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小笠原村告示第１３号 

 

 平成２７年第４回小笠原村議会定例会を下記のとおり招集する。 

 

  平成２７年１１月２４日 

 

                       小笠原村長  森  下  一  男 

 

記 

 

  １、期  日  平成２７年１２月９日 

 

  ２、場  所  小笠原村議会議事堂 
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○ 応 招 ・ 不 応 招 議 員  

 

応招議員（８名） 

      １番  清 水 良 一 君   ２番  安 藤 重 行 君 

      ３番  一 木 重 夫 君   ４番  鯰 江   満 君 

      ５番  杉 田 一 男 君   ６番  稲 垣   勇 君 

      ７番  佐々木 幸 美 君   ８番  池 田   望 君 

 

不応招議員（なし） 
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平 成 ２ ７ 年 第 ４ 回 小 笠 原 村 議 会 定 例 会 会 議 録  

 

議 事 日 程 （第１号） 

                    平成２７年１２月９日（水曜日）午前１０時開会 

 

第 １ 議案第５５号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

           （案） 

第 ２ 議案第５６号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案） 

第 ３ 議案第５７号 小笠原村村税条例等の一部を改正する条例（案） 

第 ４ 議案第５８号 小笠原村農業委員会の委員定数条例（案） 

第 ５ 議案第５９号 平成２７年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）（案） 

第 ６ 議案第６０号 平成２７年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

           （案） 

第 ７ 議案第６１号 平成２７年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

           （案） 

第 ８ 議案第６２号 平成２７年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算 

           （第２号）（案） 

第 ９ 議案第６３号 平成２７年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第２号）（案） 

第１０ 議案第６４号 財産の取得（歯科用パノラマ・断層撮影Ｘ線装置）について（案） 
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出席議員（８名） 

      １番  清 水 良 一 君   ２番  安 藤 重 行 君 

      ３番  一 木 重 夫 君   ４番  鯰 江   満 君 

      ５番  杉 田 一 男 君   ６番  稲 垣   勇 君 

      ７番  佐々木 幸 美 君   ８番  池 田   望 君 

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

欠席議員（なし） 

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

出席説明員 

村 長 森 下 一 男 君 副 村 長 渋 谷 正 昭 君 

教 育 長 松 本   隆 君 
総 務 課 長 
事 務 取 扱 

渋 谷 正 昭 君 

総務課副参事 鈴 木 敏 之 君 
総 務 課 
企画政策室長 樋 口   博 君 

財 政 課 長 江 尻 康 弘 君 村 民 課 長 村 井 達 人 君 

医 療 課 長 佐々木 英 樹 君 産業観光課長 牛 島 康 博 君 

環 境 課 長 深 谷 雪 雄 君 建設水道課長 篠 田 千鶴男 君 

母 島 支 所 長 湯 村 義 夫 君 出 納 課 長 菊 池 元 弘 君 

教 育 課 長 大 津   源 君   

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

欠席説明員（なし） 

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

事務局職員出席者 

事 務 局 長 セーボレー 孝 君 書 記 菊 池 ひろみ 君 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（池田 望君） おはようございます。 

  ただいまから平成27年第４回小笠原村議会定例会を開会します。 

  これより本日の会議を開きます。 

（午前１０時） 

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

◎会議時間の延長 

○議長（池田 望君） この際、あらかじめ会議時間の延長をしておきます。 

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

◎会議録署名議員の指名 

○議長（池田 望君） まず、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、１番、清水良一君及び７番、佐々木

幸美君を指名します。 

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

◎諸般の報告 

○議長（池田 望君） 次に、事務局長より諸般の報告をさせます。 

○事務局長（セーボレー孝君） ご報告いたします。 

  村長より、平成27年11月24日付、小笠原村告示第13号をもって、本定例会の招集通知があ

り、12月１日付で議案９件、12月２日付で議案１件の送付がありました。 

  次に、教育長より11月24日付、村長より11月25日付で、議会説明員出席者の通知がありま

した。 

  次に、議長、池田 望君の出張等についてご報告します。 

  ９月28日、村長とともに「小笠原を応援する会」設立懇談会に出席しました。 

  10月15日から16日にかけまして、都町村議会議長会主催の「先進町村視察」で石川県川北

町を訪問しました。 

  10月19日、村長、議員７名とともに、東京都の佐野建設局長に「都道行文線未整備区間の

整備再開を求める意見書」を、また武市港湾局長に「母島沖港の静穏度向上のための防波

堤整備に関する要望書」を提出しました。 

  同日、議員７名とともに、川井都議会議長、小磯都議会副議長へ挨拶に参りました。 
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  10月20日、議員７名とともに、国土交通省本東国土政策局長、舘大臣官房審議官、中島特

