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

◎開会の宣告 

○委員長（稲垣 勇君） ただいまから平成27年度決算特別委員会を開会します。 

  出席委員が定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

（午前９時） 

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

◎会議時間の延長 

○委員長（稲垣 勇君） 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を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（稲垣 勇君） 次に、説明員の出席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員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（稲垣 勇君） 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27年度決算特別委員会議事日程の第３を現在行っており、

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

算の質疑に移ります。 

  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、款別に区分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

併せて、順に質疑を行います。 
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  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。 

  次に、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。 

  以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） ただいまの説明のように進めていきたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認め、審議方法についてはそのように決定しました。 

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

◎村長発言 

○委員長（稲垣 勇君） 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） 改めまして、おはようございます。 

  発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。 

  平成27年度小笠原村各会計決算につきましては、本特別委員会におきまして審議をいただ

くこととなっております。既に、稲垣、鯰江両監査委員によりまして、厳正なる審査を行

っていただきました。また、各委員におかれましては、父島、母島、精力的に視察も行っ

ていただいたと伺っております。 

  本委員会におきまして、活発なご議論を経まして、認定いただければと思うところでござ

います。慎重審議のほど、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、ありがとうございました。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長の発言は終わりました。 

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

◎委員会要求資料の内容説明 

○委員長（稲垣 勇君） これより平成27年度小笠原村各会計歳入歳出決算の審査を行います。 

  決算の説明は、９月９日に開催された平成28年第３回小笠原村議会定例会本会議において、

既に聴取しておりますので、本委員会では要求した資料の説明を求めます。 
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  総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 委員会の要求資料のうちの平成27年度事務事業報告、別冊で

お配りしておりますけれども、事務事業報告につきまして、私のほうから報告させていた

だきます。 

  １枚めくりますと、目次が４ページにわたって続きます。 

  １ページですけれども、沿革、村の概要を記載しております。 

  次に、２ページから５ページですけれども、平成27年度の主な出来事を記載しております。

平成27年度、４年に１度の村議会議員選挙、それから村長選挙がありました。また、小笠

原諸島西方沖地震、マグニチュード8.1ですけれども、記憶に新しいところかと思います。

それから、年明けまして１月、新おがさわら丸の進水式、それから３月に新ははじま丸と、

小笠原の交通アクセスの重要な船舶が２つ、進水式を迎えました。 

  次に、６ページには、村の組織図を掲載しております。 

  次に、７ページから９ページの上段までですけれども、議会事務局所管の報告事項を記載

してございます。 

  次に、９ページ下段から10ページにつきましては、監査事務局に関する報告事項を記載し

てございます。 

  次に、11ページから15ページまででございますけれども、庶務から始まりまして情報通信

までにつきましては、総務課所管事項でございます。 

  次に、16ページ、財政会計から23ページの出資金のところまでは、財政課所管の報告事項

でございます。 

  その23ページの下の９番の村営住宅の状況につきましては、総務課所管の報告事項でござ

います。 

  次に、24ページ、民生から38ページの後期高齢者に関する報告事項につきましては、村民

課の所管事項でございます。 

  次に、39ページの医療につきましては、医療課所管の報告事項でございます。 

  次に、40ページの清掃から41ページ、環境衛生・環境保全に関する事項につきましては、

建設水道課所管の報告事項でございます。 

  次に、42ページ、動物愛護に関する事項は、環境課所管の報告事項でございます。 

  次に、43ページから48ページの村営バスにつきましては、産業環光課所管の報告事項でご

ざいます。 
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  次に、49ページ、建設から54ページの浄化槽までにつきましては、建設水道課所管の報告

事項でございます。 

  最後に、55ページの教育委員会から61ページ、文化財につきましては、教育委員会所管の

報告事項でございます。 

  私のほうからの報告は以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 次に、また資料のほうに戻っていただきまして、収入の徴収率の

推移表につきまして、ご説明をさせていただきます。 

  徴収率推移表①でございますけれども、こちらは村税関係、それから国保税、それから介

護保険料につきましての徴収率の…… 

（「何ページ」「資料」「資料だよ」「資料」「決算資料」「決算資

料ですね」との声あり） 

○財政課長（江尻康弘君） 表紙に、委員会開催に伴う事前資料の提出についてというものが

配付されていると思います。 

  徴収率の推移表①につきましては、税、保険料につきましての推移表でございます。 

  次のページをご覧ください。 

  徴収率の推移表②でございます。これは主に使用料関係、それから貸付金につきましての

徴収率の推移表でございます。 

  続きまして、財政援助団体の補助の一覧表の説明に移らせていただきます。こちらにつき

ましては、団体名、補助内容、補助金額につきましてご説明をさせていただきます。 

  まず、総務費に区分されます補助の一覧でございます。 

  小笠原交通安全協会、事業費補助７万円。 

  小笠原防犯協会、事業費補助７万円。 

  財団法人小笠原協会、事業費補助653万7,000円。 

  父島返還祭実行委員会、事業費補助49万5,604円。 

  全国硫黄島島民の会、事業費補助95万円。 

  全国硫黄島島民の会、硫黄島旧島民歴史編さん事業費補助450万円。 

  小笠原諸島返還50周年記念事業実行委員会、事業費補助564万651円。 

  総務費、その２でございます。 

  小笠原返還記念祭母島実行委員会、事業費補助72万円。 
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  総務費の合計が1,898万3,255円でございます。 

  次のページをお開きください。 

  民生費に区分されます補助の一覧でございます。 

  第一東京弁護士会、法律相談事業費補助16万円。 

  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60万6,886円。 

  社会福祉法人小笠原村社会福祉協議会、ゲートボール大会及びグラウンドゴルフ大会の参

加助成事業費補助11万2,480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178万5,000円。 

  民生費の合計が4,145万566円でございます。 

  次のページをお開きください。 

  農林水産業費に区分されます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33万3,365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41万9,194円。 

  小笠原母島漁業協同組合、漁業振興事業費補助34万2,694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、父

島が140万3,778円、母島が119万3,173円。 

  小笠原母島漁業協同組合、水産業振興事業費補助365万円。 

  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、父島が553万9,762円、母島

が308万9,997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、父島が

112万5,000円、母島が37万5,000円。 

  小笠原島漁業協同組合・小笠原母島漁業協同組合、漁村地域防災力強化事業事業費補助、

平成27年度におきましては父島のみの補助でございました、１億8,672万5,000円。 

  特定費営利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

1,297万円。 

  小笠原母島漁業協同組合、漁業振興施設整備事業費補助1,324万8,500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、
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それぞれ100万円ずつでございます。 

  農林水産業費の合計が２億3,391万5,463円でございます。 

  次のページをお開きください。 

  まず、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、運営費補助645万円。 

  小笠原村観光協会、運営費補助1,895万2,000円。 

  一般社団法人小笠原母島観光協会、運営費補助1,090万円。 

  一般社団法人小笠原ホエールウオッチング協会、運営費補助1,020万3,000円。 

  小笠原イベント協議会、サマーフェスティバル2015事業費補助300万円。 

  商工費の合計が4,950万5,000円でございます。 

  続きまして、同じページですが、教育費に区分されます補助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45万円。 

  小笠原村体育協会、社会体育振興補助97万400円。 

  小笠原柔剣道部親睦会、児童生徒内地遠征試合補助38万7,240円。 

  教育費に区分される補助の合計が180万7,640円。 

  この補助のトータルが３億4,566万1,924円。昨年と比較いたしますと、１億9,287万5,269

円増となってございます。 

  次のページをお開きください。 

  補助金の交付団体指導検査の実施報告書でございます。これは、人件費補助をしておりま

す補助団体に対しまして、毎年指導検査を行うものでございます。 

  最初に、社会福祉法人小笠原村社会福祉協議会でございます。 

  ２枚おめくりください。 

  次が特定非営利法人エバーラスティング・ネイチャーでございます。 

  次のページをお開きください。 

  小笠原村観光協会の指導検査実施報告でございます。 

  次のページをお開きください。 

  小笠原ホエールウオッチング協会の指導検査の実施報告書でございます。 

  次のページをお開きください。 

  小笠原母島観光協会の指導検査の実施報告書でございます。 

  次のページをお開きください。 
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  小笠原村商工会の指導検査実施報告書でございます。 

