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    委 員 長  清 水 良 一 君     副委員長  稲 垣   勇 君 

    委  員  杉 田 一 男 君     委  員  一 木 重 夫 君 

    委  員  安 藤 重 行 君 

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

委員外出席議員（１名） 

    議  長  池 田   望 君 

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

事務局職員出席者 

事 務 局 長 大 津   源 君 書 記 萩 原 佳 代 君 
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議事日程 

  日程第１ 委員長互選について 

  日程第２ 副委員長互選について 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開会の宣告 

○議長（池田 望君） ただいまから平成29年度決算特別委員会を開会します。 

（午後５時４分） 

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

◎座長着席 

○議長（池田 望君） 本日は、正副委員長互選のために委員会を招集しました。 

  委員会条例第９条第２項の規定により、年長委員が委員長互選の職務を行うことになって

おります。 

  稲垣 勇委員が年長委員でございますので、委員長互選のための職務をお願いいたします。 

  稲垣委員、座長席にお着きください。 

（座長着席） 

○座長（稲垣 勇君） ただいま議長からご指名をいただき、年長ゆえをもちまして、暫時、

座長を務めさせていただきます。 

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

◎委員長互選 

○座長（稲垣 勇君） ただいまから委員長の互選を行います。 

  その方法についてお諮りします。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 座長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたい

と思います。 

○座長（稲垣 勇君） ただいまのご意見にご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○座長（稲垣 勇君） 異議なしと認め、委員長には清水良一委員を推薦します。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○座長（稲垣 勇君） 異議なしと認め、委員長には清水良一委員が当選されました。 

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

◎委員長挨拶 

○座長（稲垣 勇君） 委員長から就任のご挨拶をお願いします。 
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○委員長（清水良一君） ご指名ありがとうございます。微力ではございますが、委員長を務

めさせていただきます。よろしくご協力をお願いします。（拍手） 

○座長（稲垣 勇君） 清水委員、委員長席にお着きください。 

  ご協力ありがとうございました。 

（委員長着席） 

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

◎副委員長互選 

○委員長（清水良一君） それでは、次に副委員長の互選を行います。 

  その方法についてお諮りします。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名をしていただき

たいと思います。 

○委員長（清水良一君） ただいまのご意見にご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認め、副委員長には稲垣 勇委員を指名します。これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認め、副委員長には稲垣 勇委員が当選されました。 

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

◎副委員長挨拶 

○委員長（清水良一君） 稲垣副委員長から就任のご挨拶があります。よろしくお願いします。 

○副委員長（稲垣 勇君） 委員長から指名を受け、副委員長を務めさせていただきます。清

水委員長を補佐して、皆さんのご協力よろしくお願いします。（拍手） 

○委員長（清水良一君） よろしくお願いします。 

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

◎資料請求について 

○委員長（清水良一君） 次に、本委員会の審議のため、資料請求をしたいと思います。資料

請求の内容につきましては、正副委員長に一任していただけますでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認めます。 
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  よって、資料請求の内容については、正副委員長に一任されました。 

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

◎視察内容について 

○委員長（清水良一君） 次に、本委員会の審議のため、平成29年度決算に係る父島及び母島

での視察をしたいと思います。視察の内容については、正副委員長に一任していただけま

すでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認めます。 

  よって、視察の内容については、正副委員長に一任されました。 

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

◎散会の宣告 

○委員長（清水良一君） 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。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認めます。 

  よって、本日の委員会は閉じます。 

  次回は、９月20日木曜日、午前９時から会議を開きます。 

  本日はこれにて散会します。 

  ありがとうございました。 

（午後５時８分） 
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平成２９年度決算特別委員会速記録 
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事務局職員出席者 
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議事日程 

  日程第 １ 委員会開会 

  日程第 ２ 説明員の出欠報告 

  日程第 ３ 審議方法・説明・決定 

  日程第 ４ 村長発言 

  日程第 ５ 委員会要求資料の内容説明 

  日程第 ６ 決算審査意見書の説明 

  日程第 ７ 決算審査意見書に対する質疑 

  日程第 ８ 質疑（個別） 

        １ 一般会計歳入全般 

        ２ 財産（公有財産、出資金、物品、債権、基金） 

        ３ 一般会計歳出 

          （１）議会費、総務費 

          （２）民生費 

          （３）衛生費 

          （４）農林水産業費、商工費 

          （５）土木費、消防費 

          （６）教育費 

          （７）公債費、諸支出金、予備費 

        ４ 国民健康保険特別会計歳入歳出 

        ５ 簡易水道事業特別会計歳入歳出 

        ６ 宅地造成事業特別会計歳入歳出 

        ７ 介護保険（保険事業勘定）特別会計歳入歳出 

        ８ 介護保険（介護サービス事業勘定）事業特別会計歳入歳出 

        ９ 下水道事業特別会計歳入歳出 

        10 浄化槽事業特別会計歳入歳出 

        11 後期高齢者医療特別会計歳入歳出 

        12 保留回答答弁 

  日程第 ９ 質疑（全体） 

  日程第１０ 意見開陳 
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  日程第１１ 採決 

  日程第１２ 委員会報告書 

  日程第１３ 村長発言 

  日程第１４ 閉会 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○委員長（清水良一君） ただいまから平成29年度決算特別委員会を開会します。 

  出席の皆様、おはようございます。村民の皆様、おはようございます。 

  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（清水良一君） この際、あらかじめ会議時間の延長をしておきます。 

  なお、本日は稲垣代表監査委員並びに鯰江監査委員にご出席いただいております。 

  よろしくお願いします。 

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

◎説明員の出欠報告 

○委員長（清水良一君） 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） ご報告します。 

  村長、教育長及び監査委員に説明の出席を求めましたところ、全員出席との報告を受けて

おります。 

  以上でございます。 

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

◎審議方法・説明・決定 

○委員長（清水良一君） 次に、本日の審議方法について事務局長に説明させます。 

○事務局長（大津 源君） 審議方法についてご説明させていただきます。 

  お手元に配付いたしました平成29年度決算特別委員会議事日程の第３を現在行っておりま

す。この後、日程第４、村長の発言、日程第５、委員会要求資料の内容説明、日程第６、

決算審査意見書の説明、日程第７、決算審査意見書に対する質疑、そして日程第８、各会

計決算の質疑を行います。 

  質疑の順番につきましては、最初に一般会計の歳入を一括して行い、次に財産に関する質

疑を行った後、一般会計の歳出に移り、款別に区別して質疑を行います。最初に、議会費

と総務費を併せて質疑を行います。次に民生費、次に衛生費、次に農林水産業費と商工費

を併せて、次に土木費と消防費を併せて、次に教育費、次に公債費、諸支出金、予備費を
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併せて、順に質疑を行います。 

  次に、国民健康保険特別会計以下８つの特別会計につきましては、それぞれの会計ごとに

歳入歳出を併せて質疑を行います。 

  次に、保留回答がありましたら、その答弁をしていただきます。 

  ここまでが本日の審議予定です。 

  明日は、まず日程第９、全体にわたっての総括質疑を行った後、日程第10から日程第12、

意見の開陳、採決、委員会報告書の取りまとめについてを行います。 

  最後に日程第13、村長から発言をいただき、閉会するという審議予定になっております。 

  以上です。 

○委員長（清水良一君） ただいまの説明のように進めていきたいと思いますが、これに異議

ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認め、審議方法についてはそのように決定いたします。 

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

◎村長発言 

○委員長（清水良一君） 次に、村長から発言を求められておりますので、これを許します。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 平成29年度小笠原村各会計歳入歳出決算におきましては、当決算特別

委員会に、稲垣、鯰江両監査委員にもご出席をいただきまして、ご審議をいただくという

ことになっております。委員の皆様には既に父島、母島の視察も終わっていると伺ってお

ります。当委員会におきまして、厳正な審議をいただいた上、ぜひともご認定いただける

よう、どうぞ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。 

○委員長（清水良一君） 村長発言は終わりました。 

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

◎委員会要求資料の内容説明 

○委員長（清水良一君） これより平成29年度小笠原村各会計歳入歳出決算の審査を行います。 

  決算書の説明は、12日の定例会本会議において既に聴取しておりますので、本委員会で要

求した資料の説明を求めます。 

  総務課長、セーボレー君。 
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○総務課長（セーボレー孝君） 初めに、委員会要求資料の１番目の平成29年度事務事業報告

書について、ご説明いたします。別冊でお配りしております。 

  表紙をめくりますと、２ページにわたりまして目次が記載されております。 

  その次に、１ページには沿革それから村の概況を記載してございます。 

  その次、２ページから５ページまででございますが、平成29年度の主な出来事を記載して

おります。返還50周年の前の年ということから、返還50周年記念事業実行委員会が平成29

年度中も５回開催されました。また、７月には都議会議員選挙、10月には衆議院議員選挙

がありました。詳細は記載しておりますので後でご覧ください。 

  次に、６ページに村の組織を記載しております。 

  その次に７ページ、８ページは議会の状況です。会議の開催状況等でございます。 

  次に、９ページから10ページにおきまして監査の状況です。決算審査等の状況について記

載しております。こちら議会と監査につきましては、議会事務局が所管しております。 

  次に、11ページから15ページの中段にわたりまして、庶務から情報通信につきましては、

総務課の所管でございます。 

  次に、15ページの中段の財政会計につきましてでございますが、土地の取得から23ページ

の出資金、これにつきましては財政課が所管しております。また、村営住宅の状況という

のがありますけれども、こちらは総務課で所管しております。 

  次に、24ページから38ページにわたりまして、民生から後期高齢者医療を記載しておりま

すけれども、こちらにつきましては、村民課の所管となっております。 

  次に、39ページ、こちらにつきましては、医療ということで、診療収入等について記載し

ておりますが、医療課所管でございます。 

  次に40ページ、清掃、環境衛生・環境保全を記載してございますけれども、こちらにつき

ましては、建設水道課の所管でございます。 

  次に41ページ、動物愛護を記載してございますけれども、環境課所管でございます。 

  次に42ページから48ページにわたりまして、農業から村営バスまで記載してございますけ

れども、こちらにつきましては、産業観光課の所管でございます。 

  次に、49ページから55ページでございます。建設について事業概要等を記載しております。

こちらにつきましては、建設水道課の所管でございます。 

  次に、56ページから最後の62ページまで、こちらにつきましては、教育委員会の開催状況

等から始まり最後に文化財を記載してございます。こちらにつきましては、教育委員会の
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所管でございます。 

  事務事業報告につきましては、雑駁でございますけれども、以上で説明を終わらせていた

だきます。 

○委員長（清水良一君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） それでは、続きまして項目の２番から項目の６番まで、私のほう

から説明をさせていただきます。 

  最初に、収入率の推移表でございます。最初のページが税、保険税、保険料関係の推移表

でございます。徴収率につきましては、引き続き高い率を維持してございますが、若干率

が落ちているところもございます。こちらにつきましては、今後の努力目標とさせていた

だきたいと思います。 

  次のページをお開きください。 

  こちらは、使用料、奨学金関係の聴取率の推移表でございます。こちらにつきましても、

高い徴収率を維持してございます。 

  次のページをお開きください。 

  平成29年度に財政援助団体へ行った補助金の一覧でございます。団体名と補助内容、補助

金額を順に読み上げさせていただきます。 

  １番、小笠原交通安全協会、事業費補助７万円。 

  ２番、小笠原防犯協会、事業費補助７万円。 

  ３番、財団法人小笠原協会、事業費補助450万円。 

  ４番、父島返還祭実行委員会、事業費補助51万994円。 

  ５番、全国硫黄島島民の会、事業費補助95万円。 

  ６番、平成29年度小笠原諸島返還50周年記念事業実行委員会、事業費補助5,100万円。 

  総務費のその２の区分でございます。 

  第44回小笠原返還記念祭母島実行委員会、事業費補助86万円。 

  続きまして、総務費その３の区分でございますが、おがさわら人とペットと野生動物が共

存する島づくり協議会、運営費補助749万9,975円。 

  総務費に区分される財政援助団体の補助の合計は6,546万969円でございます。 

  次のページをお開きください。 

  民生費に区分される補助の一覧でございます。 

  第一東京弁護士会事業費補助、19万2,000円。 
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  民生費その２、こちらその１が村民課の住民係所管、その２が村民課の福祉係の所管でご

ざいます。 

  社会福祉法人小笠原村社会福祉協議会、運営費補助3,823万9,000円。 

  小笠原村民生児童委員協議会、活動費補助69万460円。 

  社会福祉法人小笠原村社会福祉協議会、高齢者ゲートボール大会及びグランドゴルフ大会

参加助成事業費補助、39万2,550円。 

  父島クラブ・母島クラブ、老人クラブ運営費補助、それぞれ27万3,600円でございます。 

  社会福祉法人小笠原村社会福祉協議会、夏季等子育て支援事業費補助、293万3,000円。 

  民生費の計が4,299万4,210円でございます。 

  次のページをお開きください。 

  次に、農林水産業費に区分される補助の一覧でございます。 

  東京島しょ農業協同組合、農業振興事業費補助31万7,177円。 

  東京島しょ農業協同組合、農産物生産・販売促進事業費補助150万円。 

  東京島しょ農業協同組合、ネズミ食害対策事業費補助44万722円。 

  東京島しょ農業協同組合、山村離島振興施設整備事業費補助185万5,000円。 

  小笠原母島漁業協同組合、漁業振興事業費補助37万8,689円。 

  小笠原島漁業協同組合・小笠原母島漁業協同組合、水産物生産・販売促進事業費補助、小

笠原島漁業協同組合が150万円。小笠原母島漁業協同組合が62万6,260円でございます。 

  次に、小笠原母島漁業協同組合、水産業振興事業費補助289万4,942円。 

  父島漁業集落・母島漁業集落、離島漁業再生支援事業費補助、父島漁業集落721万1,124円。

母島漁業集落293万9,156円。 

  小笠原島漁業協同組合・小笠原母島漁業協同組合、サメ被害防除対策事業費補助、小笠原

島漁業協同組合112万5,000円。小笠原母島漁業協同組合37万5,000円。 

  特定非営利活動法人エバーラスティング・ネイチャー、アオウミガメ保護増殖事業費補助

1,346万7,000円。 

  小笠原島漁業協同組合・小笠原母島漁業協同組合、中国船違法操業被害対策事業費支援金、

それぞれ100万円。 

  小笠原母島漁業協同組合、漁業振興施設整備事業費補助、805万円。 

  農林水産業費の計が4,468万70円でございます。 

  次のページをお開きください。 
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  商工費に区分されます補助の一覧でございます。 

  小笠原村商工会、商工会運営費補助592万7,000円。 

  小笠原村観光協会、観光協会運営費補助2,065万8,000円。 

  小笠原母島観光協会、運営費補助1,130万円。 

  小笠原ホエールウオッチング協会、運営費補助1,055万8,000円。 

  小笠原イベント協議会、サマーフェスティバル2017事業、事業費補助330万円。 

  商工費の計が5,174万3,000円でございます。 

  次に、教育費に区分される補助事業の一覧でございます。 

  小笠原文化サークルネットワーク、文化団体振興補助33万6,052円。 

  小笠原村体育協会、社会体育振興補助105万1,122円、小笠原柔剣道部親睦会、児童生徒内

地遠征試合補助45万円。 

  教育費の計が183万7,174円でございます。 

  続きまして、ただいまご説明いたしました補助団体の中で、人件費の補助をしている団体

につきましては、村のほうで指導検査を実施しております。 

  最初に、小笠原諸島返還50周年記念事業実行委員会の指導検査の結果でございます。 

  続きまして、おがさわら人とペットと野生動物が共存する島づくり協議会の指導検査の結

果でございます。 

  次に、小笠原村社会福祉協議会に対する指導検査の結果でございます。 

  次に、特定非営利活動法人エバーラスティング・ネイチャーの指導検査の結果でございま

す。 

  次に、小笠原村商工会の指導検査の結果でございます。 

  次に、小笠原村観光協会の指導検査の結果でございます。 

  次に、小笠原母島観光協会の指導検査の結果でございます。 

  次に、小笠原ホエールウオッチング協会の指導検査の結果でございます。 

  続きまして、項目の４番目です。 

  決算状況ということで、過去４年と今回平成29年度の計５年分の決算カード、決算の状況

を記載したものでございますけれども、これを添付させていただいております。ご確認い

ただければと思います。 

  続きまして、項目の５番目でございますけれども、平成29年度の地方債の現在高の状況で

ございます。 
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  最初に普通会計と区分してございますけれども、こちらは一般会計とそれから下水道事業

特別会計の地方債の現在高の状況を示した表でございます。 

  一番下の列をご覧いただきたいんですけれども、平成28年度末の現在高が25億8,496万

1,836円でございました。平成29年度に７項目の起債をいたしました合計が２億9,180万円

でございます。２億9,180万円増えましたけれども、償還額が７億4,833万4,549円の元金の

償還をいたしまして、今年度末の現在高が21億2,842万7,287円でございます。 

  次のページをご覧ください。 

  簡易水道事業特別会計の地方債現在高の状況でございます。 

  平成28年度末には12億665万12円でございました。平成29年度に１億5,730万円の起債をい

たしまして、5,312万1,426円の元金の償還をいたしました。平成29年度末の現在高は13億

1,082万8,586円でございます。 

  次のページをお開きください。 

  浄化槽事業特別会計の地方債現在高の状況でございます。 

  平成28年度末現在高が5,305万1,474円、平成29年度には記載対象の事業がございませんで

したので新たな起債はしておりません。前年度の現在高から償還元金が325万5,718円償還

をいたしまして、平成29年度末の現在高が4,979万5,756円でございます。 

  次のページをお開きください。 

  項目の６番目でございます。収入未済繰越額通知書でございます。 

  一般会計、それから国民健康保険特別会計、簡易水道事業特別会計、介護保険会計が２つ、

下水道事業特別会計、浄化槽事業特別会計と後期高齢者医療特別会計、この会計にそれぞ

れ収入未済がございます。平成29年度の未収額、それから平成30年度への繰越額をこちら

に記載してございます。ご確認ください。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 次に、７番の平成29年度決算審査における指摘事項について

の報告でございます。 

  別紙Ａ４で１枚、指摘事項の報告ということでお配りしておりますけれども、そちらをご

覧ください。 

  １番、審査報告においてこちらに記載しておりますように（１）から（３）までの３項目

のご意見をいただいております。対応状況をその意見の下に記載してございますけれども、

まず初めに（１）、障害者や高齢者への支援の必要性が高まっており、よりよいサービス
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の充実を今後もお願いしたいということでございます。 

  これにつきましては、①教育課対応でございますけれども、平成29年度に小笠原小学校及

び母島小中学校特別支援教育関係の工事を実施しております。また、小笠原小学校でござ

いますけれども、中学校校舎前の敷地内通路を舗装する工事を行い、車椅子での通学や校

内移動を容易にしました。また、１階トイレの１室を介助者が同席できるようにブースの

拡大と扉の改修をし、温水洗浄便座の取り付けを行いました。 

  次に、母島小中学校でございますけれども、特別支援教室の内装改修を行いました。来年

度以降の受け入れに備えてまいります。 

  次に、②村民課の対応でございますが、引き続き障害者、高齢者の支援についてできるこ

とから順次取り組んでまいります。 

  次に、（２）の意見でございます。公共事業に係る入札不調について対応されたい。 

  こちらにつきましては、財政課、建設水道課、母島支所では、工事発注時期の検討、入札

不調工事の再検証を行い、契約に向けて工夫、努力を続けてまいります。 

  次に、（３）のご意見でございます。離島であるがゆえの内地との格差を埋めるべく防災、

農業、ごみ処理、奨学金、人材育成等、平成28年度の結果を踏まえ今後の施策に活用され

たい。 

  対応でございますけれども、①総務課としまして、防災の面で南海トラフ地震による津波

災害で本土との孤立が予想されますので、飲料水等の１週間分の備蓄を進めているととも

に、東京都と「島しょ地域への物資等の輸送方針」の策定など、防災対策強化に努めてま

いります。 

  次に、②としまして産業観光課の対応でございます。島しょ振興公社の特産品推進事業に

おいて、母島の農業者の協力を得て、小笠原のパッションフルーツを使った缶チューハイ

を開発し、平成27年より継続して販売しています。また、パッションフルーツだけではな

く、島レモンチューハイなどの商品開発にもつなげることができました。 

  以上でございます。 

○委員長（清水良一君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 続きまして、項目の８番、予備費執行状況につきまして説明をさ

せていただきます。 

  平成29年度予備費の執行状況でございますけれども、最初に一般会計におきましては、９

項目合計で482万3,000円の予備費の充当をそれぞれの事業に対してさせていただいていま
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す。 

  次に、簡易水道事業特別会計は１件、８万6,000円。宅地造成事業特別会計につきまして

も１件、９万9,000円の予備費の充当をさせていただいています。 

  次のページをお開きください。 

  介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計でも１件、7,000円の充当をさせていただい

ております。 

  次に、下水道事業特別会計、こちらは２件、３万9,000円の予備費の充当をさせていただ

いております。 

  次に、浄化槽事業特別会計でございますけれども、こちらは１件、2,000円の予備費の充

当をさせていただいています。 

  続きまして、項目の９番目でございます。 

  平成29年度小笠原村決算概要、主要な施策の成果報告書、こちらが別冊となってございま

す。こちらにつきましては、平成29年度の小笠原村決算の総括、それから一般会計の総括、

それから各特別会計の概要、また普通会計の決算概要、それから主要施策の成果、一般会

計各款ごと、国民健康保険特別会計から後期高齢者医療特別会計まで各特別会計の主要事

業の成果等をまとめたものでございます。 

  ７ページをお開きいただきたいのでございますけれども、こちら平成29年度の一般会計決

算の総括でございます。決算の概要から歳入歳出の増減の部分までは正確に記載されてお

るんでございますけれども、それ以下、決算規模が歳入歳出とも前年度を下回ったという

記載がございますけれども、申しわけございません、平成28年度の記載がそのまま残って

ございます。こちらにつきましては、早急に精査の上、差し替えをさせていただきたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

