くような形のコンピ

ュータグラフィックにつきましては既につくり、航空局に提出しているところでございま

す。 

  今回、周りの地形に合わせた中で特に安全性を検証するということですので、別の形の視

覚的資料を作製したいと思っております。それから、その資料に基づきまして、あわせて

小笠原村の航空路の考え方を専門家の方々にお示しした上で、実際に地形をそのままの形

の中で安全かどうか、それを検証していただきます。 

  ６月委員会の中でも出たんですが、航空関係者をどうやって選ぶかというところが、６月

以降の打ち合わせの中で苦慮しているところでございます。村としましては、３つの観点

で航空専門家を選びたいという考えでおります。 

  その１点目が、まず父島上空で実際に飛行機あるいはヘリコプターを操縦したことのある

パイロット。要は、小笠原上空の気象状況等の中で経験があるというパイロットを選ぶと

いうのが一つの観点でございます。 

  それからもう一つの観点が、経験はないんだけれども、いわゆる客観的に資料等に基づい

て安全性が検証可能なパイロットを選びたいと思っています。 

  それからその他としまして、パイロットでなくても、資料等に基づきながら安全性の検証

が可能と判断される航空関係者の方、そういった方々を選ぼうと思っております。 

  今、３次元資料、視覚的資料を製作中でございまして、９月末までには完成する予定です。

その上で、先ほどの航空専門家の１点目の視点で操縦経験のあるパイロットについては、

実際たどりますと、村の航空路調査で航空レーザー測量で飛行機を飛ばしております。そ

れは中日本航空のパイロット。それからあとは、環境保全関係でヘリコプターがよく飛ん
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でおります。実際にそのヘリを運行された会社という観点でいくと中日本航空であったり、

朝日航洋であるということで、中日本航空のパイロットについては確保のめどがつきそう

なので、10月の初め、今のところ10月３日、４日で、中日本航空の本社に集まっていただ

き、第１回目のヒアリングを行いたいと。その後、別の観点で選んだ専門家の方々が確保

でき次第、引き続きヒアリングを行っていく予定でございます。 

  それから、村に関する２点目の報告でございますが、６月委員会で村の調査の過去の経緯

を村議会の皆様方へ説明していただきたいという話がありましたので、その後調整させて

いただきまして、皆様方全員がおそろいになる９月27日に東京連絡事務所にて説明をさせ

ていただければと考えているところでございます。 

  それから、３点目の報告、航空業界に関することで動きがございました。今までの委員会

の中でも、ＡＴＲの動向について報告させていただいておりますが、天草エアラインに次

いで、日本エアコミューターが平成27年６月にＡＴＲ42－600型機、これを８機購入する決

定をしているところです。これにつきましては、１年前の９月委員会でご報告をさせてい

ただきました。日本エアコミューターにつきましては、奄美・屋久島などの鹿児島の離島

路線、これを含みました西日本で運行している会社でございます。 

  その後、新たな動きとしましては、その契約に基づく第１号機が来年１月に導入されるこ

とがほぼ決まったと。そうしますと、日本エアコミューターのＡＴＲ機による運行開始が

平成29年中に運行が開始され、恐らく奄美路線等につきましてもＡＴＲで運行されること

になるということでございます。 

  航空局にもいろいろお尋ねはしているんですが、今まで離島路線においての就航機といい

ますと、ダッシュエイトが中心に運行されてきております。離島に導入されているダッシ

ュエイトの例えば100だとか、200だとか、そういったところはもう製造中止になっていま

すので、耐用年数が来れば運航会社は後継機を確保しなければいけない。その後継機とし

て天草でＡＴＲが導入され、今回日本エアコミューターでもＡＴＲが導入される。恐らく

今後、離島路線ではＡＴＲが主流になっていくんだろうという推測をしているところでご

ざいます。 

  報告につきましては、以上でございます。 

○委員長（一木重夫君） ただいまの報告について、質疑、意見のある委員は挙手をしてくだ

さい。 

  ございませんか。 
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  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） この航空路調査で聞きたいのは、今まで村が野羊山を前提に調査をし