  以上、６団体に対しまして指導検査を実施いたしております。 

  次のページをお開きください。 

  平成27年度の決算状況、こちらは決算カードと呼ばれてございますけれども、総務省にお

いて実施をされております地方財政調査に基づく決算状況、こちらは普通会計という区分

での表記となってございます。こちらが、平成27年度からさかのぼりまして５年間、平成

23年度分まで、資料として提出をさせていただいております。ですから、10ページ、10枚

後になります。 

  地方債の現在高につきましてご説明をさせていただきます。 

  まず、普通会計の地方債の現在高でございます。こちらは、一般会計及び下水道事業特別

会計の地方債の現在高の状況でございます。 

  一番右下をご覧ください。 

  平成27年度末の現在高が28億7,370万4,125円でございます。昨年度と比較いたしますと、

３億7,788万6,271円減となってございます。 

  次のページをお開きください。 

  簡易水道事業特別会計の地方債現在高でございます。表の一番右下をご覧いただきたいと

思います。平成27年度末現在高11億3,321万8,569円。こちらは、昨年度と比較いたします

と、7,876万901円増となってございます。 

  簡易水道事業特別会計におきましては、浄水場の整備が、父島、母島、継続している関係

がございまして、地方債の残高は増える傾向でございます。 

  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。同様に表の右下をご覧ください。

平成27年度末現在高5,289万5,335円。前年と比較いたしますと、29万3,283円の減額となっ

てございます。 

  地方債の合計でございます。40億5,981万8,029円。昨年と比較いたしますと、２億9,941

万8,653円の減となってございます。 

  次のページをお開きください。 

  横型の表になってございます収入未済繰越額の通知書でございます。税、使用料、その他

収入未済を、平成27度から平成28年度へ繰り越した金額の一覧となってございます。 

  収入未済額の繰り越しの通知までご説明をさせていただきました。 
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○総務課長（セーボレー孝君） 引き続き、平成26年度決算審査における指摘事項についての

報告についてでございます。 

  全般的な決算審査における指摘事項の中からの抜粋ですけれども、使用料及手数料は全体

で約1,200万円、4.5％の増となっているが、情報センターの使用料は年々減少している。

今後の運営方法、施設のあり方を検討されたいという指摘事項でございました。 

  これに関しましては、今後の対応としまして、情報センターの使用料は、島内の情報通信

環境が大幅に改善したことにより、平成23年度よりパソコンの利用が減少した。プリンタ

ーも含め、現在の通信機器のリース期間到来までに、今後の方針を決定する。また、情報

センターは津波災害等における防災拠点として利用されており、今後想定される災害時に

防災拠点としての役割を十分果たせるよう、現状を精査して必要な対策を講じるものとい

うことで、報告させていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 続きまして、資料の８番目でございます。こちらも別冊になって

ございますけれども、主要施策の成果報告書につきましてご説明をさせていただきます。 

  １枚おめくりいただきますと、９月８日に報告をさせていただいておること、それから目

次が裏表２ページにわたってございます。 

  続きまして、平成27年度の小笠原村決算の総括と、こちらが、スタートが１ページとなっ

てございます。 

  ２ページをお開きください。 

  平成27年度小笠原村決算の総括でございます。 

  まず、決算概要でございますけれども、小笠原村の平成27年度の予算現額及び歳出の決算

額につきましては、表１に全ての会計をまとめて表示をさせていただいておるところでご

ざいます。 

  全ての会計を合わせました、まず歳入決算額につきましては60億4,532万3,226円、収入率

が97.5％。歳出決算額は58億2,440万2,145円、執行率は、こちらは93.9％となってござい

ます。 

  一般会計におきましては、繰越明許費2,100万円が歳入歳出とも全て翌年度に繰り越され

ております関係上、こちらを除きますと収入率が97.8％、執行率が94.3％となります。繰

越事業の既収入財源を差し引きました２億2,092万1,081円が実質収支額となります。 
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  表２のほうで、各会計のほうを表記させていただいております。前年度と比較いたします

と、簡易水道事業特別会計における整備事業、こちらは主に浄水場でございますけれども、

父島の主立った整備が終了したことに伴いまして減額となったところでございますけれど

も、一般会計におきまして各施設新設改修事業等が実施されることにより補助事業費の増、

国民健康保険特別会計におきましては保険給付費等の伸びに伴いまして、歳入歳出決算と

もに増額という形になってございます。 

  ４ページをお開きください。 

  先ほど概要でもご説明させていただきましたけれども、予算の繰り越し、昨年度、国の補

正予算を計上し、今年度に繰り越ししました金額が2,100万円ございました。事業といたし

ましては、地方創生加速化事業でございます。 

  項目の３番目でございます。村債の状況でございます。村債の現在高につきましては先ほ

ど説明をさせていただきましたので、実質公債費比率、こちらの平成27年度末の現在高が

11.2％という数値が出てございます。また、この先３カ年試算をしたものが記載をされて

ございます。繰上償還等を行いながら、現状をキープできる見込みが立っておるところで

ございます。 

  次、５ページでございます。 

  積立金の状況でございます。積立金の現在高が表となって記載をされてございますけれど

も、22億7,850万6,236円が平成27年度末の積立金の現在高でございます。昨年と比較いた

しますと、6,739万4,247円、こちらにつきましては減となってございます。 

  次のページをお開きください。 

  こちらから、各会計の総括を記載させていただいているところでございます。 

  ８ページをお開きください。 

  歳入の款別の決算でございます。 

  表の７をご覧いただきたいと思います。各款ごとの決算額、それから昨年度との比較、さ

らに主な増減理由を記載させていただいております。 

  表の８ページ、歳入財源別の決算額をご覧ください。こちらは歳入を自主財源、依存財源

に分けて表記をさせていただいております表でございます。 

  平成26年度におきましては、自主財源25％、依存財源75％という状況でございましたが、

平成27年度におきましては、自主財源が27.1％、依存財源が72.9％という形で、自主財源

が増えたと数字上はなってございますけれども、自主財源の内訳の下から３つ目をご覧い
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だきたいと思います。繰入金、こちらは積立金を取り崩して事業費に充てた金額でござい

ます。昨年度7,183万900円という数字が、平成27年度につきましては２億8,532万3,560円

と大幅に増えた、この繰り入れ、積立金の取り崩しが増えた関係で、自主財源の率が上が

ったという状況でございます。 

  先ほど説明のほうさせていただきましたけれども、各施設の老朽化等によりまして、補

修・改修等が必要な事業経費に充当するために積立金を取り崩した関係で、このような数

値が出てきておるところでございます。 

  基金の金額につきましても、先ほどご説明したとおり、前年度と比較いたしますと減額と

なってございます。 

  10ページ、11ページをお開きください。 

  歳出、款別の決算でございます。歳入同様、歳出の各款ごとの前年度との比較、それと主

な増減理由を記載させていただいておるところでございます。 

  この中で、増減率の大きなものといたしまして農林水産業費がございますけれども、増減

理由にございますように、農業関係、それから漁業関係に、事業費の大きなものが新たに

計上されております関係で、このような大きな増減となっておるところでございます。 

  その下の表12、特別会計への繰出金等の状況、こちらをご覧ください。一般会計から各特

別会計への繰出金の前年度との比較、それから増減率等を表記した表でございます。 

  こちらの中で、額の大きなものといたしまして、下水道事業特別会計への繰出金が約

3,000万円減額となってございますけれども、こちらは、下水道事業会計のおける振興開発

事業、補助事業が減ったことによりまして一般会計負担分が減額となったこと、また地方

債の償還、公債費でございますが、そちらの返済金が減ったことに起因いたしまして、減

となっておるところでございます。 

  続きまして、12ページから、各特別会計決算の概要を記載させていただいておるところで

ございます。特別会計につきましては、一般会計と同様な表等で内容のほうを記載させて

いただいておりますので、説明のほうは省略をさせていただきたいと思いますが、最初の

13ページでございますけれども、国民健康保険特別会計決算の概要のところで、歳入歳出

の金額３億4,124万972円と記載をしてございますけれども、こちら、失礼いたしました平

成26年度の決算額でございます。表のほうを見ていただきますと、３億9,281万7,772円、

こちらが平成27年度の決算額でございます。訂正のほう、お願いを申し上げます。失礼い

たしました。前年度比以降の記載については、誤りがございません。 
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  この後、各特別会計の概要等の記載があるところでございます。 

  続きまして、18ページ、19ページをお開きください。 

  こちらは、普通会計決算の概要でございます。先ほどは決算カードのところでも説明をさ

せていただいておりますけれども、地方財政状況調査によりまして、こちらに主要な財政

指標が表記をされているところでございます。それぞれ区分に当たります言葉の説明につ

きましては、その下に説明書きとして表記、記載をさせていただいておるところでござい

ます。 

  20ページ、21ページにおきまして、普通会計歳入の状況、普通会計歳出の状況についての

記載をさせていただいております。それぞれの表の下の部分に注意書きとして記載をさせ

ていただいております。地方財政状況調査による表記の仕方が、小笠原村の会計決算とは

必ずしも一致しない状況でございます。 

  次に、22ページをお開きください。 

  こちらから主要事業の成果といたしまして、歳出の款の順番によりまして、それぞれ昨年

度の事業の目的、それから成果、それから事業内容、また課題についての表記をさせてい

ただいておるところでございます。こちらが、78ページまで続きます。 

  続きまして、さらに決算資料といたしまして、こちらも別冊となってございます資料を配

付させていただいております。平成27年度小笠原村決算資料でございます。こちらは、平

成27年度の決算の資料の内容といたしまして、各会計ごとに、様式１、主要施策の概要、

様式２、歳入歳出款別決算対前年度比較表、様式３、歳出決算の性質分類表、様式４、経

常一般財源に対する経常経費の割合、様式５、歳出性質別分類に対する財源別調べ、様式

６、地方債現在高調べ、以上の６項目の構成となった資料がございます。 

  続きまして、資料の最後でございますけれども、予備費の執行状況でございます。２枚に

わたってございます。平成27年度に予備費を充当し、執行した内容の一覧でございます。

一般会計におきましては581万9,000円の予備費充当をいたしております。国民健康保険特

別会計におきましては45万8,000円。簡易水道事業特別会計につきましては60万円。宅地造

成事業特別会計につきましては8,000円。介護保険（保険事業勘定）特別会計につきまして

は4,000円。 

  次のページをご覧ください。 

  介護保険（サービス事業勘定）特別会計につきましては12万5,000円。下水道事業特別会

計につきましては35万円。浄化槽事業特別会計につきましては62万7,000円。後期高齢者医
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療特別会計につきましては10万円。合計で809万1,000円を、予備費の充当をさせていただ

