
－１－ 

総務委員会速記録 

 

平成２８年６月９日（木曜日）午前９時開会 

 

出席委員（７名） 

    委 員 長  一 木 重 夫 君     副委員長  清 水 良 一 君 

    委  員  池 田   望 君     委  員  稲 垣   勇 君 

    委  員  杉 田 一 男 君     委  員  鯰 江   満 君 

    委  員  安 藤 重 行 君 

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

出席説明員 

村 長 森 下 一 男 君 副 村 長 渋 谷 正 昭 君 

教 育 長 松 本   隆 君 総 務 課 長 セーボレー 孝 君 

財 政 課 長 江 尻 康 弘 君 
総 務 課 
企画政策室長 

樋 口   博 君 

医 療 課 長 佐々木 英 樹 君 村 民 課 長 村 井 達 人 君 

環 境 課 長 深 谷 雪 雄 君 産業観光課長 牛 島 康 博 君 

母 島 支 所 長 湯 村 義 夫 君 建設水道課長 篠 田 千鶴男 君 

教 育 課 長 持 田 憲 一 君   

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

事務局職員出席者 

事 務 局 長 大 津   源 君 書 記 萩 原 佳 代 君 

 



－２－ 

議事日程 

  日程第１ 小笠原航路改善について 

  日程第２ 小笠原諸島世界自然遺産について（継続） 

  日程第３ 平成29年度小笠原諸島振興開発事業概算要求について 

  日程第４ 平成29年度東京都予算編成に対する要望について 

  日程第５ その他 

  日程第６ 閉会中の継続調査について 

 

 



－３－ 

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

◎開会の宣告 

○委員長（一木重夫君） ただいまから総務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９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。 

  本日の委員会の説明員は全員が出席との通知がありました。 

  以上でございます。 

○委員長（一木重夫君） 本日の総務委員会には、小笠原小学校６年生の皆さんが傍聴に来ら

れております。 

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

◎小笠原航路改善について 

○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、小笠原航路改善について、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、前回委員会以降の小笠原航路の改善に向け

た経過報告をさせていただきます。 

  まず１点目でございます。平成28年度、今年度の下期のおがさわら丸の運航スケジュール

についてでございます。まず経緯ですが、２月１日、小笠原海運より村長宛てスケジュー

ルの案が提示されました。それ以降、小笠原海運、小笠原村、それから小笠原航路検討委

員会で意見調整をしてまいりまして、３月16日、スケジュール案が小笠原海運で了承され

ました。具体的なスケジュール案につきましては、別添で配付させていただいているとお

りでございます。 

  そのスケジュール案でございますが、前年との主な相違点についてご報告をさせていただ
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きます。 

  まず１つ目が、船のドック期間、これを例年より後にずらしてございます。具体的には平

成29年１月23日から２月５日までということですが、大学入試センター試験が、平成29年

１月14日から15日に想定されておりますので、そのセンター試験の受験直後に一度帰島で

きるようにするため配慮したという背景でございます。 

  それから相違点の２つ目が、年末年始の便でございますが、昨年は着発便でございました

が、来年度は通常便で運航をする案になってございます。 

  スケジュール案につきましては、以上でございます。 

  ２つ目でございますが、おがさわら丸の新造船の就航までの動きを整理してご報告させて

いただきます。まず就航までのスケジュールでございますが、６月17日、新造船そのもの

が竣工いたしまして、小笠原海運に引き渡しがされます。６月20日から23日、安全確認の

ための航海が実施されます。これは東京－父島間でございます。この航海につきましては、

国土交通省の検査も兼ねているという形でございます。 

  ６月25日から28日、今度は自主訓練航海という形で東京－父島間を小笠原海運の自主訓練

の航海として実施される予定になっております。その航海には、小笠原海運で招待された

方々が乗船されるのと、それから郵便も含めまして貨物を積載する予定でございます。 

  その25日から28日の自主訓練の父島停泊中の、26日でございますが、新しい船の竣工記念

式典、それから内覧会が実施される予定になっております。後程ははじま丸のことも申し

上げますが、この26日には二見桟橋の岸壁に新しいおがさわら丸と、新しいははじま丸が

並んで接岸するという状態になります。 

  翌日、６月27日、新しいおがさわら丸、ははじま丸の一般村民向けの内覧会が実施されま

す。28日に自主訓練を終えて、新しい船が東京に着きました翌日、29日に、今度は内地関

係者向けの内覧会が竹芝桟橋で行われる予定になっております。 

  ７月２日、今度竹芝を11時に出港いたしますが、その竹芝11時発が新しいおがさわら丸の

定期運航としての処女航海になります。７月３日、父島に11時に入港予定でございますが、

新しい船が到着しましたら、それに合わせまして、簡単ではございますが、二見桟橋で就

航のセレモニーを行う予定でございます。 

  次に、現在のおがさわら丸でございますが、ご承知のとおり、これは６月26日14時父島発

の便が、最終運航便になります。こちらも、出港前に簡単ではございますが、二見桟橋に

て引退のセレモニーを実施する予定でございます。 
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  続きまして、３つ目のご報告でございます。ははじま丸の新造船の就航までの動きでござ

います。 

  スケジュールでございますが、６月14日、竣工引き渡しが行われます。長崎で引き渡され

た後、新しいははじま丸は一度東京に向かいます。６月17日に内地関係者向けの内覧会が

竹芝桟橋で行われる予定になっております。内覧会が済みまして、18、19日にわたって、

竹芝から父島まで新しいははじま丸が運航され、着きました翌日、20日から24日まで安全

確認航海と慣熟訓練のため、父島－母島間の航海が実施される予定になっております。 

  ６月25日、新しいははじま丸は母島に停泊し、母島の村民の方向けの内覧会が行われます。

翌日26日でございますが、新しいははじま丸は父島に到着しまして、先ほどおがさわら丸

の際に申し上げましたが、おがさわら丸、ははじま丸両方兼ねた就航記念式典、それから

内覧会が二見桟橋で行われます。同じく、翌27日には、村民向けのおがさわら丸とははじ

ま丸の内覧会が実施されるという予定になっております。 

  ７月１日、船はまた母島に戻りまして、母島において新旧ははじま丸の交代式、セレモニ

ーが実施される予定でございます。母島沖港の桟橋には、新しいははじま丸と今のははじ

ま丸が、同じように岸壁に並んで停泊し、その目の前で交代式を行うという状況でござい

ます。 

  同日、交代式が終わりまして、午後２時に母島を出発する便が定期運航としての処女航海

に当たるという状況でございます。現在のははじま丸の最終運航につきましては、７月１

日、母島で交代式を行うために、朝７時半に父島を出発するははじま丸が最終運航便とい

う形になります。 

  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、この１、２、３の部分の範囲で質疑、意

見のある委員は挙手をお願いします。 

  清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） ６月25日から28日、自主訓練航海ということで、小笠原海運招待

者が来られるということですが、何名ぐらいの予定でしょうか。 

○委員長（一木重夫君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 小笠原海運招待で来られる方につきましては、今のところ

264名の予定です。 

○委員長（一木重夫君） 清水良一副委員長。 
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○副委員長（清水良一君） 264名ということで、かなりの方が来られるんですが、これは、

小笠原海運が招待した方だけで、村が招待するとか、そういうことは考えていないのでし

ょうか。 

○委員長（一木重夫君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 体験乗船につきましては、小笠原海運から招待状を送ってお

りますが、招待者リストを作成するに当たっては、村のほうから、こういった方を招待し

たらいいのではないかというようなお話はさせていただいています。 

○委員長（一木重夫君） その他ございませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（一木重夫君） そうしたら、この１から３の他に何か航路についてございませんか。 

  稲垣 勇委員。 

○委員（稲垣 勇君） 今の説明ではなくて、確認ですけれども、新しい船に、現在のＣ１、

Ｃ２の部屋は、確保しているのでしょうか。 

○委員長（一木重夫君） Ｃ１、Ｃ２、病人介護部屋だと思います。 

  村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 介護が必要な住民の方の船室という取り扱いについてのご質問か

と思います。 

  これにつきましては、現おがさわら丸と同様の扱いということで、新おがさわら丸におき

ましても利用できるように設定していると確認をしてございます。なお、使用の際には、

これまでと同様、村民課福祉係を経由して申し込みをするという形になります。 

○委員長（一木重夫君） 稲垣 勇委員。 

○委員（稲垣 勇君） それでは手続きは、今までと同じように母島支所と村民課に申し込み

をすれば、Ｃ１、Ｃ２をとれるということで、いいですね。 

○委員長（一木重夫君） はい。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） この場で質問していいのかどうかわからないのですが、この新船