てきた中で、この野羊山等の切土、この切土をしないという形で村も調査してきたと思う

んだけれども、今までの調査では、切土しなくても大丈夫だろうという判断ですか。 

○委員長（一木重夫君） 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） 野羊山を切る、切らないという背景は、航空法関連の

規定に素直に準ずると切らなければいけないということになります。ただ、空港等飛行場

の設置について、最終的には許認可を持っている国土交通省の判断になるんですが、法令

の中に、いずれにしても国土交通大臣が航空機の離発着に安全に支障がなければ認めるよ

うな規定もございます。 

  ですので、一応整備表面に関する規定に沿えば、切らなければいけないという指導は当然

受けるんですが、最終的に、切らずに残しても航空機の安全には影響ないんだと示すこと

ができれば、切らなくても済む可能性があるということで、村の調査でもそういうふうに

結論を出しておりました。それで東京都と航空局との事務の打ち合わせの中でそういう考

えをお示しし、航空局が、だったら安全性に関する検証の結果を出してほしいという流れ

になったところでございます。 

○委員長（一木重夫君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） この切土の有無に関しては、飛行機の進入角度が関係していると思う

んだけれども、それを裏返すと、滑走路のかさ上げ高によってもまた変わってくる。そう

するとこの調査は、切土をしないためには、予定のかさ上げ高よりも上げる必要が出てく

るかもわからない。そういう可能性も含めて、切土はしないという前提で進めていくのか

どうか、お聞きします。 

○委員長（一木重夫君） 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） もともと村としましては、調査そのものは、切らなく

ても航空局の判断で何とかなるという見込みで今までも動いてきております。その旨もき

ちんと航空局にぶつけ、航空局が早目の判断として、だったら検証データを先に出してと

いう流れになったところです。 

  本来であれば、空港設置申請書を出した後にそういう航空局の判断が出てくるんですけれ

ども、２年後に東京都が一定の見解を示すために、航空局も早目に自分たちが評価する材

料を東京都と村に投げてきていただいているところです。 
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  野羊山については、航空局の判断を待つしかないんですけれども、多分大丈夫だろうと私

どもは見込んでおります。 

  もう一つ、1.8キロ円内で滑走路のかさ上げに関係するのは、中山峠、あそこが同じよう

にぶつかるわけです。東側の集落だとか、あのあたりはもう当然切らなくても大丈夫だろ

うというのはあるんですが、中山峠については、やはり今後大きな課題になってきます。 

  今、東京都と村の滑走路の位置がちょっとずれているものですから、東京都の案で検討し

ますと、中山峠を相当大きく削る結果になっております。それをできる限り削らないよう

な方策として、まず根本的に滑走路の位置を村の案のような位置にしていただきたいとい

うことをお願いしているのと、それからやはり村の案でも多少は削らざるを得ないので、

今20メートルの高さで滑走路を設定しているけれども、５メートル高くすれば、もうちょ

っと削るところは小さくなりますし、そういう調整が今後行われるように思っているとこ

ろです。 

  杉田委員のご指摘の観点については、そういうところで非常に大きな、重要な見方だと

我々も感じているところでございます。 

○委員長（一木重夫君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 基本的に、小笠原は国立公園であり、世界自然遺産という部分で考え

ていくと、切土自体がやはり自然を壊すという、どうしてもそういう表現になってしまう。

航空路が今後もっと前進していくためには、自然の景観を壊さないという前提条件の中で

進めていかないと、また後戻りが出る。景観を壊さないということは、村民に対する行政

の責任だと思う。 

  そのことを踏まえた上で調査を進めてほしいのと、もう一つ、現在考えている滑走路高と

いうのは、地上何メートルぐらいを予定しているのか。 

  それと、今、洲崎は残土捨て場になっていて、あの捨て場自体も多分関わってくると思う

んだけれども、あれは多分20メートルぐらいになっていると思う。ああいう捨て場も当然

環境に関係してくるものもあるので、航空滑走路をつくる場合の残土捨て場の位置づけは

どうなっていますか。 

○委員長（一木重夫君） 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） まず１点目の景観を含めた環境を守っていくという姿