いておるところでございます。目的につきましては、それぞれ金額の後ろに記載のほうを

させていただいておるところでございます。 

  説明につきましては以上でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 委員会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、問題が全般にわたっておりますので、それぞれ該当す

る質疑の部分でお願いしたいと思います。 

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

◎決算審査意見書の説明 

○委員長（稲垣 勇君） 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。 

○代表監査委員（稲垣直彦君） 平成28年８月12日付、28小笠原総第800号で審査に付された

平成27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項の規定に基づ

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。 

  審査の対象としましては、平成27年度小笠原村一般会計歳入歳出決算、そして平成27年度

小笠原村国民健康保険特別会計歳入歳出決算、特別会計が外７件あります。平成27年度小

笠原村実質収支に関する調書、平成27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28年８月24日から26日の３日間、また、それ以前に８月18

日から22日には、事務局が書類審査をしております。 

  審査の手続きですが、審査にあたっては、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は、関係法

令に準拠して調製されているか、財政運営は健全か、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きを実施したほか、必要と認めるその他の審査手続きを実施いた

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。 
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  なお、下記指摘事項を踏まえ、今後の財政運営により一層の努力をお願いいたします。 

  全般的な指摘事項といたしまして、平成27年度の決算は、簡易水道事業特別会計における

整備事業費が減額となったものの、一般会計における各種事業別の増加、国民健康保険特

別会計における保険給付等の伸びに伴い、前年度と比べて歳入決算は３億200万円の増加、

歳出決算は約１億6,600万円の増加で、歳入歳出ともに前年度を上回る決算となりました。

また、実質収支は約１億3,600万円の増加となっております。 

  平成27年度の実質公債費比率は、昨年に引き続き、平成24年度、25年度の村債任意繰上償

還の効果があらわれ、さらに0.5ポイント低下して11.2％になっております。 

  一般会計においては、歳入決算は約５億8,800万円の増加、歳出決算は約４億6,000万円の

増加となり、歳入歳出ともに前年度を大きく上回っております。 

  歳入のうち村税は、個人住民税が約900万円の増加、法人事業税が約300万円の減少、固定

資産税は平成27年度評価替えの影響及び償却資産税の減少などに伴う約900万円の減少など

が主な増減の要因で、村税合計では前年度比約300万円の減少となっております。村税の徴

収率は非常に高い水準に達しており、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。 

  使用料については、老人ホーム使用料が約100万円の増加、診療所使用料が約500万円の減

少、建設発生土処理手数料が約200万円の増加したことなどにより、前年度比合計約200万

円の減少となっております。 

  繰入金は、前年度比２億1,300万円の大幅な増減となっており、これは財政調整基金を約

２億400万円取り崩し、一般会計に繰り入れたためであります。 

  歳出については、農林水産事業費が農業施設の大規模改修及び水産施設防災力強化補助事

業費の大幅増により、約２億1,400万円の増加、土木費が道路整備事業及び維持管理事業な

どの増額により、約9,300万円の増加となっております。教育費が施設新築改修事業の増加

に伴い、約１億1,500万円の増加になりました。 

  これらが主な要因で、一般会計の歳出合計は、前年度と比べて約４億6,100万円の増加と

なっております。 

  歳出のうち人件費については、給与改定に伴うベースアップ及び期末勤勉手当支給月数増

により、全体で約400万円の増加となった。なお人件費における経常収支比率は1.5ポイン

ト下降し、34％となりました。この比率が40％を超えると、財政運営が厳しくなるので、

引き続き留意をお願いしたいと思います。 
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  今後、父・母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と思います。 

  続いて、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、26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す。なお、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、補助率の適正化について、十分精査していただきたいと思います。 

  総括的財産状況ですが、決算カードにありますので、これを見ていただきたいと思います。 

  意見書は以上です。ありがとうございました。 

○委員長（稲垣 勇君） 決算審査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（稲垣 勇君） 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。 

  ありませんか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） すみません。 

  それでは、今のことで、診療所の使用料が約500万円の減少とあるのですが、使用料とい

うのは何を指しているのかが、まず１点。それから、空きベッドがずっとあるという状況

があるので、その辺の今後の活用とか、いろいろ考えないといけないのか、その辺のこと

を教えてください。その辺の問題点というのは、なかったのでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 代表監査委員、稲垣君。 

○代表監査委員（稲垣直彦君） 精査したところ、特に問題はありません。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） 質疑がないようですので、これにて質疑を終了します。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 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） 



－１８－ 

○委員長（稲垣 勇君） これより各会計決算の審議に入ります。 

  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の質疑を行います。 

  お手元の決算書のうち、92ページから125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してください。 

  92ページから125ページ。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） ちょっとページ数が、ごめんなさい、わからないんだけれども、総合

交付金のところです。東京都の総合交付金ですけれども…… 

（「108ページ」との声あり） 

○委員（一木重夫君） 108ですか。はい。 

  総合交付金について伺います。決算額が７億円ということで、非常に重要な収入となって

おるわけですけれども、先の報道で都議会が持っていた200億円の議会枠というか、そうい

う復活要望枠、その200億円が知事側に移ったということで、廃止をされました。 

  この総合交付金と深い関係がありまして、都議会側は、この総合交付金の合計額を年間

500億円にするんだということで、それを目標に掲げて、毎年その復活要望枠を活用して、

１次査定ではシーリングで削られても、復活要望枠でどんと積み増しをして、この総合交

付金の予算額を、毎年増加していったわけですよ。 

  それが今回、復活要望枠が廃止されるということで、これからは都知事側が各種団体に意

見を聞いて、復活要望をやっていくということになりました。この総合交付金の行方を、

非常に私は心配しております。 

  そこで、村長にお伺いしたいんですけれども、あの報道を受けまして、今後どのような形

で、この総合交付金を維持していくのか。また、これまで都議会が500億円を目指す中で、

村の財政を増やしていく何か戦略なり考え方があれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） まず総合交付金でございますが、当初予算に、まず計上されないわけ

ではないんですね。ですから、まず当初予算に計上されて、なおかつ復活で、今までは政

党枠として、都議会の先生方にお願いをしてきたという経緯でございます。 



－１９－ 

  昨年が復活で50億円ぐらいでしたか、増えて、総合交付金を何とか500億円にしたいとい

うのは、都議会の先生方の考えでございまして、従来の流れで言いますと、そういうもの

は都の事務方にも行き渡っておりますので、大体そういう経緯で今まで増えてきていると。 

  ただ、個別、私どもの自治体だけの話ではございません。区もこれは関係あることでござ

いますので、従来で言いますと、当初予算が出た後、復活の要望を各市町村や東京都の島

嶼町村会等で、我々としては一緒に議会の皆様と、議長さんがそれを担うわけですが、や

ってまいりました。 

  今の報道によりますと、今度は、都知事がじかにいろいろな団体の要求を受けるというふ

うな報道になっております。ですから、今まで都議会にお願いしてきたものを、今度は都

知事に直接お願いするようになるというのが想像できる流れですが、具体的にはまだ見え

ておりません。 

  今回の出張で各町村の皆さんともお会いをしましたが、これについては情報が錯綜してい

るというか、具体的なところがまだ出ていないもんですから、そういう意味では具体的な

動きをどうしようというところにはなっていません。 

  毎年、この定例会が終わりますと、私も、国のほうと東京都の来年度の予算の関係があっ

て、また上京いたしますので、22日の日に国政の先生方と各全国離島の町村長が集まって、

離島関係のほうの来年度の予算に対しての要望活動をし、懇親を深めるというような席も

あるわけでございまして、そのときに伊豆七島の皆さんとも再度お会いをしますので、そ

のころまでにはある程度、今年の流れが見えてくるかと思います。 

  実際には、まず当初予算がどういう形で都議会で審議をされるか、来年の、それによって

都議会側がどういう反応をお示しになるのか、そこら辺を見きわめて、都知事に直接要望

をすることになるのか、それとも都議会の皆様にいろいろご支援をいただかなければいけ

ないところが出てくるのか、これは私の考えとともに、各島嶼町村長、東京都多摩も含め

まして、それぞれの皆さんのお考えも伺って協議をしながら、団体の行動としてやってま

いりたいと、こういうふうに思っております。 

  ですから、簡単に言いますと、まだちょっと今年の姿が見えないということですね。ただ、

今まで政党枠であったものを、都知事ご本人が各団体から要望を受けるということでござ

いますので、一義的には都知事にお願いをしていくということになるんだろうというとこ

ろは思っております。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 
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○委員（一木重夫君） 了解しました。 