別地域振興官へ挨拶に参りました。 

  同日、議員７名とともに、丸川珠代参議院議員、中川雅治参議院議員、山口那津男公明党

代表、佐藤正久参議院議員へ挨拶に参りました。 

  同日、議員７名とともに、佐藤雄二海上保安庁長官に小笠原海上保安体制の充実・強化を

要望してまいりました。 

  10月21日、議員７名とともに、金子恭之衆議院議員、松原仁衆議院議員、小野寺五典衆議

院議員、石原宏高衆議院議員へ挨拶に参りました。 

  10月22日、村長、佐々木元議長とともに、舛添要一東京都知事へ航空路の早期開設、都道

行文線未整備区間の整備再開、母島沖港の静穏度向上のための防波堤整備等について要望

を行ってまいりました。 

  10月22日から23日にかけまして、議員７名とともに、友好都市「南アルプス市」の金丸市

長、清水議長を表敬訪問し、国立公園関連施設、児童福祉関連施設を視察してまいりまし

た。 

  次に、小笠原村監査委員、稲垣直彦君及び鯰江 満君より、10月25日付、11月30日付で、

例月出納検査の報告がありました。 

  以上でございます。 

○議長（池田 望君） 事務局長の報告は終わりました。 

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

◎副村長、教育長挨拶 

○議長（池田 望君） 次に、新たに就任されました副村長及び教育長からご挨拶をいただき

たいと思います。 

  初めに、副村長、渋谷正昭君、お願いいたします。 

  副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 前議会におきまして、村議会の皆さんにご同意いただきまして、９

月26日より副村長に就任いたしました渋谷でございます。改めてよろしくお願いいたしま

す。 

  私は、副村長になりまして、ごくごく当たり前ではございますが、村長を支える補佐役と

しての仕事を全うしてまいりたいと考えております。 

  この仕事、役割としては、まず村長と職員との間に立ち、それぞれの立場を理解しながら



－７－ 

村長に進言をし、また職員には助言をするということが大きな役割だと思っております。

さらには、議員の皆様や村民の皆様からのご提案、ご意見をよく吟味し、それらを村政に

反映するよう調整をしていくという役割があるかと思っております。 

  さらには、村長が、国や東京都との交渉事で長期間不在になることが多くあります。その

ようなときには、時として災害対応であったり、または緊急の課題に対しての判断、指示

を求められるというのも私の役割だと思っております。 

  これらの役場の職員のときとは違った責任、そしてこれらの仕事、役割をしっかりと全う

したいというふうに考えております。 

  どうぞ皆様の、これからもご指導、ご鞭撻をよろしくお願いいたします。 

○議長（池田 望君） ありがとうございました。 

  次に、松本教育長、よろしくお願いします。 

○教育長（松本 隆君） 先般の議会でご同意いただきまして、９月26日に教育長を拝命いた

しました松本 隆でございます。 

  この職を遂行するに当たり、小笠原教育ビジョンの具現化が私の重要な任務と受けとめ、

力を尽くす覚悟でございます。そして、教育に対する村民の皆様のニーズをしっかり把握

し、スピーディーな対応を大切にしてまいります。 

  教育委員会の運営に当たりましては、多様なご意見、識見をお持ちの教育委員のご意見を

取りまとめ、小笠原村の教育に反映させてまいります。 

  これからの学校教育は、質の高い教育力を発揮し、子供の生き抜く力を育むとともに、学

びの成果としてどのような力が身についたか、何ができるようになったかという視点がこ

れまで以上に重視されます。わかった、できた、これを実感できる授業で、基礎、基本を

確実に身につけ、なりたい自分をデザインするキャリア教育を推進してまいります。 

  小笠原教育ビジョンの具現化を進め、小笠原村立の学校において質の高い教育が進められ

るよう、全力で取り組んでまいります。どうぞ皆様のお力添えをお願いいたします。 

○議長（池田 望君） ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。 

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

◎会期の決定 

○議長（池田 望君） 次に、会期についてお諮りします。 

  本定例会の会期は、本日12月９日から12月10日までの２日間としたいと思います。これに

ご異義ありませんか。 
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（「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、本定例会の会期は、本日12月９日から12月10日まで