勢につきましては、もう村の調査の当初からそういう姿勢を貫いておりまして、今の検討

会議の中でもそういう姿勢で臨んでいるところでございます。 
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  それから、滑走路高につきましては、東京都の案も村の案も、今標高20メートルで設定し

て検討を進めております。 

  それから、３点目の残土置き場につきましては、滑走路を含めた空港施設全体のどういう

絵を描くかということによって、今の残土置き場の位置というのは当然大きく影響が出て

きます。 

  全体の絵につきましては、まだそこまで議論が至っておりませんので、残土置き場をどう

するかという視点を持ちながら、今後の検討に臨んでいきたいというふうに考えます。 

  以上です。 

○委員長（一木重夫君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 改めて企画政策室長に申し上げておきますけれども、残土置き場も関

わってくると、あそこはもう残土置き場として使えなくなる可能性もある。そうなると、

代替地も必要だと。その洲崎案が仮に決定した場合に、そういう部分も説明できる形にし

ておかないといけない。それがまず１点。 

  もう一点は、切土をしないためには、今の20メートルのかさ上げ高を25メートル、30メー

トルになるかもわからない。それでも自然景観を壊すよりはいいと思うので、それを念頭

に置いて今後の調査等も進めていただきたいと、こう思います。よろしくお願いします。 

○委員長（一木重夫君） 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） 杉田委員のご指摘の視点を常に持ちながら、最終的に

滑走路高も含めてどういう絵を描くかというところは、トータルの中、総合的な判断にな

ろうかと思います。経費の問題、いろいろな問題、それぞれ相まみえない状況もあるかと

思います。最終的には総合判断ですが、村としては根っこにきちんと自然環境を守るんだ

と、そういった中での空港整備なんだというところをきちんと踏まえながら対応してまい

りたいと考えます。 

  以上です。 

○委員長（一木重夫君） 私のほうから、執行部にお願いしておきたいんですけれども、今の

議論では図面がないとわかりにくいなと感じたので、９月27日の我々村議会議員に対して

の説明会では、出せる範囲で構わないので、村の案がこういう図面になっているというの

をお示しをいただければと思っております。 

  また、先ほど東京都の案という発言が出ましたけれども、東京都の案がどういうものなの

かというのがわからない状態なので、出せる範囲でお示しをお願いします。その点はいか



－９－ 

がでしょうか。 

  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） 今月27日の資料につきましては、申し訳ないですが、

村の参与の清水氏の体調も含めまして、事務的な説明は多分私のほうでさせていただくこ

とになるかと思います。 

  今、私のほうで資料を作成しておりまして、村の調査の経緯が全てわかる資料と、その中

には当然図面も入れての資料を作成しているということと、それから現状、どういう議論

をしていて何が課題なんだというところはご説明できるようにしたいと考えているところ

ですが、東京都の資料につきましては、申し訳ないですが直接的な形では出せませんので、

東京都の考え方がわかるような形でご理解をいただけるような資料を検討したいと思いま

す。 

○委員長（一木重夫君） はい、わかりました。お願いします。 

  ほかにございませんか。 

  池田 望議長。 

○議長（池田 望君） 航空局と東京都で一緒に小笠原空港について考えるようになったとい

うことで喜んでいたのですが、その後どういう接触があって、どのぐらいの議論がされて

いるかという情報を持っていますか。 

○委員長（一木重夫君） 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） 個々の検討会議の中身はちょっと置きまして、私が企