になって、村民の方たちからは、予約のシステムには、いろいろ問題があるということで

す。その問題というのが、コンピューター上で申し込まれたり、代理店を通したりはでき

るのですが、席が決まっているということで、今まではチケットを予約したら、２等につ

いては乗船時に整理券をもらって乗るという形をとっていたのですが、この新船になって
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からは、予約時点ですでに席が決まってくるということです。 

  そうなってきますと、短縮して24時間にはなるのですが、１日１泊するということで、子

供連れや島民の方たちにとっては、知っている方と一緒にいたいとか、そういったことで

非常に問題が起きているようなのですが、その辺の対応はどうなっているのか、ちょっと

お聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（一木重夫君） 私の方にも、村民から同様の指摘が寄せられています。２等も、席

が指定されているということで、これまでのように竹芝桟橋の船客待合所で、家族、他の

家族、他の子供たちと一緒に集まって乗るということができなくなるようです。 

  執行部、どのような対応をとられるのか教えてください。 

  副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 新おがさわら丸の就航に向けては、ハード面、ソフト面ともに、い

ろいろな協議を、私が総務課長のときに行っておりましたので、私から答弁させていただ

きます。 

  まず先に、村民からのいろいろな要望の中で、一つはクレジットカードでの決済が先行し

てでききるようになったこと、今回の新船に合わせてネット予約ができるようになったこ

とということ自体は、まず我々としては評価をしたいと思っております。 

  ただ、やはり実際に予約が始まったところの一つの混乱が、今、清水副委員長それから一

木委員長からのお話のように、村の方にも声が届いております。５月30日に小笠原海運の

常務がいらっしゃって、ソフト面での打ち合わせを行った際にも、この件に対しての先々

の改善というのは、申し入れはしました。 

  今回の件ですけれども、予約システムとしてはシステム内で席が先に指定されている。予

約をされた方には、ここの席になっていますよというようなことは表示されませんので、

そのことが最初からわかっていれば、皆さんが一緒に予約をするというようなことが行わ

れたかとは思うんですが、そのような周知がなかったというのが、今の混乱の大きな原因

ではないかというふうに思っています。このあたりは、小笠原海運の中の事情としては、

特に２等の和室等の、今まで管理されていなかった数をきちっと管理するということが目

的で行われたようです。 

  今回の夏に向けた混乱については、そういったグループや親しい方同士で乗られるように、

ある程度席の移動を融通することを、来週中に告知をし、事前にご相談をいただいた方に

ついては、ある程度動かすようなことを考えているとの報告を受けております。ただ、乗



－８－ 

船当日になるとそのあたりの調整というのは、非常に難しいということが言われておりま

す。来週中、何日になるかということはまだ明確にされておりませんが、そういった周知

が行われた場合には、グループで乗りたい方については、営業所なり本社に相談をしてい

ただくということが出てくるかと思います。 

  今後につきましては、先ほどのような発券当初からきちっと席を指定するのがいいのか、

それから従来のように乗る際に船席を指定するというやり方にするのがいいのか、そのあ

たりも含めて検討していただくということでお話をしておりますし、こちらからも申し入

れていきたいというふうに思っています。 

○委員長（一木重夫君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 今の話ですが、夏場、子供達と親とで行って、波止場でグループを作

って一緒に乗るということが結構あるんですよね。一緒に帰ってくるということがわかっ

ていなくて、その場で一緒になって乗るということがあるので、その辺も考えたら今まで

みたいに、船に乗る際にその順番でチケットを配った方が、より効率的かなというふうに

は思うんですけれども、その辺も考えていただければなと思うんですが、いかがでしょう

か。 

○委員長（一木重夫君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 特に夏とか島民の方の移動の多いときの、今までの状況からすると、

今、安藤委員のおっしゃったような従来のような方法がいいのかなというふうには感じて

はおりますが、一方で夏場ですと、ある程度数を多く出して、観光事業者が先に数を予約

しておいてから、後になってお客さんが集まればキャンセルするとか、そういったことの

管理にうまくこのシステムを使いたかったという小笠原海運の中の事情もあるようですの

で、要望としては今のような話で進めてまいりますが、結論としてどのようになるかは、

ちょっとまた今後の小笠原海運との調整ということでご容赦いただければと思います。 

○委員長（一木重夫君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） このおがさわら丸につきましては、東京－小笠原間の唯一の定期航路

ということで、私ども住民の足であると同時に、観光のお客さんも乗せるということで、

整合性というか、どのような折り合いをつけていくのかということが、大変悩ましい問題

でございます。 

  私どもとしては、住民の皆さんの要望、意向というのはよくわかりますし、また繁忙期に、

今回のようなシステムで全国各地から多くのお客さんを乗せたいという、運航会社の思い



－９－ 

もわかるわけですが、とにかくこの船を造るに当たっては、住民の意見を十分聞いて造っ

ていただきたいということで、これはおがさわら丸もははじま丸も、そのような形で就航

にまで至っております。したがって、今のような問題も小笠原海運と話し合っていくこと

によって、住民の皆さんの意向に沿う結果が出ると思いますので、その努力は続けてまい

りたいと。 

  ただ、就航が、７月、いきなり繁忙期に入りますので、当初の多少の混乱というのは、や

はり生じるんだろうと思いますので、この辺は村民の皆様にもご理解をしていただきたい

と思います。役場としては、できる努力を小笠原海運と交渉をさせていただくことは、お

約束をいたします。 

○委員長（一木重夫君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） それからもう一点、今までは島民割引という形で内地へ行くときに、

往復で買えたんですね。ですが、今度から往復で買えなくて、例えば７月の何日かに行っ

て、８月の十何日に帰るときに、それぞれの２カ月前に片道ずつ買いに来いというふうに

言われていますが、その辺はどういうふうに対応しますか。 

○委員長（一木重夫君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 表現の仕方が違ってきますが、片道でも島民割引で買えるようにな

ったと理解していただきたいと思います。当然往復でも買えますし、私も夏にお休みいた

だく予定で、先日ネット予約をしましたが、往復で買っております。 

  それは逆に小笠原航路検討委員会の中でも、こちらから要望が出たのですが、病気入院と

かいろんな事情で上京しても、帰りがいつになるかわからない、片道で買えるようにして

ほしいということの要請を受けていただき、既に導入されていますが、片道でも買えるよ

うになりました。それで、片道での島民割引適用というふうにしていただいたところでご

ざいます。 

○委員長（一木重夫君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） すみません、私もそういう形で往復ということで言ったのですが、７

月21日のは５月21日に来いと。それで８月18日に帰ってくるのには、片道ずつ割り引きす

るから、６月の何日に来いというふうに言われたんですね。実際に買いに行ってきたんで

すが、片道しか売ってもらえませんでした。 

 それで、村民だよりを見たら、往復で売ると書いてあるのに、どうしてなのと聞いたの

ですが、窓口ではそう言われて、それでやり取りが終わっているということです。 



－１０－ 

○委員長（一木重夫君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 失礼しました。その事情というのは、夏場の７月分、８月分の一斉

売出日というのが決まっております。先ほどの一般的に、もう発売されている、いつでも

というときには、往復でも買えますということですが、そこの対応については、７月に行

って８月に帰る場合に、８月分については一斉発売日までは売らないというのは、私ども

も聞いておりましたので、そういう不便を受けたんだと思います。 

  改善ができるのかどうかについては、また改めて聞いてみたいと思います。 

○委員長（一木重夫君） その他ございませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（一木重夫君） 今の流れで、もう一点だけ質問ですけれども、昨日あたりからおが

さわら丸の島民の枠、それが窓口ではいっぱいになってしまって買えない状況が発生して

いるのですが、インターネットでは買えるという、そういう現象が起きております。村民

の間でも窓口で２等の和室が買えなくて困っているという訴えを聞いております。先ほど

と同じような形になるかと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。 

  副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 今のお話については、私も今初めて聞きましたが、まず、特に２等