の２日間と決定いたしました。 

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

◎一般質問 

○議長（池田 望君） これより一般質問に入ります。 

  質問のある議員は、順次挙手をしてください。 

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

◇ 佐々木 幸 美 君 

○議長（池田 望君） 佐々木幸美君。 

○７番（佐々木幸美君） おはようございます。 

  まず、件名として出してあるのが、先々月の10月22日に舛添都知事との会談が実現いたし

まして、その対応ということで、今回、お伺いしたいと思います。 

  10月22日には、都庁知事室におきまして舛添都知事と会談する時間を設けていただき、当

面の課題とする３点について、知事とじかに要望をすることができました。私も同席した

機会をいただき、知事の対応について、小笠原に向ける気持ちを少しでも酌むことができ

ました。 

  今回は、特に、総務局、建設局、そして港湾局の担当の課長が同席をいたしまして、知事

との対応、やりとりをつぶさにメモしていたことが感じられました。特に村長は、あと半

世紀、50周年を迎える航空路へ向ける気持ちをこの場で述べたいという強い気持ちが今回

の知事との会談に見えてきたと思います。 

  航空路問題、そして父島のかねてからの問題であります防災道路、そして新たに母島・沖

港の整備について、それぞれ知事との意見を交換し、よりよい方向が見出せるようにと思

いましたが、全般的に村長はどのように受けとめておいたか伺いたいと思います。 

  先ほど述べましたように、特に村長が力を注いでおられますこの50周年を契機に、航空路

に少しでも光を見出せるような取り組みを国、また都知事に申し述べていることは非常に

力強いと思っております。 

  各部局との今後の対応について、22日以後、どのような経緯がありましたのかお伺いした

いと思います。 

  また、防災避難道路、これは池田議長のほうから都知事とじかにお話しいたしまして、建
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設課長も同席いたしました。また、港湾整備につきましては計画課長も同席しておりまし

たし、このような経緯を22日以後、各部局はどのような対応をなされてきたのか。また、

村長は、なかなか会う機会がなかった都知事との20分から25分間の貴重な時間の中で、ど

のように受けとめておられましたのかお伺いしたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 佐々木議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  議員ご指摘の去る10月22日、佐々木議員、池田議長とともに舛添都知事に面会し、航空路、

避難道路、母島・沖港の消波堤についての要望をいたしました。短い時間ではございまし

たが、予定されている時間をオーバーするなど、大変和やかな雰囲気の中で知事と会見が

できたと、このように思っております。 

  知事からは、３つの要望事項に対し、大変真摯に受けとめられ、前向きな発言をいただい

たと、このように思っております。 

  議員ご指摘のとおり、事務方も後ろに控えておりまして、私どもと舛添知事とのやりとり

をつぶさにメモをしておりました。 

  そのような中、まず１点目の航空路についてでございますが、私から、３年後の復帰50周

年には東京都の航空路に対する一定の方向性を打ち出していただくようお願いをいたしま

した。知事からは、「環境面のこと、また就航機材や運航収支などの懸案事項はあるもの

の、都として熱心に検討を進めていきたい」旨の発言をいただいたところでございます。 

  その後、東京都からは、今後の具体的な動きについて特段の連絡をいただいてはいない状

況ですが、知事や担当部局には、村の思いや考え方は受けとめていただいたと感じており

ます。具体的に、国、東京都、連携して動いている状況もございますので、いましばらく

は東京都の動向を見守っていきたいと考えているところでございます。 

  ２点目の防災道路については、池田議長から知事に対して説明をしていただきました。知

事には事前に建設局からも説明があったようで、知事は行文線と表現をされて、「予算措

置など都議会の合意が必要となる。できるだけ早く整理をしていきたい。村のほうからも

都議会への働きかけもお願いします」という旨の発言をいただきました。 

  担当部局では今後の対応について検討中であり、村としても整備再開が進むよう、連携、

協力をしてまいります。 

  ３点目の母島・沖港の消波堤についてございますが、知事に対しましては、佐々木前議長
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に説明をしていただきました。この要望事項につきましては、今まで佐々木前議長が港湾

局に対し精力的に、また丁寧に状況を説明していただいていたおかげもあり、知事からは、

「国との調整は必要だが、規模や予算などの材料を整理し、都としても前向きに検討して

いく」旨の発言をいただきました。 

  その後、港湾局からは、実施に向け検討を始める予定である旨、ご連絡をいただいている

ところでございます。 

  相対的に、ちょうど10月15日に、東京都の硫黄島への戦後70年の墓参がありまして、硫黄

島に行って、帰ってこられた後でございましたので、硫黄島のお話で、小笠原の抱えてい

る国境離島としての悩み等々についてもいろいろお話ができたということは大変よかった

と思っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（池田 望君） 佐々木幸美君。 

○７番（佐々木幸美君） それでは１つずつ、３点の中、お伺いしたいと思うんですけれども、

これは事務局でも結構でございます。 

  総務局の方も同席していただいて、この航空路問題については、いろんな新聞でも取り出

されておりますけれども、まず、もう言うに語るべき問題じゃないんですけれども、１点

に、まず絞るということがされていない中で、いろいろな形で今度出てきますと、今、や

はり施策ということがメーンになっているんですけれども、この辺に対する総務局からの

問い合わせとか、まず協議会の再開については何らか、この都知事の会談後に村へ問い合

わせがあったかどうか、その辺のところをお伺いしたいと思います。 

○議長（池田 望君） 総務課企画政策室長、樋口君。 

○総務課企画政策室長（樋口 博君） 議員ご指摘の協議会の開催であったり、直接的な連絡

はまだ来ていないところでございます。 

  ただ、知事面会のほかにも村長のほうから３案を１案に絞り、その延長線上で協議会を早

く再開していただく旨は申し入れをしておりますので、今は多分、担当課としては、その

調整をなさっているんだろうなというふうに感じてはおりますが、具体的な連絡はまだ来

ていない状況でございます。 

○議長（池田 望君） 佐々木幸美君。 

○７番（佐々木幸美君） せっかく知事とのこういう会談が、忙しい中いただき、また担当の

課長も来られているという中で、何か部局ですね、総務局に、実際にこの話がどれぐらい
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伝わっているのか、いつも不思議に思うわけですよね。３点がいつまで残っていますと、