画政策室に配属された平成25年以降、実務的な会議がストップしていたのを、東京都のご

尽力をいただいて復活し、また復活の過程の中で航空局の指導も入れられるようにしてい

ただきました。 

  その中で、昨年、村長が４期目を迎えまして、公式に東京都あるいは国政の先生方含めま

して関係者の方々に、その当時で言えば３年後の50周年の際には、東京都の一定の見解を

示していただきたいと強く申し入れたところでございます。 

  実務の検討会議におきましても、そのことは国土交通省の航空局、及び国土政策局、それ

から東京都においては総務局、港湾局は当然のことながら環境局も含めて、全て共有され

て２年後に結論を出すためにどうしたらいいのかという、それぞれの関係者の立場で議論

をしていただいているところでございます。設置主体である東京都の実情は何かしら、い

ろいろなものはあるかと思いますが、東京都もそのことは認識されていますので、何とか
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東京都に意欲的に検討を進めていただきながら、２年後に一定の見解を示していただける

よう村も協力をし、努力もしていきたいという状況になっているところでございます。 

○委員長（一木重夫君） 池田 望議長。 

○議長（池田 望君） 具体的に、いつどこで会議を何回開いたとか、そういうことはわかっ

ていないのかもわからないけれども、実際のところ室長の言うように、国と東京都の中で

小笠原空港についてすり合わせをしながら、２年後をめどにということでは動いていると

いうふうに認識していいですか。 

○委員長（一木重夫君） 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） そのとおりでございます。三者それぞれ共有している

スケジュールも持ちながら、それに沿いながら、今それぞれの立場で動いているところで

ございます。 

○委員長（一木重夫君） その他ございませんか。 

  清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） この航空路について、私、議員にさせてもらって１年ちょっとた

って、わからない部分も非常に多いのですが、この９月27日に説明をしていただけるとい

うことで非常に楽しみにしています。 

  多くの村民の方たちからも非常にわかりづらいと言われ、質問が来る場合があります。結

局８年前にＰＩ活動があって、その後８年間静かな形で余り知られていなかったんですが。

今後、村長もＰＩをやっていくというようなことを言っておられたのではないかと思うん

ですが。 

  ＰＩでは、事業の構想・計画段階から住民参画の機会が設けられるということだそうです

が、これは具体的な計画の中で平成30年のどの段階、平成28年から平成30年の間にこのＰ

Ｉというのがされていくのか。まず、その辺はどうなっているのか教えていただけますか。 

○委員長（一木重夫君） 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） 東京都の検討案が３つございます。今洲崎を前提に議

論はしていますが、東京都の立場からすると、今まで村民の方々に３つの案をお示しして

おりますので、それぞれの整理はしなければいけない。２年後に一定の見解を示すために

は、当然一つの案に絞り込んだ形で村民の方々にご報告をするという形になろうかと思い

ます。 

  そういった意味では、２年後までに見解が必要なのは空港を整備することですので、空港
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を整備しますよと決定し、ＰＩも実施した上で２年後を迎えるというのは物理的には無理

です。スケジュール的には無理ですので、東京都が一定の見解を示すために、改めて平成

19年のように村民の皆様方の意向を確認する作業は出てくるかもしれませんが、ＰＩ等を

２年後の前にやるというのは、多分物理的にはもう今の時点では不可能だと思います。 

○委員長（一木重夫君） 清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） 前回の平成19年の大きな小笠原村民のアンケートの結果というこ

とで、これが今、唯一村民が関わった資料ではないかと思うんですが。このときは、まだ

村の案、例えば洲崎案とか、それに対してのアンケートではなかったわけですね。確認で

すが。 

○委員長（一木重夫君） 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） 平成19年のアンケートにおきましては、村民の皆さん