の和室、それから２等寝台につきましては、総数では従来の定数と同じ、500席ぐらい用意

されていますが、それぞれですと、250ぐらいに席数が減っております。以前からお話しし

ている中で、村民の足であるというところでは、住民が行きたいときに乗れないというの

は困るよということは申し上げております。 

  小笠原海運を擁護するわけではないんですが、多分今のお話ですと始めていきなり夏場で、

枠の調整というのが、うまくいっていないんだろうと思っております。島民枠、それから

今回の場合でいうとネット枠と販売枠、さらにその中で島民枠と観光客などの一般枠とい

うのを、どういうバランスでやっていくかというのは、長年同じ席でやっていくと大分熟

れてくるんだろうと思いますが、初期の混乱かと思います。 

  ただ、それで島民の方が乗れないということがないようには申し入れたいと思いますが、

一方で２等和室がその数が減っておりますので、場合によっては満席になれば２等寝台の

方に、村民割引で乗っていただくというようなことも発生してくるんだろうとは思ってお

ります。このあたりも小笠原海運とはお話をしてみたいと思っております。 

○委員長（一木重夫君） ぜひお願いします。 
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  もう一点、委員長から質問がございます。おがさわら丸の学生割引運賃についてでござい

ます。 

  今日は、小学６年生の皆さんが傍聴に来ていますけれども、現在のおがさわら丸の運賃は、

６年生までは子供料金です。中学生になると大人料金、倍になります。現状ですと、中学

生になりますと大人料金の村民割引で25％割引という料金で利用をしています。一方で、

現在島外の島出身の学生については35％の割引になっております。一般の学生の割り引き

は20％ですけれども、ここに差があるわけですね。従来から村議会でもここの格差は何と

かしてほしいというお願いを、小笠原海運にもしていたかと思います。その後、この要望

についての進捗状況、また今後の取り組みについて教えてください。 

  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） 委員長からご指摘のございました学生割引につきまし

ては、平成25年の秋から26年にかけて、学生割引だけではなく、各障害者の方の割引も含

めて、割引制度全体を、村から小笠原海運に、その改正あるいは検討を申し入れた経緯が

ございます。委員長から出ましたけれども、今、島出身で、内地に在住している学生の帰

省の際の割引は35％で制度化されたのは、その時に話が調ったものでございます。 

  ただ、過去小笠原海運に申し入れて検討しますということで、現在保留状態になっている

割引制度も幾つかございますので、今回のご提案を受けて、今の状況に照らし合わせて、

村のそれぞれの割引制度の考え方を改めて整理しまして、小笠原海運と今後交渉をしてい

きたいと考え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） 今日は小学６年生が来られているということですが、小学６年生

から中学生になるギャップというのはかなり大きいものだと思います。皆さんご存じの部

分かとは思いますが、皆さんのところに表を配らせてもらっているのですが、東京父島間、

父島から行く場合、中高生は往復３万2,740円。それから母島から行く場合は３万7,540円。

ちなみに次に遠い青ヶ島の中高生が行く場合は往復１万2,980円、八丈島は9,880円という

金額になっています。そして東京都の島しょ以外で一番遠い駅というのが奥多摩駅だそう

ですが、そこまでの往復が2,160円ということで、都内ではそれ以内で都心に行けるんだと

思います。 

  東京都心ということになりますが、例えば都庁に行く、国会図書館に行く、そういった教

育的な部分もあるかと思います。もちろんディズニーランドに行くのでも、この金額がか
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かってくるわけでございますが、ここで３点、やっていったらいいのではないかと思いま

す。 

  まず第１点は、今、樋口室長が言われたように、小笠原海運に働きかけるというのが１つ

だと思います。 

  そしてもう１点は、伊豆七島、小笠原と、学生が同じように東京のそういう教育機関に行

ける格差をなるべく減らしてもらえないかという要望ができるのではないかという気がし

ます。 

  それともう１点は、独自の財源で村が、かわいい子には旅をさせろという、基金でも何で

もいいのですが、そういったものを例えば年に１回ぐらいは、ある程度補助なり何なりを

提供して、中高生が内地に行けるような仕組み、もちろんそういう補助を受けた場合は成

果なり何か報告をしていただければいいのではないかと思うんですが、そんなことを考え

られるかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○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） 今、清水委員のご指摘の、３つの考え方はそれぞれ理

解するところですが、多分、航路の運賃の考え方の背景に、そもそも国土交通省の方の基

本的な仕組み、考え方があるかと思います。そういったところで、例えば距離的な要素も

当然運賃に反映されているでしょうし、そういった基になっている運賃の考え方プラス、

それをいろんな方面での割引というところで、トータルで捉えまして、まずは先ほど申し

上げましたとおり、小笠原海運には個別交渉ということはさせていただきますが、２つ目、

３つ目の清水副委員長の考え方は頭に入れつつ、まずは小笠原海運との交渉を進めていき

たいと、今の時点ではそういうふうに考えるところでございます。 

○委員長（一木重夫君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 政策的なお話も出ましたので答弁をさせていただきます。 

  まず、学生たちのこの運賃につきまして、今、内地にいる島出身の子供たちに35％の割り

引きをという交渉をしたときに、この35％の根拠は伊豆七島と同じ割引率ということでご

ざいます。したがって、まだ島内の学生の場合には他のこともあって、25％のままになっ

ていますので、一日も早くまず同等の35％の割り引きということを求めてまいりたいと思

います。 

  それから、伊豆七島と小笠原では距離が違いますので、小笠原に住むということは、自ず

からある程度そういう負担がかかるということでございますが、日々の行き来ということ
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は別にしまして、今修学旅行等、私ども政策的にご支援も申し上げていますし、子供達が、

例えばスポーツとかで行く場合にも、些少ですけれどもご支援をさせていただいています

ので、まずきちっとした伊豆七島との比較の基準に基づいたものを確保することと同時に、

あとは政策的にいろいろ内地に行かれる場合のことは、また別途、今までのことでは不十

分なのか、もっと必要なのかということは考えてまいりたいと、このように思います。 

○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） 村長の前向きな答弁ありがとうございます。 

  次に遠い八丈島から比べてもかなり高い、学生のお小遣いでは、とても出せるような金額

ではないというのに改めて気づいた次第でございます。 

  修学旅行やスポーツ大会なんかで、村がかなり出していただいているというのも、大変感

謝をしているんですが、できればその枠をどんどん広げていただいて、中学高校生合わせ

て恐らく120人ぐらいではないかと思うんですが、そういった方たちに、より勉強の場、チ

ャンス、そういったものが増えるような形のものを今後考えていけたらと思います。よろ

しくお願いしたいと思います。 

○委員長（一木重夫君） その他ございませんか。 

（発言する者なし） 

○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

ご異議ありませんか。 

（「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。 

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

◎小笠原諸島世界自然遺産について（継続） 

○委員長（一木重夫君） 続きまして、日程第２、小笠原諸島世界自然遺産について、執行部

から報告を求めます。 

  環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） 世界自然遺産事業経過報告ということで、定例でご報告している

内容についてご説明を申し上げます。 

  資料に基づきまして、１つ目、主要な会議のスケジュールをお示ししております。年度が

始まってそれほど時間が経っていないということで、今回は、今後どういった議論が行わ

れていくかという目安として会議の予定をお示ししました。 
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  大きく分けて、地域連絡会議という地域の関係者と行政が話し合いをする場がございます。

もう一つが有識者、研究者の方々がご参加いただいて、科学的な議論をしていただく科学

委員会。地域連絡会議と科学委員会、それぞれぶら下がる形で個別具体的な検討を行う作

業部会、ワーキンググループというものが予定されております。 

  今年度の大きなトピックとしましては、世界自然遺産をどういうふうに管理をしていくか

という、グランドデザインになるんですが、管理計画というものの改定が予定されており

まして、それについては地域連絡会議、科学委員会それぞれ下部に専門的な部会を設置し

て議論をしていくという予定になってございます。 

  次に、主な対策状況ということで３点ご説明申し上げます。 

  第１点目ですが、兄島グリーンアノール対策ということで、平成25年に兄島への侵入が確

認されたグリーンアノールに関する対策状況のご報告です。これまで実施してきておりま

すように、グリーンアノールの探索捕獲を継続するとともに、保全対象であるとか、環境

影響のモニタリングというものも継続をしていきます。さらに、現在の手法で根絶という

ところまで至っておりませんので、根絶に向けた防除技術の開発ということも並行して検

討を行っていくことにしております。 

  さらに、今年度新しいこととしましては、現在Ａライン、Ｂラインという２つの柵がござ

いますけれども、さらに兄島の最北部ですとか、弟島への侵入を防ぐということで、Ｃラ

インという新しい柵の設置も予定されております。 

  ２番目に兄島陸産貝類保全、外来ネズミの対策ということで、進捗経過をご説明します。

兄島の世界自然遺産の中核的な価値と言われている、固有のカタツムリの生息状況を守る

ための対策として、昨年度来外来ネズミ対策のご説明をしているところですが、本年度は

やはり昨年度までの局所的な対策ではカバーできない、対策が十分ではないという現状を

踏まえまして、兄島全域を対象として殺鼠剤空中散布による駆除というものが計画されて

います。時期としては８月ということで、事業者の環境省では進めてございます。ただ、

時期的なこともございますし、標的となるネズミ以外への影響ということで、環境影響の

緩和策、住民合意へのプロセスについては、再度調整して今後計画決定まで持っていくと

いうふうに聞いております。 

  ３番目、母島陸産貝類保全ツヤオオズアリの対策でございます。こちらは前回の定例会で

も一般質問でもご議論いただきましたけれども、昨年の２月に母島への侵入を確認して以

降、既に南崎等で固有カタツムリへの影響も出ていると、そういった状況も踏まえて昨年
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度来対策を行っているものでございます。今年度も引き続き南崎を重点的に対策を行うと