最近でもいろんな報道がなされていますけれども、逆に、変なほうに動いていくという方

向も出てくると思うんですよね。いきなり1,200メートルとか何百メートルという問題がそ

こへ出てきますと、それ以前に、またこの問題が変な方向に行くんじゃないかというよう

な懸念がされますので、ぜひ、まず航空連絡協議会をいち早く開いていただきたいと。 

  先ほど村長が述べられたように、私も同席させていただいたんですけれども、機種はどう

だろうという話がありまして、やはり航空路の飛行場の長さに非常に気を使っているんじ

ゃないかということがあれで、村長も、今度九州のほうにできるところへ視察に行ってみ

たいという話もしておりましたし、やはり飛行場の長さということになると、やはり八丈

経由とか、いろんな方向も考えられるんですけれども、それ以前に、何とかこの連絡協議

会をいち早く開いてもらって、その辺のところを早く決定していただきたいと思うんです

けれども、これは村長に聞いて終わりにしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 議員のおっしゃるとおりだと思います。 

  前もお話をさせていただきましたが、協議会の中で語られるものというのが一つの方向性、

結論に導く方向性を出すということになりますので、そこに至る経緯の中の事務方同士の

練り込みというものをきちっとやっていただいて協議会をということをベースにしており

まして、今、国のお知恵もかりながら、実際には事務局が具体的なことの課題解決のため、

またはそういうことをやっておりますので、その作業をとにかく急いでいただき、１日も

早く航空路協議会を開いていただきたいと、このように思っております。 

  懸念されることは、たまたま８日の日ですか、フジテレビでニュースが流れますと、議員

がご懸念されているように、1,200とか、いろんな数字がぱっと走ってしまって、いろいろ

なことを、憶測を呼びかねないということもございますので、一日も早く公的な中からき

ちっとした案というものを出していただくようにこれからも頑張ってまいりますので、ど

うぞよろしくお願いします。 

○議長（池田 望君） 佐々木幸美君。 

○７番（佐々木幸美君） やはり、いろいろな人から航空路問題を聞くと、やっぱりどこかを、

私もそうですけれども、どこかを犠牲にしないとなかなか航空路というのはできないと思

うんですよね。全て100％オーケーということはあり得ないと思うんですよね。ですから、

その辺のところもよく、今後の課題として、早目に協議会を開いていただいて、こういう
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問題があるんだということをその場で述べていただきたいと思います。 

  続きまして、避難道路でございます。 

  これ、池田議長から知事にじかにお話がありまして、知事も東京都内部の問題がかなり大

きいので、これについては、非常に私は前向きに、すぐにでも取りかかってくれるんじゃ

ないかというような感じを受け取りました。 

  それで、実際に建設局のほうから、今までのいろんなしこりもありますけれども、知事の

会談以降、どのような変化があったのか、それと、今後どのような経緯で進めていくのか、

その辺のところを事務方のほうにお聞きしたい。 

○議長（池田 望君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 先ほど副村長の挨拶をしましたが、しばらく総務課長事務取扱とい

うことで、総務課長の仕事としてこの防災道路については、まずは村民の合意形成という

ことが図られ、その結果が、知事にお会いする直前に建設局長宛てに村としては要望書を

提出いたしました。 

  ９月、10月、11月と過ぎての数カ月でございますので、今回も確認は今しているところで

すが、どのように進めていくかということの検討をされていると。そういう中には、要望

書にも逆に村からも入れましたが、過去の経緯から村としてもきちっと連携をしていくと

いうことで、今のところ、この場で特別にこういう動きがありましたという報告はできな

いんですけれども、実際にもう受けとめていただいたということは事実でございますので、

これからは事業化に向けた連携を図っていきたいというふうに思っております。 

○議長（池田 望君） 佐々木幸美君。 

○７番（佐々木幸美君） これについては、また総務委員会でも細かく取り上げられると思う

ので、これについてはとりあえず終わりにしたいと思います。 

  続きまして、３点目の沖港の消波堤ブロック整備ということで、知事からも前議長と言わ

れて、私も港湾局の課長も来られて言いましたし、前回も母島に来られたときに、局長に

も、それから部長にも全部場所も見ましたし、こっちの小笠原支庁の港湾局のほうにもこ

の話は進めてまいったんですけれども、これから、やはり父島は港がすごく立派で、全国

にもないようなすばらしい港なんですけれども、やはり誰も感じる母島におきまして、今

後、やはり観光もそうですけれども、住民の安心安全という点から、冬場の時期、また台

風時期に対する、中に波が入る、うねりが出るということで、これはもう船の出入り、非

常に重要になっているんですけれども、今回、岸壁も20メートル延長になりました。 
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  それで延長になっても中の波が、これは変わるわけではありませんので、やはりこれから