の航空路の必要性に関するアンケートという位置づけでございましたので、その時点で具

体的な絵をお示ししたとか、そういったことではありません。必要性について、改めて形

としてアンケートの形式の中で必要性を確認したと。結果、条件つきでも欲しいという方

が全体の７割いらっしゃって、その結果を受けて、東京都が小笠原航空路協議会という検

討組織を立ち上げたという流れの起点になっております。必要性に関する意思確認をそう

いう点ではしたということでございます。 

  あわせて、清水副委員長の意図を考えれば、今後、東京都が一定の見解に絞る作業の中で、

改めて村民の方の意向を確認するというのは作業的には出てくるはずです。それがいつに

なるかというのはわかりませんが、２年の間のどこかで多分出てくるんだろうとは、担当

課としても思っているところでございます。 

○委員長（一木重夫君） 清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） 今の答弁でいくと、平成30年までにまたこのアンケートをやるだ

ろうということでよろしいわけですか。 

○委員長（一木重夫君） 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） 村民の方に説明をし、意向を確認する手段としてアン

ケートになるかどうかというのはわかりませんが、そういう意思を確認する場面というの

は多分あるんだろうと考えているところでございます。 

○委員長（一木重夫君） よろしいですか。 

  安藤重行委員。 
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○委員（安藤重行君） ９月27日に説明会、経緯説明があるんですが、このときにぜひお願い

したいのが、何年にどういうことをやってというのが時系列であると思います。今までの

東京都の動きとか、村がどういう動きをしてきたかとか、アンケートは、いつとってでき

なかったというのも、時系列でわかれば出してください。 

○委員長（一木重夫君） 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） 返還以降の、東京都なり村なり、全ての動きを時系列

で整理するのは相当時間がかかりますので、ポイント、ポイントの時系列的な資料でした

ら既につくっておりますので、それでよろしければ、すぐお出しできます。 

○委員長（一木重夫君） そのほかございませんか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（一木重夫君） 質疑がもうないようですので、これにて質疑を終了します。これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（一木重夫君） 異議なしと認めます。 

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

◎その他 

○委員長（一木重夫君） 次に、日程第２、その他事項。先ほど報告があった以外の件で、航

空路に関して何かございませんか。 

  私のほうから、ちょっと１点お伺いします。 

  先般、二階自民党幹事長が、航空路の見込みが立ったというような発言の報道が出ていた

んですけれども、その点については村執行部はどのようにお考えでしょうか。 

  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） 二階幹事長が、とある都議会の先生の席の場で発言な

さったことが、マスコミ報道で流れておりました。多分そのことかと存じますが。 

  以前から二階先生におかれましては、小笠原の航空路を非常に気にかけていただいており

まして、いろいろな機会を捕らまえて、小笠原の航空路に関する発言をなさっております。

多分その一環でそういう場で発言をされたんだろうというふうに、マスコミ報道を見て理

解したところでございます。 

○委員長（一木重夫君） 見込みは立ったというのは、その辺はどうなんでしょうか。 

  総務課企画政策室長、樋口君。 
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○総務課企画政策室長（樋口 博君） 二階先生の見込みが立ったという真意は直接聞かない