いうことで、４月、５月に関しては関係機関と民間の関係者で共同での作業を実施してま

いりました。６月以降は環境省の事業化が行われて、駆除作業を継続する予定となってお

ります。 

  続きまして、３点目として世界自然遺産登録５周年事業についてご説明申し上げます。 

  平成23年６月に世界自然遺産に登録をされて、ちょうどこの６月で５年ということになり

ます。それを記念するという形で、改めて内外にその価値ですとか、取り組みを普及・啓

発していくということを目的に、５周年事業というものを計画しております。 

  １点目として、この６月26日には本土でイベントを予定しております。２部制になってご

ざいまして、第１部のシンポジウムにおいては、科学委員の先生方であるとか、野ネコの

事業に関わっていただいている東京都獣医師会、あるいは観光事業者、放送事業者等によ

り、小笠原の価値であるとか保全の努力について、広く内地の方々にご披露いただくとい

うような内容を検討してございます。 

  第２部ですが、テーマセッション、日本の世界自然遺産地域の連携、関係町村ネットワー

クづくりに向けてということで、小笠原以外の知床ですとか、白神、屋久島、小笠原も入

れて全部で８町村ございます。それらから各町村の町長、村長、皆さんに集まっていただ

いて、この小笠原の５周年を機に、そういった世界自然遺産に認められた自然を有してい

る地域で、どういう連携ができるかということをご議論いただくことを予定しております。

その場において、世界自然遺産地域ネットワーク協議会というものの立ち上げについても

予定をしております。 

  ２番目、島内イベントの予定ですが、登録が６月ということではあるのですが、６月、７

月は、繁忙期でございます。村内の皆さんにいろんなことをご披露するには、秋以降がい

いだろうということで、本格的な村内でのイベントについては、10月、11月以降を考えて

ございます。ただ、やはりいろんな研究者の方が随時ご来島されておりますので、その

折々捉えて、改めていろいろな昆虫だとか植物だとか、分野ごとに発信をしていただくと

いう機会は引き続き設けてまいりたいと考えてございます。 

  ４番目、世界遺産センター外来種対処室の運営についてでございます。 

  現在、西町で建設が進んでございますが、環境省が整備している世界遺産センターについ

ては、来年４月開館予定で建設が進んでございます。マイマイですとか、ハンミョウを育

てる施設、機能だとか、あとは外来種を属島に拡散させないための燻蒸冷凍の施設とか、
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そういったものが設置される一方で、野ネコですとかペットとか、あとは怪我をした野生

動物を保護するための機能も持たせられないかということで、現在、その一室を使った事

業についても検討をしております。それに当たっては、環境省、東京都、関係団体と協議

会を組織して、獣医師を配置して事業を実施することを検討しております。 

  運営内容としましては、愛玩動物の対策と野ネコの事業、あるいは先ほど申し上げました

ような野生鳥獣の保護といったことは、これまで父島には獣医師がいないということで十

分できなかったことを、少し補足できるような事業を今後実施できるように検討しており

ます。それに当たっては、先ほど申し上げましたように、関係機関と協議会を組織するの

ですが、各機関が事業に当たっての経費についても、少しずつ負担をするような形で運営

を組み立ててまいりたいと考えております。 

  説明は以上になります。 

○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。 

  稲垣 勇委員。 

○委員（稲垣 勇君） ３月に母島のツヤオオズアリの件で質問しましたけれども、まだこの

３番の中に４月、５月そして６月と調査に入っているようですけれども、これらの結果に

ついてはいつ頃成果が上がって発表できるのでしょうか。 

○委員長（一木重夫君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） まずこの４月、５月の２カ月については、具体的にはベイト剤と

いう市販のアリ駆除薬を５掛ける５メートルぐらいの格子状でかなり広範囲にわたって並

べて、それをアリに食べさせて駆除していくという作業を、10日に１回ぐらいの頻度で父

島からの出張者も含めて、人手をかけて実施をしてきております。 

  それについて成果ですけれども、２カ月でどのくらい実際にアリが減ったかというのは、

なかなか正確なデータというのはまだご報告できる段階にはございません。ただ、そのや

り方についてもう少し改善をしたほうがいいんではないかとか、あるいはそういったアリ

の駆除の専門家にもう少しアドバイスをいただいて、こういうふうに進めたほうがいいん

ではないかとか、改善するためのいろいろな知見が集まっている部分もございます。です

ので、それを反映する形で環境省の方で事業化をしていただいて、駆除を進めていくとい

うのが現在の段階ですが、計画上は８月ぐらい、一度そこまでの対策結果というのはまと

めて、会議等でまた関係者に報告をするという場が予定されております。 
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○委員長（一木重夫君） 稲垣 勇委員。 

○委員（稲垣 勇君） そうしますと、９月、次の定例会にはある程度の報告が出るわけです

か。最終的にというか、５月、６月の分に関しては12月にはある程度の報告をいただける

ということでいいですか。 

○委員長（一木重夫君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） その対策の進捗に応じて、その時々の状況は定例会においてご報

告したいと思いますし、できるように準備をしたいと思いますが、ただ１点、アリの対策

というのは、着手をしてみると、思った以上に難しい部分もございます。15ヘクタール、

14ヘクタールという非常に広いエリアの中で、人力で動線を作って、一個一個トラップと

いうか、そのベイト剤を置いていくという作業をやっているので、効率性も含めて課題は

非常にあると思っておりまして、ではこの２カ月で実際駆除できたかどうかというのは、

先ほど申し上げたように判断は難しいですし、半年経ったときに、根絶ができているかど

うかというのは、まだそこまでの見通しは立っておりませんので、その都度の経過報告を

申し上げる形になるかとは思いますが、きちっとご報告してまいりたいと思います。 

○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） ２点ほど確認したいと思います。 

  まず、兄島陸産貝類保全、外来ネズミ対策ということで、ちょうど私たち議員の内地出張

の折に島民説明会があったと聞いております。残念ながらそれに出られなかったのですが、

前回、この殺鼠剤の空中散布については、ヘリコプターが毎日上を通過したり、父島の浜

に袋が多数上がったりで、島民の方たちは非常に抵抗を持っているのではないかと思うん

ですが、今回致し方ないということで８月という繁忙期の実施が計画されているんですが、

その説明会で島民の方たちがどんな感じで受けていたのか、その辺をちょっと聞きたいと

いうのが１点です。 

○委員長（一木重夫君） まず解答、１点目。 

  環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） ８月を予定していることについての、住民意見交換会での受けと

めの状況ということでございますけれども、まず背景として先段からご説明を申し上げて

いますように、前回の空中散布、平成22年ですかね。平成26年に計画されたものについて

は、いろいろな不信感もあって一度中止をしているという経緯がございます。昨年度１年

間は、そういった中止になった経緯であるとか、あるいは先ほどご指摘があったような過
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去の散布のときの反省点等を整理するために、１年間検証委員会という委員会を実施して、

５回の議論を踏まえて、いろいろな改善点を整理してきております。 

  ５月19日の住民意見交換会では、そういった議論を踏まえて、前回までとどういったとこ

ろを注意して行うのかということを、まずは環境省の方から説明がございました。それに

よって、具体的な例で申し上げますと、前回は兄島の海辺も内陸部も同じようなまき方を

してしまっていたのを、今回は内陸部は同じようにヘリコプターを使うけれども、周縁部

についてはドローンを使うだとか、あるいは手まきで対応するだとか、そういったことで

海への流出を最小限にすると。さらには、前回も行っていたんですけれども、漁船等に協

力をしていただいて、万が一にも流出してしまった場合に回収する体制をきちっと整える

と。そういった改善点が示されております。 

  そういった説明を受けた中では、出席した島民の方々からは、散布を行うこと自体につい

ては、余り否定的なご意見はなかったというふうに理解をしております。ただ、具体的に、

もう少しこういうところを改善できないのかとか、いろいろなある意味前向きなご意見は、

環境省に対して寄せられていたというのが説明会での状況でございました。 

○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） 前回の悪かった部分を訂正してまいていただく方向であるんだと