50年、100年という、ちょっと大きな話になるんですけれども、先を見据えた場合に、ぜひ、

もう一つだけ東側の岸壁を延ばしていただければ、今後全てに、全てでもあれですけれど

も、非常に当面の安心が守られる、また津波に対するそういうおそれも多少なくなるんじ

ゃないかと思うんですけれども、この点について、港湾局の見解が出ていましたらよろし

くお願いします。 

○議長（池田 望君） 総務課企画政策室長、樋口君。 

○総務課企画政策室長（樋口 博君） 今ご指摘の港湾局の見解というのは具体的には伝わっ

てきていないんですが、知事発言にもございましたとおり、都として非常に前向きに検討

していくという背景の中では、行政的に、一般的に捉えれば、要望に対して、１年通して、

特に冬の波の状況がどうなっているか、それをまず、多分、確認されると思います。その

上で、どこにどういった形の消波堤なら消波堤をつくったらいいかという検討をされるは

ずです。それが取りまとめられましたら、次に具体的な設計に入り、着工に結びついてい

くというように考えられますので、恐らく東京都も、今知事の指示のもと、そういった検

討をなさっているんだろうと思っているところでございます。 

○議長（池田 望君） 佐々木幸美君。 

○７番（佐々木幸美君） ３点について、私も同席させていただいた感じの中で、非常に知事

もお忙しい中、先ほど村長も述べられましたけれども、時間をオーバーして小笠原のこと

をよく聞いてくれましたし、50周年についても、取り組みについても、今度、オリンピッ

クの問題とか、それから皇族を迎える問題についても、その場でちょっとざっくばらんに

述べられたので、非常にいい時間がとれたと思うので、これをこのままにしないで、この

ようなことがあった事実を各部局にしっかりと伝えていただいて、知事とのコンセンサス

をぜひとるようにお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

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

◇ 清 水 良 一 君 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） おはようございます。よろしくお願いします。 

  一般質問として、今回、３点ご質問したいと思っております。 

  第１には、小笠原村としての地球温暖化対策について、２番目には、扇浦浄水場跡地利用
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について、３番目には、返還50周年に向けての世界への発信についてということの３点を

質問したいと思います。 

  さて、第１番目の小笠原村としての地球温暖化対策についてということで、当村において、

非常に気候変動による影響というのは大きい中、この12月も観測史上最も高い日が12月３

日にあったというようなうわさも聞いております。また、今年については、かなり台風の

影響を受けるようなことがあり、一方、国の方針として、12月１日にフランスで開幕した

ＣＯＰ21で、安倍総理は、「温室効果ガス削減に技術と目標をもって貢献する」と演説さ

れたそうですが、小笠原にとっても地球温暖化は、台風の巨大化、水位の上昇、直接生活

に影響を及ぼす大きな問題だと思います。 

  世界遺産として世界から注目を受ける当村において積極的に温暖化対策に取り組み、日本

や世界の規範になっていく必要を感じます。このことについて村長に所信をお伺いしたい

と思います。第１点です。 

  第２点といたしまして、扇浦浄水場跡地利用についてということで、このことについて、

現在２回の村民説明会、それから村民だよりによる細かな広報により、いろいろなことが

わかってきました。このことについては、執行部の方たちに感謝をいたします。 

  この内容について、地下に調整池、地上に園地を整備するということは理解できてきたん

ですが、せっかく、かなり大きな工事になっていくんではないかと思いますが、村が持っ

ている土地だけでも約3,000平米、恐らくそのほかの土地をまぜれば4,000平米ぐらいの大

きな土地の活用にかかってくるんではないかと思います。 

  できれば、島民にとってより楽しく、うれしく、観光客にとっても魅力的な場所にしてい

くことが小笠原の発展に寄与するものだと思います。それには、ただ園地という位置づけ

ではなく、コンセプトを持ったビーチや文化財も含めた形での公園の整備ということが重

要ではないかと考えております。このことについて村長の所信を伺いたいと思います。 

  第３点目としましては、返還50周年に向けての世界への発信についてということで、昨今、

国境離島という言葉が当村においても頻繁に使われるようになってきました。非常に緊迫

したような印象を受けるこの言葉ですが、国境の向こうとのつき合いというのがほとんど

現在されていないように感じるのは私だけなのでしょうか。 

  第２次大戦の反省からできたユネスコの指定した世界遺産である当村も近隣の国との相互

理解による友好関係を行っていくことが必要ではないかと、それが当村の宿命ではないか

と思われます。50周年を契機に、近隣諸国とのつき合いを深めていく方針はないか、この
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ことについても村長にお伺いしたいと思います。 

  あとは自席で対応したいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 清水議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  ３つのお尋ねをいただきました。 