  私も、今後キーになってくるのが町村会の動き、あとは議長会の動きも重要になってくる

のではないかなと感じておりました。総合交付金は、私が議員になった頃は、確か５億円

台だったと思います。それが毎年増えていって、今は７億円となっていて、村の非常に重

要な予算になっているので、何としてもここは死守しないと、環境をはじめ、介護、医療、

全ての部分に関わってくる問題なので、村長はじめ我々議会も全力でこの予算はきちんと

確保していかなければと感じております。 

  以上です。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  92ページから125ページまで。 

  清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） 123ページの雑入というところですが、循環資源売却費というこ

とで450万3,751円という収入決済額ということで、これは前年が512万3,876円ということ

だったんですが、だんだん循環型のごみの処理になっているように聞いているんですが、

この辺の金額の下がった理由というのはわかっているんでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） ご質問の循環資源売却費につきましては、アルミ缶、スチール缶

等、それからあと段ボール類、バッテリー、それから再商品化の合理化拠出金、これは金

額的には非常に少ない金額でございますけれども、昨年度につきましては、買い取ってい

ただく際に金額が結構動くということも影響はしているんだと思いますけれども、スチー

ル缶が平成26年度と比較いたしまして95万8,000円減となっております、売却費が、アルミ

缶が約５万円の増、段ボールにつきましては27万7,000円の増ということがございまして、

平成26年度と比較いたしますと62万円ほどの減という結果になってございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） そうすると、市場の原理ということで、なかなか読みづらいとい

う部分なんだと思います。ということでよろしいわけですね。リサイクル率はどんどん上

がっているということだと思うんです。 

  それで、その下に、自動車リサイクル率とか、リサイクル出捐金とか、何となく減ってい

るんですが、この雑入で6,266万2,000円、前年が、調べますと3,000万円ぐらいだったんで

すが、これはずっと見ますと、一番右側のその他助成金ということで3,300万円と書いてあ
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るのですが、これは何でしょうか。ちょっと確認ですけれども、失礼します。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） こちらのその他助成金につきましては、昨年度と比較いたします

と増となっているところでございます。 

  増えた要因といたしましては、その他助成金の中に、昨年度、現地の視察でもご覧いただ

きましたけれども、母島のテニスコートを整備する際に、スポーツ振興くじの助成金とい

たしまして約2,200万円ほどいただいたということがございます。また、オリンピック・パ

ラリンピックの記念事業助成で620万円をいただく等で、約3,000万円の増加があったとこ

ろでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） ありがとうございます。 

  あと、もう一つ気になったのが、電気料金負担金、余剰電力売却費ということで、一番右

側、雑入の右側の下から２番目に50万8,957円ということで、これは前年が74万3,424円と

いうことだったんですが、ソーラーパネルはなるべく増やすようにしているようですが、

これで去年よりかなり減っているというのは、理由は捉えていられるんでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 細かな数字的なものとしてお示しすることはちょっとできないん

ですけれども、太陽光パネルを設置した施設の中で、一部機能が発揮できないような時期

があった関係で、この余剰電力の売却費につきましては減少したという経過がございます。 

（「ありがとうございます」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） 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ありますので、もし後で気がつ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。 

  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、323ページから326ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  ありませんか。財産についての質疑はよろしいでしょうか。 

（挙手する者なし） 
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○委員長（稲垣 勇君） 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、126ページから147ページまで。歳出でございます。 

  議会費、総務費、ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） ないようですので、次に、民生費について質疑に入ります。 

  お手元の決算書のうち、146ページから159ページまでです。146ページ、159ページ。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 148ページの村民会館の管理と、あと地域福祉センターの管理の部分

についてお伺いいたします。 

  村民会館とか福祉センターの施設の利用についてですけれども、先般、元村民の方から相

談を受けまして、その方は落語会を毎年開催している方ですが、内地から落語家さんを呼

んで、父島と母島で落語の公演会をするという活動をされている方でございます。もう４

回実施しておるんですけれども、なかなか村の施設を使うことが難しいんだというお話を

伺いました。 

  理由は入場料を1,000円取るというところで、なかなか難しいという判断をされてしまう

ということだったんですけれども、でも決して営利目的ではなく、呼ばれている方自身が

公演される落語家さんに謝金とか旅費とかを出していて、むしろ数十万円赤字の中やって

おるような、決して営利目的ではない公益性の高い事業で、事業の中身に鑑みて、決して

営利目的ではないということで、村の施設で、何か大きな場所で、落語の公演会をできる

ようにならないかというふうに感じるんですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 村有施設という意味では、各課にわたって所管していると思うん

ですけれども、広く利用されています母島村民会館ですとか地域福祉センター担当の村民

課としてのお話をさせていただくんですが、村営施設全般、営利を目的とした利用につい

て貸し出しをしないという規定できております。 

  それは当然その場所を借りて、例えば物品販売するですとか、いわゆる本当に営利を目的

とするということでございまして、実際の使い方としましては、通常地域福祉センターに

しても交流センターにしても無償でお貸ししているという中で、例えばの話なんですけれ

ども、婚姻された方の披露宴をするためにお貸ししていて、そこには会費という形でご祝
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儀なり、会費という形でやっている場合もございます。 

  今おっしゃられた事業といいますか、公演会といいますか、そういったものにつきまして

も、それは営利に当たるのか、そうではないのかという部分を個別に判断した上で、利用

していただくかどうかという判断をしていきたいと思っています。 

（「はい」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、暫時、10分間休憩して、35分から再開したいと思います。 

（午前１０時２３分） 

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

○委員長（稲垣 勇君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１０時３５分） 

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

○委員長（稲垣 勇君） 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、166ページから171ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

（「衛生費」「３番」「そうか」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 失礼しました。 

  衛生費についての質疑に入ります。 

  158ページから167ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） 164、165ページ、塵芥処理費ということで、先ほどもリサイクル

品についてのご質問をさせていただいたんですが、島民にとって非常に重要なごみの処理

についてちょっとお伺いしたいんですが、まず第１点が、委託費というのが前年より少々

値上がったりしているんですが、この委託費の算出の仕方というのは毎年変わってくるん

でしょうか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、篠田君。 

○建設水道課長（篠田千鶴男君） 委託費については、長期継続の関係で、たしか５年間は同

じ金額で行っていきます。 
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  失礼しました。３年間です。３年間は継続ということで、対応を行っています。 

○委員長（稲垣 勇君） 清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） そうしますと、去年までで３年が終わって、今年からまた３年同

じ金額になるということでよろしいんでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、篠田君。 

○建設水道課長（篠田千鶴男君） はい。そのとおりです。 

（「ありがとうございます」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） それから、去年も質問させていただいたんですが、需用費という

ものについて、ガソリンだとか、そういういろいろな部分なんだということを聞いたんで

すが、需用費ということで165ページ、3,274万7,044円という数字が出ています。去年を見

ますと、去年の数字が2,925万7,511円ということで、20％ほどアップしております。 

  この辺がちょっと教えていただきたいところなんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、篠田君。 

○建設水道課長（篠田千鶴男君） 需用費の中には、光熱水費の電気代、水道代とか、あとは

車の燃料等が入っております。それとは別にいろいろな需用費ということで、薬品代とか、

そういうものも含まれますので、そこで若干の金額が上がっている可能性があります。 

○委員長（稲垣 勇君） 清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） 細かいことを言うようで失礼だと思いますが、篠田課長に前もっ

ていろいろ資料をいただいて、すごくすばらしい感じで、いろいろな部分で光熱費なんか

も毎年下げている数字をもらったり、重油、水道、軽油、ガソリン、非常にいい数字で、

努力されているというのをすごく感じるんですが、不思議なことに、前年に対して、結構

この需用費の金額が上がっているように感じるんですね。 

  例えば、光熱水費は前年が1,024万7,548円ですけれども、光熱費が894万2,970円で下がっ

ているんですね。みんなそれぞれ、自動車修繕費も去年が373万5,175円で360万6,497円、

ずっと見ていくと非常にいい数字で、こういった部分を下げているということですが、な

ぜかこの需用費というのは、その薬品の部分がここに書いてあるんでしょうか。どこまで

が入っているのかというのはちょっとわかりにくいんですが、その辺をちょっと教えてい

ただけますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、篠田君。 
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○建設水道課長（篠田千鶴男君） 薬品の使用料とか、あとはいろいろなクリーンセンターの

維持に係る需用費が、ある程度増加になっているところでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） なかなかわかりにくい部分なのかと思いますが、別に文句を言っ

ているわけではなくて、そういった意味でちょっと不思議だなと思ったのでご質問させて

いただきました。 

  ただごみについては、今後リサイクルをどんどん進めていくということで、非常にいろい

ろな部分でチャレンジされている部分だと思います。そういった数字も時系列的にいただ

いたんですけれども、今後もこういった形で見ていただいて、本当にいい形は何なのかと

いうのを継続的に見ていただければありがたいと思います。どうもありがとうございます。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  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衛生費の部分で、42ページになります。 