  説明につきましては以上でございます。 

○委員長（清水良一君） 委員会要求資料の説明は終わりました。 

  ただいまの資料についての質疑は問題が全般にわたりますので、それぞれ該当する質疑の

部分でお願いいたします。 

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

◎決算審査意見書の説明 

○委員長（清水良一君） 次に、稲垣代表監査委員に決算審査意見書の説明を求めます。 

  代表監査委員、稲垣直彦君。 
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○代表監査委員（稲垣直彦君） 稲垣でございます。 

  平成30年８月13日付、30小笠原総第961号で審査に付された、平成29年度小笠原村各会計

歳入歳出決算について、地方自治法第233条第２項に基づき、審査を実施し、意見書を提出

いたしました。 

  お手元に資料があると思いますので、それを見ながらご説明いたします。 

  平成29年度小笠原村各歳入歳出決算審査の概要。 

  審査の対象としましては、平成29年度小笠原村一般会計歳入歳出決算、平成29年度小笠原

村国民健康保険特別会計歳入歳出決算、ほか特別会計が７件あります。 

  平成29年度小笠原村実質収支に関する調書、平成29年度小笠原村財産に関する調書、以上

11件が審査の対象となっております。 

  審査の期間としましては、平成30年８月22日から24日までを、またそれ以前に８月16日、

17日の両日事務局で書類審査をいたしました。 

  審査の手続。審査に当たっては村長から提出された各会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算

事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書について、関係法令に準拠して

整備されているか、財産運営は健全か、財産の管理は適正か、更に予算が適正かつ効率的

に執行されているかなどに主眼をおき、関係諸帳簿及び証拠書類との照合等、通常実施す

べき審査手続を実施したほか、必要と認めるその他の審査の手続きを実施いたしました。 

  審査の結果、審査に付された一般会計、特別会計の歳入歳出決算事項別明細書、実質収支

に関する調書及び財産に関する調書は法令に準拠して作成されており、決算係数は関係帳

簿類及び証拠書類と照合した結果、誤りが認められませんでした。なお、下記指摘事項を

踏まえ、今後の財政運営により一層努力していただきたいと思います。 

  全般的な指摘事項。平成29年度の決算は、前年度と比べて歳入決算額は約９億4,271万円

の増加、歳出決算額は約10億1,782万円の増加で、歳入歳出ともに前年度を大きく上回る決

算となりました。また、実質収支は約7,511万円の減少です。 

  平成29年度の実質公債費比率は、平成29年度において約３億円の村債の任意繰上償還を行

った結果、前年度からさらに0.7ポイント低下し、9.8％になりました。 

  一般会計においては、歳入決算額は前年度と比べて約５億3,914万円の増加、歳出決算額

は約５億4,882万円の増加となり、歳入歳出ともに前年度より上回りました。 

  決算規模が上回ったのは、任意繰上償還及び各施設の更新、改修、維持補修等の事業費の

増加に加え、補助事業費の増加が主な原因です。一般会計の歳入のうち、村税は村たばこ
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税が前年度より減少したものの、個人住民税、固定資産税、法人住民税及び軽自動車税が

増加したことなどにより、前年度比約2,893万円の増加となりました。村税の徴収率は非常

に高い水準で推移しており、努力の成果が伺えます。引き続きこの徴収実績を維持された

いと思います。 

  使用料及び手数料については、建設発生土処理手数料及び診療所収入の増加等により、前

年度比約1,752万円の増加となりました。 

  一般会計の歳出については、公債費が任意繰上償還による大幅増により前年度比約２億

6,874万円の増加、総務費が父島ＦＴＴＨ網更新工事、50周年実行委員会補助の増加などに

より約２億3,841万円の増加、衛生費が特別会計への繰出金及び診療所運営費の増加などに

より、約１億4,922万円の増加となりました。 

  歳出のうち人件費については、全体で前年度比約449万円の減少となりました。なお人件

費における経常収支比率は、前年度から0.4ポイント低下し33.1％となっています。この比

率が40％を超えると財政運営が非常に厳しくなるので、引き続き留意をいただきたいと思

います。 

  今後、父島、母島両島の児童福祉施設の整備、ごみ処理施設の整備、小・中学校の整備が

予定されていて多額の借り入れが想定されるため、引き続き、将来に過大な負担を残さな

いよう、慎重かつ計画的な財政運営に努めていただきたい。 

  補助金交付団体について。補助金交付関係事務については、27団体34補助事業について審

査を行いました。人件費補助団体に対する指導検査は、指導検査要領に基づき適正に実施

されていました。なお、補助金の中には支出の適切さに疑義のあるものがあったため、透

明性を確保し、随時見直しを図っていただきたいと思います。また、庁内の稟議書類には

昨年から若干の改善は認められるものの、引き続き多くの不備が認められたため、早急に

改善に努めていただきたいと思います。各補助金については、今後とも必要性の検証、民

間との役割分担、費用対効果、支出の正当性、補助率の適正化について、十分に精査をさ

れたいと思います。 

  続きまして、抽出事業について、平成29年度に実施された事業のうち主要な25件を抽出し、

審査を行いました。それらの事業については、執行、支出等について概ね適正に実施され

ていました。 

  ただし、昨年と同様、工程表の未添付や工事写真の日付漏れなど、書類の不備が多く認め

られました。契約書の記載事項は各担当がよく確認し、添付書類や日付けの整合性等、不
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備のないように留意されたいと思います。審査時に個々に指摘した部分は、それぞれが改

善をされていただきたいと思います。 

  平成29年度の決算状況は決算カードにありますので、参照していただきたいと思います。 

  以上でございます。ありがとうございました。 

○委員長（清水良一君） 決算審査意見書の説明は終わりました。 

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

◎決算審査意見書に対する質疑 

○委員長（清水良一君） ただいまの意見書について、質疑のある委員は挙手をしてください。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 本当に長い時間をかけて監査をしていただいて、非常にありがたく思

っております。本当に大変だったと思うんですが、その中で１点だけ、お伺いしたいんで

すが、これの指摘事項の中の村税の徴収率、非常に高い水準で推移しており、努力の成果

が伺える、引き続きこの徴収実績を維持されたいとございます。 

  先ほど、財政課長の説明の中の収入未済繰越通知書の中の平成28年度以降の村税、村民税

の200万円、それから平成29年度の未収額が220万円あるということで、総額で420万円ぐら

いが未収ということですが、これでもパーセンテージからいけばかなり低い数字だという

ことでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 代表監査委員、稲垣君。 

○代表監査委員（稲垣直彦君） 徴収率ですけれども、よそに比べて非常に高い。 

  あと今年度残っている分については、平成29年度分にこれから徴収される分もあるという

ことで、繰り越しで残る分がありますので、その分が多く残っていると聞いております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） わかりました。 

  この数字から追うとなかなかそこら辺が見えないので、質問させていただいたんですが、

その辺ももう少しわかりやすく財政課からでもいいので、説明があればよかったかなと思

います。ありがとうございます。 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。 

（挙手する者なし） 

  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。 
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（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認め、決算審査意見書に対する質疑は終了しました。 

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

◎質疑（個別） 

○委員長（清水良一君） これより各会計決算の質疑に入ります。 

  なお、監査委員に対する質問がある場合は、委員会要求資料と同様にそれぞれ該当する質

疑の部分でお願いします。 

  まず、一般会計歳入について質疑を行います。 

  お手元の決算書のうち、92ページから123ページまでです。なお、質疑の際には決算書や

資料のページ数をお知らせください。質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 主要な施策の成果報告書の歳入の８ページの歳入款別決算、ここの中

段の東京都市町村総合交付金の増、約2,000万円増えたということで、東京都市町村総合交

付金についてちょっとお尋ねしたいと思います。 

  この東京都市町村総合交付金の金額、小池都政になってから各市町村の東京都市町村総合

交付金額が公表されました。小笠原村の平成29年度の交付額は７億5,300万円となっており

ます。小笠原と同じ規模の伊豆諸島のほかの村と比べると、新島村は今人口が2,749人で９

億3,600万円。また、神津島は人口が1,891人で、７億5,200万円。小笠原と同じ規模ですね。

それから、三宅村、人口が2,482人で東京都市町村総合交付金額が９億7,800万円。単純に

人口規模での比較でもないと思うんですけれども、人口規模なり島の面積の大きさからし

ても、小笠原村はかなり低いのではないかなという印象を持ちました。 

  この点について、財政課長、考えられる要因を教えていただければと思います。 

○委員長（清水良一君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 今一木委員からご説明がございました東京都市町村総合交付金に

つきましては、これまでそれぞれの市町村の金額につきまして公表されておりませんでし

た。この平成29年度分で初めて公表されたのでございますけれども、小笠原村が７億5,300

万円という。小笠原村の歳入にとっては非常にありがたい交付金でございます。 

  今、一木委員から、他の島しょ町村と比較して何か考えられることということで、ご質問

をいただいたんですけれども、この１年度分だけを見て比較というのはしづらいところが

あり、個人的にはいろいろ、これかな、あれかなというようなところはあるんですけれど
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も、今ここでお話しできるようなことではないのかと考えます。 

  ただ、うちの状況をお話しさせていただきますと、平成20年度までは６億に満たない額で

推移していました。平成21年度になって、７億円のラインに乗った後は概ねその額を確保

いただいているという状況でございます。ただ、一木委員ご存じのとおり、この東京都市

町村総合交付金には、財政状況割、経営努力割、それから振興支援割というのがございま

して、小笠原村は今ご説明したとおり、大体同規模の補助額をいただいている。このそれ

ぞれの項目においての増減というのは、各年度それぞれございます。 

  同様にほかの島しょ町村におきましても、そういった毎年の状況に応じた交付がされてい

るのではないかと思います。今、小笠原諸島振興開発特別措置法によって小笠原村は収入

をいただいている部分がございますけれども、それがない島しょ町村においては、こうい

った東京都の援助を受けながらやっている部分もあるのではないかなという、感想を持っ

てございます。 

  以上でございます。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 確かに、伊豆諸島は離島振興法、小笠原村は小笠原諸島振興開発特別

措置法という、法律が違う中で東京都からの支援の割合が違うのかなという部分は自分も

思いました。ただ、一方これまでちまたで言われていたことというか、この東京都市町村

総合交付金のお金は、小笠原は結構有利にやってもらっているんだから、ほかの伊豆諸島

と比べても有利だというふうな話をずっと聞いていたので、ふたを開けてみたら、おやっ

という部分があったんですけれども、村長はその辺こういう結果というか、公表されたこ

とでどのような感想をお持ちでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 公表されて今までと違ってこの補助金額をいただいている各島が、そ

のことの取り合いみたいにならなければいいなというのが、私のまず本当の最初の所感で

ございました。 

  私どものところは財政課長も言っておりましたけれども、政治に携わる立場からいえば、

小笠原村振興開発特別措置法と離島振興法の違い、これはこの数字が表に出る前から、長

らく伊豆七島はいろいろな事業について、この東京都市町村総合交付金をいただいてやっ

ていたと。一木委員もご存じのとおり、東京都市町村総合交付金がここまで来たいきさつ

というのがございますね、島しょ代表でありました都議会議員の先生が一生懸命頑張って
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やってきたと、その背景には今申し上げましたように、伊豆七島皆さんのいわゆる要望に

こたえる意味合いも多かったと思います。私どもは小笠原諸島振興開発特別措置法を受け

ていながら、その上に人口で比較すると多少の差はあるかもしれませんけれども、おおむ

ねそれぞれの地域と同じぐらいのものをいただいていたということは、ほかの事業で私ど

もが伊豆七島では受けられないいろいろな支援、例えば、おがさわら丸の建造費ですとか、

１つ具体的に言えば。そういうことから申し述べると、私は東京都もいろいろ小笠原村に

は考えていただいているというふうな受けとめ方をしております。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 承知しました。 

  もう一点、東京都市町村総合交付金について、前にも１回議会でやっているんですけれど

も、自治体が持っている面積が100平方キロメートル以上のところは、総合交付金の算定の

係数が上がるんですよね。ところが（小笠原村は除く）と書いてあるんですよ。世界遺産

登録前なら理解できるんですよ。ですが世界自然遺産に登録されて、兄島にしろ、弟島に

しろ、聟島にしろ、あと南硫黄島にしろ、ＮＨＫスペシャルでもやりましたけれども、や

っぱり我々が管理していると今は思うんですよ。その点で、前にこういうお話をして行政

部からだめだという返事をもらったということですけれども、属島の管理というのは、今

小笠原村はやってきていると思うんですね。その点、やっぱりもうちょっとプッシュでき

ないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 各町村にこの東京都市町村総合交付金がどれだけいっているかという

ことがオープンになりましたが、町村ではヒアリングがございますので、毎年その中で村

の立場としては当然のことながら、そういう交渉というかこれは我々が東京都市町村総合

交付金のお願いそういうことをこれからは訴えかけていくということになろうかと思いま

す。 

（「ありがとうございます」との声あり） 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） 歳入についての質疑はよろしいでしょうか。 

  歳入は歳出と一体ですので、もし後で気づかれた部分があれば、後ほどの歳出の審議の際

に質問してください。 
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  次に、財産についての質疑に入ります。 

  お手元の決算書のうち、341ページから344ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 今回341ページにございます公有財産につきまして、大きく変動

があるところがございます。これにつきまして、説明をさせていただきたいと思います。 

  これまで、各年度、年度の増減という形で整理をしてきましたが、平成29年度決算を迎え

るに当たりまして、まず土地の面積でございますけれども、特に普通財産の増が大きくご

ざいます。これらにつきましては、登記上の面積と現状で確認した上で整理をして、この

ような結果となっております。これまで十分な精査がされていなかったものを一気に整理

をしたことによりまして、これだけ大きな数値の異同が起きているということでございま

す。右側の建物の部分についても同様に、実際になくなっているものが載っているところ

もございましたので、そういったものも整理をさせていただきまして、平成29年度中の増

減ということでプラスマイナスをした上で、最終的なトータルを出してございます。 

  以上でございます。 

○委員長（清水良一君） ほかに質疑はございますか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） 委員長から、何点か。 

  まず、342ページの除細動装置というのは、これはＡＥＤでよろしいんでしょうか。 

  医療課長、佐々木君。 

○医療課長（佐々木英樹君） これにつきましては、一般に使われているＡＥＤとは違いまし

て、医療施設のほうで使う除細動装置でございます。 

○委員長（清水良一君） そうすると、小笠原村ではＡＥＤというのはこれに載っているんで

しょうか。 

○委員長（清水良一君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） ごめんなさい。全てではなくある一定金額以上のものをこちらに

記載させていただいています。おおむね50万円以上だったと思うんですけれども、後ほど

正確な金額をお話しさせていただきます。 

○委員長（清水良一君） わかりました。 

  ほかにございますか。 
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（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） 財産についての質疑はよろしいでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認め、次にいきたいと思います。 

  次に、一般会計歳出に移ります。 

  まず、議会費、総務費についての質疑に入ります。 

  お手元の決算書のうち、124ページから151ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 主要な施策の成果報告書の22－３ページですけれども、中段に職員人

件費の中で、平成29年度中の退職者が20名、採用者16名（派遣職員を除く）とあります。

職員数が合計で125名いる中で20名の退職者ということですが、感覚としてはちょっと多い

のかなという気がするんですけれども、この点、所感をお伺いできればと思います。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 平成29年度中の退職者ということで、20名でございます。主

に医療課に配置しております専門職の退職が多く医療課以外には、保育園とか事務につき

まして若干、４名ほど。今までも専門職がなかなか定着しないというのがあって、毎年の

ように採用しているといった現状です。いろいろと定着するような取り組みはしておりま

すけれども、なかなか定着しないような状況が続いております。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 定着しない現状はよく理解できました。その中でも専門職がなかなか

定着しづらいということです。その原因は何なんでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 実は土曜日も保健師と看護師の面接があるんですけれども、ずっと

そういった面接をしている中で、やっぱり専門職、特に看護師、介護士、保健師等につい

ては、１つは一定の期間小笠原で勤務して、もともと帰ろうとしていた方がやはり何人か

いらっしゃる。それから、いきなりこの島の生活と仕事が一体となっている部分で、なか

なか落ちつかないというところがあろうかと思います。長年、職員として私も見てきまし

たけれども、事務系では最近はほとんど落ちついてきていて、先ほどの４名も主に定年退

職で、その後また再任用されている方もおりますので、事務系については落ちついた雇用
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状況になっているのかなというふうには思っておりますが、いかんせん医療系の方々を中

心に入れかわりが多いという実態です。いずれにしろ、空けたままにはしておけませんの

で、随時募集をかけて定員の確保に努めてございます。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 引き続き、特に専門職の採用に穴をあけないようにしてほしい。あと

医療系でも、内地だとたしか平均で５年ぐらいだったと思うんですけれども、それが小笠

原の場合はたしか二、三年ということなので、そこを何かしらの改善をしていただければ

と思います。 

  続きまして、22－６ページになります。 

  硫黄島関連事業費ですけれども、上のほうに村有地賃借料配分事業費、この中に特別賃借

権の今後のあり方について注意を払っておく必要があると、課題として掲載されています。

特別賃借権の今後のあり方はどういうふうにしていったらいいのでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 特別賃借権につきましては、小笠原について非常に特別な制度でご

ざいまして、今回の法改正に当たっても、この議論というのはされてきました。従来から

特に一定の期間までというところで設定されてはおりましたけれども、もう既に50年を経

過しているという中で、まずそもそも特別賃借権をどう扱っていくかについては、国の法

律の中でこういった権利を定めましたので、国の中での考え方を我々としては求めていく

一方で、村としての考え方も国側からはどうするのかということで問いかけられておりま

すので、そのあたりを議論をしていきたいと思っています。ここの村有地の賃借料の配分

というのは、硫黄島については、さらに返還後すぐに申し出た方が特別賃借権を設定され

ましたが、その情報がなかったとか、漏れていたということで、特別に村が当時を振り返

って認めて配分している事業でございますので、この特別賃借権のあり方がこのまま村有

地の賃借料の配分事業に連系するというところで、注意を払っておくということで記載さ

せていただいております。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 承知しました。この特別賃借権の今後のあり方について、過去に議会

でも何回もやっていますけれども、これの課題解決にはやっぱり、えいやっというふうに

やらなきゃだめだなと思っていて、これは過去に都議会で意見書を採択したように、特別

賃借権を国で買い上げるというところで進めていかなくては厳しいのではないかなと思っ
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ているんですけれども、村長はその辺はどうでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 今回の法律改正、小笠原諸島振興開発特別措置法の延長を求めている

わけですけれども、返還50周年を迎えるに当たって、一木委員との間でも、この議会でも

議論してきましたよね。これ１つだけ抽出して、特別賃借権のことだけ議論していると、

全体枠が見えなくなりますよね。返還されてから硫黄島に帰島できないということで、そ

れが農地法も設定されないとか、父島、母島にも影響しているわけですよね、小笠原全体

のことですから。ですから、これは、えいやっとやって解決しなくてはという話も一方あ

ろうかと思うんですが、このことだけ、特別賃借権のことだけを議論していくと、この小

笠原諸島振興開発特別措置法の本当の難しいところに突き当たってくると。前にもご答弁

させていただきましたけれども、小笠原諸島振興開発審議会とか国との議論の中でも、も

う返還されてから50年、過去の経緯を少なくとも知っている私たちの代で何とか片づけた

いというのは本音なんですよ。だけれども、実際にはそこには高いハードルがあるという

ことで、決してこのことを見過ごそうとか、このままにしようとは思っていないんですけ

れども、この問題の抜本的なところを皆さんと共有しながら、これはもう国や東京都とも

協議をしていかなくてはいけない大きな課題だと思っています。それをしないと、これか

ら村を担っていく世代にも、こういうことをそのまま残してしまうということになりかね

ないので、何とか返還当初のいろいろなことを本当にわかっている人たちがまだ実在する

うちに解決したいなと、したいなで申し訳ないんですけれども、したいなと同時にしなき

ゃいけないなと思っているところでございます。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 成果報告書の22－３で、一番下に福祉分野への民間事業者の参入の可

能性が低くとあるんですが、これは誘致したという実態はありますか。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 誘致を働きかけたという実態はございません。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 太陽の郷も含めてでしょうけれども、施設管理については、法人格を

持ったこういう民間参入がもし可能であれば、そういうところの模索もきちんとしていっ
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たほうがいいのではないかと思いますが、その辺はどういうふうに考えていらっしゃいま

すか。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） まず、本土のように介護保険を担う事業所ですとか、その運営と

いう部分に関しましては、この島で参入して利益を上げていくというのは、非常に難しい

ことだと認識をしております。また、その施設の管理等については、直営でやるのか、あ

るいは指定管理で行うのか、委託でやるのかという部分については、経費の有効性という

のも考えて検討していくべきではないかとは考えております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 運営の面とかいろいろあるんだとは思います。でも、それでもやはり

できるだけコストパフォーマンスを抑えるということも含めて、こういう参入というのを

きちんと考えたほうがいいのではないかと思います。 

  それから、22－４ページの職員管理費のことについてお伺いします。 

  職員研修89万6,142円で決算しているんですが、研修派遣が６回とあります。これは何名

行っているんですか。 

○委員長（清水良一君） 研修派遣６回、職員研修というところですね。 

（「セーボレー君、研修の件何名の派遣か」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 職員の研修につきましては、職員研修所で行っている新任研