  まず、地球温暖化対策でございますが、村の地球温暖化対策につきまして、基本的な考え

を述べさせていただきます。 

  ＣＯＰ21の安倍総理のスピーチで、「異常気象に伴う大雨や干ばつによる災害が世界各地

で頻発し、美しい島々が水没の危機にさらされている」という認識を述べられたと承知を

しております。さらに、世界遺産の価値である固有の生態系もまた、地球温暖化がこのま

ま進行してしまえば影響を受けることが懸念されます。このようなことから、当然、地球

温暖化という問題は当村にとって他人事ではありません。 

  政府としては、国際的に削減目標を約束する以上は国を挙げて温暖化対策を進めるという

ことでありますし、小笠原に関しても、国境離島としての重要性、世界遺産としての価値

も認められているわけですから、万一の影響が出るような事態は避けられるものと確信を

しております。 

  一方で、小笠原村の人口規模ですと、我々だけの努力で実際に減らせる排出量の絶対値と

いうものはどうしても小さなものとなってしまうわけでございますが、当事者意識を持っ

て、少しでも地球温暖化対策への意識を高めていくことが大変重要であると考えておりま

す。 

  議員ご提案のように、ほかの地域を牽引するような取り組みができれば、それは理想的な

ことだと思っておりますが、まずは、村民生活の基盤となる電力の安定供給に問題が生じ

ることのないよう、このことを基本として、島特有のコスト面の問題、系統への接続の制

約などの課題も認識しておく必要があると考えております。 

  村の具体的な取り組み方針については、６月の定例議会でもご説明しましたように、ポテ

ンシャルに恵まれた太陽光発電について、公共施設への導入を進めること、さらには蓄電

池と連系した導入方法を検討することとしており、これらの点については今年度も扇浦の

交流センターで進めております。 

  また、化石燃料の使用量を少しでも減らすということが当村で取り組めることの一つでご

ざいますので、発電所ですとか自動車等の燃料の使用を少しでも減らすために、村の職員
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は無論のこと、村民の皆様にもできる限り省エネについて意識を持って取り組んでいたけ

ればと考えているところでございます。小笠原には意識の高い方が多いというふうに思っ

ておりますので、それは可能なことだというふうに考えているところでございます。 

  続きまして、扇浦浄水場の跡の園地利用についてのご質問がございました。 

  扇浦浄水場の跡地利用につきましては、利用の検討範囲を浄水場の周辺域一帯とし、村で

計画をしております第２原水調整池やその調整池の地上部分を含めた周辺域の利用のあり

方について村民説明会等で説明をさせていただき、意見交換をさせていただきました。村

では、いただいたご意見等を参考にさせていただき、浄水場の跡地の利用の方向性として

園地を整備することを基本に、今後の検討を進めていくこととしたところでございます。 

  園地として整備する背景には、観光客も含め、扇浦地区の方々をはじめとする村民の方々

に憩いの場や遊びの場としてご利用いただくことが狙いとしてございます。 

  園地を具体的に申し上げますと、公園ということになろうかと存じます。また、利用検討

の範囲である園地を中心とした周辺域には、扇浦レストハウスやカヌー置き場のある海岸

のほか、東京都指定の旧跡である貞頼神社をはじめ、開拓の碑などの文化財や遊歩道など

が整備されており、村としては、この周辺域を一つの公園区域として捉え、整備すべきだ

ろうと考えているところでございます。 

  議員ご指摘のコンセプトを持った一つの公園区域としてどのように整備をしていくのか、

今後、さらなる検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

  ３点目に、返還50周年に向けての世界への発信というご質問がございました。 

  返還50周年に向けて、清水議員にもご参加をいただいております実行委員会で記念事業基

本構想が承認され、それに基づいた事業が、これから各専門部会を中心に構築されること

になります。そして、この基本構想の中に「小笠原の特異な歴史と文化を再認識し次世代

に継承する」ことが基本方針の一つにうたわれております。この「特異な歴史と文化」を

語るとき、小笠原では南の島々やアメリカなどとの関係は切り離せないものがあります。

そのような歴史をいま一度ひもときながら現在の小笠原の姿を見つめ、基本方針の３つ目

にある小笠原のすばらしさを村内外に発信することは意義のあることだと感じております。 

  戦前のような本土から小笠原を経由し、南洋の島々に渡る航路はありませんので、直接的

な交流は薄れておりますが、返還40周年の際には、パラオやハワイの皆様と文化交流をし

たこともございます。ぜひ、返還50周年という機会を捉え、周辺との交流も含め、小笠原

の歴史・文化や小笠原のすばらしさを発信できる事業を村民の皆さんで考え、実施できれ
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ばと思っているところでございます。身の丈を忘れることないよう、小笠原のすばらしさ

が皆さんに伝わっていくようなことが構築できればと思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） 大変夢のあるご答弁いただきましてありがとうございます。 