思うですが、この８月という月が必然なのか偶然なのか。８月もしかしたら台風などが来

て、雨が降れば流れるようなこともあるので、どっちかというとイメージ的にはやっぱり

冬場のほうが、いいのではないかと思うのですが、その辺はいかがなんでしょうか。８月

になぜするのか。 

○委員長（一木重夫君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） こちらについてはどうしても事業を実施する環境省の判断という

のもございますけれども、当然その関係機関あるいは専門家も含めて会議体の中でも、い

ろいろと議論を重ねてきてございます。要するにいろんな要素を検討しております。１つ

には事業実施上、まずは目的を考えたときに、兄島の固有のカタツムリが本当に予断を許

さない状況であるということで、できる限り早く実施をしたいということがございます。 

  ただ、そうはいっても行政として行う事業なので、４月、５月に行えるかというと、なか

なかそういった事業の準備も整わないということで、それを考えたときに最短の時期が８

月ぐらいであるという事情がございます。 

  あわせて、ヘリコプターも、今回専用に造るわけではなくて、内地でもいろいろな用途で
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使われている機材を持ってくることを考えると、内地で農業用に使ったりする時期からす

ると、この時期が比較的空きがあるということですとか、あるいは標的以外の生物への影

響ということでいうと、アカガシラカラスバトが昨年度の検証委員会で、このネズミ用の

殺鼠剤に対して少し影響を受ける可能性があるという指摘がございました。８月というの

は、アカガシラカラスバトは、比較的兄島ではなくて父島とか他の島にいる傾向があると

いう時期、そこも踏まえて、８月頃という判断が、今回は行われてきているという経過が

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） なかなか致し方ない部分なのかもしれませんが、前回、平成22年

のときにはかなりの予算、何億円というお金を使ってまいたというのを聞いたので、やは

りネズミに効果的な時期というのがあるのではないかという気もします。例えば食べ物の

少ない時期にまけばかなりの率でいけるとか。前回、平成22年で結局駆逐ができなかった

ということもあるので、まだ調整中ということなので、その辺も少し検討していただいた

らいいのではないかという気がしました。 

  それと、もう一点ですが、世界自然遺産登録５周年事業が６月26日にやられるということ

で、非常に喜ばしいことですが、当村においては、25日に返還祭、26日に母島返還祭とい

うこと、それからおがさわら丸の新船がやってくるということで、なかなか島の方が行け

るようなときではないということですけれども、これにはどなたが島の代表として行くよ

うなことになっているのでしょうか。 

○委員長（一木重夫君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） ご指摘のように村としては、なかなか忙しい時期ではございます。

ただ先ほどもご説明しましたように、このイベントに関しては、対外的な発信がやはり一

番重要ということで、こういった時期の設定になってございます。村からは、村長に代表

として行っていただくと。担当課としても必要な事務がございますので、一緒に行って、

このイベントを運営してまいるという予定でございます。 

○委員長（一木重夫君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） グリーンアノールについて聞きたいと思います。 

  今回、兄島と弟島のＣラインの柵を設置するということで、今Ａ、Ｂとありますけれども、

今現在食害はどの辺までいっていますか。 

○委員長（一木重夫君） 環境課長、深谷君。 
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○環境課長（深谷雪雄君） グリーンアノールの被害の状況ですけれども、まずどこまで侵入

しているかという観点で申し上げますと、現在島の真ん中少し南ぐらいに設置をされてい

るＢラインというところで、何とか食いとめているという状況でございます。Ｂラインの

その柵の近辺では、少しずつ見つかってはいますが、まだその北側では見つかっていない

という状況がございます。 

○委員長（一木重夫君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） グリーンアノール自体が繁殖力も行動も結構活発だという中で、前を

見据えた防除処理というのは大事だと思いますけれども、まずその上にある防除技術の開

発、これも絡めると防除技術を確立するには、まずどうやって侵入したか、原因究明をあ

る程度しないと、空から降ってきたのか、泳いで行ったのか、船で行ったのか、いろんな

原因が考えられると思いますけれども、今現在科学委員会も含めて、原因と思われるもの

は幾つぐらい出ているんですか。 

○委員長（一木重夫君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） 様々な可能性というのは検討されておりまして、前回もご質問い

ただいたように記憶してございますけれども、１つは、おっしゃったようにノスリ等の鳥

類が、父島で餌として捕まえたものをくわえたまま飛んでいって何かの拍子で落としてし

まったのではないかという話。あるいはカヌーとかシーカヤックとか、そういったものに

紛れ込んで、浜辺に着けていた船から入ってしまったのではないかとか、あるいは何か目

的があって上陸した人の荷物の中に入ってしまっていたのではないかとか、そういった形

での可能性について把握しているというか、議論をしてきてございます。 

○委員長（一木重夫君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 先ほどから環境課長が言っているように、このグリーンアノールが生

態系に与える影響というのはかなりある。小笠原古来の小笠原のトカゲ、そして陸産貝類

を食べているのではないかという中で、原因と考えられるのは、多分今言った３つだと思

うんですけれども、その各々に関して、どう防ぐかというのは大事だと思うんですね。 

  それは、ある程度科学委員会等で、それぞれの原因を確立する中で、それに見合った防除

方法を考える必要があると。そういう意味では、なるべく早くそういう部分を確立する必

要があると思います。ちょっと見ていると、その原因究明に対して、余り進んでいないよ

うな気もする。でも、課長がさっき言ったように被害は進んでいる。課長は半分ぐらいし

かいっていないと言ったけれども、私から見るともう半分もいったのかという部分なんで
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すね。 

  だから、時間から見たらかなり早い速度で進んでいると、これ海も泳ぐし、木から木へも

飛び移る、非常にやっかいなトカゲであって、このままいくと、弟島へ移るのも、もしか

したら時間の問題かなという気もするわけですよね。ですから、膨大なお金をかけて防除

をやってはいても、根本的な問題で立ち遅れると、余り効果がないような結果も出てくる

ので、科学委員会では、１日も早い防除方法の確立、それは捕獲器も含めて、そういう確

立をする必要があると思います。 

  今後それに向けて課長に頑張っていただきたいと思うんですけれども、環境省自体にも、

用事があれば行ってさらにお願いしてくると。このグリーンアノールは生態系の被害だけ

ではなく、小笠原の世界自然遺産にも影響してくる大きな問題になりつつありますね。で

すから、ちょっと今出遅れているような気がして仕方ないんですね。ですから、絶滅に向

けての防除の確立を、迅速にやっていく必要があると思います。これについて課長の今後、

どういう形でそのことに向けて進めていきたいか、考えがあれば聞かせてください。 

○委員長（一木重夫君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） 私も世界自然遺産の管理機関である村の一員として、各種の会議

に出席して議論を聞いてきております。３年経って、根絶までは至っていないということ

は事実としてございまして、それに対して新しい防除技術の開発というのは、当然大きな

課題として会議の中でも上げられていますし、引き続き科学委員を含めた専門家の方々の

議論の大きなターゲットとなってございます。 

  ですので、そういった形で会議の中でも、村としてもきちっと関わっていきたいと思って

おりますし、村としても村民の皆さんに、その価値、こういうふうな価値があるんですよ

ということを説明するとともに、それを守るためにこういうことをやっていて、こういう

成果が出ているんですよと、やはり成果もきちっとお伝えしないと、なかなかご理解いた

だけないと思いますから、村としても村民に対してそうやって説明していくために、環境

省をはじめとした関係機関に、こういうふうにやったらどうですかとか、こういうふうに

お示しいただけませんかとか、いろんな提案はしていきたいなというふうに思っておりま

す。 

○委員長（一木重夫君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 課長すごくいいことを言いましたけれども、やはり村民に対する啓蒙

がいまいちまだ進んでいないような気がする。特に子供たちにとっては、色が変わるグリ
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ーンアノールって何かペットのような感じを抱いている子もいるのではないかと思います。