修だとか、主任研修とか、課長研修等があり、新人につきましては必ず新任研修は受けて

いただく形になっておりますので、主にこちらについては新任研修が中心になるかと思い

ます。 

（「それはやっぱり６人か」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 人数については６人かと思いますけれども、すみません、ち

ょっと確認させていただいて、後で報告させていただきます。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 前にも一般質問等で言わせていただいたんですが、職員の研修機会を

広げることへの苦慮というかそういうことがあるということで、ここに課題としても書い

てあります。もし１回でできる研修があるとすれば、小笠原村に来てもらって研修するほ
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うがコストが安くなるのではないかと聞きます。そういった試算というのはしたことがあ

りますか。なぜそのことを言うかというと、不用額が84万753円残っているということでは、

その範疇で対応できたのではないかと考えているので、その辺についてはいかがなんでし

ょうか。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 本土に上京して職員研修所の研修を受けるということになる

と、日程の関係で直近で行って研修を受けてすぐ帰ってくるといったような、船便がうま

く合う場合もありますけれども、ほとんど１日の研修、２日の研修、あるいは４日とかそ

ういった研修で、うまく日程が合わないとかいうことがあって、そちらについては、出せ

ないという状況がやはり大きな課題にはなっております。とはいえ、職員には必要な研修

は受けさせたいと思っておりますので、引き続き、課題解決に向けて何らかの対応してま

いりたいと思います。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） そうですね、新任研修というのを必ず受けなければいけないのであれ

ば、５人、６人いたら６人分で、講師を呼んでも多分採算が合うのかなという気もしない

でもないので、その辺はこれから検討していただけたらありがたいかなと思います。 

  それから、その下の職員健康診断費ということで、深夜業務に従事する職員が増加したと

いうのは、どこの職員が増加しているのか。太陽の郷ということでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 診療所ができまして、２階に太陽の郷ができ、高齢者をお預

かりしているわけですけれども、それに伴って専門職が大幅に増加しました。そういった

職員が増加したことによって、当然健康診断も実施しなければいけませんので、こういっ

た形で増加している状況にあります。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） そういう事情であるんだろうと理解はしていたんですが、この中にそ

ういうところまで書いていないので、質問させていただきました。 

  それから、その下の電算運営管理費ということがあります。 

  これは実は民生費のほうで伺おうかなと思っていたんですが、この課題の中にマイナンバ

ー制度の本格稼働、サイバーセキュリティ基本法が出てきているので、ここでお伺いしよ

うかと思います。 
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  これも一般質問のときにもさせていただいたんですが、マイナンバー制度の本格稼働によ

って、専門職員の配置については、今どういうふうな状況で、今後どう考えるのかという

ことをお伺いしたいと思います。 

○委員長（清水良一君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 職員の採用という部分に係りますので、現状でマイナンバー制度に

特化して専門職を雇用するということは考えておりません。こちらの事業については主に

村民課を中心に運用について対応しているところでございます。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） ほかの市区町村では、職員を増やして対応しているところがあるとい

うことも伺っていますので、その辺については今後も謙虚に検討していく必要性があるの

ではないかというふうに考えています。 

  こういった問題がいろいろ出てくるということがありますが、決算額では760万円減って

いて、こういった問題もあるので執行率70％ということも考えれば、もう少し何かできる

のかなという気がするんですが、その辺についてはいかがですか。 

○委員長（清水良一君） 執行率70％について。 

  総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） システムの導入ということで順次進めてまいりまして、ここ

に書いてありますように保守管理等にも、当たっておりますけれども、当初予定してつけ

た予算に対して、実際にシステムの導入を図られたときに、全体の枠の中では大きな差額

が出て、こういうような形で不用額が出てきております。事業実施につきましては、今計

画どおりに進めております。 

○委員長（清水良一君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） この電算運営管理費におきましては、当初予算で必要な金額を計

上はしておるんですけれども、平成29年度中にほかの収入をもって、こちらの電算管理費

を賄えることが出きたものですから、そちらのほうで一部負担をしてもらったこともござ

いまして、大きな不用額が出てきてございます。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） わかりました。この中ではなかなか読み切れないので、そういう質問

になってしまうということでご容赦いただきたいと思います。 

  一度ここで私のほうは休みます。 
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○委員長（清水良一君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 安藤委員の最初のご質問がありました点についてちょっと修正させ

ていただきたいと思うんですが、22－３で医療福祉分野への民間事業者の参入の可能性

云々のところで、先ほど村民課長は福祉を念頭に、考えたことがないというふうに答弁し

ましたが、診療所並びに老人ホームの開設に当たっては、一時期民間の導入ということも

検討はしたことがございます。 

  ただ、やはり先ほども出たような人材確保が十分行われるのか、それから振興事業で見て

おります診療所運営費、これが民間に移行した場合出ないんではないかとか、そういった

ことも踏まえて、今の直営で運営をしております。 

  引き続きこちらの医療関係については、島外の団体とのパイプも多少まだ残っております

ので、今後も検討の材料にはしていきたいと思っております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） ありがとうございます。本当にそういった検討をこれからもきちんと

続けていただければと思います。 

  ありがとうございます。 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。 

  稲垣 勇副委員長。 

○副委員長（稲垣 勇君） 127ページ。 

（「決算書」との声あり） 

○副委員長（稲垣 勇君） 決算書の127ページの職員手当、平成28年度と比べて875万円ほど

低いんですけれども、これは何か大きい要因はありますか。 

○委員長（清水良一君） 127ページ、15億1,849万円という支出済額についてですよね、これ

について。 

（「手当」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 手当ですね。職員手当。 

（「職員手当をうんと減らしている」「超過勤務手当」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 大きなところでは、職員の超過勤務手当が平成28年度と比較

しまして少なくなっている、減少したということから、去年と今年のこういう差が出てき

ています。その主な理由としましては、硫黄島の訪島事業が残念ながらなくなりました。
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大勢の職員がスタッフで対応をする予定でしたのでそれに伴って発生する超過勤務手当が

減少したことが主な要因です。 

（「増えているのが何でか」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 平成28年度ですよね。これが平成29年度がそうですね。 

（「１億2,000万円ぐらいなんですか」「ここで860万円くらい減って

いる」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 減っているわけですね。 

  副委員長、稲垣 勇君。 

○副委員長（稲垣 勇君） 平成28年度が１億6,000万円で、知事選とかいろいろ選挙があっ

たから、そういうことも絡んでいるのかなと思うんですけれども違いますか。 

（「保留でもいいです」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 今、総務課長からの答弁で硫黄島事業等がなくなり、超過勤務が減

ったということで実際に減っている。稲垣副委員長は選挙とかがあって増えているんじゃ

ないかと、そこでおかしいということですか。それでいいですよね。 

（「要因があれば」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） まずこちらは通常の超過勤務手当を含めたさまざまな手当の合計。

147ページの選挙費のほうに、職員手当というのがあって、都議会選挙でいうと110万円と

か、衆議院ですと137万円という支出がございますので、総務費のほうでは減っていますが、

これを足すとまた差額が800万円から500万円ぐらい、差は縮まりますので、超過勤務手当

が別のところで支出されているというふうに理解いただきたいと思います。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  124ページから151ページです。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 成果報告書の22－５ですが、目標及び成果の中の遺骨収容事業経費

990万円というのがあるんですが、これは遺骨収容団としての遺骨収容事業に従事するとい

うことでの支出というふうに見ているんですが、これは本来は国が全額負担すべき事項で

はないのかなというふうに考えるんですが、その辺について教えていただければと思いま

す。 
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○委員長（清水良一君） 22－５ページ、遺骨収容事業経費ですね、991万4,661円という。 

  これは財源ということですよね。 

（「いや、財源というか」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 安藤委員ご質問のとおり、国が負担しておりまして、ちょっと今歳

入のほうを見つけますがそれに見合ったというか、それ以上の額をいただいております。 

（「歳入に見合った支出をしているんだ」「うちで過去の経緯から車

両とか提供しているところがあるんですよ。だから事細かく支出で

言うんだ」「少なくともうちが損をしているところは、これはない

んだ」「それはない」との声あり） 

○副村長（渋谷正昭君） 107ページの中ほどからちょっと下に、３の遺骨収容費というのが

ありまして、ここでまず522万4,277円という歳入がございます。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 成果報告書の22－７です。 

  下段の地域住宅政策推進事業費。村民の声を聞いていますと、特に若い世代、住宅事情が

悪い状況がまだ続いていると思います。その課題の中でこう書いてあります。今までの規

模で分譲できる土地そのものが見当たらないと。確かに、今までの規模で分譲ができる、

そういう大きな土地はなかなか難しいのかなと思うんですけれども、小さい規模の村分譲

であればできるのではないかなと感じております。 

  例えば、硫黄島の一時宿泊所の土地、建物は今どうなっているんでしたか。現状を教えて

いただけますか。 

○委員長（清水良一君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 奥村の農業協同組合前に、硫黄島の一時宿泊所とそれから海側に村

営住宅で、硫黄島の一時宿泊所については、入居者がいれば引き続き入居をさせています

が、村営住宅については、もう老朽化が進んでおりますので、現在の入居者が出た段階で

取り壊すという予定で考えております。 

○委員長（清水良一君） 一木委員。 
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○委員（一木重夫君） 村営住宅のほうが老朽化が進んでいて、入居者が出れば取り壊すと。

では、その取り壊した後はどうするつもりでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 今の村営住宅と隣接した場所にまず村有地がございまして、さらに

建設業者等が入っている国有地がございます。過去には海、さらに漁港側には第１期の漁

業者用の分譲地を村で整備したのが最初でございますが、その周辺の土地の一括した扱い

というのは今後の課題の１つと考えていまして、１つは、海上保安庁が今後小型船舶の導

入に当たって、乗組員の住宅用地として確保したいということで、ほぼ区画が確定してき

ております。 

  あと建設事業者が今後移転するので、そこの活用というのは、今おっしゃっているような

分譲地にしていくのか、過去には都営住宅の建て替え用地にどうだというのを、20年くら

い前には話をしたこともございます。ただ、一方でご承知のように津波の被害の想定がさ

れているので、村の分譲地をそういった場所で引き続きやっていくかどうかも含めてちょ

っと検討材料になっております。 

  ですので、今の村営住宅並びに隣接した村有地もその周辺との一体的な利用ということで、

今後考えていきたいというふうに思っております。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 承知しました。 

  村営住宅並びにその一帯の土地をどうするかというのは、今後の検討課題ということです

けれども、その点について村長の今の思いを教えてもらえますか。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） この土地の問題、議会のほうにもお示しをしているんですが、今お話

に出たところもそうですけれども、関東財務局が持っている土地、村が一括して管理を請

け負っています。西町でいえば小笠原世界遺産センターとか、そういうところですね。そ

れは個別に売買されたり賃借の契約をされたりすると、将来の土地の総合計画というか、

そういうものが村としては主導的にできなくなるということから、そういうことも考えて

関東財務局の土地を村が今管理をしている。全部ではありませんが、住宅にできるような

ところとかそういうところです。 

  村営住宅については、今のあの建物が老朽化してなくなったら、それから先は建てる計画

はありませんと以前は言っていたんですよ。ですが今の住宅事情のこととか、時代が変わ
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ってきていますから、今副村長が答弁したようにああいう生かせる土地を有機的に使って

いきたいなというところはあるんですよ、１つ。 

  ところが、申し上げましたとおり、津波ハザードマップとかそういうことが出て、公の機

関としてそこを分譲するとか、そういうことをやっていいのかどうか。また課題等もあり

まして、今後総合的な土地の利用計画を立てると村の総合計画でもまず議論を重ねてお示

ししているわけですよね。その議論を重ねて具体的にはどうしていくかということを決め

ていきたいと思います。 

  他方、経済の活性化ということでは、民間のアパートがこれはすごい勢いで、一時期は借

り手もないと言われていた民間のアパートに借り手が多くて、新たにそのことをビジネス

として活用している方もおりますので、そういうことをまた総合的に勘案した中で決めて

いきたいと、こう思っています。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 承知しました。 

  今前向きな答弁が出たなと思って、びっくりしていたんですけれども、確かに今までは村

営住宅の後をどうするんだという話になったときは、建てるつもりはないんだというのを

聞いていたんですけれども、検討するという前向きな答弁が出たので、ぜひ進めていって

ほしいと思います。 

  あと、総務費の中でもう一点だけ最後質問があります。 

  22－９です。防災対策事業費ですけれども、こちらの文章を読んでいくと、中段に７日分

の備蓄増を進めているとあって、また一番最後の文章に、住民にも自主的に１週間分の食

糧備蓄を呼び掛けているとあります。私、行政が備蓄することももちろん必要だと思うん

ですけれども、特にこういう島ですから、やはり住民自身の備蓄というのはすごく大事な

ところだと思っています。１週間分の増ということでさらに増やすでしょうけれども、も

し仮に東南海地震とかが起きて関東、関西がやられたら、本当にここは孤立した島になっ

てしまうと思うんですよね、１カ月、２カ月物資が届かないということも本当に想定され

るのかなと思っていて、そういう中では行政の限界というのがあるんだろうなと思ってい

ます。この住民に対しての１週間分の食糧備蓄の呼びかけ、これはすごい大事だと思いま

す。 

  でも、一方、住民に普段食べている食料とはまた別に１週間分の備蓄をやっているかと直

接話を聞くと、やっているとはそんなに聞いたことがないんですよね。私もこの呼びかけ
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を見てから米を１週間分といわず２週間分の家族４人分の備蓄をまた別にするようになっ

たんですけれども、これは住民のどれだけ、何％ぐらいが備蓄していると思いますか。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 今お話がありましたように、村が計画的に２週間分の備蓄を

進めております。それと同時に防災の特集号等で、住民にも１週間分備蓄するように呼び

かけてはおります。具体的に今何％と言われてもちょっと正直言ってその数字は把握して

おりません。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 今1,500世帯ぐらいですよね。200、300の住民世帯から聞けば、大体

その母数の正しい備蓄率がわかると思うので、ぜひ調査をしていただいて、この１週間分

の各家庭の備蓄している割合を増やしていってほしいと思います。 

  今、ちなみに、この執行部の中で普段の食料とは別に、１週間分確保しているという方は

いますか。自信を持って言える方、１人ですか。という実態だと思うので、私も回りに聞

いてもそうなんで、ぜひお願いしたいと思います。 

○委員長（清水良一君） ありますか、まだ。よろしいですか。 

  かなり盛り上がってきているんですが、ちょっと時間が。ここで暫時休憩にしたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認め、暫時休憩します。 

  審議再開は10時55分からということにしたいと思います。よろしくお願いします。 

（午前１０時４５分） 

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

○委員長（清水良一君） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

（午前１０時５５分） 

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

○委員長（清水良一君） 議会費、総務費、お手元の決算書、124ページから151ページの続き

をしたいと思います。 

  何か質問のある方は。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） すみません、22－13、徴税費というのがあるんですが、ここの２番の
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主な事業の中に、税システム経費というのと、２番と３番がまるっきり同じ金額で計上さ

れているんですが、これは１回目、２回目とか何かあるんでしょうか、教えてください。 

○委員長（清水良一君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） こちら、申しわけございません、同じものを２つ記載をしてしま

っております。失礼いたしました。 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 今のは消すということで了解しました。 

  先ほども申し上げたんですが、税の未回収分について、総額の見通し額は昨年度では400

万円ぐらいですが、先ほど監査の方からのご発言で、これからも徴収をしていく中で減っ

ていくということだったんですが、今、九十何％でしたかね、98％くらいなんですが、こ

れの中で、今後想定額がどのぐらいになるのか、わかれば教えてください。 

○委員長（清水良一君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 具体的な想定というよりも、新たな滞納をつくらないという方向

で進めている状況でございます。 

  先ほど、歳入の際に監査委員にご質問された内容ですけれども、まず、平成29年度分が平

成30年度分になって入るものというのがございますので、それを整理した上で、それ以外

の滞納の整理に当たっていくという方針で進めているところでございます。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 税収は重要な財源になりますが、なかなか払わない人は払わないとい

うので、大阪では一番払わないのは公務員だそうです。そういうこともあるようなので、

小笠原はそういうことはないと思いますけれども、ぜひ頑張っていただければなというふ

うに思います。 

  それから、その下の住民基本台帳の事務費の中の総合行政システム経費、5,564万円とあ

るんですが、これはマイナンバーの導入によって改正しなければならなかったという部分

の経費もここに含まれているということで理解していいんでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） マイナンバー導入のための改修経費ももちろんですけれども、い

ろいろ法改正ですとか、そういったことに付随して各種の改修が必要であったということ

でございます。 
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○委員長（清水良一君） よろしいですか。ほかにございませんか。 

  ちょっと私のほうから。 

  今の安藤委員の徴税費、徴税率というか、聞きたいんですが、非常に高い推移できている

んですが、この成果報告書の最初の部分で、村税徴収実績の推移、10ページですね。 

  村税徴収実績が、非常に高い推移なんですが、大体600万円ぐらい、それが翌年度とかそ

ういう関係で入っていないのか。実際何名ぐらいの方が払っていないのかというのは、捉

えてられるんでしょうか。 

  財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） すみません、今、手元に資料がないので、正確なお答えができな

いところでございます。 

○委員長（清水良一君） 後ほど、よろしくお願いします。 

  ほかにございますか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） すみません、22－８の地球温暖化対策推進事業というのがあります。 

  この中で、地球温暖化防止実行計画事務事業編の策定を検討するということで、目標及び

成果の中に事務事業編の改定案を作成したとありますが、これは議会には提示されたんで

したか。 

○委員長（清水良一君） 環境課長、岡島君。 

○環境課長（岡島一徳君） 事務事業編の改定案は、まだ議会には提出しておりません。事務

事業編の改定ができましたら、また議会には報告させていただきたいと思います。 

○委員長（清水良一君） たしか、今年中にやるということでよろしいですね。そういうこと

です。 

  よろしいですか。ほかにございますか。 

  じゃ、あと一点だけ、私のほうから。 

  バス事業についてお伺いしたいと思います。決算書の143ページ。 

  バス事業については、扇浦地区の子供たち、そして年配の方たちには非常に重要なもので

す。何年か前より少しは伸ばしているんですが、今年度の数値を見るとなかなか厳しい、

去年から比べると売り上げが下がっているようなこともあるんです。そのような経営の中

で、維持・補修費が192万円、原材料費が152万9,000円と非常に高く、去年になかった数字

が出ているんです。これは何なんでしょうか。 
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  産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 維持・補修については、昨年、台風の被害で営業所の屋根が

壊れまして、その補修に充当したのと、あとバスの停留所を更新しましたので、その停留

所の案内板を購入するときに原材料費として使いました。 

  以上です。 

○委員長（清水良一君） バスについてもう一点です。 

  事務事業報告書の中の48ページ、乗客数が書かれております。今年度は平成28年度に比べ

て若干減っているんですが、乗客数については増えています。やはり、子供たちが増えて

いるということで、その辺の割合というのは捉えているんでしょうか。一般客と子供たち

の割合というのは。 

  産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 平成29年度の大人と子供の人数は一応把握してございます。 

  大人については２万1,320名、子供については１万3,135名ということです。 

○委員長（清水良一君） これが平成29年度ですね。 

  産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 平成29年度でございます。 

○委員長（清水良一君） 平成28年度の数字もわかりますか。 

  産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 平成28年度につきましては、大人が２万1,873人、子供につ

いては9,155人でございます。 

○委員長（清水良一君） ありがとうございます。 

  売り上げが減っているんですが、乗客数が増えているということで、村民にとって非常に

ニーズが高まっていると捉えています。 

  残念ながら、このバス事業については、何年か前に便数が１便減らすとか、小型のバスを

導入して、なるべくコンパクトにやろうという経営改善の一環があったんですが、村内の

交通、どうしても自動車を使ってしまうんですが、今後公共のバスを優先できるように、

便数を増やしていくというような考えはあるんでしょうか、その辺を森下村長に聞きたい

んですが、いかがでしょうか。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） この件については今までも議会から、経営の改善の努力ということで
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ご指摘を受けてきましたが、要するに選択肢が余りない中で、扇浦の皆さんのニーズにい

かに対応できるかというところで、いただいたご指摘に耐えうる採算ベースのところでは、

出す知恵もなかなかない中、小型化のことも図ってやってきているわけです。 

  今の委員長のご発言は、採算を度外視してでも、サービスをしたらどうだというようなこ

とで、逆に議会の議員の皆さんから提出されるというようなことが仮にあるとすれば、私

たち、執行部として考え方も、選択肢も変わってくるんではないかなと思います。 

  現状、採算のことをきちんと守りながら、一気に増やすということについては難しいです

が、今までの経緯から、私どもはそういう受けとめ方をしておりますので、新たなご提案

とか、そういうことが皆様の間から出るというようなことがあれば、また考えていきたい

と、このように思うところでございます。 

○委員長（清水良一君） ありがとうございます。 

  この二、三年の推移を見て、そういった形で経営を再建するということでいろいろな施策

をして、どっちかというと消極的な対応だったんですが、それでも、担当の方の努力によ

って売り上げを下げずにきたということは非常に重要かと思います。便利さを高めればや

っぱりまたお客様が増えるという形で、今後考えていってもいい部分ではないかと思いま

す。 

  最後に主要な施策の成果報告書22－12、課題の部分で、サンセットバス等を使って観光ス

タイルの提案を図るということですが、それは私からの提案もあったんですが、このこと

について、世界自然遺産絡みでたくさんの集客をしているような、ナショナルランドとか

いろいろな旅行代理店には、このことについて、宣伝して周知しているかどうか、最後、

確認したいと思うんですが、いかがでしょうか。 

  産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） こういったサンセットバス等事業展開をやっていますよとい