とわからないところではございますが、マスコミのその表現からすると、先ほど来申し上

げております２年後に向けて進んでいるというふうに私どもは解釈をし、理解していると

ころでございます。 

○委員長（一木重夫君） はい、わかりました。 

  その他ございませんか。 

  村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 今までの議論と、今の一木委員長のご質問を総括す

るような形で発言させていただければ、まず国と東京都がいろいろ協議を始めたという大

きな成果は、もうご承知のように二階先生の国会議員による小笠原を応援する会の立ち上

げが、国に相当働きかけたというのがございます。先ほどの報道の件は、その前段にいる

ある都議会議員の先生の働きを評価して、航空路の見込みが立ったというふうに私のほう

では受けとめております。 

  私がこれまで村長に付いて航空路の関係で動いているときに、二階先生は「自分の手柄で

なくてもいい。誰かが本当につくってくれればいい」という発言があり、今までで一番感

銘を受けたことを覚えております。 

  航空路というのは東京都が事業主体とはいえ、国やいろいろな先生方、そして我々も含め

て努力をして、ようやくできるか、できないかという状況になっているのは皆さんご承知

かと思います。今日は欠席ですが、村長が今回の任期に当たって、平成30年６月を一つの

目安にして一定の方向性を打ち出したいということを明確に、それも国や東京都、さらに

は二階先生をはじめとした小笠原を応援する会に伝えたことが、今現在、実は大きな動き

になっております。 

  国と東京都の協議だけではなくて、実は村も入っておりまして、最初に樋口から説明のあ

りました調査も、この調査結果を何に使うかというと、３案ありますが、その中で有力で

ある洲崎を、東京都は航空法にのっとってガチガチにつくろうとしたらこんな絵になりま

すというのがありますけれども、それでは従来だめになってきた。やはり環境の問題であ

ったり、一方では費用、それから安全性、そういったものをトータルにして、航空路の最

終的なつくりというのは決まるものだと思っています。その資料の一つに、今回の調査結

果というのは活かされますし、都案だ、小笠原村案だということではなくて、平成30年６

月に向けて一つの案に集約されるということを、我々としては願っていきたいと思ってお
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ります。なかなか情報を公開できないというところは、そういった事務方の詰めをしない

と上に上げていけないという事情がございますので、そのあたりはご容赦いただければと

思います。 

○委員長（一木重夫君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 今の副村長の話は大体わかった。国会議員を中心とした小笠原を応援

する会をつくっていただいて、いろいろとドアもあけてもらったと。大いに利用するべき

ものは利用させていただくと。 

  先ほど企画政策室長が言った懸案事項の中に、今もって小笠原航空路は３案残っている。

村が幾ら調査して前へ進めようと思っても、東京都が３案を１案にしない限り、基本とな

るべきものは何もないわけだから進めようがない。あるところまで行ったらもうとまって

しまう。だから、返還50周年までに、この３案を１案に何としてもまとめてもらわなけれ

ばいけない。それは、こういう調査を進めていく中で、最低限村がやるべきことだと思う。

是が非でも３案を１案にしてもらう、そういう意気でやらないと、これはなかなか結論出

ないと思う。 

  先ほど清水副委員長も言っていたように、ＰＩが５年の間１回も開かれていない状況の中

で、東京都も村も調査だけはいろいろやるけれども、実りあるもの、成果は出ていないと

思う。その最たるものは、私は３案を１案にするべきものだと思う。これについて、執行

部としても腹をくくってやってもらわないと困る。それについてどうでしょうか。 

○委員長（一木重夫君） 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） 先ほども申し上げましたが、東京都も２年後に一定の

見解を示そうということで努力をされているところでございます。一定の見解を示すとい

うことは、恐らく１案に絞ってということになりますので、そういった見解を我々は求め

ているわけですので、２年間の議論の過程の中で、多分他の２案についても消えていくん

だろうというふうに実務的には解釈しているところでございます。 

  検討会議の中でも、硫黄島案について、あるいは水上飛行機の案について東京都から報告

を受けたりもしておりますが、多分東京都もご自身でいろいろなことを思っているんだと

思います。この２年間で必然的に他の２案については、多分どこかで消えることになるん

だと思っております。 

  杉田委員の、村もそういうことで頑張ってというのはよくわかります。気持ちの上では、

早く１案に絞るために村としても努力をしていきたいというふうに考えております。 
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○委員長（一木重夫君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） １案に絞るという部分は私も理解できる。今までの経過を見ていると、

言葉では言っても、なかなか結論を出してくれないというのが東京都だと思う。そういう

意味で今改めて確認をさせてもらったので、執行部には頑張っていただきたいと思います。

よろしく。 

○委員長（一木重夫君） 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） たまたま長く航空路に関わらせていただきました。東

京都も人が変わっていく中で、村長の申し入れた２年後に向けて、今の東京都各局のスタ

ッフはそれをしっかり受けとめていただいておりますので、今は大分状況が変わってきて

おります。その気持ちを持っていただきながら、２年後に一定の見解を示していただける

ように、村としても努力してまいります。 

○委員長（一木重夫君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） ずっと聞かせていただいて、環境関係の方々との調整というのがどう