  救急患者輸送事業費、上の段になりますけれども、ここの下のほうに、課題で、感染症疾

患、精神科疾患に関する輸送体制の調整が不確立というところで、ここ数年、同じ文章が

並んでいると思うんですけれども、この感染症疾患、精神科疾患の急患輸送について、何

か進捗なりというのはございませんか。 

○委員長（稲垣 勇君） 医療課長、佐々木君。 

○医療課長（佐々木英樹君） この急患搬送の感染症疾患についてでございますが、進展とい

いますか、まだ自衛隊のほうとの確認はとれてはいないんですが、感染症の場合、アイソ

レータという隔離する搬送の機械があります。これについては、昨年末に保健所のほうに

整備されましたというか、導入されております。それを使って、実際搬送に使えるかどう

かというのは、まだ調整中ということで、まだ確定ではないんですが、その体制はある程

度進みつつあるというふうに理解していただければと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 進みつつあるということで、今後も頑張ってほしいと思います。 

  一方、うちの村議会も内地に上京したとき、防衛省に、よく行きます。埼玉の防衛省にも

行きますし、また最近では佐藤正久参議院議員なんかにも、村議会としてお会いするよう

な機会がたくさんございます。うちの村議会のほうからも、何かこの課題についてバック

アップできることがないかなと感じたんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 



－２６－ 

○委員長（稲垣 勇君） 医療課長、佐々木君。 

○医療課長（佐々木英樹君） 現時点につきましては、具体的にこれをどうしろ、ああしろと

いう形のものを、村からの提示はできないということで、自衛隊のほうで、こういう形で

あれば受け入れられるというような答えがいただければ、それに合わせた形で、村のほう

も対応できるんではないかなというふうに考えております。 

（「はい」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、次に、農林水産業費、商工費について質疑に入ります。 

  お手元の決算書のうち、166ページから171ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） 次に、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、170ページから177ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  土木費、消防費。 

  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63ページになります。 

  消防費なんですけれども、毎年要望を出しているんですけれども、消防活動における無線

機の課題、ここの役場庁舎の本部から清瀬の基地まで、直接無線がつながらないんですね。

山に中継所を１人、２人配置して、そこで無線のやりとりをしているんですけれども、非

常に効率の悪い状況で通信がなされているわけですけれども、かねてから無線の中継所を

きちんとどこかに置いたほうがいいのではないかということを提言しておるんですけれど

も、その後、その進捗状況はどうでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 今一木委員から指摘があったように、本部と消防車庫の間で

無線が通じないという現象が起こっていて、途中大根山のほうでも中継しなくてはいけな

いという事情もあるということを消防団から伺っておりまして、その件につきましては担

当でも、途中にアンテナを設けて中継させるということで、もう既に見積もりをもらって、
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その内容について具体的な検討に入っております一方で、携帯電話が使用可能なエリア内

において、通信ができるというような無線機もあるというので、そういった方法も含めて、

現在内容につきまして、予算も含めまして、検討しております。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 見積もりをもうとっているということで、そうすると来年度予算ぐら

いには計上できそうな感じでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 計上というか、解決する方法で、予算の検討をしていくんで

すけれども、今までの今おっしゃった課題については、解決する方法で検討していきたい

と思っております。 

（「はい」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） すみません。177ページ、消防ですが、命を張って働いていただくわ

けなんですが、その研修というのは、消防団活動事業費というのがあるので、その中の旅

費という中で290万円ぐらい計上されているので、多分それが内地に行って研修する費用な

のかなと考えているのですが、その辺はどうなのか、教えていただければと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 科目で言いますと旅費という科目になっておりますけれども、

この大部分が消防団員の出動に伴う旅費ということになります。それ以外は、団長が内地

の消防協会等の主催する会議等に出席する旅費も含まれております。 

○委員長（稲垣 勇君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 隊員の人が内地で研修を受けたり、あるいは内地から消防庁の人が来

て、こっちで研修というのは、母島でも結構やっていると思うので、そういう費用につい

ては消防庁に持っていただけるということなんですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 東京消防庁からこちらに来ていただきまして、講習とそれか

ら実地研修等行っております。 

（「はい。ありがとうございます」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 
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（挙手する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、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、176ページから187ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 主要な施策成果報告の64ページ、教育費全般、教育委員会費の中に入

ると思うんですけれども、これも毎年要望してきていることなんですけれども、教育委員

会の部屋の金庫の中に貴重な小笠原の歴史資料が入っていると。歴史の研究者から、あそ

この場所に置いておくと津波の際に流されてしまって、貴重な資料がだめになってしまう

可能性があるので、高台に移転してほしいという要望を、私はもらっていまして、ここ３

年ぐらい、毎年あの資料を高台にということで要望してきました。 

  たしか昨年度の予算委員会の中で、今年度実施してくれるような話を聞いたんですけれど

も、その後進捗状況はいかがでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） 教育委員会の保管しています貴重な文化財、特に東京都の文化財

に指定されている小花作助関係の資料につきましては、高台のほうに金庫ごと移設すると

いうような庁内調整を今年度行いました。 

  今のところ、奥村交流センターのほうに移設したいというふうに考えておりまして、既に

業者に対し、移設費用の見積もりをとっております。来年度当初予算に計上していきたい

というふうに考えているんですが、村の文化財審議会というのがございまして、そちらの

ほうで移転先等を審議いただいて、それの開催が、２月に開催されますので、その結論を

待って、来年度実施に向けた準備を進めたいと思っております。予算等の調整がつきまし

たら、来年度は必ず移設を行いたいとは思っております。 

（「はい。ありがとうございます」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、次に、公債費、諸支出金、予備費についての質疑に入り

ます。 

  お手元の決算書のうち、186ページから189ページです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 
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  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 予備費について１点だけ、平成27年度決算特別委員会開催に伴う事前

資料の提出について、先ほど見た予備費のページ、最後から２ページ目になります。 

  予備費執行状況というところで、母島支所総務費、総務管理費、支所費、備品購入費の中

で、25万5,000円で車両購入スーパーカブというのがあったんですけれども、これは、通常

車両を購入する場合、予備費ではなく、ちゃんと議会の決裁してからという段取りだった

と思うんですけれども、何か予備費で購入しなければならない緊急性があって、このスー

パーカブを買ったんでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 母島支所長、湯村君。 

○母島支所長（湯村義夫君） 平成27年度中にスーパーカブ１台を、予備費で充当させていた

だいて購入しております。今、支所内では、簡易水道関係も含めて、３台のバイクで職員

が移動時に使っているのですが、当初予定していなかった１台が故障してしまい、急遽使

えなくなってしまった。そういう中で、新年度予算まで待つのではなくて、できるだけ早

い段階で１台を確保し、通常の３台での業務の遂行をしたいということで協議させていた

だいて、予備費の充当で対応させていただいたというところでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  一般会計の歳出についての質疑はよろしいでしょうか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、特別会計、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、194ページから215ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） 次に、簡易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220ページから231ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  ありませんか。 

  清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） 221ページですか、使用手数料ということで、この水道の使用手
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数料というのが、収入決済額9,236万2,620円ということで、別の資料で、たしか前年より

も下回った形になっていたと思います、幾らか。何か人口が結構増えているにも関わらず

減っているというのは、やはり島民が、一人一人の節水が原因なのか、それとも観光客の

量が原因なのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、篠田君。 

○建設水道課長（篠田千鶴男君） 世界自然遺産登録後の観光客が、ピークからだんだん減少

した関係で、観光客の減ということで、水道使用の関係が下がっているということが原因

だと考えられます。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  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73ページになります。 

  簡易水道事業の課題、一番下のほう、課題の中に水道料金の見直しという課題があるんで

すけれども、これは何か具体的に水道料金の見直しについて、計画なり構想があるのでし

ょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、篠田君。 

○建設水道課長（篠田千鶴男君） 水道料金は平成27年、今年度も含めまして結構経営が難し

い状況になっております。平成28年度におきましては、水道の料金改定のことを、庁舎内

で今検討しているところでございます。 

  平成29年度は、今のところ水道料金の改定は、行わない見込みの予定ですが、平成30年度

以降をまた調整していきたいなというふうに、今考えております。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 平成30年度以降にということですけれども、ここは、私はくぎを刺し

ておきたいと思います。確かに特別会計ということで、利用者負担ということが大原則で

はありますけれども、水の場合は、特に村民全体がこの村の水の事業に頼っているという

部分がございます。 

  うちの村の財政状況は、先ほどの決算報告書の中にもあるように、とてもいいんですよ。

今の財政状況は。将来負担比率が今マイナスの89.2％、実質的に貯金が十数億円もあるよ

うな自治体なんですよね。将来負担比率の全国平均は、プラスの110％ですが、うちの自治

体はマイナス、しかも89％という、こんな自治体はそうそうないんですよね。これだけ財

政状況がよくて、また地方交付税交付金も昨年度１億5,000万円ぐらいの積み増しがある中
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で、これは、この水道料金の見直し、経営については、村全体の予算の中できちんと見る

べきだというふうに思っています。 

  他の特別会計の中には介護サービスなんかも、一般会計から相当な金額を突っ込んでいま

すよね。それと同じような感じで、この簡易水道事業の会計も見てほしい。そういう部分

で、村全体の予算で考えてほしいと、私は思っていますので、水道料金の値上げというの

は、慎重に経営の判断をしてもらいたいと感じていますけれども、村長はいかがでしょう

か。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 数字の見方というのは、視点を変えると、今ご指摘のいただいたよう