うお話はさせていただいております。ただ、そのツアーの中にサンセットバスの利用とい

うメニューとか、そういったものについては入っていないというところが現実です。 

○委員長（清水良一君） ぜひ、これからもセールス活動をしていただければありがたいと思

います。よろしくお願いします。 

  ほかにございますか。 

  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 決算資料の131ページの遺骨収容事業です。 
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  確認も含めてお聞きしますけれども、自動車修繕費、242万幾ら載っていますけれども、

これは、例年ですと鹿島建設に委託のような形でやってきたんですけれども、まず、そこ

は変わっていないのかどうか。それと、この契約の方法はどういう方法をとっているんだ

ろうかと。例えば委託であれば、１年間予測してこのぐらいかかるから、それを組んで委

託に回すとか、その都度契約するとか、いろいろ方法はありますけれども、どういう契約

方法でやっているか、お聞きします。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 硫黄島の車両の点検修理等についてでございますけれども、

委員おっしゃったように、島内の業者に用途車両及び重機定期点検委託という形で、単価

契約で委託契約を結んで、年６回は点検するという形で契約しております。 

○委員長（清水良一君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 年６回ということは、当然重機を使っていないときもあるんで、その

ときの定期整備も含めてやっていると。単価契約だから、その都度やっているという感じ

なんだろうけれども、あれだけ離れているんでこの修繕に関しての確認は、どういう確認

方法をとっているのか、確認しているのかどうか、ちょっと聞きたい。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 年６回実施しまして、修理とか点検が終わって、その都度、

行って確認するということはできませんので、訪島する機会のたびに、そういった業者と

は点検等の状況についても報告を受け、お互いに契約状況が履行されているかの確認をし

ている状況でございます。 

○委員長（清水良一君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 例えば車両で言えば、内地から持ってくるときに当然自衛隊の艦船を

使わせてもらっているんだと思うけれども、それは多分無料だろうというふうに思ってい

るけれども、あそこは自衛隊基地内なので、あの中を走る分には、個人使用みたいに多分

ナンバーは要らないと思うんだよね。 

  そうすると、持ち込むときに指定された場所までナンバーなしに走っていくわけにはいか

ないから、ナンバーをつけたということは多分、車検も取っていくんだろうと思うけれど

も、トラックで言えば１年ぐらいで車検が切れるので、その後は、車検関係なく走ってい

るのか。車は当然内地搬出だろうけれども、その役目が終わった後には、順調に廃車関係

も処理できているのか、ちょっと聞きたいと思う。 
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○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 重機を含む車両の硫黄島への搬入ですけれども、今おっしゃ

ったように、自衛隊の協力をいただいているわけですけれども、その船、横須賀で積むこ

とが多いんですけれども、そこに運ぶまでは、やはり費用負担が生じてきます。それは自

走で船のところまで持ってきて、積んで運ぶのですが一定の期間使用して、使用に耐えら

れなくなりましたら廃車するということで、車両につきましては順次、島外搬出に努めて

います。 

○委員長（清水良一君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 車両自体は、たいした問題ではないと思っているのですが。 

  問題は重機です。今、定期整備を年６回やっていると言ったけれども、どういう整備をや

ることになっているか。例えば、重機で大事なのはオイル関係もそうだけれども、グリス

関係の給油も必要だし、やっぱり暑い中では一番重要だと思う。 

  それともう一つ、使っていないときの保管方法。行くといつも野ざらし。前にも言ったと

思うけれども、シートぐらいかけておくべきではないかと。そういうある程度の保管方法

で対策をとらないと、１台2,000万円もする機械が何年もつかわからない。多分10年ももた

ないでしょう、あそこで使えば。なるべく長い寿命で使えるように保管方法をちゃんとす

べきだと思うけれども、その辺はどうですか。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 重機の点検につきましては、杉田委員からご指摘ありました

ように、やはり油圧で動く部分が非常に大事なところでありまして、ですからシール等の

交換をする機会が多いということで聞いております。 

  保管につきましては、ご覧になったかと思いますけれども、今、硫黄島平和祈念会館の横

に置いています。やはり長期にわたって使用するに当たって、保管方法もいろいろと改善

できればいいかなと思っておりますけれども、現状につきましては、今言ったように会館

の横に置いてあるというのが実態でございます。 

○委員長（清水良一君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 私から３つだけ申し入れておきます。 

  一つは、定期整備、どういう整備をしているのか。内容。年に何回オイル交換をしている

とか、そういう部分も含めて、どういう定期整備をしているのか。 

  それと、この保管方法について、私はシートをかけるべきだと思うけれども、今後どのよ
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うに対応してくれるのか。 

  それと、定期整備をしているときの作業写真ぐらいはあったほうが、私たちもよく理解で

きると思う。基本、委託でも何でも、特に硫黄島のように遠いところは確認するためには

写真ぐらいしか方法がないんで、その辺を。別に鹿島建設を疑うわけではありませんが、

私たちが見て納得できるようなことをやっていてもらいたい。確認の意味でも、写真とシ

ートと、そして点検内容、それを今じゃなくていいですから、議会控室のそれぞれの委員

のキャビネットに入れてください。それだけお願いしておきます。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 点検につきましては、委託契約書の中で点検報告書を出すよ

うにということになっておりますので、昨年度の点検状況等について、指摘のあった件に

つきましては、後で用意させていただきます。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） すみません、22－９の防災対策ということで、これ、一般の質問もし

たんですが、この課題の１番で、最後のところに復旧・復興の拠点をどのように確保して

いくかが今後の課題となっているというんですが、これは村ができた時点で考えておかな

ければいけないことで、村民の安心・安全を守るということでは一番重要な部分ではない

かというふうに考えていたわけですが、これをまだ課題というふうに考えているのはなぜ

なのか、遅れているというか、ちょっと信じられないぐらいなんですが、その辺について

はどのように考えているのか教えてください。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 課題の中で記載しております本部機能及びその体制というこ

とで、本部機能につきましては、初めにこちらの役場本庁舎に立ち上げますけれども、津

波が来る前に高台にあります情報センターに避難するわけです。それはそこで本部機能を

しっかりと働かせるということで考えております。 

  現状では小笠原支庁、それから海上保安庁、自衛隊等の機関もそちらに参集して対策に当

たるわけですけれども、その後の復旧・復興に当たって、いろいろとやっていかなくては

いけないことというのは出てきます。それは課題として、今のところ位置づけているとい
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うのは情報センターだけで十分であるという認識ではないので、復旧・復興に当たる何ら

かの拠点みたいなものが必要になってくるんではないかと思っております。 

  これらの防災関係の課題解決につきましては、村の総務課では、そういった本部機能、復

旧・復興機能なども含めて、ソフト面の対策、ハード面の対策、それらも含めた総合的な

調査を来年度は考えておりますので、１年間でもできるだけの内容を盛り込んだ調査にし

ていきたいと思っております。今まで対応してきたことについて改めて検証するとか、今

後何が必要かとか、そういったことも洗い出して検証していきたいと思っておりますので、

こちらの課題につきましても、その中に含めていきたいと思っております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 今おっしゃられていたような情報センター、まず拠点を設けるとか、

その辺はここに記入しておいて、そこだけで賄えるかどうかわからないから、その後の拠

点の確保についてはまた検討するとか、そういう書き方にしていただきたい。やはり課題

の提示の仕方というのがあるんではないかと思うんですよね。その辺をもう少し考えてい

ただければと思います。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。124ページから151ページ、議会費、総務費について、ほかに質疑の

ある委員はありますか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） ないようですので、次に民生費についての質疑に入ります。 

  お手元の決算書のうち、150ページから165ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 成果報告書の25ページになります。下段の有料老人ホーム運営費です。 

  ここで、課題として挙げられていますのは、財源は老人ホーム使用料のみであるため、赤

字補塡対策が解決できていないと。使用料収入が1,200万円、運営の全体の予算が8,800万

円のうち、使用料が1,200万円しかないということでございます。 

  これは去年だったかの決算でも指摘をしまして、これ、何とかなりませんかねというお話

をしたんですけれども、何か明るい見通し、何かないでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 医療課長、佐々木君。 

○医療課長（佐々木英樹君） 今のところ、特段明るい話題といいますか、そういう財源確保
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というのはありません。厳しい状況が続いております。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 承知しました。 

  なかなか厳しいけれども、何とかしないといけないなと思う中で、村長、小笠原諸島振興

開発特別措置法で診療所運営費の補助というのがあります。小笠原諸島振興開発特別措置

法の主旨からしても、有料老人ホームに対しての運営費補助というのは決して間違っては

いない論理だと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） この診療所の建て替えのときに、皆さんからの大きな要望もあり、何

とか入所施設をということで複合施設という形での整備をさせていただきました。要は国

の法律にのっとって、どういう形で運営ができるかという中で、最終的に、有料老人ホー

ムという形での入居施設となりました。 

  そういうような建てるときの経緯、これまでの運営状況、それから今、小笠原諸島振興開

発特別措置法の中でのソフト部分で診療所の運営、こういうあり方というものを見据えた

上で、今のような話は相談をさせていただきたいと思っています。これも見られるでしょ

というような単純な話ではないと思うんです。我々が置かれた過去の経緯から今の状況、

そして人の問題もあるわけですから、もろもろのことを胸襟を開いて話していきたいと、

私はそのように思っているところでございます。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ほかに。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） すみません、今の有料老人ホームの運営のところでもう一つお聞きし

たいと思います。 

  八丈町にも５床、特別養護老人ホームがあるんですが、島の人からすると非常に遠いとい

うような印象が拭い去れません。父島クラブとか島の方々から、島を離れたくないという

声が上がってきている状況です。都有地とかを借りてとか、今後特別養護老人ホームを計

画するということはあるのか、お聞きしたいと思います。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 入居施設がないので、八丈町の特別養護老人ホームに、何とかという

ことで５床確保できて、青ヶ島と私どもがお世話になっています。それは、その当時のい
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ろいろなニーズの中で、できる限りのことを行政としても考えてきたと。そして、今太陽

の郷ができたことによって、島を離れたくないとか、そういうことをおっしゃる皆さんの

気持ちはわかります。我々は、そういうものを受けとめてきてここまで来たわけですから、

実際に。 

  診療所の建て替えのときには複合施設、入所施設をつくるのは大変なことでした。母島の

方からは父島にも行きたくない、母島にもつくってくれとかもありましたね。今、安藤委

員のおっしゃっている、それぞれの皆さんの気持ちはよくわかるんですよ。 

  それを我々は受けとめた上で、現実にはどういうふうにやっていくことができるのか、今、

都有地等の話も出ましたけれども、先ほどの住宅政策もそうですが、我々はそういう公の

施設をつくるときに、必ず津波対策とか防災だとか、そういうこともかかわってくるわけ

ですね。そうすると、土地の問題もハードルが大変高かったりします。 

  私たちはそういう気持ちを全く受けとめていないということではなくて、受けとめた上で

現実的にどういうことができるかということが課題となっているわけで、調査・研究とい

う言い方、それから検討という言い方、いろいろあると思いますけれども、そういう村民

のニーズに何とかこたえられないかなということは思っていると。ただ、直近で何か具体

的にすぐ動くというところにはないというところでございます。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） わかりました。 

  簡単なことではないというのは重々承知しているんですが、そういう声が最近では、父島

クラブの総会の中でも出たし、声は届くところかなということもありました。 

  それで、八丈町の特別養護老人ホームのことについてですが、この中でよくわからなかっ

たんですが、特別養護老人ホームの枠をお願いするための分担金というものがあると思う

んですが、それはどこにどういうふうな形で出てきているのか、計上が読みとれなかった

ので教えていただければと思います。 

○委員長（清水良一君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 今現在確保している５床は、建てる際に建設費の分担をしていて、

毎年分担をしているということではありません。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） そうですか。 

  島の人をお願いしているので、その分担金というのはきちんと毎年払っているという認識
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をしていたのですが、そうではないのですね。了解しました。負担がないのであれば、そ

れに越したことはないと思います。ただ、八丈町の人からすれば結構大変だろうなとは思

いますけれども。 

  また、先ほど一木委員から財源は老人ホーム使用料のみということで、赤字補塡対策とい

うのが解決できていないということですが、少しずつ赤字を消していく方法ということで、

電源のＬＥＤ化とか太陽光発電をもう少し活用していくとか、いろんな方法があるのでは

ないかと考えているわけですが、根本的に何を見直さなければいけないのか、これからも

それをしなければならないのか、今まで結構長い時間があったわけですから、その対策に

ついては、今後どういうふうに考えるのか教えてください。 

○委員長（清水良一君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） この有料老人ホームの建設に至るまでには、先ほど委員がおっしゃ

ったように特別養護老人ホームにするのがいいのかとか、まず施設のありようから検討さ

れてきたと思います。既に八丈町の５床というのは確保されていたわけですが、島で最期

を迎えたいという、そういった方の思いにもこたえるために、最終的には、こういった赤

字というのは覚悟の上で、村が施設設置をしました。 

  先ほど一木委員もおっしゃられたように、実際に内地では、有料老人ホームで言えば入所

費等で民間事業としてペイできるような事業として行われるべきではあるんですが、村の

中で限られた人数を、それなりの多くの人員を配置して維持していくというところでは、

この昨年度の決算で言えば8,000万円近くの経費をかけて、それに対する収入というのは

1,200万円程度でございますので、収入を上げるというのは、なかなか入所者の数でも限ら

れております。 

  さらに一番多くかかっている人件費というのは、24時間スタッフを置くというところから

非常に厳しい。ですので、それに充てる財源というのを何とか見つけるというのは確かに

努力をしていくべきだとは思いますが、この収入の差を縮めるということは、現状の運営

の中では難しいと思っております。 

○委員長（清水良一君） ほかにございませんか。 

  民生費、150ページから165ページです。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 成果報告書の23ページの重度心身障害者の日常生活用具給付事業費と

か重度心身障害者住宅改修給付事業費とかいろいろ、あるんですが、給付事業については、



－４９－ 

住宅案件については０円ということで報告があるんですが、重度障害の子供たちの放課後

支援サービスとか、そういった事業費というのはこの中では見込んでいないんですか。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） この心身障害者福祉事業費という費目の中ではなくて、児童福祉

総務費という中で、個人に限定したことではなくて、地域のお子さんの子育て放課後支援

ということで、児童福祉総務費の中で非常勤職員を平成29年度は雇用して実施をしてござ

います。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） そちらのほうででも、どこでもとにかく対応しているということがし

っかりしていれば大丈夫だとは思うんですが、課題の中に障害者サービスの提供と障害者

が自立して生活する場の検討を行うということですが、母島に関しては、来年度帰ってく

るわけで、今、検討していても間に合わないのではないかという気がするんですが、その

根本的な解決の方法を今、考えていられるのかどうか伺いたいと思います。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） この一番下にも書いてございますけれども、昨年、村では障害者

計画、あわせて障害児計画というのを策定いたしました。その中に、地域の障害者自立支

援協議会というものを設定いたしまして、これも同時に立ち上げました。この協議会を設

立した後に、各関係機関の委員になっていただき、何度か会議を行ってきました。その中

で、父島・母島あわせて障害をお持ちのお子様、障害者の方の支援をどのように行ってい

くかということも協議をしました。 

  また、来年お戻りになるということでは、戻った後、どの部分をどのように支援していく

のかというのを今、検討して実施できる部分、できない部分ということで、親御さんにも

ご協力いただきながら、一緒に支援していくということも含めて協議をしています。あわ

せて、その中にまた部会を設けまして、就労の関係ですとか、そのライフステージ、その

年齢に合った形での支援をいかにしていくかということでは、部会を設け、療育部会とい

うのも先般実施したところです。これにつきましては、内地の療育センターの専門家の方

に来ていただきながらその部会にも入っていただいて、実際どこまで支援をしていくのか

というところも協議をしているところでございます。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） そうですね、私、いつもお願いしているのですが、やはり専門家の意
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見と親御さんとの話し合いというのが非常に重要になってくると思っているので、その辺

と、学校、教育委員会も含めてですが、その地域でどうあるべきかということを検討しな

ければいけないと思っています。そこで根本的な解決を見出していくというのが一番いい

んだろうと思っているので、もうあと半年ぐらいありますが、その中できちんと結論を出

していただければと思います。 

  よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  民生費については、ほかにございますか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） 区切りがいいので、ここで暫時休憩にしたいと思いますが、ご異議

ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認め、暫時休憩いたします。 

  審議の再開は14時からとします。 

  よろしくお願いします。ありがとうございました。 

（午前１１時３９分） 

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

○委員長（清水良一君） それでは休憩前に引き続き、会議を再開します。 

（午後２時） 

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

○委員長（清水良一君） まず、午前中の質疑の中で、何点か執行部のほうから訂正があるよ

うです。 

  副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 午前中の一木委員からのご質問の中の、村営住宅、奥村の国有地の

利用に関するご質問、硫黄島の旧島民対象の住宅については村有地でございますが、村営

住宅については、私の午前中の答弁では村有地と申し上げてしまいましたが、国有地をお

借りして村営住宅を建てております。 

  これらも、今後老朽化によって解体等をした後の一体的な利用については、先ほどの答弁

どおり引き続き検討してまいりたいと思っております。 

  失礼しました。 
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○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 私の答弁の訂正をさせていただきます。 

  午前中、安藤委員から心身障害者福祉事業費、成果報告書の23ページに該当しますけれど

も、このうち障害児の放課後支援についての経費は含まれているのかというご質問に対し

まして、児童福祉総務費のほうに計上ということを申し上げてしまったんですけれども、

ほかの事業と混同しておりまして、実際には心身障害者福祉費のほうで当初予算を計上し

ておりました。そして、事業に備えていたんですけれども、帰島されないということでし

たので、年度途中で減額をしたというのが実態でございます。 

  大変失礼しました。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  続きまして、午前中の保留の答弁があるかと思いますが、よろしいですか。 

  総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 安藤委員のご質問の中で、総務費の職員研修のところで、職

員の派遣が６回とあるけれども、何名ということで、私のほうで６名と答弁し、確認させ

ていただくということでしたけれども、計画どおり６名で研修派遣を行いました。 

  予算につきましては計画よりも支出が少ないんですけれども、それにつきましては、２名

ほどは自分の課のほうの予算で行ったということで、実際の研修につきましては、この総

務費の研修費から出したということもありますので、若干計画よりも支出額が少なかった

ということでございます。 

○委員長（清水良一君） もう一点ありますか。 

  財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 午前中の質疑の中で、まず決算書の342ページ、物品のところで、

清水委員長からこのリストに載っている物品の金額的なものの質問をされました。 

  確認いたしましたら100万円以上のものをこちらに計上しているということでございます。 

  また、歳入、村税の部分で、清水委員長から滞納者の割合、人数的なことでご質問をいた

だいておりました。実人員といたしましては81名ということになります。ただ、割合とい

たしましては、島内にいる方よりも、もう既に島外に移転された方のほうが多くいらっし

ゃいます。 

  以上でございます。 
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○委員長（清水良一君） 今のところで聞きたいんですが、その物品で、100万円以上が何％

で100万円以下が何％ぐらいなんでしょうか。わからなかったらまたでいいですけれども。 

（「また」との声あり） 

○委員長（清水良一君） そうですか。 

  それでは、保留答弁はこれで終わりたいと思います。 

  引き続き、午前中、民生費をやりましたが、民生費でほかにある方いますか。 

  副委員長、稲垣 勇君。 

○副委員長（稲垣 勇君） 後期高齢者なもので、ちょっと片仮名のところ、意味合いがわか

らないので教えてください。 

  報告書の27ページ、課題のところでマイナポータルを活用したとあります。これの意味を

教えてください。 

○委員長（清水良一君） マイナポータル。 

  村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 簡単に申し上げますと、マイナンバー制度が導入されたことによ

り、いろいろな手続、申請関係が要するにインターネット上でできるという、そういうシ

ステムでございます。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ほかに民生費の部分で質疑のある方はおられますか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） すみません、24ページと26ページの老人福祉費と高齢社会対策事業費

に連動する部分ですが、高齢社会対策事業費の中で、４番のホームヘルパー養成事業とい

うのが、平成28年度は実施しているんですが、平成29年度は実施していません。０円とな

っています。 

  これは、前の25ページの老人ホームの課題の中に、有資格者故に島内での人材雇用は限界

を迎えておりとありながら、養成をしないというのは矛盾があるのではないかという気が

するのですが、ホームヘルパー養成を実施すれば、その方の中に何人かがまた介護士とし

ての資格を取るとかもあると思うので、まずは、養成するということが必要だと思ってい

るわけですが、この辺についてはどのようなのか教えてください。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） ホームヘルパー養成事業、現在では介護職員初任者研修という名
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称に変わっておりますけれども、これにつきましては、10年ほど前に一度、父島において

現地での資格取得ということで、講習会を実施しました。その時点で24名の方がホームヘ

ルパーの資格を取得したんですけれども、そのうち実際各村内施設、明老会なり、太陽の

郷なりで従事されている方もおります。 

  24人取得したからよしということではなくて、やはりこれは定期的に続けていくべきだと

いうことで、島外から有資格者を得るのではなく、地元の村民を育成するという意味で、

平成28年度に再度取得のための講習を実施しました。そのときは６名の方が資格を取得さ

れたんですけれども、これまでは父島で行ってきたんですけれども、やはり母島でも必要

であろうということで、一応この予算については、母島での実施ということで、母島の村

民を対象にした事業として予算を計上したものです。 

  しかしながら、広報ですとか募集の呼びかけを再三したんですけれども、実際には応募者

がなかったということで、執行をしていないということでございます。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 島の中でもやはりそういう育成をすることがなかなか、難しくなって