しても見えてこないんですが、その辺は今後どういうふうな形で対応していくのか。今、

村のほうでもいろいろ考えているみたいだというのはあったんですが。環境省とか、その

辺との調整は今後どう進めていくのか、聞かせてください。 

○委員長（一木重夫君） 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） 先ほど中山峠の話もさせていただきましたが、環境問

題が根っこで大きな課題になるのはもう必然でございます。そういった意味では、国と、

それから村で行っております実務者の会議の中に、正式にメンバーとして東京都の環境局

に入っていただいた状況でございます。当然その課題は見えておりますので、それに対し

て非公式の場で東京都が環境省に出向いて、いろいろな調整も水面下ではやっている状況

でございます。非公式の場というところですので、表にはなかなか出ない、だから進んで

いないというふうにとられがちですけれども、進めているところはきちんと進めていき、

課題を解決して一定の見解に結びつけるように東京都も意識はされておりますので、そう

いうふうにご理解をいただければと思います。 

○委員長（一木重夫君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 世界自然遺産がいろいろ言われたときにも、即反応したりとか、そう

いう問題は必ず出てくるので、その辺は真摯にきちんと対応する。方向性をきちんとつけ

ていろいろなことをやらなければいけないと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 
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○委員長（一木重夫君） 村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 今日の資料は村の調査内容にさせていただきました

が、東京都のほうは何年かかけて環境調査を行っています。やはり大きな事業になります

ので、１年を通した生物相の調査、それから当然海域に出る部分の海域の調査というのも

予定しているというふうに聞いております。 

  専門家とすり合わせていくときの論点は、どんなプランでどこにどういう影響があるから

どんな影響になるのかというところですが個々の調査に当たっては専門家であったり、そ

ういう生物相に詳しい業者を使って行っております。ただ、学者等とのすり合わせという

のはそろっていないので、また今後大きく必要になってくるんだろうと思います。 

○委員長（一木重夫君） その他ございませんか。 

  清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） 今までのお話を聞いていて、村は洲崎案ということで、村長も言

っておられたように、自然と共生した航空路ということを全面に出しているわけですが、

東京都の案についてはその３案をいまだ残していると。全体の計画はまだ27日に準備して

いただいている説明を聞かないとどうなのかわからないんですけれども、イメージ的には

洲崎を切土したり、中山峠を削ったり、そして海に何百メートル出るとかというのを聞く

と、最も自然に厳しい構造のような感じにも受けます。 

  今後、村は、そういう調査なり何なりをした場合に、これは自然と共生していないという

ことで、別の案に変える可能性というのはあるんでしょうか。 

○委員長（一木重夫君） 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） 平成14年度から５カ年かけまして、滑走路に関する村

の調査を行ってきました。過去、東京都が候補地に挙げた場所も全て調査し、改めて小笠

原の自然環境に最も影響が少ない場所はどこかという観点で、候補地について選んできま

した。その上で洲崎というのを選んだんですが、さらに他の周辺の地形なり環境を守るた

めの方法も検討してきました。担当課としては、これ以上の案はないというふうに考えて

いるところでございます。基本の村の調査を行う大前提として、まずは実現可能な案をつ

くりたいということと、それから自然環境への影響を最も小さくしたいという場所や方法。

それを根っこに、じゃ、どこでどういったものができるのかというのをつくってきました。 

  ただ、空港なり、飛行場なりという大きな公共施設をつくるわけですから、自然環境に全

く影響がないというのはあり得ません。あり得ないんだけれども、村としてはそれを最小
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限に抑える計画にしたいんだということで、専門家に調査していただき積み上げてきた案

ですので、村がその案を変える必要性はないと思っています。これが最も最良な案だとい

うふうに考えているところでございます。 

○委員長（一木重夫君） 村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） 今手元に図面とかないのと、それから傍聴されてい