な見方ということも当然あるわけでございまして、その辺、実務方はそれぞれ担当の部署

という考え方が当然あるでしょうけれども、貴重な提言をいただいたと思っておりますの

で、庁内会議の際には、今いただいたご指摘を勘案しながら、いろいろ検討していきたい

と、このように思っているところでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） 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236ページから239ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、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。 

  お手元の決算書の244ページから257ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、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262ページから271ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 
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  介護サービス事業。ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、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276ページから283ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、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288ページから295ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） なければ、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300ページから307ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  ありませんか。 

（挙手する者なし） 

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

◎散会の宣告 

○委員長（稲垣 勇君） 今までに保留回答等はありませんので、お諮りします。 

  本日の質疑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（稲垣 勇君） 異議なしと認めます。本日の審議を終了します。 

  次回は、来週12月14日水曜日、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。 

  ご協力ありがとうございました。 

（午前１１時１３分） 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○委員長（稲垣 勇君） これより本日の日程に入ります。 

（午前９時） 

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

◎質疑（全体） 

○委員長（稲垣 勇君） 初めに、決算書全般にわたる質疑、また先週の質疑の中で漏れてい

たものがあれば、ここで質問してください。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） 前回、決算特別委員会で、質問し忘れた部分が若干あったので、

確認をしたいと思うんですが、バス事業については、前年度のこの決算特別委員会のとき

にも質問をさせていただいたんですが、委託費と…… 

（「ページ数、資料のページ数」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（清水良一君） まず、小笠原村決算の138、139ページのバス事業費ということで

すが、前年の決算特別委員会でも質問させていただいて、この委託料と光熱費や需用費の

部分を一緒に委託してみたら、より民間の力が出るのではないかという質問をさせていた

だいて、検討されたということを聞きました。ただいろいろな問題があって、平成27年度

はそれをやらないできたということですが、実際のバスの燃料代や光熱費なんかの推移で

すが、光熱費については、この１年間いろいろ質問させていただいて、かなり努力されて

いるということを感じていたんですけれども、ガソリン、燃料代についてどうなのかなと

思いまして資料をいただいたんですが、非常にいい状態で、毎年バスの燃料代も減らして

いただいているということを担当の方に、聞きました。 

  担当の方が非常に努力されて、バスの車両についてはコミューターというか、小さなバス

を入れて、平成27年度の５月からそれを実施されたということで、それでかなり抑えられ

てきているというのを感じました。 

  ただ、一生懸命やる中で、現場サイドでの努力というのが非常に重要かと思うのですが、

すでにこれもされているのかもしれないんですけれども、現場の担当者の方がこの数字、

月別の燃料代とか、そういうのが見えるような形で、バスだけではなくてクリーンセンタ

ーの委託の部分も別で、分かれているというのを聞いているので、その辺もよろしくお願
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いしたいということと、それから委託料については、クリーンセンターのところで聞きま

した、３年ごとに契約を変えているということなので、バスのほうも前年が1,580万4,000

円で、今年が1,600万円というのは、これも３年ごとの契約になっているんでしょうか。ち

ょっと確認だけです。 

○委員長（稲垣 勇君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） バスの委託につきましても、清水副委員長がおっしゃったよ

うに、３年ごとの契約となっております。 

○委員長（稲垣 勇君） 清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） ありがとうございます。 

  今後とも担当の方は大変かと思いますが、この光熱水費、需用費、節エネルギーというか、

エネルギーを自給自足していける村になったらいいなという思いがありますし、エネルギ

ービジョンの中でも、それもうたっているので、今後ともよろしくお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 統括質疑ということでお伺いをしたいと思います。 

  今年、地方交付税交付金の額が大きく増えました。その原因は人口が増えたということに

起因しているということを、前回の議会の中で教えていただいたんですけれども、その額

が１億円を超えました。 

  まず、その増えた地方交付税交付金の基本的な使い方の基本的な考え方を教えていただけ

ますか。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） お答えいたします。地方交付税につきましては、依存財源ではご

ざいますけれども、一般財源としてどのような形でも利用できるという性質のものでござ

います。 

  今、一木委員からご案内がございましたように、補正予算におきまして、年度内に増額を

いただいた分を予算に計上するというところでございますけれども、年度当初におきまし

て、歳入において不足が生じるものを基金等で補っております関係もございまして、その

辺の最終的な調整をするための財源という形で整理をさせていただいております。 

  また、翌年度以降に活用できるものとして基金に積み立てをして、翌年度以降に利用させ
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ていただくような場合もございます。 

  以上です。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） もう一つ教えてほしいんですけれども、地方交付税交付金というのは、

基本的に今回は人口が増えたから、あれだけの額が増額になったと思うんですけれども、

国の、基本的な地方交付税交付金の算定の基準というのは、そもそもどういうものなのか、

詳しく教えてください。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 詳しくお伝えするのはなかなか難しいところもございますけれど

も、地方自治体の必要な経費というのを基準財政需要額として算定をした上で、その自治

体が実際に歳入できる額をまた別途算定をいたしまして、その需要額から収入額を引いた

額の差額を交付いただくというものが地方交付税交付金でございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 了解しました。 

  自治体の面積であるとか人口であるというのが算定の基準にはなっていて、地方自治体と

して足りない部分を補ってくれるというのが、地方交付税交付金の基本的な考え方だと思

うんですけれども、今回、国勢調査によって250人人口が増えたということで、あれだけの

金額が増えたと。 

  その250人の中身は、70人が南鳥島の工事の関係者、残りの170人とか180人がこの島に新

しく移住してきた人たち、また、最近子供の数がとても増えていますので、そういった自

然増によっても数が増えたということでの地方交付税交付金だというふうに、基本的には

そういう考え方だと私は感じています。 

  おととい教育委員会にお話を聞いたんですけれども、小学校に入学する子供の数も増えて

おります。私の娘は中１ですけれども、その世代は大体20人から25人ぐらいだったんです

ね、毎年。それが今では30人ぐらいになっています。子供の数が非常に増えている、また

若者世代も増えているという状況があるので、最後村長にお伺いしたいんですけれども、

地方交付税交付金が増えた分、その一部を、若者や子供に重きを置いて、予算配分を考え

ていただけないかなというふうに私は感じておるんですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 国勢調査による調査での交付金の増減ということに端を発してのご質
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問でございましたが、質問の内容はこれからの村づくりの根幹に関わることでございます

よね。今日は決算特別委員会でございますが、本日までの議会で、例えば複合施設太陽の

郷のような、福祉、老後、これからの高齢者社会をどうするんだということ、それから子

育て支援については、小さい子供だけではなくて、障害児のこと等々議論をしてきました。 

  小笠原村として今後をどう考えていくかというときに、今、一木委員のご質問の中にあり

ましたように、以前は年によってでっこみへっこみがありました、生徒数。ところが、今

の中学生ぐらいからはほとんど20名、それから現在は小学校に入るのは大体30名ぐらいを

下ることがございません。 

  子供は島の宝だという言い方を私自身もしますが、ここは皆さんも変わらないと思うんで

すね、同じ。将来を担う子供たちに、まさに投資をするということの重要性は異論のない

ところだと思います。しかしながら、この与えられている財政状況の中で、どういうふう

な優先順位をつけていくかということに尽きると思います。 

  どういう視点で村を考えていくかということは、先ほど申し上げましたように、高齢者福

祉も、また重要な問題でございます。それから、中間層のいろいろ抱えている問題も重要

でございます。議会の皆様とのご議論も重ねながらにはなりますけれども、やはり優先順

位をある程度しっかりめり張りをつけてやっていきたいと、私自身はこう思っていますし、

そういうような予算編成になっていければいいなというふうに思うところでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） ありがとうございます。 

  私も子育て世代の代表として、ここのような場所に立っておるわけですけれども、日々子

供の教育に関わっている中で、決して裕福ではない状況であっても、自分が我慢をして子

供には、無理をしてでも投資をしていこうという思いを強く持っております。 

  これは決して個人の話だけではなくて、昨年度とその前の年度も、ビデオ製作コンテスト

というものに、地域の子供を集めてチャレンジをして、その中で自分たちの予算を使い、

時間を使ってきました。大変でしたけれども、この小笠原の子供たちのために、みんなで

何とか頑張ってやろうよという気持ちで、親御さんたち、また企業の協賛なんかも得まし

てやることができて、結果も残せたわけなんですね。 

  その子供たちが身につけたものというのは、残した、本当にかけがえのないもので、子供

たちの財産になると思うんですよ。教育というのは費用対効果で語るものでは決してない

なというのを、常日頃感じております。無理してでもここはやるんだという、そういう部
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分が教育費にはあるのではないかと考えていますので、ぜひその辺のところを加味してい

ただいて、平成29年度の予算編成をしていただきたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） すみません。成果報告書の32ページをお願いできるでしょうか。私も