きているのかなというふうに思いますが、ただ、これからまだまだ高齢化が進むという中

では、何らか対策をしなければいけないんだろうというふうに思います。 

  先ほど言った課題の中に、地域包括支援システムの推進を図るということがあるんですが、

実はここの人材が不足しているのではないかという懸念を持っています。 

  ケアマネジャーが現在何名いるのか、まずお答えいただいていいですか。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 村の職員としてのケアマネジャーは１名でございます。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） ケアマネジャーは父島・母島合わせて１名ということかと思います。 

  今、父島の１名の方を見ていると、結構大忙しで、父島・母島両方見なくてはいけないわ

けですから、かなりの重労働ではないかというふうに見ていました。やはり、この辺は解

決していかなければいけないのではないかと思っています。労働基準法に違反しないのか

とか、そういった懸念まで少し持っていたわけですが、その辺についてはどのように今後

対応するのか、お聞かせいただければ。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 委員ご指摘のとおり、村としてのケアマネジャーは１名でござい
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ます。これまでの主な仕事は介護認定を受けている方のケアプラン作成、さらにその前段

として訪問調査というのもございます。そういった意味では、当然、母島現地にも赴き調

査を行い、プランの作成も行ってきたのですけれども、その後、介護保険法の改正により、

介護保険の総合事業、あるいは地域支援事業というものは新たに村独自で行いなさいとい

うことになり、やはり私ども福祉係のケアマネジャーを中心に包括支援センターで実施し

ていくということでございます。 

  さらなる業務増ということで、やはり一人で行うというのは非常に難しいということで、

それに対応するために、これまでケアマネジャーが一人で行ってきた訪問調査、ケアプラ

ンの作成、この業務を平成28年から父島・母島の明老会に業務自体を委託しております。

多いときは月に数十件のケアプラン業務を行っていたんですけれども、それについては平

成28年から完全に明老会にお任せをしておりますので、その部分の業務については軽減さ

れたというところで、今後については、包括支援センターの業務に専念させるということ

で考えております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） ケアプランと訪問調査が、明老会に委託しているということですが、

一緒に働くという中では保健師もいるわけですが、その保健師についても、母島のほうが

また募集をかけているんだろうと思うんですけれども、そういう切れ目のないケアをして

いかなければいけないんだろうと思っています。その辺のところを今後もきちんと対応し

ていただきたいという中で、本来はケアマネジャーを父島に２名、母島に１名というのが

一番ベターなやり方ではないかとずっと思ってきたわけですが、今の村の状況でなかなか

難しいのかどうか、人材不足というところに関しては当然お金もかかるわけですから、そ

の辺の問題もいろいろ含めているんだろうと思いますけれども、ぜひこの辺は今後も検討

していただきたいと思います。 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。 

  150ページから165ページの民生費について、ほかにございますか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 26ページの児童福祉事業費ですが、この中の課題で老朽に伴う保育施

設の建替えと、ニーズに合わせた子育てサービスの検討と入っているんですが、こども園

の開設等については検討しているのか、次のページの保育所費にも連動する部分だとは思

うんですが、その辺のことをちょっとお伺いできればと思います。 
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○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） これまで、過去に保育施設の更新、建替えに伴って、建物だけで

はなく、どのような運営形態にするのかということに関しましては、こども園ですとか、

そういったこともいろいろ研究はしてきたのですけれども、現時点では父島・母島ともに

保育園の建替えということで考えております。 

  これまでも、ニーズとして上がっているのが、船便に合わせて休日の保育をしてくれない

か、あるいは学齢を現在よりも下げてくれないかと、具体的に言うと１歳児保育をしてく

れないかというような声も上がっております。基本的には父島・母島保育園の建替えとい

うことで考えておりますけれども、受け入れ定数、あるいは受け入れの年齢等については、

研究・検討をしていきたいとは考えております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 検討してきたということですが、ここ小笠原では、随分昔、やはり幼

稚園が欲しいというお母さんたちがいて、それに村は対応しないということで、保育園だ

けということになったんですね。そのときに、その余波で今の社会福祉協議会にあるちび

っこクラブというのができたという経緯があります。 

  今ちびっこクラブにも何十人かいるわけですけれども、その辺も含めて、こういうこども

園の開設とか、今後にもつなげていくということでは考えていくほうがいいのかなという

ふうには思いますので、ぜひその辺についても、またこれから検討していただきたいとい

うふうに思います。 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  では、民生費については終わりたいと思います。 

  次に、衛生費についての審議に入ります。 

  お手元の決算書のうち、164ページから175ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 成果報告書の30ページ上段の環境衛生事業費です。 

  ここの項目の中にはネズミという文字はないんですけれども、たしか昨年度の２月だった

と記憶しているんですけれども、集落内で一斉にネズミ駆除をしております。この回数を
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ぜひ来年度の予算では増やしてほしいという要望です。先日、島内の運送会社の方から相

談を受けまして、とにかく今、もうネズミの被害がすごいんだと、かつてないほど今、被

害があると。 

  どういう被害かというと、宅急便の送る荷物を倉庫に置いておくと、その日の夜のうちに

ネズミに食べられてしまうんだと、宅急便の中に入っているお米を狙われるんだと。この

２カ月間で被害が10件あった、こんなことはかつてないという、すごい深刻な訴えがござ

いまして、とにかく今、集落内もネズミだらけだからとにかく何とかしてほしいんだとい

う、もちろん、その業者はネズミとりのかごなんかもやっているし、薬剤もやっているん

です。それでも追いつかないので、何とかしてほしいという訴えがございました。 

  ぜひ、来年度、ネズミ、集落内一斉に捕獲というところをさらにやってほしいと思います

けれども、いかがでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 環境課長、岡島君。 

○環境課長（岡島一徳君） 集落内のネズミ駆除につきましては、一木委員おっしゃるとおり

一斉防除をしたのですが、昨年度、村民の方にアンケートを行いましたら、もっとやって

ほしいというご意見もございました。 

  来年度につきましては、回数を増やすことも含めて検討していきたいと思いますが、なか

なか村だけで全てはできないところもございますので、関係機関と連携する形で進めてい

ければというふうに考えております。 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。 

  衛生費、164ページから175ページです。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 成果報告書の31ページの上の段です、墓地管理運営事業費というのが

あります。 

  課題には何も書いていないんですが、実は欧米系の方から相談がありまして、11月１日に、

島民の方々、墓参りがあると聞いています。その前の清掃等については実施しているのか、

その辺について一つお伺いしたいことがあります。 

  私たちのような一般の仏教関係だと、お盆前とか、そういうときにきれいにするというこ

とがあるかと思います。この予算執行率が87％なので十分にできるのではないかというふ

うに思います。この予算の範囲内で対処をしてほしいと思うんですが、その辺についてお

伺いしたいと思います。 
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○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 村営墓地に関しましては、個人の区画以外の敷地の部分で芝生の

部分、植栽の部分があるのですけれども、雑草が伸びるのが非常に早いということでは、

これまで２カ月おきとか定期的に行っていたのを回数を増やして、夏場の一番激しく伸び

る時期に集中させて、草が生え放題になる前にきれいにするように、業者とも打ち合わせ

をして、草刈りを行いました。小笠原の夏は４月、５月から10月まで非常に暑くて草も伸

びやすいので、その期間について集中的に行っているというのが実態でございます。 

  また、定期的に墓地の見回りにいきますと、草以外のごみが落ちているというのは余り見

受けられないので、もしあった場合には、業者に草刈りと一緒に片づけをしてもらうとい

うことで調整をしております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 今申し上げた中の、11月１日の清掃についてはどう考えているのか、

もう一度聞かせてください。11月１日に欧米系の方たちの墓参りというのがあるようなの

ですが、その前に刈っていただけるかどうかという話です。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） そのような方々から要望があったということは、もしかしたら草

が伸び始めているとか、ごみが散見されたということがあろうかと思いますので、それに

つきましては、その時期に皆さんが気持ちよくお墓参りできるように、事前の対応をして

いきたいと思っております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） ぜひ、お願いできればと思います。 

  それから、今課長がおっしゃっていたように雑草がかなりすごくて、かなりこまめに刈ら

ないといけないのですが、中に二見観音という慰霊碑があります。あの周りに細かい砂利

を入れているので、その下から草が生えて、それを取り除くのは結構大変なんですね。ブ

ッシュクリーナーとかでやっても、石が飛ぶとか結構大変なので、この辺もっと管理がし

やすいような方法を考えていただけないかなと思っています。 

  今回、テニスコートの周りを全部ガンコマサという、濡らしたら固くなる砂を入れていた

だいていますけれども、ああいう形で、もし敷石をどうしても置かなければいけないので

あれば、その上に置いていただくというような形にすれば、まだその辺の対応も楽になる

のではないかなと。見た目も大変きれいになるのではないかと思いますので、その辺につ
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いてはどう考えていただけるかと。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） これまでも、ブッシュクリーナー等の機械での伐採というのを中

心に行ってきたんですけれども、やはりどうしても細かく砕けた草が、墓石に付着して、

そういった苦情も過去に何件かございました。それを受けまして、影響のない部分につい

ては機械での伐採、あるいは各墓石に近いような部分につきましては手作業で行っていた

だくような工夫もしています。 

  また、一番の悩みだった墓地の区画と区画ののり面については、自然の芝生だったものを

今、石のもので擁壁とは言えないんでしょうけれども、草が生えないような、そのような

施工をしたところです。今、ご指摘のあった砂利の部分ですとか、そういった部分につき

ましても、工夫、改良できることがあれば検討はしてみたいと思っております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） ぜひ、いろいろな形で検討していただければなと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

  もう一点、その下の31ページの火葬場の運営事業ですが、やはりいろいろなところが傷ん

できているという状況です。また、シロアリの侵入というのも前から懸念はされていたん

ですが、今年、近くに置いてあったものからシロアリが発生しているという状況がありま

した。実際にはもう入っているのかなという気がしないでもないんですが、早目に対策を

とってその辺の駆除をしたほうがいいのかなと思いますがその辺についてはどう考えられ

ますか。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 火葬場につきましては、火葬炉ですとか、そういった部分での故

障では、一部補修というのは行ったのですけれども、建物につきましても、一部雨漏りで

すとか、あと、台風による扉の破損ですとかさび、そういったことが散見されましたので、

不具合の箇所がないかどうかということを調べまして、必要なものにつきましては予算を

つけて修理・補修等を行っているところです。その中に、シロアリの対策というものも含

めまして、実際の火葬炉運転に支障のないようにしていきたいとは考えております。 

（「よろしくお願いします」との声あり） 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ほかに164ページから175ページ、衛生費について質疑のある方はおられますか。 



－５９－ 

  ないようなので、私のほうから一点。 

  決算書類の172ページ、塵芥処理費についてお伺いしたいんですが、ごみ処理については

非常に重要な部分かと思います。前回の決算特別委員会でもリレーセンターに引き継いで

いくというような答弁がございましたが、現状としては今の施設を使っていかなければい

けない。また、いろんなものが老朽化していくという中で、今回の決算書類に塵芥処理費

の需用費が3,526万6,000円ということで、前年が2,800万円程度だったんですが、かなり上

がってきているようです。その辺はどういうことで上がっているのかわかるでしょうか。 

  建設水道課長、繁藝君。 

○建設水道課長（繁藝則仁君） 今の質問ですが、この中の需用費につきましては、何件か入

っておりまして、こちらのほうで運営費だとか、いろんなものをトータルしてこの金額に

なっておりますので、今現在どの影響で少なくなってきたかというのはちょっとはかり知

れません。後ほど調査をしてご報告させていただきたいと思います。 

○委員長（清水良一君） 細かい部分で、前年の平成28年度と平成29年度を照らし合わせます

と、光熱水費なんかも前年が756万1,000円で、平成29年度が1,500万円ということで、倍と

か前後になっているのではないかなという気がしたんですけれども、全体の需用費が上が

っているということをもう一回確認していただけるということで。この前年度の塵芥処理

事業について質問ですが、成果報告書の33ページ、父島リレーセンター（仮称）の整備と

いうことで、前年度もそういうふうにやっていくが、土地の問題で今検討しているという

ことだったのですが、その後、土地のことについては進んでいるんでしょうか。 

  建設水道課長、繁藝君。 

○建設水道課長（繁藝則仁君） 今のお話ですが、父島リレーセンターを計画をしていくとい

うお話で、現在、国土地理院が所有しておりましたＶＬＢＩの旧敷地がございますが、そ

の敷地について、うちのほうで購入できないかということで、数年前から交渉を始めてお

ります。 

  しかしながら、建物等まだ残っておりまして、国土地理院のほうでなかなかその辺の整理

ができないということで、うまく交渉に入っていけないような状態になっておりまして、

現在保留中ということです。 

○委員長（清水良一君） まだ進んでいないということですね。 

  ほかに、衛生費についてございますか。 

  安藤重行委員。 
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○委員（安藤重行君） すみません、33ページの下です。塵芥処理事業の中で、３番目の家電

リサイクルというのがあります。 

  今、ご存じのとおり大型家電を買うのが昔ほど簡単ではなくなってきました。小笠原では、

冷蔵庫とか洗濯機がなくなると途端に困るという人がかなり多いと思います。つい最近で

も、高齢者の方が困っていて、たまたま１個あったので、次の冷蔵庫が来るまでの間それ

をお貸しして対応したという事例がありますけれども、そういったときに島民は非常に困

るので、その対策として何か考えているのか、購入するまでの間、例えば一時的保管がで

きるように冷蔵庫なり洗濯機を１台でもいいからストックしておいて、それを貸し出すこ

とができないのか、そういったことは考えていませんでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 委員の今のご質問にストレートにお答えすると、現在、そういうこ

とを考えてはおりません。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） できれば、その辺について、小さいものでもいいと思いますけれども、

それぞれ１台ずつでもいいので、何か。一時的に本当に困ってしまう。その高齢者に関し

て言えば、氷を毎日発泡スチロールにもらって、それで生活していたということがありま

した。ですからやはり、その辺については何らかの方法を考えてあげられたら本当は助か

るんではないかと思うので、これから考えていただけないかと思うんですが、いかがでし

ょうか。 

○委員長（清水良一君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 私の記憶にそういったご提案というのはきょう初めてでございます

ので、今どうするということは言えませんが、そもそも村の事業としてそういう、ある意

味福祉的な事業をやるかどうかについても含めて、関係団体等と協議したいと思います。 

（「よろしくお願いします」との声あり） 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） 衛生費についてないようなので、次に移りたいと思います。 

  次に、農林水産業費、商工費についての質疑に入ります。 

  お手元の決算書のうち、174ページから183ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 
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  副委員長、稲垣 勇君。 

○副委員長（稲垣 勇君） 主要な施策の成果報告書の35ページ。集落内のネズミの被害です

けれども、母島では農産物の被害がかなり出ております。パッションフルーツの時期にな

るとパッションフルーツのひどい被害、トマトの時期にはトマトもやる。今、オクラとか

キュウリとか、島内野菜をできるだけ出すように農家の人は心がけているんですけれども、

かなりの被害が出ています。 

  そこら辺の対策は、何か考えてもらえないでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 産業観光課では、ネズミ食害対策事業費補助ということで、

年間50万円。予算としては50万円ですが、平成29年度は44万円ほど執行してございます。

平成29年度についてはクマリン775袋とか、ヤソヂオン553袋の補助の実績がございます。 

  もともと、農産物販売促進事業費補助のほうで殺鼠剤購入費の補助をつけていたのですが、

やはりネズミの被害が多くなってきたということで、平成27年から独立して対応してござ

います。農地のほうで、もう少しこの購入額の補助を増やしてほしいという要望があると

いうことであれば、対応していきたいと思っております。 

○委員長（清水良一君） 副委員長、稲垣 勇君。 

○副委員長（稲垣 勇君） この、父島と母島全体で50万円補助ですよね。これ、何年か前か

ら始まっているんですけれども、父島と母島の分配というか、分ける比率というのはどの

くらいになっているんですか。母島で父島のことを調べてはいるんですけれども、わかっ

ていないので。どうしても母島のみんなから言われることが多くて。 

  例えば、父島で余った場合に母島のほうへ回してもらうとか、そういうことができるんで

しょうか。 

○委員長（清水良一君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 特に父島・母島で配分をしているということはございません。

父島でどれくらいの量だとか、母島でどれくらい使っているかという数字は持ち合わせて

いません。村から農業協同組合に対しての補助ということですので、父島幾ら、母島幾ら

という分け方はしてございません。 

○委員長（清水良一君） 副委員長、稲垣 勇君。 

○副委員長（稲垣 勇君） 被害が大きいから、購入した薬がなくなるとすぐ農業協同組合へ

行って買うわけですけれども、たまに、もう今年度は打ち切りに近いですよということを
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言われます。 

  もう少し配布というか、量があればいいなというときもあります。というのは、ここ数年

かなり被害が多いので、できるんでしたらやっていただければと思います。 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 同じネズミ食害で申し訳ないんですが、職員の中で専門職の育成とい

うのはなかなか難しいんだと思いますが、食害対策について、農業だけではなくて、先ほ

ど一般住宅でも大変だという話がありましたように、島全体での考え方で取り組まないと、

なかなか減らすということはできないのではないかというふうに感じています。昨年44万

722円という殺鼠剤の購入費の助成ということですが、かなり少ないのではないかという気

がしています。 

  サウスジョージア島というところがあるんですが、ここでネズミを絶滅させたときには、

約14億円投入しています。それと、もう一点ここで非常に興味深かったのは、毒餌の種類

というのが、どうも小笠原で使われているものとは全然違うということに気がつきました。

小笠原で使っている毒餌は、明るいところに来て死ぬ。要するに表へ出てきて死ぬ。だか

らよく道路でひかれたりしているのもそうだろうと思っているんですが、ここのサウスジ

ョージア島で使用された餌というのは、巣穴に戻って死ぬ、外で死ぬことがないので、鳥

が食べることもないということが報告されていました。 

  やはり、そういった餌の問題とか、そういうことも研究して、対応していただきたいと思

うんですが、その辺についてはどのように考えているか伺いたいと思います。 

○委員長（清水良一君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 先ほどの一木委員の集落内と、稲垣委員の農地の問題、またさらに

安藤委員からご質問ありましたけれども、まず村として、島内全域でネズミ対策をすると

いうところに至っていないのが現状でございます。 

  農地については、先ほど稲垣委員の質問の補足にもなるんですが、産業観光課が以前から

殺鼠剤の購入費補助ということで、金額の多寡のことはございますが、実際、50万円の補

助でも使い切っていない状況なんですね。ですが足りないということであれば、当然補助

額を増やすというような検討をしていきたいと思います。 

  農地については、農地の周りに殺鼠剤をまくというところで対応していただきたい。それ

から、集落について、環境課が去年やったのは、たしか試験的な集落内の駆除でございま
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した。それを広げるためには、ほかの機関も含めて一緒にやっていけるようにしたいとは

思っておりますが、やはり、結果的にはどうしても山の中から次々に、ネズミが下りてく

るということになるんだと思います。まだまだ全島の対応に至っていないという状況です。 

  今の海外の事例のように、餌を変えるというのは、たしか兄島でも、アカガシラカラスバ

トが殺鼠剤を食べて、影響がでるのではないかとか、そういった問題にも波及してまいり

ますので、いろんな機関とよく検討しながら、今は対症療法になりますが、農地、それか

ら集落周りの対応をさせていただければと思っています。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  副委員長、稲垣 勇君。 

○副委員長（稲垣 勇君） 36ページの青年就農給付金のところで、この制度、本当にいい制

度を取り入れていただいたなと思っているんですけれども、新規就農者を募集するのに、

母島では受け入れる住宅がない、そういう状態です。これについて、何か考えはあるんで

すか、ないんでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 農業者住宅については、これまでも何回かご質問いただいて

おりまして、営農者住宅については小笠原諸島振興開発事業のほうでメニューがあるとい

うことで、東京都と農業協同組合で進めていただくということで答弁をしていると思いま

す。 

  また、農業協同組合の状況がどうなるかわかりませんけれども、今後、法改正でも、小笠

原諸島振興開発事業の農業振興についてのメニューで恐らく残るとは思いますので、村は

当然継続して協力していきたいなとは思っています。 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。 

  農林水産業、商工費の部分ですね。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 成果報告書の39ページです。 

  下段の商工費の中で、特産品開発普及センター管理費167万円とあります。この中に光熱

費が入っていると聞いたんですけれども、その光熱費の、相当分はラム酒製造工場から当

然収入として入っているわけですよね。まずは、それのお尋ねです。 

○委員長（清水良一君） 母島支所長、湯村君。 

○母島支所長（湯村義夫君） ご質問の光熱費につきましては、工場内でかかる水道とか電気
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とか、そういった施設、これは村のものですので、そこにかかわる経費を村のほうで支出

しているということでございます。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 商工観光会館は、たしかかかった電気代とか水道代は案分して、ホエ

ールウオッチング協会、観光協会で出し合って、村に上げていたという記憶があります。

そういうことはないのでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 母島支所長、湯村君。 

○母島支所長（湯村義夫君） ラム酒製造工場につきましては、先ほど説明したとおりでござ

います。一方で、会社のほうからは役場に100万円、使用料ということで納めていただいて

いる、そういう形をとっております。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 商工観光会館のほうも、当然建物を借りているというところで使用料

というのは払っていますけれども、基本的に水道光熱費は自分たちで使った分なので、そ

れは自分たちで支払うというところでやっていたんですけれども、基本的にこれ、水道光

熱費というのは会社持ちではないですかね、ランニングコストじゃないですか。この辺は

どうお感じになりますかね。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） この問題、ずっと何回かご説明していますけれども、今、一木委員の