  まず第１点の地球温暖化について、若干質問させていただきたいと思います。 

  この地球温暖化対策についてとれる施策として、自然エネルギーを導入すること、そして

また、省エネでできるだけ使わない生活にシフトしていく、この２点だと思います。 

  まず第１点の自然エネルギーについて、系統連系の制約や他の島の例を聞く限り、かなり

改善される可能性があると聞いております。また、充電池をつけてオフグリッドの導入に

ついては今でも可能だと聞いております。 

  公共施設に加えて、津波対策も含めた形で、現在、あいている津波でも安全な民間の住宅

などにでも太陽光発電の施設が設置できるような仕組みをつくれないかということをまず

第１点にご質問したいと思います。 

○議長（池田 望君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） ご質問についてお答えします。 

  自然エネルギーの導入に関連して系統連系の制約の件と、あとは蓄電池も活用したオフグ

リッドの導入ということも含めてのご質問だったかと思いますが、まず、系統連系の上限

につきましては、現在の10％という数字に対して、正確な制限値を算出するための発電機

の試験を実施するということで、そちらは東京電力のほうで予定どおり進められていると

いうふうに聞いております。ただ、その分析に少し時間がかかるということで、そちらの

結果を待っているというのが現状です。 

  公共施設以外の民間も含めた導入ということになると、やはりそこの制限が一番のネック

ですので、その結果を踏まえて何ができるのかということは考えていきたいというふうに

は思っております。やはり、そこでもう一つネックは、どうしてもコストの面ということ

になりますので、やはり国とか都の補助金とか、そういったところにも情報をきちっとと

っていきたいなというふうには思っております。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） ありがとうございます。 

  その系統、10％ということで、今、東京電力のほうで試験が終わり次第、どのぐらい増え
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るのかということで、恐らくその試験は半年以内で結果が出てくるんではないかと思いま

す。 

  東京電力の資料で、発電設備の接続状況についてということで、島しょ部における再生可

能エネルギーのこの資料、今手元にあるんですが、ちょうど、大体この中で、伊豆諸島、

小笠原がこれに出ているんですが、神津島が大体2,500人ぐらいの人口で、同じぐらいなス

ケールだということを聞いているんですが、そんな中で、神津島が、今接続可能量が283キ

ロワットという。一方、父島については今14キロワットぐらい、実際問題もうちょっと増

えているんではないかと思いますが、もし神津島が、試験が終わってそれをやっているの

か、ちょっと確かではないんですが、かなり増えていくんではないかと思います。それに

対して準備もしていかなきゃいけないんではないかと思いますので、ぜひ、今後そういっ

た形になったときに、どんどん民間の方たちも導入できるような仕組みづくりを考えてい

ただけると助かります。 

  一方、もう一点、省エネのほうのことなんですが、今回のＣＯＰ21の日本の削減目標とい

うのが2013年度比に対して、2030年までに26％を削減するということになっているそうで

す。当村においても、目標を持ち、意識をして、削減に対して努力をしていくことが重要

ではないかなと考えます。 

  それには、やっぱり現時点の数値、村内の電気、ガス、ガソリン、それから身近なところ

では、村の施設での電気、ガス、ガソリンの数字を今現在、把握されているのか、今後の

取り組みについてもお伺いしたいと思います。 

○議長（池田 望君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） ただいまのご質問にお答えします。 

  村内の電気、ガス、ガソリンの消費量の推移について現在の把握している状況をご説明し

ますと、電気については、６月にも少しお話をした数字なんですけれども、10年とはまい

りませんけれども、平成21年度から６年分の推移が手元に控えられております。おおよそ、

その間に六、七％減っているというような分析もしております。 

  ガスについては、従前のご提案もありましたので確認をしましたところ、平成20年度から

のガスの販売量というものが入手できました。若干の増減がありつつ、例年20万キログラ

ム程度という数字です。ちょっとこちらの数字の分析というのはまだできておりません。 

  ガソリンについては、継続的な数字は把握できていないんですけれども、また民間の事業

者がかかわっているということもあって、どこまで把握できるかというのは、ちょっとこ
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れから確認をしたいと思います。 

  ご指摘のとおり、目標を定めるということに向けてもデータとしては重要と思いますので

確認をしたいと考えておりますが、やはり最初に村長申し上げたように、どうしても使用

量の分母が小さい分、いろんな少しのことですごく変動をするという部分もありますので、

そのあたりは少し冷静に分析をしたいなというふうには思っております。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） ありがとうございます。 

  分母が小さいということで、何かやれば何か結果が出てくるということで、どんどんチャ

レンジできることをチャレンジしていけるような方策でやっていきましょうということで

言葉返したいんですが、あと村の施設のほうの電気、ガス、ガソリンの使用量についての

数字は捉えているんでしょうか。 

○議長（池田 望君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） 村の施設での電気、ガソリン等の使用量については、現在整理中