ちょっと聞くのを忘れてしまったので、またすみません、お聞きしたいと思います。 

  以前にも申し上げたんですが、避難路の誘導表示の設置というので、できるだけ早目にや

っていただけないかなと思っていたんですが、正式なきちんとしたものをつくるというの

は結構お金もかかるので、簡単ではないかもしれませんが、くいを打って、ここに今階段

があるとかという表示だけなら、簡単な方法でできるだろうと思うんです。 

  そういう対応を早目にやっていただけないかなというふうに思います。災害は、いつ来る

かわからないというのが現実なので、防災に関することについては早急に対応していただ

けないかなというふうに思います。 

  それから、今まだどこまでという話が出ているわけではないんですが、携帯電話が広域使

用、ある程度の山の上でも使うことができるように考えていったほうがいいのではないか

と思うんですが、これはまだ平成29年度の予算のときにもお願いしようとは思いますけれ

ども、今どの程度まで村のほうの情報としてお持ちなのか、お聞きできればと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） １点目の避難所への誘導の表示について、わかりやすいよう

なものを設置してほしいという話ですけれども、村のほうでも例えば福祉センターの前、

そこへの誘導表示も必要だということと、その他わかりづらいというところもありますの

で、順次これらについては整備してまいりたいと思っております。 

  また、携帯電話が通じるエリアを広げてほしいということですけれども、これは業者の方

で対応していることで、必要な事項については業者に要望していきたいと思っております。 

○委員長（稲垣 勇君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 今、母島ではソフトバンクとかａｕがいいとかという話もいろいろ出

ていますので、ぜひその辺については、業者のほうでも一生懸命頑張っていただいている

とは思うんですが、村からのアプローチもしていただければというふうに思います。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 
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  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 総括ということですので、二、三、お聞きします。 

  まず、今回の決算に当たっての監査委員の報告に関しては、各事業は滞りなく進んでいて、

ちゃんと執行されているということで、私は特に問題点はないと思います。 

  この中で、特に監査委員の指摘の中で大事なのは、税の徴収率が年々伸びていると、これ

は一番大事なことで、村民の皆様が不公平感を味わうことなく、税をきっちり納めるよう

に、この辺については今後とも留意されて、ますます徴収率を上げていただきたいと思い

ます。 

  それで、２点ばかりお聞きします。 

  ページ数は、難しい問題ではないので、それぞれ担当課長にお聞きします。 

  まず、シロアリについて。 

  母島の長浜、そして蝙蝠谷でシロアリが出て、当然、村でも緊急対策的に、防除工事を行

ってきました。そして、集落まで何とか行かないような感じでという部分で苦労されてい

ると思いますけれども、その駆除工事を含めた結果を含めて現状はどうですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 建設水道課長、篠田君。 

○建設水道課長（篠田千鶴男君） 杉田委員のご質問にお答えいたします。平成27年度という

ことで、回答させていただきます。 

  猪熊谷トンネルから北港、東港のエリアでは、５月から６月の午後６時ごろから８時、イ

エシロアリの羽アリが確認されております。シロアリ対策事業において、羽アリ調査や被

害調査を行い、巣や被害箇所の駆除処理を行っております。 

  今後も母島につきましては、根絶を目指して生息密度の低減に努めているところでござい

ます。 

  次に、蝙蝠谷から元地、静沢エリアでは、平成23年にイエシロアリの羽アリが初めて確認

されております。東京都と小笠原村による緊急対策を実施しまして、蝙蝠谷仮置き場内か

ら巣の摘出駆除を行っております。 

  平成27年度につきましては、羽アリが100匹前後の確認はされておったんですけれども、

今年度平成28年度の調査では、同じ時期、５月から６月にかけては１匹だけ確認されてお

ります。対策は東京都のご協力で、ある程度は進んでおるんですけれども、まだ羽アリが

確認されておりますので、今後も東京都に、継続して対策を行っていただくようにお願い

をしているところでございます。 
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  説明は以上です。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） このシロアリに関しては根絶を目指しているということではいいこと

ですけれども、なかなか難しいという部分があります。村民の皆さんの財産を守るという

意味でも根気よくやることと、それとやはり自己防衛も大事だと思います。 

  それぞれの自分の家に関しては、自己責任において防除工事を行っていくと、その部分に

おいては村の補助金も出ているわけですので、今どの程度進んでいるかわかりませんけれ

ども、父島のように、それぞれ各戸ができるだけ防除工事に取り組んでいけるように、ぜ

ひそういう啓蒙活動もあわせてしていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願

いします。 

  次に、宅地造成についてお聞きします。 

  執行部の努力によって、23区画のうち21区画が販売に至りました。そして、現在各所で実

際工事も始まっております。これによってやっと扇浦は第２集落的な様相を呈してきたか

なと思います。 

  残るは２区画でございますが、私がいつも指摘しているように、１区画は、なかなか向か

ないような部分もありますけれども、この残った２区画について、今後村として継続して

販売していくのか、それとも新たな攻防を考えているのか、まずその辺をお聞きします。 

○委員長（稲垣 勇君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 扇浦の分譲地につきましては、当初24区画からスタートし、第２

次募集におきまして23区画の販売という形で、ただいま杉田委員からご案内がございまし

たとおり、残り２区画にまで何とかこぎつけたというような状況ではございます。 

  ただ、残りの２区画のうち１区画は11月の募集において応募がございまして、今週末、抽

選をするという状況になってございます。ただもう一つ、既に契約をされていた方から解

除の申し出がございまして、また１つ新たに空きがでてしまったという状況になっており

ます。 

  ですから、今週末、抽選によって契約される方が決まれば、最終的には残り２区画という

ことで、同じ状況にはなるんですけれども、その区画につきましては、今年度内に買い戻

しを行って、また名義を村にする手続きをした上で、来年度再募集という形を考えている

ところでございます。 

  もう一つのものと含めてということで考えますと、分譲地として整備したものでございま
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すので、来年度、いま一度、あわせて募集をかけさせていただく予定でおります。 

  以上です。 

○委員長（稲垣 勇君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 貴重な村の資金ですので、なるべく早い回収を目指して、いろいろな

知恵を絞っていただきたいと思います。何だかんだ言っても21区画販売まで来ましたので、

そういう意味では執行部もよく頑張ったと私は思っております。今後ともよろしくお願い

いたします。 

  もう一つ、今回、母島の決算特別委員会の視察に行って感じたことですが、貴重な村の予

算をよく考えて編成する必要があるという意味から、指摘させていただきます。母島のテ

ニスコートですが、いろんな工事の取りかかりが１年近く遅れたという理由はあるんでし

ょうけれども、1,500万円ぐらいかけて一部改修をして、１年ちょっとぐらいで、また新た

に全面的にやり直したということですが、これは無駄だというふうに思わざるを得ません。

私がお願いしたいのは、この予算編成のときに、これから老朽化した施設が増えてくる中

で、どこまでメンテナンスをやるかというのは見極めが大事だと思います。 

  それによって、その次以降のメンテナンスにも大きく関わってきますので、技術系の職員

もいるわけですから、ちゃんと精査して適正なメンテナンスができるように、予算編成の

ときに考えていただいて、ロスがないような予算組みをしていただきたいと。せっかく税

の徴収もしっかりやっていってもらっているのに、こういう部分が一部分でもあると、大

きな予算減にもつながりますので、今後ともこの編成に関しては、決算の前に予算編成の

時点で改めて考えていただきたいと、こう思います。 

  村長もいろんな事業を見て大変だと思いますけれども、こういう大きなロスだけではなく

ても、たくさん出てくるとなると大きな金額になりますので、この辺を今後とも注意して、

留意して、執行していただきたいと思います。 

  何かありましたら。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 予算編成に対するヒアリングは、私も全てに立ち会って、その編成を

するようにしているんですが、今ご指摘のあったところは、私自身も大変、事後憤りを感

じたところでございまして、全く返す言葉もございません。 

  また、相対的には杉田委員ご指摘のとおり、本当にロスのないように、せっかく貴重な財

源を使ってやることですから、それを職員一同もよくそこはわかっておると思いますので、
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来年度の編成に関しても、これからのヒアリングを今まで以上にきめ細かくやっていくよ

うに心がけをしていきたいと、こう思っているところでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） 主要な施策の成果報告書というところで、９ページ、歳入財源別

決算額というところ、これも前年度村長にお答えしていただいた部分ですが、自主財源率

が特殊な事情で、小笠原はどのくらいを目指していくのかというのを質問させていただい

たんですが、大体30％を目指すということをおっしゃられて、今回を見ると27.1％という

ことで、非常にいい数字だなと一瞬思ったんですが、内容をよく見ると繰入金２億8,500万

円という形で、積立金を崩してここに算入させたということで、実際の数値からいくと

21％ぐらいの自主財源率なのかなという感じがしています。 

  特殊な事情がいろいろある中、ただ自主財源で何とか少しでも上げていくというのが、島

の、島民の誇りにもなっていくかと思うんで、今後この30％に向けて、どの辺を特にやっ

ていくのかというのを、村長にお伺いしたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 私が自主財源30％と言ったものとこの決算の数字は、これは、先ほど