おっしゃっていることはまさに正論でございます。 

  ただ、ここに来るまでの過去のいきさつや経緯があるんですよ。それは村議会も含めて、

本会議でも清水委員長からラム酒のサトウキビの話も出ましたけれども、そういうところ

もあって、今、当該の会社のラム酒の成績もよくなっていますので、今いただいたような

意見は改めて整理をしてみたいと思います。過去のそういういきさつの中から、今、それ

を踏襲してやってきている流れがあるものですから、いきなりえいやというわけにはいき

ませんし、その辺は少し整理させてください。 

  申し訳ありません。今後のことについてはですね。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） ぜひ、整理のほうをお願いします。 

  もう一点だけあります。同じく主要な施策の成果報告書の40ページ、観光振興事業費の中

の観光マーケティング事業、221万円かけてやっております。 
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  この事業ですけれども、政策を考える上でも観光の動向というのは非常に重要な知見にな

るので、これは毎年続けてほしいんですけれども、一方で、この事業の中で講師、実際に

調査をやられている方が島まで来て、島で報告会をやっているということがありますけれ

ども、今、観光は結構好調ですし、そこまでのニーズはないのかなと思っております。 

  わざわざ島に来られなくても、ビデオ会議ぐらいの報告でいいのかなと、そういう部分で、

この221万円の予算を、来年度はそういう部分は削ってもいいのではないかなと感じており

ますけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 実際、今年度７月に平成29年度の報告会、父島・母島それぞ

れさせていただきましたが。参加者が１桁台。父島・母島とも６名という少ない人数で、

その受託された方が東京に戻った後、そのまま竹芝の連絡事務所に残っていただいて、父

島・母島、テレビ会議をつなげて改めて報告会をしたところ、また16名ほどの参加者があ

りました。 

  報告会は、どうしても入港中に実施するということになりますので、観光事業をされてい

る方はなかなか参加しにくいというところで、これは課内でも話をしたんですけれども、

テレビ会議の際にはまあまあの参加者があったということですので、受託者の方と相談し

ながら、来年度の報告会の開催については考えていきたいなと思っています。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 重要な調査ではあるので、細くても、長く続けられるように検討をお

願いします。 

○委員長（清水良一君） ほかに、農林水産業費、商工費のほうで。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 主要な施策の成果報告書の37ページ、38ページ水産振興事業ですが、

この中にサンゴ漁に関する項目が一つもないんですが、それはなぜなのか教えてください。 

○委員長（清水良一君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） サンゴ漁に関しては、直接的な村の補助というのは現在行っ

ていないということから、ここには計上されておりません。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 直接的というか、母島の漁業協同組合ではかなりのウエイトを占めて

やっているんではないかと思うんですが、それでも、全然直接のかかわりはないというこ
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とですか。 

○委員長（清水良一君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） サンゴ漁に関する補助事業自体がないということでございま

す。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 母島の漁師の方の中には、母島に、漁業協同組合がなくなってしまう

よと言った人がいます、漁師です。そのぐらい、漁をする人が少なくなって、サンゴ漁に

行っているという話を聞いていたので、心配していたんですね。 

  最近、母島の魚を売る場所に魚が出ていないのではないかという話も聞いていたので、い

ろいろなところに波及しているのかなと思っていました。水産振興ということでは、その

辺も含めて考えておかないといけないのかなと思ったので質問したのですが、どうしてい

いか、ちょっとまだわかりません。質問していいかもわかりません。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 一般質問で、サンゴの密漁のときの質問に出ましたよね。そのとき私、

いろんな議論の中で答弁しましたけれども、私たちも心配しているんですよ、パーセンテ

ージは。なくなるとかなくならないとかじゃなくて。 

  ですが、母島漁業協同組合には、そういう推移を見てのお考えが当然あると思います。ま

た、私どもに何らかのご相談があれば、いろいろ対応できることだと思っておりまして、

そういうご懸念を抱いている方がいるというのも、わからないわけではないですが、現況

はそういうことですね。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 四国のある漁業協同組合が、全員サンゴ漁に走って漁業協同組合が潰

れてしまい、サンゴ協同組合になったというところがあるという話を聞いていたので、そ

れで心配しています。そうならないようにということでは、その方とも話はしましたけれ

ども、これからも、その辺のことは注視していきたいなと思っています。 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。 

  ないようですので、私のほうから１点。 

  主要な施策の成果報告書の35ページ、有害鳥獣対策事業、ノヤギの部分ですが、東京都で

も５年をかけて駆逐していくというようなことが決められたということですが、こんな中

で、ノヤギの皮を使ってジャンベという太鼓をつくりたいという若者がいて、かなりの投
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資をしてやろうとしています。 

  これについて、駆逐、駆除したヤギの皮を使うことに対してはどういう問題があるのか、

できるのか、できないのか、その辺お聞きしたいんですが、いかがでしょうか。 

  産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） ノヤギ駆除については、毎年捕獲しようとするノヤギの頭数

だとか、あと、埋却する頭数だとかを関東地方環境事務所に申請しております。 

  こちらは、銃器とかわなで処理したノヤギを埋却するということで許可をいただいており

ますので、それ以外については何もできないというような状況でございます。 

○委員長（清水良一君） 例えばヤギの皮をとった後、皮以外を埋却するということではいけ

ないんでしょうか。 

  産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 一応、そういった二次利用的なものはしないで、銃器で撃っ

たものについては埋却するということで、こちらとしても考えております。 

○委員長（清水良一君） 世界自然遺産で、人とペットの共生ということで、できるだけそう

いう無駄な殺生がないほうがいいんではないかという気がします。ネコについてはかなり

の予算を使っている。そして、内地では鹿の問題でかなり困っているところで、鹿の皮を

有効利用するようなこともやっているところもあるようです。 

  それ、検討はできないのか、全く無視していくのか、もう一度お願いしたいです。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） いきなりそのような話が出たので、いささか私もびっくりしています。 

  今、村のヤギの処理については産業観光課長が答えたとおりでございますので、もし、そ

ういうご要望があるなら、しかるべき形でご要望を出していただくようにしていただきま

せんと、今この場では先ほどの産業観光課長が答えられたようなことになります。 

  過去で言いますと、ヤギを食肉として利用できないかとかいろいろございましたが、それ

も、食肉として利用するにはこうこうこういう課題があって無理ですよというようなこと

でのこちらの立場をお伝えしております。今、いきなり聞きましたが、そういうことの要

望がどういう形であるのかというのを、しかるべき手続きを踏んでいただければと。そう

しましたら村の立場のそれぞれのお答えを出したいと思います。 

○委員長（清水良一君） 今後とも、よろしくお願いします。 

  ほかに、農林水産業費、商工費、ございますか。 
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（「ありません」との声あり） 

○委員長（清水良一君） ないようなので、次に移りたいと思います。 

  次は土木費、消防費についての質疑に入ります。 

  お手元の決算書のうち、182ページから189ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） すみません、主要な施策の成果報告書の43ページ、道路維持管理事業

費。ずっといろいろな工事等を見ていたんですが、維持管理をするという中に、公道の安

全点検というか、そういった経費という項目がないのはなぜなのか、教えていただければ。 

○委員長（清水良一君） 建設水道課長、繁藝君。 

○建設水道課長（繁藝則仁君） 村道についての安全点検でしょうか。 

  安全点検に関しては、うちの職員が定期的に回っておりまして、別段委託をしているわけ

ではございません。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 今、清瀬の三差路で歩道の工事をしていますよね。あれは私がお願い

をしてやっていただきました。 

  警察が、東京都の道路河川係に全然話をしないで、勝手にあそこに横断歩道を引いてしま

ったのですが段差15センチの高さのところに歩道を引いてしまったので、夜、高齢者とか

子供があそこでどんとぶつかってとまってしまったり、転ぶことはなかったようですけれ

ども、そういう危険な状態があったということがあって、それでお願いをして、今削って

いただいたということなんです。２年、３年かかってやっとあの状態になったということ

です。 

  そういう安全点検をきちんとしておかないといけないと思ったので、何か方法があってや

っているのかなと思ってお聞きしたんですが、それが職員でやっているというのであれば、

それで安全が図れればそれでいいと思います。これからも、ぜひその辺は強化していただ

ければと思います。 

○委員長（清水良一君） ほかにございませんか。 

  土木費、消防費、182ページから189ページの部分です。 

  よろしいですか。 

（挙手する者なし） 
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○委員長（清水良一君） ないようですので、次に移りたいと思います。 

  次に、教育費についての質疑に入ります。 

  お手元の決算書のうち、188ページから203ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 教育費の部分で２つございます。 

  まず、主要な施策の成果報告書の48ページの下段の奨学資金貸付事業費です。平成29年度

は900万円を当初予算で計上しておりますけれども、これはあくまでも貸し付けでございま

す、返さなくてはいけない。一方で、たしか２年前ぐらいだと思ったんですけれども、八

丈町で給付型の奨学金事業の制度が始まっております。これの中身については、まず教育

課はご存じでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） 申し訳ございません。八丈島の事業については存じ上げておりま

せん。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 恐らく東京諸島の中で初めての事例です。もちろん、いろんな制限は

あります。将来、八丈島に帰って何年間か働かなくてはいけないとか、そういう一定の条

件はあるんですけれども、給付です、貸し付けではないんです。 

  これをぜひ、小笠原村でもやったらどうだということを、八丈町の元議員に強く勧められ

ました。うちの島でできたんだから、小笠原でもできるはずだというお話をいただいたの

で、ぜひ今後、検討をしていただければと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） 給付型の奨学金については、全国的な流れ、また高等教育の教育

費の無償化だとか、そういったもののもろもろの流れがあると思います。また、現に八丈

町で給付型の奨学金が実施されているということもございますので、今後勉強させていた

だきたいなと思っております。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） まず調査、研究、勉強のほうからお願いします。 

  続きまして、もう一点ですけれども、小学校費で、主要な施策の成果報告書の49ページで

す。中段から下に、特別支援教室の改修の工事を父島・母島の小学校で実施しております。



－７０－ 

さらに、ちょっと進めてほしいなと思う部分があったので、提案をさせてください。 

  それは先日、小学校の学校公開に、参加してきました。そこで、特別支援教室の授業を30

分間くらい見学をさせてもらったんですけれども、パーティションでしか仕切られていな

い中で、隣の部屋ではたしか小学校６年生の算数の補習をしていたんですよ。 

  そうすると、その特別支援教室では、先生がマンツーマン、あと、支援員の方がもう一人

の生徒の授業をやっているんですけれども、隣の声の音がすごくて聞こえないんですよね。

私も、本当２メートルぐらいの距離でその先生の話を聞こうと頑張っていたんですけれど

も、隣の教室の音が余りにも大きくて聞こえない。まして、知的障害の方なんかは、注意

力がどうしても散漫になってしまうんですよね。ほかの外部からの刺激に対してそっちに

向かってしまうということが、健常児と比べるとはるかに多いんですよ。もともとそうい

う傾向がございますし、その辺、何とかならないのかなというのを率直に私、感じたんで

すけれども、いかがでしょう。 

○委員長（清水良一君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） 小笠原小学校の特別支援教室に関しては、平成28年度に文部科学

省の補助金、国費を入れて大幅な改修をしております。今、パーティション、可動式の仕

切りになっていますが、当初の計画では固定の硬い壁で仕切るというような計画でした。

その計画を学校側に提示したところ、使い勝手が悪いので可動式の仕切りにしてほしいと

いうような要望があり、現在の形に落ちついております。 

  一木委員がご覧になった算数の補修は、本年度から教員を１人増やしていただいて、算数

の習熟度別学習といって、クラスで進みの速い子、遅い子に分けてきめ細やかな教育活動

を行うというような授業が今年度から始まりました。ですので、現在の状況になったのは

今年度からになっております。 

  小笠原小学校の狭隘化、児童の増加というのはうれしい悲鳴ではありながら、学校の本格

的な改築を待たないと根本的な解決には至らないというふうに考えております。ただし、

知的障害をお持ちの方の聴覚に関しては、一木委員がご心配のとおり、そういった状況も

あると思いますがハード的な対応はなかなか現状では難しいので、聴覚を主に使うような

教育活動の場合には、そこの習熟度別の事業を行わないだとか、そういった工夫ができな

いか、学校長と相談してみたいと思っております。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） おっしゃるとおりで、根本的な解決というのは、新しく建替えるとき



－７１－ 

の話になるとは思うんですけれども、私、代案としてぜひ提案したいのは、今の校長室と

か、隣の事務室、そこのどちらかを特別支援教室にしたらいいのではないかなと思います。 

  インクルーシブ教育を進めていくというんですから、あんな隅のほうではなくて、前面、

前のほうに特別支援教室を持っていって、影の、隅のほうに事務室や校長室があってもい

いじゃないですかということで、何かそういう運用でやれないかなと思っています。ぜひ、

ご検討をよろしくお願いします。 

○委員長（清水良一君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） ご提案をいただいた校長室や事務室の活用ですけれども、実は、

校長室は校長先生がいるにもかかわらず、既に通級学級の生徒がマンツーマンの授業を行

っていて、もう既に埋まっているという状態です。今空いているのは事務室ですけれども、

やはり事務室には事務室の機能、あと、あそこが窓になっていて受付の重要な機能として

ある場所なので、そこに子供を入れて授業をするというような環境にはないんですね。 

  我々もその課題については重々承知はしておりますので、早期の改築に向けて力を尽くし

たいなというふうに考えております。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

（「委員長、ちょっと言いたいんだけれども」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 決算特別委員会ですよね。予算を議会で認めて、それに対する決算の

審議ですから、それに沿って進めてくださいよ、特別委員会は。 

○委員長（清水良一君） ただいま、杉田委員から指摘がありました。 

  ただ、決算については、プラン・ドゥー・シーのチェックの機能ということで、予算にも

続くものだと思いますので、質問のほうはタイトにポイントを絞っていただければと思い

ますが、できる限り広く質問、質疑のほうを求めたいと思います、私のほうとしては。 

  ほかにございますか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） すみません、主要な施策の成果報告書の49ページ４番の（２）母島小

学校施設管理事業費で919万円使っているんですが、特別支援教室内の改装とか空調工事で

この金額が全て使われたということですか。 

○委員長（清水良一君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） こちらに書かれている工事については一部でございまして、空調
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機の更新工事については459万円、特別支援教室内装改修工事については64万8,000円、こ

れは、小学校費、中学校費で案分していますので、工事費としてはその倍かかっていると

いうような内容です。そのほかにも、冷水器の撤去の工事だとか、細かいものが入ってお

ります。 

  以上です。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 中学校との案分ということで、倍かかっているということですが、こ

の中で、今度また平成29年から平成30年にかけて、また変わってくる部分があるかと思う

んですが、以前からも問題があったシャワールームの改修とか、外へ出るドアの改修とか、

車椅子の室内の導線の問題等については、この予算の中で解決しているんですか。 

○委員長（清水良一君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） 特別支援教室ということでお受けいたしますが、今回は交流室の

奥にある教室部分の壁・床の改装、あとは流し台だとか冷水器だとか、授業に邪魔なもの

を全て撤去して、教室然としたような体裁に整えたということになります。外部への避難

口というのは、構造的な外壁があり、そこに穴をあけることができないので、今回のこち

らの工事には含まれておりません。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ほかに、教育費について質疑はございますか。 

  私のほうから一点だけお聞きしたいんですが、最後に。 

  事務事業報告書の47ページにキャンプという欄があるんですが、キャンプが禁止な当村に

おいてはなかなか難しい部分かと思いますが、その中でもやっぱり学術調査、社会教育に

ついてはキャンプができるということで、小学校ではキャンプをしておられるということ

なんですね。 

  平成29年度は、キャンプ許可件数が16件とあります。学術調査と社会教育の内訳というの

はわかっているんでしょうか。 

  産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） キャンプ許可件数16件のうち、学校関係は３件小笠原小学校、

母島中学校、小笠原高校の３件です。ちなみにお答えしますと、東京都関係の調査が８件、

環境省が２件、林野庁が１件。こちらは全てそれぞれの事業の調査でキャンプの申請があ

ったということです。残りの２件は横浜国立大学が学術調査で２件入っております。 
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  以上です。 

○委員長（清水良一君） ありがとうございます。 

  この島の子供たちがキャンプをするチャンスは、父島では２回、母島では１回ということ

だと思います。各学年で、島を知るそういうイベントというか行事をやられておられて、

小学校１・２・３・４年は遠足、小学校５年で小港キャンプがあります。 

  翌年、小学校６年になると母島移動教室、その次の中学１年でもまた母島移動教室という

ことで、いろいろイベントを考えられているようです。母島では中学で平島というところ

でやっておられるということなのですが、昔は小学校で１回、小学校でもキャンプをやっ

ておられたということです。父島・母島の中学校が合同でキャンプをするようなこともで

きるんじゃないかなと思うんですが、小・中・高のトータルの部分で、教育長として、何

か意見がありましたらお願いしたいと思います。 

  教育長、松本君。 

○教育長（松本 隆君） キャンプにつきましては、基本的には自然保護というのがまず前面

に出るべきことであろう。その中で子供たちが島を知っていく方法の一つとして考えるこ

とは可能かなとは思います。 

  ただ、実際にキャンプをする、しないというのは教育課程にかかわるところですので、校

長に判断をしてもらうという内容です。私どもは、それに対して助言をするという立場で

す。今ありましたご意見は、校長に伝えていければと思っております。 

  以上です。 

○委員長（清水良一君） ありがとうございます。 

  校長先生が決めるということですが、教育長からは助言ができるということでよろしいで

すね。ありがとうございます。 

  ほかにございますか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） ないようですので、教育費の次に公債費、諸支出金、予備費につい

ての質疑に入ります。 

  お手元の決算書内、202ページから207ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  公債費、諸支出金、予備費についての質疑ございますか。よろしいですか。 

（挙手する者なし） 
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○委員長（清水良一君） ないようですので、一般会計歳出についての質疑はこれでよろしい

でしょうか。もし、抜けている部分がありましたら。よろしいですね。 

  それでは、一般会計歳出を終わりたいと思います。 

  ちょうど切りがいいところなので、暫時休憩にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認め、暫時休憩といたします。 

  審議の再開は15時35分からといたします。ご苦労さまでした。 

（午後３時２５分） 

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

○委員長（清水良一君） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

（午後３時３５分） 

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

○委員長（清水良一君） それでは、一般会計歳出についての質疑は終わりました。 

  次に、国民健康保険特別会計歳入歳出についての質疑に入ります。 

  お手元の決算書のうち、212ページから233ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  何かございますか、国民健康保険特別会計歳入歳出についての質疑。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 一般会計と重複することになるかもしれませんが、やはり広報の可視

化というか、もっとわかりやすいのをとにかく出してほしいということをお願いしたいで

す。再度お願いしておきたいと思います。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 広報に関しましては、介護保険の通知の部分でもご指摘を受けま

したけれども、国民健康保険の通知、広報に関しましても、よりわかりやすく工夫をして

いきたいと、このように考えております。 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。 

  国民健康保険特別会計歳入歳出、212ページから233ページです。 

  よろしいですか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） ないようですので、次に、簡易水道事業特別会計歳入歳出について
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の質疑に入ります。 

  お手元の決算書の238ページから249ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  何かございますか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） 私のほうからお聞きしたいんですが、平成29年度は渇水のとき、非

常に大変だったと思います。そして新しい料金体系にするということで、いろいろ未来に

対しての施策を考えて料金体系を決めて、新たに平成30年度の４月から料金が変わったか

と思いますが、一方、内地でも地方公共団体が、水道事業を永続的にやるというのは、非

常に苦しいということを聞きます。 

  今回は繁藝建設水道課長のほうでもかなり精査をしてやっておられるかと思います。当村

が返還50周年ということになりますが、たしか水道管の耐用年数が40年ということで、40

年以上たっている水道管というのは、今何％ぐらいあるんでしょうか。 

  建設水道課副参事、岩本君。 

○建設水道課副参事（岩本弘幸君） 今のご質問ですが、父島の場合扇浦の浄水場が移転しま

して、それにお金がかかるということを事前に予定していましたので、その前に、40年以

上の老朽管に関しましては全て、父島に関しては全部更新事業として完了しております。

母島に関しましては、パーセンテージの即答はできないんですけれども、母島の浄水場が

今更新していますので、それが平成33年度に終わり次第、計画をもって、順次老朽管を取

り換えていくという予定でございます。 

  以上です。 

○委員長（清水良一君） ありがとうございます。 

  それを聞いて安心している部分もあるんですが、簡易水道事業にはかなりお金がかかって

いるようで、公債費もかなり多い金額ですが、この財産の部分の基金、344ページを見ると

簡易水道事業基金というのが1,900万円ぐらい。平成28年度が2,300万円でほかの基金は結

構積み立ててどんどん増やしているんですけれども、簡易水道事業についてはこのくらい

の基金でも大丈夫なのか、その辺の計画というのはあるんでしょうか。 

  財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 簡易水道事業特別会計につきましては、昨年度、経営戦略という

ところででもご説明をさせていただいたのでございますけれども、その経営戦略に沿って
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年次ごとに不用となった額を積み立てていきながら、その先の施設の更新に備えるという

形で今後も進めていく予定でおります。 

  現状の1,900万円が大丈夫かというと、また渇水等の備えとかも考えると不安なところも

ありますので、そこはまた、その会計の中でいろいろ工夫、節約をしながら積み立てを行

えるような形をとってまいりたいと考えております。 

○委員長（清水良一君） ありがとうございます。 

  最後に、４月から料金体系が変わって何カ月かたって、前年度はかなり節水で使用量が減

ったわけですが、内地でも省エネ型のトイレやそういったものがあって使用量は少なくお

さえることが可能となっている。今後はもう増えないとか、増えなくても何とかやってい

けるというような体制になっていくのかどうか、もう一度建設水道課長に聞きたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