そういった中で、減らない原因の１つには、やっぱり島民自体がアノールに慣れてしまっ

たこと。 

  世界自然遺産を守るという部分の啓蒙活動も必要だと思いますし、それとまずできること

として、船で行く場合も当然考えられるわけなので、今おがさわら丸も竹芝、父島で岸壁

では、消毒をしていますよね。観光客遊漁船も含めた中で、観光協会等を通して、そうい

うできることからの協力を依頼していくと。それもまず始まりとして必要ではないかと思

いますので、その辺も今後進めていっていただきたいと。そして絶滅に向けての迅速な行

動をとっていただきたいと、こうお願いして私の質問を終わらせます。 

○委員長（一木重夫君） その他ございませんか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） １つ伺いたいんですが、運営内容ですね、獣医師会に所属する獣医師

を配置するというふうになっているんですが、この人の身分というのは、獣医師会から派

遣なのか、そうではなくて環境省で雇うのですか。 

○委員長（一木重夫君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） 待遇とか来ていただく立場というのは、今最終的な調整中でござ

いますので、また決まったときにご報告させていただきます。 

○委員長（一木重夫君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） ぜひ環境省職員で雇っていただければと思います。 

  私もこの野生鳥獣の保護ということで、ずっと20年ぐらい１人でやってきたという経緯も

あるのですが、獣医師がいなかったので、今までは保健所の獣医師に無理やりお願いして、

怪我の治療とかやっていただいていました。だからそういう部分では必要な人だと思って

いるので、何とか確保していただきたいなというふうには思います。 

  それから、ここに載っていないんですが、今母島のほうにやはりプラナリアを入れないと

いう話がありますけれども、ははじま丸に乗る前に、水で足を洗っていくということにな

っているはずなんですが、よくよく見ていると、あの動線が悪いものですから、そこに入

らないで行く人がかなり多いです。それは、自然公園係のレンジャーとかが来ているとき

はいいんですが、いないときは入らないで、またいで行くという人もかなり多く見受けら

れるので、その辺の改善もやはりきちんとしていったほうがいいのかなというふうに思い

ます。 
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  ここの中には載ってきませんけれども、アノールにしても、兄島のアノールについては子

供がお土産に持っていったのが増えたとか、高校生がキャンプファイヤーをやったという

のが原因ではないかとか、あそこで青年協議会がやっていたり、いろんなことが昔あった

ので、そういう時に持っていったのではないかとか、いろんな噂が渦巻いているわけです

が、今、杉田委員が言われたように、やっぱりＰＲをきちんとしてほしいなというふうに

思います。よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（一木重夫君） 小学校６年生の授業がもう終わりになりますので、記念撮影をした

いと思います。暫時休憩をしたいと思いますけれども、いかがですか。 

（「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。 

  暫時休憩をいたします。 

  再開は午前10時15分からとします。 

（午前１０時１０分） 

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

○委員長（一木重夫君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午前１０時１５分） 

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

○委員長（一木重夫君） その他、世界自然遺産関連で質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  鯰江 満委員。 

○委員（鯰江 満君） 他の委員さんがいろいろ言ってくださったので、私からは、地域連絡

会議の中で、この新たな外来種の侵入・拡散防止、それから愛玩動物対策ということをお

聞きしたいのですが、地域連絡会議は、今後愛玩動物をどのように取り扱うかというか、

位置付けていくかというようなことは話し合われていますか。 

○委員長（一木重夫君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） 愛玩動物対策のワーキンググループ、今並べておっしゃっていた

だいたとおりで、新たな外来種の侵入・拡散防止の中の１つのカテゴリーとして愛玩動物

を取り扱うワーキンググループです。すなわちペットであっても、野外に放逐されてしま

えば外来種になり得るので、そういったことがないように、どういう対策をするべきかと

いうことを議論している場でございます。 

  基本的な考え方につきましては、このワーキンググループのメンバーの中で議論をしてき
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て、大事な視点と考えてございますのは、人もペットも野生動物も共存できるような島を

作っていくことが大事だと。つまりペットは一切飼ってはだめだと禁止をするわけではな

い。だけど外来種にならないようにしっかりと対策をしていく。そういう島づくりが重要

ではないかというのが、ワーキンググループのメンバーの認識かと思います。 

○委員長（一木重夫君） 鯰江 満委員。 

○委員（鯰江 満君） 理想ですね、それが。ただ僕は今すぐにとかということでなくて、か

なり厳しい飼い方というか、許可を出すぐらいのことにしていかなければ、これが今日言

って明日とか、１年後とかということを言っているのではないのですか、小笠原はそうい

う地域なんだということで、例えば犬や猫や、そういうものも50年後、100年後にはいませ

んよと、それが当たり前なんだと。それはなぜかと言ったら小笠原の希有な自然を未来に

継承して残していくためにはやむを得ないんだと。小笠原というのはそういうところなん

だと。私は８年の間に２度ないし３度、そのような方向性を小笠原は持つべきだと。ただ、

すぐさまそれをということはいろんな抵抗もあるし、それから人と一緒に暮らして癒され

るとか、守られるとか、頼りにしているとか、そういうようなことも確かにあるわけなの

で、徐々に緩やかに最後はゼロに近づくようにするのがいいのではないかなということを、

私は意見として思うわけです。理想は一緒に暮らせれば一番いいけれども、そうはいかな

いという現実がありますので、どちらをとるかといったら、私の言うような案をとってい

ただいて、そういう方向で30年後、50年後にはしていこうねというようなものがあっても

いいのではないかなと思うわけですね。 

  というのは、兄島のアノールに実際に従事して行っている方たち、業者が受託して行って

いるんだろうけれども、何と宮之浜はラッシュになるようで、大体20、30、40人が兄島に

日々上陸して、その移入種対策、新たにまたネズミも出てきているからネズミの問題とか

でも、行っているわけですね。 

  平成２年か３年ぐらいだったですか、環境省の、岩垂環境省長官の、小笠原の航空路の必

要性は認めるが、兄島には世界的に希有な自然があり、航空路はまかりならんというよう

な発言があり、私は大臣室で聞いた。白紙撤回になったところに立ち会っているわけです

ね。 

  私はこの村議会の中で一般質問だったか、３、４年前にもどっちをとるのだと。自然を大

事にしろというから仕方がない、認めてくれなかった。その後航空路は今日現在までも決

まっていない。何も決まっていないということですね。その上、毎日ですよ、30、40、50
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人、それは守るために行っているのはわかるけれども、どんどんどんどん壊れるんですよ、

兄島は。ですね。 

  他の委員の方も言いましたし、当然環境省もそれなりにやってくれているとは思うので、

今努力をしている方達には申し訳ないですが、本当に絶滅させる、根絶するということは、

もう不可能のような気がして、本当に忸怩たるものが私の中にめらめらとなるわけですよ。

ですから特に水際と、それから現在一緒に人間と暮らしている愛玩動物は、入ってきても

らっては困るというようなふうに徹底してやらなければ、これから先、兄島の問題以外、

属島も、もちろん父島、母島もめちゃくちゃになるという可能性は、いっぱいあると思う

んでね。これは私一人の考え方ですが、そういう方向性を持ってやっていくというふうに、

ぜひ、してほしいですね。 

  竹芝、それから芝浦、それから共勝丸のことも入れると、豊海、それから観光船では、晴

海、名古屋、そういうようなところでも、かなり厳しく水際でやらなければいけないと。

現在いるペットについては、村あるいは環境省が特別の許可を発行して、そして飼ってい

い、ただし一代だけですよだとか、数十年かけてゼロにしようというふうに思っています

ので、課長大変ですけれども、そういう方向性で考えていただきたいと思います。 

  この件に関しては、村長はどんなふうにお考えでしょうか。 

○委員長（一木重夫君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 村を代表しまして、地域連絡会議に出ていますが、地域連絡会議でい

ろいろなことが議論されるわけです。今の鯰江議員のご指摘のことでいいますと、私も岩

垂長官のそのときに立ち会った身でございますが、まずそれぞれの人がいろんな経験をし

ているということですよね。ここの村民。それからいろんな価値観を持っているというこ

とだと思います。鯰江議員の考え方は考え方として。 

  犬、猫が好きな人もいれば、苦手な人もいる。そういう人たちが、お互いのことを思いや

りながら、生活をしていく、暮らしやすい村にしたいというのが私の考えでございまして、

航空路のことでいえば、それはいろいろな考えをお持ちであろうとも、お互い村の暮らし

をよくするためにはどうしていったらいいかというようなことで、この自然環境を守るこ

とにしても、村民の生活を守ることにしても、絶えず私はそういう観点から、多くの皆さ

んの意見も伺いながら、そこにお互い合意形成を図って、たとえ東京から1,000キロ離れた

小笠原であろうとも、暮らしやすい環境というのを作っていくというのが村政のリーダー

としての立場だと思っていますので、今のご質問の地域連絡会議でも、村の立場、村民の
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立場を、科学者の皆さんや多くの他の官庁関係の皆さんとも議論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。 