る方々がこういう言葉で聞いたときに、非常に誤解を生むといけないなと思うのであえて

発言すると、先ほど清水副委員長がおっしゃった洲崎も切って、中山峠も切って、海も埋

めてという一番極端な案と、今、樋口も発言したように、切らないためには、切らないよ

うなつくりでできないかというのが一つ、今回の村の調査でもありますし、過去の兄島や

時雨で生んできたような、同じことを繰り返そうとは誰もしていないということはご理解

いただきたい。 

  自然環境は、もう既に手の入った洲崎を中心に、だけれども洲崎だけではおさまらない部

分は当然海に出る部分もあります。それと、工法をいろいろ改良すれば工事費はどうなる

のか、滑走路を長くするのか、なるべく短くすることによっての安全性。それからさらに

は、就航する機材や就航する会社のこと。そういうトータルで最終的には、東京都事業で

すから東京都に判断をしていただきますので、２年後を目指していろいろな調査をしてい

ただいているという状況です。もう切ってつくるんだなとか、そういうことだけでできれ

ば議論をしていきたくないですし、していただかないようにしてもらいたいと思います。 

○委員長（一木重夫君） その他ございませんか。 

（「ありません」との声あり） 

○委員長（一木重夫君） 私のほうから、もう一点だけ。 

  小池都知事が誕生しましたが、国境離島の関係ではすごく強い意思を持っておられる一方

で、環境に対しても、またすごく強い思いを持っているということで。航空路をつくる上

でも、そのメリット・デメリット両方があるかと思います。また、そういう声も村民から

聞かれます。 

  今後、執行部は小池都知事に対しての働きかけ、またタイミング、その辺はどのように考

えていらっしゃいますか。 

  村長職務代理者副村長、渋谷君。 

○村長職務代理者副村長（渋谷正昭君） まず、先日、東京都の町村会の臨時の会議の際に、

知事がご挨拶に来られたということが新聞にも載っておりました。村長が入院していたと
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いうのは結果ですが、もともと船便との関係で小笠原村長は欠席をする予定で通告をして

いたところでございます。その中で、知事の発言はニュースのほうに結構大きく出たんで

すが、その中では空港に関するコメントは当然まだございませんでした。 

  一方で、町村会長から奥多摩の町村、それから伊豆七島、小笠原の町村の課題をいろいろ

述べていただいた中に、小笠原の空港の問題を明確に挙げていただいております。ただ、

それに対して知事の反応があったかというと、反応はございませんでした。 

  また、今就任したばかりでさまざまなニュースで出ている、むしろ公約でいろいろなこと

を言っていた部分にかなりの議論がされているようです。東京都の内部では、東京都の課

題を一通り列挙した中では、小笠原の問題、航空路ということは話をされたようですが、

今のところ特に詳細の説明をしているわけではないので、コメントが出たということは聞

いておりません。 

  一方で、各島々や各町村にも早い時期に行きたいという発言がございましたので、そうい

う機会があれば、当然小笠原の最大の課題として我々もそうですし、東京都にもご説明を

いただいて理解をいただくようにしていきたいと思っております。 

○委員長（一木重夫君） はい、わかりました。ありがとうございます。 

  質疑がもうないようですので、これにて質疑を終了します。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（一木重夫君） 異議なしと認めます。 

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

◎閉会中の継続調査について 

○委員長（一木重夫君） 次に、日程第３、本委員会の閉会中の継続調査についてお諮りしま

す。 

  お手元に配付の事件調査のために閉会中の継続調査の申し出をしたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（一木重夫君） 異議なしと認めます。 

  よって、閉会中の継続調査を申し出ることに決定しました。 

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

◎閉会の宣告 

○委員長（一木重夫君） お諮りします。 
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  本日の議題は終了しましたので、これをもって本委員会を終了したいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（一木重夫君） 異議なしと認めます。 

  よって、本日の委員会を閉じます。 

  これをもちまして、小笠原航空路開設推進特別委員会を閉会します。 

（午前１０時５４分） 

 