  建設水道課長、繁藝君。 

○建設水道課長（繁藝則仁君） お答えいたします。 

  先ほど財政課長からもあったように、昨年度今後、30年にわたってどういうふうにやって

いくかという経営戦略を打ち立てております。それにのっとって、粛々とやっていくと。

無駄なことをなるべく省いて、節約してやっていくということで、お願いしたいと思いま

す。 

○委員長（清水良一君） ありがとうございます。 

  水道事業、非常に重要なライフラインなので、今後ともよろしくお願いします。 

  ほかに、簡易水道事業特別会計歳入歳出について、何かございますか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） ないようですので、次に移りたいと思います。 

  次に、宅地造成事業特別会計歳入歳出についての質疑に入ります。 

  お手元の決算書の254ページから257ページです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） 宅地造成事業特別会計歳入歳出について、質疑はございますか。 

  大丈夫ですか。 

  ないようですので、次に介護保険（保険事業勘定）特別会計歳入歳出についての質疑に入

ります。 
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  お手元の決算書の262ページから275ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ないようですので、次に移りたいと思います。 

  次に、介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計歳入歳出についての質疑に入ります。 

  お手元の決算書の280ページから289ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ないようですので、次に移ります。 

  次に、下水道事業特別会計歳入歳出についての質疑に入ります。 

  お手元の決算書の294ページから301ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ないようですので、次に移りたいと思います。 

  次に、浄化槽事業特別会計歳入歳出についての質疑に入ります。 

  お手元の決算書の306ページから313ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ないようですので、次に移りたいと思います。 

  次に、後期高齢者医療特別会計歳入歳出についての質疑に入ります。 

  お手元の決算書の318ページから325ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ないようですので、次に、これまでの質疑の中で、保留答弁はなかったですね。 

  明日で。わかりました。ないようですね。 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○委員長（清水良一君） お諮りします。 

  本日の審議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認め、本日の審議を終了します。 

  次回は明日９月21日金曜日、午前９時から会議を開きます。 

  本日はこれにて散会します。ありがとうございました。お疲れさまでした。 

（午後３時４７分） 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○委員長（清水良一君） 皆様おはようございます。村民の皆様、おはようございます。それ

では、これより平成29年度決算特別委員会を昨日に引き続き行いたいと思います。 

  本日の日程に入ります。 

（午前９時） 

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

◎保留の答弁 

○委員長（清水良一君） 初めに、昨日の質疑で保留となっている答弁がありますので、ここ

で答弁を求めます。 

  建設水道課長、繁藝君。 

○建設水道課長（繁藝則仁君） 昨日、委員長から決算書173ページの塵芥処理費の需用費に

ついての質問がございました。それについて報告させていただきます。 

  まず、塵芥処理費、173ページを見ていただきますと、区分で11需用費というのがありま

す。この需用費の内訳については、右の備考欄で庁有車管理費の需用費、次に父島クリー

ンセンター運営管理事業費の項目の中の需用費と光熱水費、あと自動車修理費、この３つ

を足したものが父島クリーンセンター運営管理事業費の中では需用費に入っています。あ

と下に行って、資源・有害物リサイクル事業費の中の需用費、次の175ページ、母島リレー

センター運営管理事業費の中の需用費、この４つの節を合わせたものが、ここの需用費の

合計金額3,466万3,846円でございます。 

  昨日の質問の中で、この需用費が先年度と比べて七百数十万円ほど高くなっているのでは

ないかというお話と、もう一つは父島クリーンセンター運営管理事業費の中の光熱水費が、

先年度と比べて760万円程度高くなっているのではないのかという質問を受けました。こち

らのほうで確認しましたところ、父島クリーンセンター運営管理事業費についてのこの３

項目の需用費の中にあるんですが、この中の光熱水費の中に、本来なら需用費である燃料

油の購入費が840万円ほど間違って計上されておりました。これを省くと、本来の光熱水費

は約672万円でして、平成28年度もちょっとおかしいんですが、こちらの資料では、平成28

年度については619万円でございます。それで、平成28年度619万円、29年度は672万円と比

べますと、大体９％ほど光熱水費は増加しております。 

  次に、この11のトータルの需用費が765万円程度増えているということでご指摘を受けて
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おります。この主な要因といたしましては、平成29年度にバグフィルター、これは排煙中

のダイオキシンなど有害物質を吸着する重要な部品ですが、このバグフィルターのろ布を

交換しており、これが340万円程度かかっております。あと、プラント関係の施設の不具合

部品の交換修理で約13件ほどやっておりますが、これに340万円程度支出しております。こ

れが大きな要因と思われます。あとは自動車修理費が、平成28年度決算と比べ168万円ほど

増えていますが、これは塵芥車などの修理費がかさんだことによります。 

  今年で築20年を迎えて、特にプラント施設関係は老朽化が進んでおりまして、数年前から

補修を計画的には行っています。また、ごみの焼却については、故障によって長期に運転

をとめるということは、村民の皆様に多大なご迷惑をおかけすることになりますので、今

後も予防、補修がさらに重要になってきます。ご理解お願いしたいと思います。 

  以上になります。 

○委員長（清水良一君） ありがとうございます。 

  村の物品、多種にわたってあるようなので、老朽化するとだんだんメンテナンス費もかか

ってくるとは思いますが、大事に使って、何とかもたせていただいて、母島リレーセンタ

ー等の新しい方向にうまくバトンタッチできるようにお願いしたいと思います。 

  それでは、ほかに。保留答弁はこれだけですね。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（清水良一君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） では、まず一番最後の主要な施策の成果報告書でございますけれ

ども、７ページ、こちらの解説文が平成28年度のままになっておりましたので、先ほど差

し替えを配付させていただいております。 

  決算規模は、歳入歳出とも前年度を上回っております。主な要因といたしましては、父島

のＦＴＴＨ網の更新をはじめ、各施設の新設、改修、維持補修事業費に加えて補助事業費、

これは小笠原諸島返還50周年記念事業の準備のための補助金が増えたこと等でございます。 

  また、昨年度につきましても、建設事業が数件、村内事業者との契約に至らずに年度内執

行を断念したこと、また特別会計への繰出金に不用額が多く発生したことによりまして、

実質収支が多く発生したところでございます。 

  それから、このあと９ページに出てまいります自主財源、依存財源の割合ということで、

昨年は自主財源がふだんの年よりも多い31.8％を占めるという結果が出ておりますけれど

も、これは基金の活用によりまして事業を進めたことが大きな要因でございます。 
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  それから、清水委員長から、決算書の物品のところで、この物品のリストに記載されてい

る物の境につきましてご質問をいただいて、100万円以上の物ということで答えさせていた

だきました。その後、この100万円以上の物は全体でどのぐらいの比率になっているかとい

うことですけれども、この物品全てを把握しているものではございませんので、正確な率

としてお答えすることは今できない状況でございます。ご容赦いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（清水良一君） 保留答弁は以上ですね。 

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

◎質疑（全体） 

○委員長（清水良一君） それでは次に、決算書全般にわたる質疑、また昨日の質疑の中で漏

れていたものがあれば、ここで質問をお願いします。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  稲垣 勇副委員長。 

○副委員長（稲垣 勇君） 昨日の私の質問の中で、総務課長から、硫黄島の訪島事業がなく

なったため職員の手当が減ったということでございました。ほかにも要因はあると思うん

ですけれども、新しいおがさわら丸になって去年、今年と、上陸ができない硫黄島訪島事

業になってしまっていますけれども、村長の政策課題としてはやはり上陸ができる訪島事

業を目指しているんだろうと思いますけれども、いかがですか。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） この問題については過去何度か、議会の中でも答弁させていただいて

おりますが、私自身が硫黄島旧島民ということもありまして、硫黄島の訪島事業について

は特に気持ちの入った活動をしてきました。おかげさまで、平成９年からは毎年、村主催

ということでのおがさわら丸による上陸墓参が実現しました。 

  新しいおがさわら丸になったということで、今、残念ながら、上陸がかなわない。上陸を

するための課題というものは抽出を終えております。しかしながら、私どもが想定してい

たよりもそのハードルが、大変高くて、昨年１年、いろいろな方面で課題解決のためのお

願い事、または調査等もしてきましたが、クリアするに至りませんでした。 

  引き続き今、そのことの調査、それからそれを終えた上で、どのような形で各方面にお願

いをしていけばいいかというところをやっているところでございます。私自身もじくじた

る思いでおりますけれども、皆様にはもう少しお待ちをいただいて、必ず上陸墓参を再開
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したいと、このように考えてございます。 

○委員長（清水良一君） 稲垣 勇副委員長。 

○副委員長（稲垣 勇君） 今のままでは多分できないと思うので、やはり村長、議長の政治

レベルでの決着が必要かと思います。そのような行動を起こしていただいて、１年でも早

く上陸ができる訪島事業にしてもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） この事業につきましては、各方面から大変評価をいただいていて、期

待もされております。それらをきちっと受けとめて、副委員長ご指摘のとおり、これから

も頑張ってまいりたいと考えているところでございます。 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） これは統括も込みでいいですかね。 

○委員長（清水良一君） そうですね。 

○委員（一木重夫君） はい、わかりました。 

  まず１点目ですけれども、稲垣副委員長に引き続き、硫黄島の訪島事業の件です。以前に

も副村長には個別に提案して検討してくれというお話をしたんですけれども、もし仮に来

年度、再来年度、おがさわら丸による訪島事業の見通しがなかなか厳しいということであ

れば、羽田空港から航空機を使ってチャーター便で硫黄島の訪島事業ができないのかなと

いう提案をしたいと思います。 

  私、日米合同慰霊祭のほうに過去、参加させていただきまして、そのときにＪＡＬのチャ

ーター便で行ったんですけれども、外務省がチャーターをしていました。そのチャーター

に係る予算は900万円でした。決算の報告を見ると、訪島事業に係る予算に当初予算が

2,000万円だったので、チャーター便で行って１泊してもらっても、1,000万円ちょいぐら

いの話だと思います。ぜひ検討をしていただきたいと思いますけれども、まずその点はい

かがでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 今の件については、一木委員からのご提案もあって、私どももいろい

ろ考えているところですが、まず硫黄島墓参についての基本的な考え方の整理をさせても

らいたいんですよ。 

  私は議員としては、平成７年に議会に上がったんですが、それまでは、東京都が主体にな
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ったり、または村が主体になったりして、単発では行っていたんです。ところが、そのこ

ろ父島、母島の村民の中でも硫黄島に対する理解が、ほとんどされていなかったんですよ。

硫黄島で基地交付金として２億円ちょっとぐらいのものをいただいているのに、何で硫黄

島の人はああやって住宅が特別にできるんだとか、父島・母島、いわゆる小笠原村の自主

財源として使っていながら、そういうことのいろんな意見がありまして、私は何とか旧島

民にはゆっくりと墓参をしていただきたい。それから子供たちには墓参を通じて戦争の悲

惨さとか、それを見ていただきたい。そのような思いがあっておがさわら丸での上陸墓参

ということを私が強く提唱したわけでございます。 

  上陸する人数には制限があるんですけれども、父島・母島の一般の村民にも硫黄島を見て

いただきたいということが根底にあってのおがさわら丸での上陸墓参なんですね。旧島民

だけの墓参ということであれば、一木委員の今言った航空機、自衛隊だけではなくて民間

機ということも想定できます。それは内地からですね。ですが、おがさわら丸での墓参の

形のように、子供たちとか一般村民とかも訪島するのであれば、みなさんにも、東京に１

回出てもらわないといけなくなるので、ここの考え方については墓参の整理というものを

する必要があると思います。 

  旧島民ということに限れば、今、一木委員の提案した民間機ということも当然、視野に入

ってきますし、それ以外のことも実は、私たちとしてはいろいろご相談をしていることも

あるんですけれども、ここの子供たちを上陸させて何とか硫黄島の現状を見てもらいたい、

それから、枠は限られますけれども父島・母島の一般村民の方にも見ていただきたいとい

うことが根本的にありますので、おがさわら丸の墓参と、今、ご提案のあったこととは、

ちょっと意味合いが違う。検討はしています。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 承知しました。子供たちもぜひ連れていってほしいなとは思っていま

す。小笠原の場合、９泊10日という長い期間、修学旅行がありますので１泊２日を硫黄島

に行くということも考えられるのかなと思うので、その点、いろんな条件があるとは思い

ますけれども、検討はしてもらいたいなと思います。お願いします。 

  続きまして、これは各課にまたがることなので、昨日質問ができなかったんですけれども、

ＡＥＤに関して、今回、父島の決算特別委員会の視察の中で、扇浦の施設に設置されてい

るＡＥＤのチェックをしたら、普通扉開けたら、ピーピーピーピーという音が鳴るんです

けれども鳴らなかったんですね。そのことに不安を感じまして、各課、管理されているＡ
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ＥＤの、動作のチェックをもう一度してほしいと思っているんですけれども、いかがでし

ょうか。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） ご指摘のＡＥＤにつきましては、主に村の村有施設にありま

すけれども、14台設置して一般の利用に供しています。その他、専用に使うＡＥＤとしま

して、消防車だとか保育園等にも置いて、７台設置しています。 

  これらにつきましては、各課で管理台帳により管理しているという状況であります。収納

ボックスを開けても警報音が鳴らなかったということでありましたので、早速全部のＡＥ

Ｄについて緊急点検を実施しました。その結果、ほかにも警報音が鳴らなかったものもあ

ったり電池切れとかそういったものもありました。今後早急にその辺のことを、全体的に

チェックができる体制を改めて見直して、不備がないように改善に努めてまいりたいと思

っております。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 早速チェックをしていただいたということで、ありがとうございます。

それ以外にも不備が見つかったというところで、扉の部分でしょうけれども、扉以外にも

本体のチェックもお願いをしたいのと、あと、前にも何か作動しなかったという話を村民

から聞いたことがあるので、もしＡＥＤの定期検査を、やっていないんだったらやってほ

しいと思うんですけれども、いかがですか。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） ＡＥＤにつきましては、設置した後の取り扱いにつきまして、

マニュアル等で示されておりますけれども、やはりいざ使うというときになって不備があ

ってはいけませんので、そういった定期的な点検等を確実にやっていきたいと思っており

ます。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 承知しました。ぜひお願いをします。 

  続きまして、統括ということで、全体的なお話をさせていただきます。 

  このたびの決算の資料をあれこれ読み込んでいく中、いろんなことが見えてきました。今

年度の決算、予算の規模が非常に大きくなっていたり、あと税収も非常に多くなっており

ました。また、医療費も増えていまして、その歳出の規模もすごく大きくなっていました。

一方で、歳入の交付税、地方交付税交付金も１億円以上増えていて、また東京都の総合交
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付金も2,000万円も増えているという状況です。 

  これだけ規模が大きくなってきている、人口も増えてきている、子供たちも増えている。

前にも村長、指摘をしましたけれども、職員の定数の増というのを、やっぱりそろそろ検

討というか、東京都と相談しながら決めていったほうがいいんのではないかなと思うんで

すけれども、その点はいかがでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） これも今まで一木委員からのご指摘もいただき、何回か答弁をしてお

りますけれども、要は私どもだけではできないことです。増がですね。ですから、当然、

しかるべき相談を東京都等ともしていかなければいけないんですけれども、前にもお話し

しましたとおり、人口増もあって行政業務が増加している、そういう行政自治体というの

はそうないんですよ、ほかには。ですから、全体の中では、なるべく職員を減らして効率

よくという流れがあるんです。私どものように成長しているというところは、当然、そち

らの方向でご検討いただきたいと思っておりますので、今ご指摘いただいたようなことは、

私どもとしても重々わきまえているといいますか、それは課題でもございますので、その

ような話を、実際にご相談もかけているところでございますのでそこを粘り強く続けてい

きたいと、こう思っています。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 伊豆諸島の状況も見てみたんですけれども、確かに村長の言うとおり、

人口が増えているというのは小笠原村と神津島村だけなんですね。神津島村は２人だけで

すが。でも小笠原村の場合は二百何十人も増えている。あの御蔵島村でさえも、今人口は、

減っているんですね。ですから経済がいいという。そういう特別な事情を、やっぱり東京

都に理解してもらって、定員増を果たしていただければと思います。 

  また、今朝の資料を見ますと、将来負担率が今回、マイナス104％。104％が持つ意味とい

うのは約16億円貯金があるという話なんですよね。一般の自治体は普通平均でプラス110％

の借金があるんですよ。これがうちはもう特別で貯金が100％ある。これってなかなかない

自治体なんですよね。 

  そういう中で、村民からのニーズが種々あります。特に私の世代が行政に求めている課題

というのは、児童福祉、中でも休日一時保育、また障害児に対しての施策、また教育です

ね、子供の数が増えております。また、障害児への対応というところでもニーズがありま

す。また、定住促進、昨日もお話ししましたけれども、有料老人ホーム、こちらも私、定
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住促進だと考えております。あと、若者世代の定住促進もままならぬ状況が続いておりま

す。昨日も母島で、まず住む場所がないという話が稲垣副委員長からもございました。こ

の児童福祉、教育、定住促進の部分について、来年度予算、重点的に配分をしてほしいと

思いますけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 監査委員の意見の中にもいろいろ述べられておりましたが、まさに一

木委員から指摘を今いただいたことというのは、我々、この村政に携わるものとしては共

通認識だろうと思います。大枠ですね、個々のニーズはともかく。今、村としては、今回、

予算のときも申し述べていますけれども、将来をにらんで子育ての支援、具体的に言いま

すと保育園、母島はちょっと端緒がつきました。今度は父島の保育園、そして小・中学校

の建替え、これが少なからず我々の中では行政課題として既にいろいろ議論しているとこ

ろですが、これに大きなお金がかかります。そのことを想定して、昨年いろんな措置も講

じて、今、一木委員の言ういささか余裕のある状況にあると。 

  だけれども、それは先を見越しての財政型を含めて役場の努力ということでお考えいただ

きたいんですが、来年に関しても一気にというところではないんですけれども、その先を

にらみながら、まず一歩一歩しか進めませんので、そのような今、ご意見をいただいたよ

うなこと、お互いに共通課題として私どもも認識をしておりますので、予算に反映できる

よう頑張っていきたいと思います。 

  そういう意味ではこの決算というのは、この質疑応答する中で、我々が実際に村の業務、

本当にさまざまな行政事務をやっているんだなということを改めて感じているところでご

ざいますので、整理整頓しながら今のご指摘のところ、前向きに考えてまいりたいと、こ

う思っております。 

○委員長（清水良一君） ほかに。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 私も、そのことでお伺いしようと思っていたんですが、今、村長から

いろいろお答えいただいて、将来を見据えてという話がありました。財政調整基金や減債

基金が減少したことで健全な会計ということでは、事務方、財政課でもかなり頑張ってや

っていただいているなと。実質公債費比率でもかなりの成果が上がっているということで

わかったんですが、その中でも今、本当に早急に対応しなければいけない問題もいろいろ

抱えていると思うんですね。今プラスしているお金というのはプールしていいと思うんで
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すが、できるだけプールしながらも、いろんなことに対してもっと積極的にやっぱり資金

を使っていかなければいけないという部分があると思うんですよね。 

  それは先ほども出ていましたけれども、住宅の問題だとか、学校の耐震化の問題だとか、

教室を増やすとか、施設の老朽化、ＬＥＤ化の対応とか。それから前から皆さんのほうで

もおっしゃられていますけれども、硫黄島の係留ブイの設置についても、なかなか動かな

いのであれば、村が少し出してでも何とかならないか。人件費の問題も、ずっとやってい

るんですが、職員の増ということについても、対応していかなければいけないのではない

かと。 

  また、来年には、消費税が10％に上がるという問題があります。借金するなら今じゃない

かと。８％のときに借金しても、10％で税収が上がるので、その中でも返すことができる

のではないかということも考えました。そういったことで、単純に健全化ということでは

なくて、即対応しなければいけない部分、ここに対してもっと積極的に何か対応していた

だきたいと思っているんですけれども、その辺はよろしいでしょうか、村長。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 課題解決に向けて積極的に財政投資をしろという、ある意味ありがた

いお話なんですが、今年日本に返還になってから50周年ということで、さまざまな施設の

老朽化とかありますが、将来のために何をやらなければいけないかということでは、一番

大きなことが小・中学校と保育園の建替えというふうなことを思っています。 

  個々にはまだ、ほかにも今、皆さんが言ったような議題があるわけですが、先ほど昨日の

差し替えのところで、保留答弁ということで財政課長が話しましたように、自主財源と依

存財源というのがあるので、これを見ながら、ここでも何回も議論になっていますけれど

も、依存財源については積み上げる、積み上げる努力とその数字というものを、やっぱり

冷静に見ていきませんと、今言われましたように、借金を、いつのタイミングでするかと

いうことも含めてですね、私にはその辺の感覚の知恵というのは欠けているところもある

んですが、幸い、うちの財政担当職員をはじめとして、みんなそういうところは優秀でご

ざいますので、庁内でよく議論をして、少しでも村民の皆さんのご期待に応えられるよう

な予算組みが、まず３月にできればと思っています。よろしく応援のほうもお願いいたし

ます。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 本当に、問題がもう切実に迫っているものもあるので、それは細かく
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見ながら対応していただきたいと思います。来年の３月にまた来年度の予算ということに