財政課長も答弁しましたけれども、依存財源が入っているものもございますので、私の言

いました自主というのは、税収も含めまして自分たちの収入が、村から、皆さんから納め

ていただくそういうものが３割ぐらいになるというのが理想だと、少なくともそこを目指

すべきだということでございまして、この決算の数字で言いますと依存財源も入っており

ますので、今ご指摘がありましたように、この数字とは若干変わってくるわけですが、実

際には、やっぱり産業振興になろうかと思います。 

  しかしながら、昨年もお答えしたと思うんですが、私どものところだけではないんですね。

これは離島、僻地、みんなどこも同じような悩みを抱えていて、だから自立という言葉を

使うには、ほど遠い財源状態なんですね。 

  今のご質問に照らし合わせて言いますと、やはり産業振興を図って経済の活性化を図り、

税収が少しでも上がるように、我々が努力をしていくということが本筋になっていくんだ

と思います。 

  やはり経済活動が盛んにならなければ、住民も増えませんし、住民が増えなければお子さ

んも増えませんしということで、村はどんどん衰退をしていくわけですから、そういう隆
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盛する方向に村が向かっていくような施策を打っていきたいと、このように思っていると

ころでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） はい。すみません。成果報告書の10ページに、プレミアム商品券の事

業とか、いろいろされましたが、このときに村民が不公平感を持ったということがありま

した。というのは、業者の方がたくさん買ってしまって、取り替えに行ったらもうなかっ

た、取り替えられなかったということがあったようです。 

  そういったサービスという部分では、その辺のこともきちんと把握して、何か対策してい

かないと、いろんなところでそういう問題が出てくるのかと思います。 

  ページは全然関係なく、補助を出している団体にも、自主財源確保ということに対して、

もう少し自分たちで頑張るということも含めて、何か推進させていったらいいのかなとい

うふうに思います。やはり全て補助金ということではなくて、そういった自分たちでお金

を生むという何らかの方法も考えて、みんな知恵を出して考えていただきたいなというの

もあります。その辺も、もう少し何か進めていただければいいかなというふうに思います。 

  その辺については、村長もどう考えられるか、ちょっとお聞きしたいなと。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 先ほど清水委員のご質問にあった自主財源のことと同じような考え方

で、自立ということの観点からいいますと、やはり住民意識が変わってくれないと、これ

は変わらないと思うんですよ。 

  今回の議会の中でもいろいろ出ましたけれども、行政にいろんなことを求めるというのは、

住民として、それは決しておかしいことではないとは思いますけれども、今言ったように、

団体でも何でも自主財源、自分たちでもどれだけのことができるのか、そして努力をした

けれども追いつかないから、その部分は公的に何とかならないのかというような形の、行

政に対する要望でないと、これから先、村の自立というのは大変難しくなっていくと思い

ますので、その辺どんな形で、今のご質問に対する要請を各団体にしたりとかというのは

あれですけれども、全体的には住民意識を変えていくような、自立意識を持っていただく

ような方策ということをこれからも考えていきたいと、こう思っています。 

○委員長（稲垣 勇君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） その辺も、本当に考えていかなければいけないのではないかというふ
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うに思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  それから、すみませんが、同じ成果報告書の49ページから50ページですが、農業振興事業

費というのがあるんですが、それの50ページに青年就農給付金というのがあるんですが、

一番上です。45歳未満では150万円の給付を行うということで、これは農林水産省の所管事

業ということですが、45歳を過ぎた人が就農するときに、これは当然対象外になると思う

んです。 

  ただ、農業をやりたい、やっていてもいわゆる就農者の住宅、この確保がなくて困ってい

るという方も実はいるということなので、その辺について、きちんと伴っていかないと農

業者は増えないのかなということも、危惧するところでもあるので、その辺については今

後どう対応されるのか、お聞きしたいと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 就農される方の住宅については、従来から課題となっている

ところでございます。東京都のほうで振興開発事業のメニューの中には、営農者住宅のメ

ニューはあるにはあります。平成30年度までの振興計画の中にも、項目としては一応入っ

てはあります。 

  今後、支庁と調整はしていくんですが、それが本当に現実的に就農住宅を建設できるかど

うかは、村と東京都、もちろん農協関係も入って調整はしていかなければいけないんです

が、それは平成30年度に向けてちょっと検討していきたいなと思います。 

○委員長（稲垣 勇君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 若い人というか、営農している方、これからつく方もいるのかもしれ

ませんけれども、とりあえず今、実際についていらっしゃる方の話をきちんと聞いていた

だけないかなというふうに思います。その中で対策をきちんととっていただければという

ふうにお願いしておきたいと思います。 

  それから、その50ページの下の有害鳥獣対策事業というのがあるんですが、２番です。昨

年度、125頭の目標で51頭という実績はかなり少ない数字ではないかと思うんですが、これ

は何か要因というのがあるんですか。 

○委員長（稲垣 勇君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 確かに平成26年度が97頭で、平成27年度が51頭ということで、

野ヤギの数はだんだん減ってきているというのは確かだと思っております。ただ、平成28

年度になるんですが、島内を歩かれても、ヤギの声が聞こえたりとか、ヤギのにおいがし
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たりとか、また徐々に増えつつあるんですね。 

  東京都が、平成28年度当初から、父島の南部地区を中心に野ヤギを駆除する予定だったん

ですが、11月からということになりまして、その辺の駆除ができていないというところも

ありまして、また増えつつある状態です。 

○委員長（稲垣 勇君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） この対策で一番困っているのは、ハンターというか、銃器を扱う人が

非常に少なくなっているという問題があるんだと思うんですが、それ以外にもわな猟でと

いうことがありますけれども、わな猟では、これを見ても実績は８頭ということで、かな

り少ない数になるかなと思います。 

  この辺については、一部の方は150年以上生きているんだから、やはり必要なのではない

かという方もいますけれども、千尋、今ハートロックとか言いますが、あっちのほうをず

っと見ていくと、赤土が出て、ヤギに表面を崩されていくという状態があります。それか

らタコの葉を大分食べるので、そういった問題もいろいろあります。 

  やはり外来種駆除という方法でしか対応できないのだと思いますので、その辺は東京都と

話し合いをされて、きちんとした対応をしていただきたいなというふうに思います。 

  それと、次です。申し訳ないですが、もう一点お願いしたいと思います。 

  72ページの、国民健康保険の特別会計ですが、国民健康保険の事務の広域化が検討されて

いるということで、これは前から話があったかなと思うんですが、今後結論というか、そ

の辺の話はいつごろに目標を立てていらっしゃるのか教えていただきたい。 

○委員長（稲垣 勇君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 東京都の動きの中では、平成30年度を目指すというところで進ん

でいるところでございます。今般もそれに向け、担当説明会、課長会も、課長会にはなか

なか出席できないんですが、今般も担当が上京して、その研修、説明会を受けているとこ

ろでございます。 

○委員長（稲垣 勇君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） そうですね。なかなか難しいことがいろいろ起きてきますので、やは

り広域化については推進していただけたら本当はいいのかなというふうに思います。 

  こういった問題が、結構出てくるだろうと思いますので、特に昨日も村長がおっしゃって

いましたけれども、団塊の世代が急速に増えていくという中では、やはりきちんとした対

応をとらなければいけない。 
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  ただ、そういう人間が増えるのに、職員は増やせないとか、いろんな問題も出てくるので、

何とかその辺は対応するためにということで、検討してもらえればなというふうに思いま

す。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） 質疑がもうないようですので、これをもって平成27年度各会計歳入

歳出についての質疑を終了します。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 異議なしと認めます。 

  よって、平成27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（稲垣 勇君） 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。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） 反対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。 

  清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） 意見の開陳。 

  審査をしてまいりました平成27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。 

  初めに、お２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、感謝申し

上げます。 

  平成27年度決算の歳入では、村税収入は平成26年度と比べて若干減少しているものの、高

レベルで推移していた徴収率は更にアップし、徴税努力が成果に表れています。 

  また、実質公債費比率も、これまでの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。 

  歳出では、沖村浄水場改良工事、大神宮線の道路改修工事や中ノ平農業団地鉄骨ハウス被

覆張替工事など、老朽化した設備の更新、また村民から要望があった奥村運動場更衣室棟

新築工事などを計画的に取り組み、結果を出していることを評価いたします。 
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  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。 

  ２日間にわたる本委員会の審査の中で、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等がありました。 

  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たいと思います。 

  ありがとうございます。 

○委員長（稲垣 勇君） ほかにありませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（稲垣 勇君） 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（稲垣 勇君） 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27年度小笠原村各会計歳入歳

出決算９件の認定については、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（稲垣 勇君） 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27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（稲垣 勇君） 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。 

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

◎委員会報告書 

○委員長（稲垣 勇君） 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。これにご異議ありませんか。 



－４９－ 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 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（稲垣 勇君） 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27年度小笠原村各会計歳入歳出決算につきましては、本決算特別委員会におきまして

認定をいただきました。 

  委員会の質疑の中でいただいたさまざまなご意見、また認定に当たって付されたご意見を

念頭におきながら、私を筆頭として執行部一同、これからも予算の執行に努めてまいりた

いと、このように思っております。 

  ご認定をいただきまして、まことにありがとうございました。 

○委員長（稲垣 勇君） 村長の発言は終わりました。 

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

◎閉会の宣告 

○委員長（稲垣 勇君） 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、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（稲垣 勇君） 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、審査にご協力いただきましてありがとうございました。 

  以上をもって、平成27年度決算特別委員会を閉会します。 

  ご苦労さまでした。 

（午前９時５４分） 

 