○委員長（一木重夫君） よろしいですか。 

  その他ございませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（一木重夫君） 質疑がないようですので、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。 

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

◎平成29年度小笠原諸島振興開発事業概算要求について 

○委員長（一木重夫君） 続きまして、日程第３、平成29年度小笠原諸島振興開発事業概算要

求について、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、平成29年度振興開発事業の概算要求につき

ましてご報告をさせていただきます。 

  お配りしております資料に沿いながら報告をさせていただきますが、まず最初に資料の見

方でございます。記載してあるのは、村事業のみでございます。左のほうには事業の区分

があり、右に行くにしたがいまして平成28年度の実施計画額、その横に平成29年度の概算

要求額、そして比較しまして増減と伸び率、右端に主な事業内容という形で記載させてい

ただいております。 

  内容でございます。まず最初に村道でございますが、平成29年度の概算要求額、事業費が

6,454万8,000円、国費ベースで3,872万8,000円、内容が父島におけます道路改良排水性舗

装、それから大村清瀬トンネルの補修の設計、母島におきましては橋梁の補修工事を行う

予定でございます。 

  次に、簡易水道でございますが、平成29年度事業費が９億4,164万8,000円、国費で４億

7,082万4,000円、内容でございますが、父島におけます清瀬配水池の更新、それから扇浦

の第２原水調整池の築造、清瀬配水管の新設、母島におけます浄水機棟の建設工事、それ

から導送配水管の詳細設計という内容でございます。 

  ３つ目がし尿処理施設でございますが、事業費が１億9,720万円、国費が9,860万円、内容
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が父島におけます機械設備の改良でございます。 

  ４つ目が浄化槽の施設でございます。事業費569万2,000円、国費が284万6,000円、父島に

おけます18人槽を１基設置する予定でございます。 

  ５つ目が保育施設でございます。平成29年度概算事業費が9,345万4,000円、国費で4,672

万7,000円、内容は母島におけます当該用地の用地買収、それから造成、建物の基本設計で

ございます。 

  続きまして、最後にソフト事業ですが、診療所運営費、事業費が２億4,637万9,000円、国

費が１億2,318万9,000円でございます。父島、母島診療所の運営に係ります管理運営、そ

れから医療機材の整備でございます。 

  村事業のトータルでいきますと、事業費が15億4,892万1,000円、国費で７億8,091万4,000

円、今年度の実施計画額と比較いたしますと、事業費で1.89倍、国費で1.88倍の内容にな

っているところです。参考に、平成27年度、国の補正予算はございましたが、今回補正予

算に村事業を充ててはおりません。全て補正は都事業で当て込んでおりますので、今年度

繰り越しての執行はございません。 

  今、東京都のヒアリングが終わりまして、国土交通省のヒアリングを目の前にしていると

ころでございます。それぞれヒアリングが終わった後、国、東京都、村の方でそれぞれ予

算の枠を予想し、その中で事業の優先順位を勘案して、財務省に提出する案を調整を図っ

ていくという状況でございます。 

  報告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。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 浄化槽施設18人槽というのは、どこに設置するんですか。 

○委員長（一木重夫君） 建設水道課長、篠田君。 

○建設水道課長（篠田千鶴男君） 今後予定されるところで、扇浦・小曲地区を考えておりま

す。 

○委員長（一木重夫君） その他ございませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（一木重夫君） 質疑がないようですので、これにて質疑を終了します。これにご異
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議ありませんか。 

（「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。 

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

◎平成29年度東京都予算編成に対する要望について 

○委員長（一木重夫君） 続いて、日程第４、平成29年度東京都予算編成に対する要望につい

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、平成29年度東京都予算編成に対する小笠原

村の要望事項について説明をさせていただきます。 

  資料に沿いながら説明をさせていただきますが、最初に資料の見方でございます。表の左

端に、東京都の各局の名称が書かれております。その次に、要望事項の内容、それから要

望事項の要旨、その後に平成29年度に提出する要望の位置づけ、二重丸が重点要望、丸が

通常要望という形になっております。バツが取り下げということでございます。横に平成

28年どういう要望の位置づけで出したかというのを、並べてわかるようにしてございます。

右端は備考でコメントが載せられております。それで、内容的には多岐にわたりますので、

主な改正点、去年と違うところを中心に説明をさせていただきます。 

  まず１ページ目の一番下でございます。総務局の（９）離島海空路の充実強化の⑧、おが

さわら丸、ははじま丸の代替船建造に係る予算の確保ということで、取り下げをさせてい

ただいております。これは、もう既に予算措置が講じられ建造がほぼ終わりということで、

取り下げをさせていただくところでございます。 

  続きまして２ページ目の一番上でございます。同じ総務局の（10）番、離島のヘリポート

整備に対する財政、技術支援で、①御蔵島村、利島村、新島村、青ヶ島村、小笠原村母島

のヘリポート整備に対する財政支援及び技術的支援という内容でございます。昨年もそう

だったんですが、現在母島のヘリポートに対する具体的な整備内容、あるいは具体的な要

望事項は村としては持っておりません。ただ昨年も、町村会の事務局から、できたら伊豆

七島、小笠原諸島で、ヘリポートを有している町村一連で要望を出したいというご要望が

ありましたので、小笠原村母島も載っておりますが、村から町村会に出す時点では、特に

具体的に要望はありませんので、取り下げた形でさせていただきます。 

  それから、同じページの真ん中中段下ですが、オリンピック・パラリンピックの準備局で
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ございます。①の内容でございますが、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技

大会の開催にあたり、各町村の大会開催機運醸成に向けた取り組みへの財政支援と、西多

摩及び島しょの総ての町村に、聖火リレーが巡るコース設定にするよう強く求めるという

内容でございます。昨年度、町村会として、新規要望として取りまとめられ、今回初めて

各町村が要望内容を出しますので、小笠原村としましては、ぜひ小笠原村も含めた聖火リ

レーコースの設定をお願いしたいということで、重点要望で提出をさせていただきます。 

  それから次のページ、３ページ目でございます。環境局の（４）番、希少生態系の保全、

その⑥新たな外来種の侵入・拡散防止対策の継続・強化、及び母島におけるツヤオオズア

リ対策の実施ということで、ちょっと内容を組み替えまして、新たな要素としましては、

母島のツヤオオズアリ対策、これを盛り込んだ新規要望として提出をさせていただきます。 

  続きまして、４ページでございます。同じ環境局（10）番でございますが、自然公園施設

の建設整備及び区域設定の見直しの⑥番、父島製氷海岸の海域公園隣接地域としての整備

ということで、もう数年前からこの内容は、東京都に要望を出しているんですが、環境局

としては、自然公園としての整備は難しいということでずっと回答をいただいております。

そのため、ちょっと位置付けを変えまして、都市公園として建設局に要望を出すという形

で内容変更いたしますので、環境局に対しての要望は取り下げをしたいと思います。後ほ

ど建設局の方で新規で出てきます。 

  それから、同じページの下の方でございますが、福祉保健局の（６）番、社会保障制度・

税番号制度の導入運用にあたっての支援ということで、技術支援、財政支援、それから制

度改正に起因するシステム経費等の財政支援、この①、②につきまして、昨年町村会とし

て新規要望で出されたんですが、小笠原村として、今回初めて通常要望でそれぞれ要望を

させていただきます。 

  続きまして５ページでございます。福祉保健局の（10）番、地域保健サービス事業に対す

る適切な人的・財政的支援措置ということで、②番、医師、保健師、栄養士、歯科衛生士

等の地域保健従事者の確保に対する人的支援、具体的には職員派遣制度の確立であったり、

事業実施時における協力等の内容でございます。ご承知のとおり、今、医療課あるいは保

健事業に係る職種としまして、助産師がなかなか確保できていないという状況がございま

す。人材確保というところでは、この項目は通常から重点に格上げをして要望を出したい

と思っております。 

  その次に、（14）番のへき地医療行政等の充実の①番、へき地に勤務する医師と看護師の
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確保、派遣及び期間の延長ということで、助産師他、状況によっては看護師の確保も難し