なりますけれども、それまでにいろいろ考えて、今年度できることは何とかやっていただ

くという方法をいろいろ考えて、補正予算ですね、そういうことも対応していただきたい

と思います。よろしくお願いしたいと思います。 

  それからもう一点、教育委員会で、今回の決算には出てこなかったんですが、平成29年度

は生涯教育を未実施。平成30年度の一般質問で伺ったときに、教育長から人材不足でやっ

ていないと答弁があったわけです。そのことは他の職員がそのことで非常に怒っていたと

いう状況があります。それは、ほかの課の職員は人手不足というのがもう常態化。それで

もやらなきゃいけないから諦めて、多忙でもその中に身を置いて頑張っている、これが現

状だということだと思います。人がいないからできないというふうに言われてしまうと、

私どもが質問しても何も対応できないのかで終わってしまいます。今年度中にも何か考え

る余地があるのか、来年度になってしまうのかよくわかりませんが、教育長、いかがでし

ょうか。 

○委員長（清水良一君） 教育長、松本君。 

○教育長（松本 隆君） 前回の会議でもご説明申し上げましたように、私ども教育委員会と

しまして、社会教育に全く行っていないということでは決してありません。現に文化交流、

それからスポーツ交流、そのような事業を展開しております。この上、さらにというとか

なり厳しい状況かなというようにお答え申し上げております。全くやっていないというよ

うなことではございませんので、このあたりご理解いただければと思っております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 生涯教育って、別にスポーツと文化だけやっていればいいという話で

はないです。高齢者、シニア世代の健康管理とか、いろんな勉強の場とか、いろんなもの

があるんです。そういうところが欠けているという話をしているので、その辺はきちんと

やっていただかないと、高齢者の方については先がどんどんと大変になってくるわけです

から。認知症の予防とか、いろんな問題も抱えています。やはりそういった個々の問題に

対しての認識も持たないとできないんだと思うんですよ。教育長、その辺の認識がちょっ

と不足しているのではないかというふうに感じてしまうので、その辺についてどう考えて

いるのか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（清水良一君） 教育長、松本君。 

○教育長（松本 隆君） 今、お話を伺ったことにつきましては、私どもだけではなくて福祉
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の部分とも随分関係していることだと思っております。学校教育を中心にしながら福祉の

分野とも連携を進めていく、これは当然のことだと思います。現に実際に、障害児教育に

ついては、福祉とも連携を進めてございます。それらを確認しながら展開を進めていくこ

とについては、これまでと全く変わらないと思っております。 

  以上です。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 今、初めて福祉と教育、連携して頑張っているというお話をいただき

ました。私、今まで質問している中で、いつもばっさり切られていた言葉があります。そ

れは、福祉と障害児のこの問題で、福祉と学校教育は全然別だという話です。今、違う見

解が出たのでよかったなと思っています。今の時代は福祉とか教育とか分け隔てなくやっ

ていかなくてはいけない部分が多くなってきているので、これからも教育委員会でも頑張

ってやっていただきたいなと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。 

  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 今回は決算特別委員会ということで、まずは両監査委員にはいろいろ

とご足労かけまして、またいい意見も出していただきありがとうございました。 

  決算全体としては、いろいろと意見は出ていますが、私が考えているのは、小笠原自体が

同じ離島でもほかの離島とは違う要素をいっぱい含んでいると。一番違うところは海域が

広く、そして国境離島であると、その上世界自然遺産であると。先ほどから定数増の話も

出ていますけれども、今いる限られた人員で、村長はじめ幹部の皆さんは、何を優先的に

進めていくのか、何を重点的にやるのか、そういうことを考えながら進めてきたと思うの

で、そういった中では、私はそれなりの成果は上がっていると思います。個々ではいろい

ろと言いたいこともあるとは思いますけれども、行政としてはいい形で決算を迎えられた

と私は思っております。 

  その中で一つ、これ総括ということですので、昨日のことも含めてちょっとお聞きしたい

と思います。 

  まず、総務課長に改めてお願いしておきたいのは、昨日硫黄島の重機類の話をしましたけ

れども、１台2,000万円を超える重機をやはり野ざらしにするというのは、私は、理解でき

ない。今、ユンボもペイローダーも含めると２台あると。単純に言っても２台で約4,000万

円。せっかく車両修繕費で鹿島建設にお願いをして管理をしてもらっているんだから、シ
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ーズンオフの使っていないときにはやはりそれなりの管理はすべきだと。それは行政とし

て当然のことだと私は思う。 

  シートということは昨日言いましたけれども、全体的なシートじゃなくても、キャビンだ

けでも覆えるように、部分的にでもかけていただいて、表に出るところには油を十分補塡

しておくと。そういう形でぜひもう一度、この重機の管理に関しては善処していただきた

いと、こう思います。 

  それともう一つ、いろいろとお話出ていますけれども、今防災関係で危機感を抱いて、問

題になっているのは、そのかなめとなる消防団だと思います。予算のところでも、消防団

員を大幅に増やしていくということでしたが、まず、消防団の現状として、あれ以来何人

増えたか、ちょっと教えてください。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 消防団につきましては、今お話にありましたように、今年平

成30年第１回定例会で大幅に定員増をしていただきました。その後、幹部会も何回か開い

て入団の可能性のある方の勧誘等について話し合って、幹部も個別に訪問して、入団勧誘

に当たっていきました。その結果、母島の分団も合わせて今日までで９名の入団がありま

した。ただし、転出というやむを得ない事情で退団した方、それから身体的な理由等で退

団した方が合わせて５名いましたので、４名の増ということになっております。引き続き

消防団の皆さんと連携しながら増員に努めてまいりたいと思います。 

○委員長（清水良一君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） あれから半年たったわけですね。その間に今、５名、微少に増えたと

いうことですよね。村としては増員に対してどういう対応をしているのかと。 

  要するに、各企業に、私も言いましたけれども、村と消防団の団長がいるわけだから、村

と消防団長で、各企業にお願いに行くべきだと。生業を持ちながら働いている団員が多い

中で、親元である企業にお願いにも行かないで増員をしようということ自体、手抜きに思

える。そういう意味では、村として、改めて各企業にお願いに回ってほしい。この辺につ

いてどう考えているか、ちょっと聞きたい。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 前回も杉田委員からそのような提案がありましたけれども、

私どもも消防団の幹部の皆さん方と一緒に話し合いながら、企業に直接伺って勧誘するだ

とか、そのほかの方法もいろいろと探りながら、引き続き団員の入団勧誘に努めてまいり
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たいと思います。 

○委員長（清水良一君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 私は改めてお願いしておきますけれども、私からも消防団長に話しま

すから、村の職員と幹部と一緒に各企業を回ってもらって、やはり心からお願いする姿勢

をまず見せてほしい。この件に関しては、12月の議会でも報告してもらいたいと思ってい

る。この消防団の増員に関しては、本当に本腰入れてやってもらわないと、本当に東南海

地震が来たらこんな簡単にしゃべっている場合ではなくなると思っていますので、その辺

ちゃんとした形で、ぜひお願いしておきます。 

  それともう一つ、去年の指摘にもありましたけれども、入札の不調が結構増えているとい

う中で、その不調率ってどのくらい、何件でもいいですよ、何件ぐらい不調があったのか。

わかる範囲でいい。細かくなくてもいいですから、ちょっと教えてください。 

○委員長（清水良一君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 済みません、正確な数字ではないんですけれども、平成29年度は

10件以上あったのかなと思います。ただ、不調にも二通りございまして、まず発注の公報

をした後、全く申し込みがない場合、それとあと入札に至っても落札に至らなかった場合

とあるんですね。10件ほどの中でも入札に至った場合は札入れがされるので、それと私ど

もの予定額との比較、内訳の比較によって何が違うんだろうということで、応札いただい

た事業者と調整ができるというところで、最終的には契約に至ったものもございます。 

  平成28年度には５件の事業の未執行、いわゆる契約が調わずに未執行に終わった事業がご

ざいました。平成29年度もほほ同じ数が未執行事業ということで、予算の時期、今年の３月

に議会にもご報告させていただいて、今年度また予算をつける、また一部は繰越明許を行

うというような形で整理をさせていただきました。ただ、一番過去と違うのは、申し込み

の数や業者の数が少なくなっているという状況が続いているというのが現況でございます。 

○委員長（清水良一君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） もう一つ聞きたいんだけれども、この平成28年度の指摘事項の中に、

不調に関して、どういう対応をとるのかといったときに、発注時期が何とかならないのか

と。基本的に都や国の予算金額が決まって、その後、各自治体におりてきて、それから設

計したり何かすると、どうしても９月、10月になってしまうと。建設業者自体は、夏には

仕事がほとんどないので、やはり結構大きな形で動ける時期でもある。発注時期を早めて、

夏に乗せることができれば、多分、そういう不調件数も減るのではないかと思う。この発
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注時期を早めるということは、大変難しいと思うけれども、検討した結果は、どうだった

んですか。 

○委員長（清水良一君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 昨日、平成28年度の意見に対する回答ということでお話をさせて

いただきましたけれども、私ども財政課とそれから建設水道課、母島支所と発注時期等の

検討ですね、現場を抱えている事業者の方、建設水道課なり母島支所の施設係では日々、

確認ができるところですので、暇な時期と言ったら失礼ですけれども、空いている時期に

発注するとか、あと逆に内地から職員の方を呼びやすい時期というのもお話としてお聞き

したこともあります。そういったことをいろいろ検討しながら、発注時期のほうは設定を

しているところでございます。昨年度、早い時期に発注して契約になったものもあります

し、やっぱりだめだったものもあるので、ケース・バイ・ケースだと思いますけれども、

そういったことをいろいろ注意しながら、今後も進めていきたいと思っています。 

○委員長（清水良一君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 村長に改めてお願いしておきますけれども、小笠原村の経済は、一つ

は１次産業であり、一つは観光業であるけれどもやっぱり基本となるものは、公共事業だ

と思っているんですね。この公共事業が支障を来すようになると、島の経済自体が停滞す

るような感じになりますので、いろいろと問題もあるんですけれども、この不調が増える

ということは、携わっている職員にも余りいい影響を与えないと思うんですよ。 

  これは職員が悪いのではなくて、今現在、まだ続いている東日本大震災からの復興事業、

それからオリンピック、リニアモーターカーの建造と、巨大プロジェクトがどんどん進ん

でいる中で、高額な賃金によって雇用される仕事があると、なかなか小笠原村まで回って

こないというのが私は現状だと思うんですよ。それに対して、小笠原村の単価がついてい

かない、それを何とか解決しないと、小笠原諸島振興開発事業の工事がうまくいかなくな

るんですね。 

  ですから、村長にお願いしたいのは、そういう部分も見越して、早目早目の対応をとって

いただきたいと思うんですね。これは発注時期も含めて。やはり小笠原諸島振興開発事業

をとめるわけにいかないので、いかに実施していけるか、担当課長とよく話して、早目早

目の対応をとっていただきたいと思いますけれども、いかがですか。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 杉田委員が今ご指摘のことは、私どもも当然のことながら考えていま
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す。我々がフレキシブルというか、自分たちの思うとおり自在に展開できない一つには、

各自治体の年度当初の予算づけというものがあります。まず、村で言えば我々が予算を提

案して、議会で議決していただかないと進めない。そうしますと、なるべく重ならないよ

うなときに発注したいという思いはあるんですけれども、東京都も国も同じような形でい

きますので、どうしても発注時期が重なってくるような傾向があるんですよね。だから、

そういうことも考えながら今、みんなで知恵を出しているところです。杉田委員が言われ

たように小笠原諸島振興開発事業をとめるわけにも遅らせるわけにもいきませんので、そ

ういうジレンマを抱えながら、出さなくてもいいお金を支出しなければいけないようなケ

ースも、生じてきましたので、今いただいたご指摘を本当に改めて真剣に受けとめながら、

発注時期等についてこれからも考えていきたいと思っております。 

○委員長（清水良一君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 最後に、財政課長にお願いしておきますけれども、この発注に関して

ですが、1,000万円、2,000万円の小さい工事でも、やっぱり現場代理人は必要だと。小笠

原村の現況を見ると、現場代理人をいっぱい抱えている会社ってなかなかない。そういっ

た中で、こまかい工事で出すとそれだけ代理人も必要になってくる。そういう部分もこの

工事受注に大きな影響を与えているのではないかと思う場面もあるので、一つにまとめら

れる工事であったらば、一括して。1,000万円の工事でも5,000万円でまとめて出すとかね、

そういういろいろな方策を考えないと、地元の業者がなかなかついていけなくなるので、

その辺も改めて考えながら発注をしていただきたいと思います。これ、答えは要りません

から、そういうお願いだけしておきます。 

  私は以上です。 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。 

（発言する者なし） 

○委員長（清水良一君） 私から２点ほど、聞きたいことがあります。 

  まず、主要な施策の成果報告書の41ページ、観光施設管理費、歩行者用観光案内標識板取

り替え工事ということで1,270万円の工事をされたということで、今回、父島・母島の視察

で現場を見せていただいたのですが、韓国語、中国語、英語、多国語で、非常によく考え

られた掲示板ができておりました。 

  非常にきれいになっていたんですけれども、隣には東京都の掲示板が、新しくできたばか

りだったように見受けられるんですが、重複した形で地図が載っていました。世界自然遺
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産小笠原という美しい景観を持った中で、ざっと見ていくと国の掲示板や小笠原村の掲示

板、東京都の掲示板、また看板、いろいろなものが見えてきて、それの調和とか、その辺

の調整とか、そういうことが必要なのかなという感じを受けました。大村地区の無電線化

を実施した際には、村の中で相当いろいろ討議をされてあの形になっていったと思うんで

すけれども、小笠原村の全体の景観とか看板とか、そういったことで小笠原村、東京都、

国との調整というのが今、されているのかちょっとお聞きしたいと思います。 

  産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） ご指摘受けております歩行者用の観光案内版と、何カ所か小

笠原村の掲示板の隣に東京都の掲示板があって、同じような内容というご指摘ですけれど

も、小笠原村のほうは歩行者向けの観光案内板ということで、集落地域を主に、その看板

の周りの観光案内ですね、徒歩で回れるような観光案内を示した地図でございます。 

  東京都のほうについては、コースガイドということで、都道沿いに何カ所か案内板があり

まして、各ポイントの観光案内板と観光案内板の間は何キロぐらいですよという、コース

と距離を示した案内板ということで、東京都と小笠原村では目的は違うということです。

看板の乱立ということも防ぐために、主に看板は小笠原支庁土木課が設置するものですけ

れども、設置に当たってはなるべく重複しないようにご相談をしながらやっているところ

でございます。 

○委員長（清水良一君） 今回、その看板を見てみますと、東京都としてはいろいろな道路標

識なんかも茶色いポールとか、ガードレールなんかも茶色にしてなるべく目立たない、自

然に溶け込んだ形で考えられていると感じました。今回のバスの停留所の取り替えなんか

もその中の一部となっていくのかなと思ったんですが、できたものは白くて、ちょっと違

った形になっております。それを調整する考えがあるのかないのかということも前にも指

摘したのですけれども、その辺は、何かそういう話し合いというのはあるんでしょうか。 

  産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） バス停については、特に景観に配慮したというところはござ

いません。バス停は道路沿いにあるということで、夜間でも、確認しやすいという意味合

いも込めて、白い色になってございます。現在のところバス停については特に東京都とか

関係機関との調整はしていないという状況でございます。 

○委員長（清水良一君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 産業観光課でやっている街中の、歩行者用の看板というのは、私が
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昔、産業観光課に在籍していた時代に東京都の観光部とですね、どちらかというと街中用

というところでああいったデザインになっております。 

  一方で、先ほど委員長がおっしゃったように、世界自然遺産に登録される前後で、東京都

を中心に世界自然遺産地域での看板のデザインについては、東京都が調整して、その統一

を図りましょうということで、茶色を主体にするとか、そういうデザインを使っていきま

しょうということにはなりました。ただ、設置する場所というのが、今出たように、街中

であったり、それから停留所というところでもありまして、東京都のほうで提案された統

一デザインを活用できたものが村の中では余りないという状況でございます。 

○委員長（清水良一君） 世界自然遺産小笠原ということで、たくさんの方がやってくる中、

そういった景観というのは非常に重要かと思うので、今後関係機関と調整して、ビジョン

を持って結果をつくっていくということが重要かと思います。今回、一木委員からもあり

ましたように、ＡＥＤがいざ必要だというときにどこにあるかというのが非常にわかりに

くく、私もＡＥＤを探そうと思ってもなかなか探し出せなかったようなことがあって、看

板には、ＡＥＤのことが書いてあるかなと思ったんですけれども、１カ所だけ、この前浜

の、東京都の看板に後から張りつけたような、このぐらいの大きさのものにＡＥＤと書い

てありました。それを見て、どこにあるかということで、このビジターセンターのほうに

行ったんですけれども、閉まっていると本当に中に入れるのかどうかわからないような状

況ではありました。 

  このように細かいことではありますが、タイムリーな情報というのが、そういう看板にも

必要だとか、話し合いや、検討が必要なんじゃないかという感じがしました。今後、景観

を世界自然遺産にふさわしいものに変えていくということで、小笠原村、東京都、国とで

そういう場を持っていただければいいかなと思います。 

  それから、あともう一点、事務事業報告書の11ページ、庶務のところで一木委員からも安

藤委員からも職員の定員増という話が出ましたが、この職員の配置を見まして、議会も執

行部も女性の方が、今現在一人もいない。現在、管理職が総務課は３人、建設水道課が２

人、他は全部１人ずつ。以前にも会計でどうなのかという一般質問もあったようですが、

この中で見ると、村民課、医療課が職員数が一番多くなっております。女性の管理職を今

後育てていくということはあるのか、村長にお伺いしたいと思うんですが。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） かつて女性の管理職が１人おりましたが、今は退職をしております。
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管理職はしかるべき試験を受けて登用していくということでございます。決して私たちは

女性を登用しないとか、そういうことではございません。今いる職員に、資格やキャリア、

または年齢的にそういうところに至っていないというところでございまして、男性と女性

を区別、差別とか、そういうことは考えていません。 

○委員長（清水良一君） 議会も、たまたま男性ばかりなのかと思いますが、これからの村政

にとって女性の視点が必要だと思います。女性の管理職を育成できる、育てていくという

ような方向でぜひ検討をお願いしたいと思います。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 係長職を務めているのは大分おりますので、そういうことのご懸念の

ないようにこれからもやってまいります。 

○委員長（清水良一君） ありがとうございます。 

  それでは、ほかに、全般、昨日の漏れた部分がございましたらば挙手をお願いします。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） それでは、質疑がもうないようですので、これをもって平成29年度

各会計歳入歳出決算についての質疑は終了します。 

  これに異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認めます。 

  よって、平成29年度各会計歳入歳出決算についての質疑を終了します。 

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

◎意見開陳 

○委員長（清水良一君） 次に、決算の認定について、意見の開陳を行います。 

  初めに、決算の認定に反対の委員からの発言を許します。反対の意見ありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（清水良一君） 反対の意見がないようですので、次に決算の認定に賛成の委員から

の発言を許します。 

  稲垣 勇副委員長。 

○副委員長（稲垣 勇君） 賛成の立場から意見の開陳を行います。 

  審査をしてまいりました平成29年度各会計決算の認定につきまして、賛成の立場から意見

を述べさせていただきます。 
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  初めに、お二人の監査委員には、厳正なる審査意見書を取りまとめていただき、まことに

ありがとうございます。 

  平成29年度決算では、村税収入は平成28年度と比べて増加し、徴収率においても高レベル

を維持しており、徴税努力が成果に表れています。また、実質公債費比率も任意繰上償還

の効果があらわれて、昨年度に引き続き下がっております。今後とも将来の財政負担を常

に意識しながら、慎重な財政運営に努めていただきたいと思います。 

  将来負担比率が良好な状態ですので、各基金がそれぞれの目的に従って、適正かつ計画的

に運用されるよう、引き続きお願いいたします。 

  ２日間にわたる本委員会の審査の中、今後各種施策を進める上で、留意や工夫をしていた

だきたい事項、事業内容や成果を検証していただきたい事項、改善策や次年度予算への反

映を求める意見がありました。これらについて、今後監査委員の財政運営上の指摘も踏ま

えて検討していただくことをお願い申し上げ、私の賛成の立場からの意見といたします。 

○委員長（清水良一君） ほかに賛成の意見はございませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（清水良一君） 意見がほかにないようですので、これをもって意見の開陳を終了し

ます。 

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

◎採決 

○委員長（清水良一君） お諮りします。 

  本委員会に付託された認定第１号から認定第９号までの平成29年度小笠原村各会計歳入歳

出決算９件の認定について、一括して採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認めます。 

  よって、本委員会に付託された認定９件を一括して採決することに決定しました。 

  認定第１号から認定第９号までの平成29年度小笠原村各会計歳入歳出決算の認定について、

賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

○委員長（清水良一君） 起立多数と認めます。 

  よって、本決算は認定すべきものと決定しました。 

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



－１００－ 

◎委員会報告書 

○委員長（清水良一君） お諮りします。 

  決算審査報告書は、ただいま開陳された意見を参考に、正副委員長で取りまとめることと

し、正副委員長に一任していただきたいと思います。これに異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認めます。 

  よって、決算審査報告書は正副委員長に一任されました。 

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

◎村長発言 

○委員長（清水良一君） ここで村長から発言を求められておりますので、これを許します。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 発言の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。 

  平成29年度小笠原村各会計歳入歳出の決算におきましては、ただいま本委員会で厳正な審

議の上、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。 

  認定に当たっていろいろいただきました意見、また質疑の中でいただきました意見、これ

らを念頭におきまして、これからも職員一同、行財政運営に励んでまいる所存でございま

すので、どうぞ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。 

○委員長（清水良一君） お疲れさまです。ありがとうございました。 

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

◎閉会の宣告 

○委員長（清水良一君） お諮りします。 

  本日の委員会はこれをもって終了したいと思いますが、これに異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認めます。 

  本日の会議を閉じます。 

  稲垣、鯰江両監査委員には、審査にご協力をいただき、ありがとうございました。 

  以上をもって平成29年度決算特別委員会を閉会します。 

  ありがとうございました。お疲れさまです。 

（午前１０時１５分） 