くなる経緯もございました。これも同様の理由で重点に格上げをした形で要望を出させて

いただきます。 

  続きまして６ページでございます。中段になりますが、産業労働局の（１）番、総合的観

光対策及び補助制度の確立の②番、観光施設整備事業等補助事業の弾力的な運用というこ

とで、今まで要望は出していないんですが、これを重点要望として出したいと思っており

ます。その背景は、小笠原村につきまして観光メニューとして、振興開発事業の中に観光

施設の整備のメニューはあるんですが、実例として、今まで対象として整備してきたのが、

新規事業それから大規模な事業というのが振興事業ではメーンになっております。そうす

ると、例えば改修に係る工事費用であったり、そういった細かいものは対象にはなってお

りません。観光施設整備事業というのが、多摩・島しょ地区に対する補助制度がございま

す。小笠原村は振興開発事業の仕組みがあるが故に、その補助制度の対象外になっている

ところですので、目的別に補助制度が活用できるよう、観光施設整備事業補助事業の方を

小笠原を対象にしていただきたいという内容でございます。 

  それから、同じくその６ページの一番下でございます。建設局、先ほど公園のところで言

いましたが、新規で都市公園の整備を上げさせていただきます。①といたしまして、父島

集落内における未利用国有地を活用した都市公園の整備ということで、内容につきまして

は、製氷海岸の後背地の園地整備ということでございます。 

  続きまして７ページでございます。港湾局（６）番、港湾・漁港の整備促進ということで、

①港湾・マリーナ整備の促進、テ、扇浦港湾施設の整備、これだけ聞くと何のことだかわ

かりませんが、実はこれ、以前お話のあった扇浦のマリーナ計画でございます。もう既に

年数も相当経過しておりますし、東京都も計画としてはないということですので、整理を

させていただくために一度取り下げをしたいと思います。 

  次のト、沖港なぎさ公園の整備促進ということで、個別具体的な要望が現にあり、要望を

出してきました。今のところ具体的要望としましては、日除け・雨除け施設の整備をして

いただきたいというのがございまして、それが今年度実施される予定であるという見込み

から、とりあえず来年度につきましては取り下げをいたします。新たな具体的要望が出れ

ば、また要望を出したいというふうに考えております。 

  次のナ、沖港の防波堤の整備、くしくも故佐々木幸美委員からお話があった、沖港の現在

の防波堤の外側にもう一つ防波堤を造るという要望でございます。これは昨年、港湾局に
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対して個別の要望書は提出しておりますが、予算の確保を含め、重点要望として新規で提

出をいたします。 

  続いての②番、漁港の整備の促進でございます。ク、母島漁港東港の整備促進でございま

すが、これも故佐々木幸美委員に関わりますが、昨年新たな防波堤の整備をするに当たり、

東港の方はなかなか難しいという見解も示されておりました。東京都の答えは、もう計画

はないと、ずっと何年も続いておりますので、これも整理のために１回取り下げをさせて

いただきます。 

  主立った改正点は以上でございます。その他につきましては、ご覧いただければと思いま

す。今後の事務作業でございますが、今ちょうど町村会事務局の方に各町村から要望が提

出されております。町村会として各町村の要望内容を踏まえた上で、町村会としての要望

事項を取りまとめる作業を、始めているところでございます。町村会としての東京都に対

する具体的要望活動が８月上旬でございますので、７月半ばあるいは下旬には町村会の要

望事項が冊子として印刷されて、こちらにも送られてきます。それが来ましたら、各議員

の皆様方には配付をさせていただきます。 

  一応、今後のスケジュールを含めて報告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。 

  稲垣 勇委員。 

○委員（稲垣 勇君） 去年、母島の船客待合所の前に、日除けの設置を、確か希望ではなく

て、もうできるということで進んでいたのが、業者が決まらなくて未だにできていません。

これはいつ実行されるんですか。 

○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） 失礼しました。 

  直接小笠原支庁の港湾課からも、昨年それを含めた港湾の整備計画について説明を受けた

のですが、確かに雨除け・日除けを造るということでした。申し訳ありませんが、港湾課

に確認をいたしまして、またご報告をさせていただければと存じます。 

○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） 去年も、このことについて質問させてもらったのですが、まず東

京電力の災害時の発電所の塀について、たしか１ページの津波浸水想定地域に、１ページ
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の６ですね、地震津波噴火予知充実強化ということで、３つ、発電所への防潮対策補助と

いうことで、これが二重丸になっていて、今回新しく、この製氷海岸に、都市公園を整備

するのをまた二重丸にしているということですが、これはかなりリンクしてくるのではな

いかなという気がします。 

  そしてもう一つ、この環境局の４ページ目の地球温暖化対策に対する再生可能エネルギー

対策の財政支援ということで、再生可能エネルギー利用拡大のための支援ということで、

これが一重丸ということになっているんですが、島民のライフラインである電気をいかに

していくかというのは非常に重要ですが、どのぐらいの津波に耐えられる壁を造るのか。

それによってより安全の為には、どんな対策が必要なのかということで、東京都の2015年

の環境白書には、そういうことに対しては地域小規模分散型の対応がいいのではないかと

いう提言も書いてありました。そういった部分で、どのくらいの塀を造って、それにさら

に地域分散型の、再生可能エネルギーの発電所を、ソーラーパネルなり何なりに移行して

いくかというところが、非常に微妙なところではないかと思うんですが、できれば再生可

能エネルギー利用拡大も強く要望できないかなというところで、何度も言っているみたい

ですが、その辺はどうでしょうか。 

○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） 今のご発言は、清水副委員長個別の意見と理解させて

いただきますが、総務委員長、副委員長とはもう既に調整はしておりますが、今回は小笠

原村からという要望の内容でございますが、伊豆七島を含めて、各共通の部分もございま

す。そういったことも加味しながら出してはございますので、清水議員のおっしゃること

は、また改めて個別にいろいろ検討なさることになるかと思うんですね。 

  今回は、東京都の予算要望という趣旨でございますので、そういうふうにご理解いただけ

ればと思います。 

○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） この津波対策による壁、防潮壁というのは、全国でいろいろ造ら

れているようです。この間も気仙沼市の方に聞いた話では、壁で非常に景観が崩れていく

というようなこともございます。製氷海岸というのはすばらしいサンゴのある浜なので、

そういう景観も含めた形でどんなふうにしていくかというのを、今後話し合える場があれ

ばいいかなと思います。どうもすみません、ありがとうございます。 

○委員長（一木重夫君） 副村長、渋谷君。 
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○副村長（渋谷正昭君） 具体的な話として、この要望を去年上げた際に、私から提案をした

ところでして、昨日一般質問を欠席したので恐縮ですが、今回要望している防潮壁という

のは、東京電力の周辺を見ていただくとわかるように、特に漁業協同組合の施設もなくな

って、湾口から津波が来た場合に直接波が当たります。今のつくりはブロック塀で、標高

１メートルにありますから、２メートル、３メートルの津波が来ると、津波を想定すれば

ブロック塀ですからすぐに壊れてしまう。一方で、漁業協同組合の防波堤ですとか、そう

いったところは津波対策がされていますので、奥村地区とか大村地区も２メートル、３メ

ートルであればそれほどの大きな被害にならない。だけど発電所がだめになってしまうと

いう状況が心配されるので、強化してほしいというのが要望の趣旨ですので、いわゆる津

波対策で10メートルの壁を造れとか、そういうことを言っている訳ではありません。 

  ですので、隣の製氷海岸の整備というときには、そことの関連でいうと、景観上、景観も

含めて対策としてはそんな大きなものを求めてはいないんですが、東京電力も苦しい事情

があるでしょうから、何とか東京都が補助できないか。同じような低いところに、たしか

神津島とか幾つか発電所がありますので、ここにありますように町村会全体で要望をして

いってはどうかというところです。 

  また、もう一つの再生可能エネルギーの関係は、またここで要望する視点とは違うという

ところが、先ほどの樋口の答弁だったと思っておりますので、ご理解いただければと思い

ます。 

○委員長（一木重夫君） その他ございませんか。 

（発言する者なし） 

○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

ご異議ありませんか。 

（「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５、その他ですけれども、時間の都合上、１点、もし

何かあれば伺いたいと思います。ございませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（一木重夫君） 質疑がないようですので、これにて質疑を終了します。これにご異
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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６、本委員会の閉会中の継続調査についてお諮りしま

す。 

  お手元に配付の特定事件継続調査事項表の事項を調査するため、閉会中の継続調査の申し

出をしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（一木重夫君） 異議なしと認め、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。 

  本日の委員会は、この程度をもって終了したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○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、総務委員会を閉会します。 

  お疲れさまです。 

（午前１０時５２分） 

 