の部分もありますけれども、把握は可能だと考えています。 

  ただ、どうしても業務の効率上の話との兼ね合いもありますので、そのデータをどういう

ふうに活用するかというところは関係課ともよく連携をして、検討していきたいというふ

うに思っています。 

  ただ、今、最後におっしゃっていただきましたように、具体的な今後の取り組みについて

は、地球温暖化対策に役立つような取り組みの情報について広報するとかいった形で、村

民の皆さんにもできるだけ普及啓発を図るというようなことは取り組んでいきたいという

ふうに思っております。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） ありがとうございます。 

  数字のほう、ぜひ今後もとっていただいて、意識を高めていただきたいと思います。 

  ちなみに、深谷課長のほうからこの庁舎の数値をいただきまして、かなり意識してこの５

年間ぐらい減らし続けているというのを見ました。本当にすばらしいなと思っております。

これやっぱり意識している方がいて、皆さんが意識するということがかなり省エネにつな

がっていくんだなというのを感じるので、この数字をとるということを今後ともよろしく

お願いしたいと思います。 

  先ほど言った当村での平成20年度から平成24年度の数字ということで、エネルギービジョ
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ンに、深谷課長が言われた五、六％くらいに落ちていると言っておられた中で、よく見る

と、これ平成22年から平成23年度のときに相当落としているんですね。それが大体５％ぐ

らい落ちているみたいなんですが、恐らく3.11で、島民の方たちも相当意識したんじゃな

いかと思います。やっぱりこの狭い島、限られた島なので、この島民の人たちの意識の高

さというのは、非常に大きいものだと思うんです。今後ともよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  地球温暖化については、じゃ、以上としたいと思います。 

  続きまして、扇浦浄水場の跡地について村長から夢のある答弁いただきまして、これから

ますます村民の方たちとすばらしいアイデアを提案していきたいなと思うんですが、村民

の意見を吸い上げ、形にしていく作業というのは非常に根気のいる仕事ではあると思いま

すが、今後ともぜひ継続していただきたいということをまず最初に言っておきます。 

  そして、実際、この予算について、たしかこの浄水場跡地を潰して埋めるところまでは何

となく予算がついているようなことを聞いていたと思うんですが、その後の公園にするに

はということになると、今どんな感じになっているのか、それからタイムスケジュール的

なもの、何回か聞かせてもらっているんですが、もう一度確認ということでお伺いしたい

と思います。 

○議長（池田 望君） 総務課企画政策室長、樋口君。 

○総務課企画政策室長（樋口 博君） まず１点目の予算に関することでございますが、先ほ

ど村長の答弁にもございましたように、これから周辺域一帯のコンセプトも検討しながら

あの一帯をどう位置づけていくか、その位置づけによっては、また予算の、例えば財源の

確保の方法であったり、そういったこともいろいろ変わってきます。まずは周辺域一帯を

どのようなコンセプトでどういう整備をするか、その上で事業費等を計算していくという

手順になろうかと思います。今の時点では、ちょっと予算のことについては全然まだ手を

つけていない状況でございます。 

  それから、タイムスケジュールでございますが、調整池のほうは、振興開発事業でもう既

に実施しております。それが平成30年度に竣工予定ということになりますので、ちょっと

担当課の建設水道課と手順のことで調整はしたんですが、やはり調整池の整備が終わらな

いと同時並行的にはちょっと園地等の整備は難しいということですので、竣工する平成30

年度に園地全体の設計をやり、調整池の完了を受けて、年度的には平成31年度ぐらいに着

工するというタイムスケジュールで今の段階では考えているところでございます。 
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○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） ありがとうございます。 

  何とか予算をつけて、すばらしいものを、村民の喜ぶ魅力ある場所にしていきたいと思い

ます。 

  扇浦浄水場跡地については、ここまでにしたいと思います。 

  続いて、返還50周年に向けての世界への発信ということで、最近の世界情勢を見るに当た

り、良好な状態とは言いがたい世界情勢ではあります中、硫黄島について述べるのは釈迦

に説法でございますが、一般村民の帰島のできない島を有している当村において、またユ

ネスコの世界遺産として、島民とともにもう一度、当村が発信し続けている平和都市宣言、

そして、今回、先輩議員のほうに配らせていただきましたユネスコ憲章、村長、副村長に

も配らせていただきましたが、このユネスコ憲章をもう一度心の中に刻み、世界中の人々

から平和を分かち合える未来が来ることを願いつつ、50周年をお祝いできたらと心から思

うものでございます。 

  こういったことを広めるには、やっぱり子供の力というのが非常に重要なんじゃないかな

と感じるんですが、そんな中で、ユネスコのことを調べている中で、ユネスコスクールと

いう仕組みがあるというのを聞きました。世界に発信する上で、非常にいい仕組みじゃな

いかなと感じたんですが、この辺の活動、今後の取り組みについてちょっとお聞きしたい

なと思います。 

○議長（池田 望君） 教育課長、大津君。 

○教育課長（大津 源君） ユネスコスクールと村立学校における取り組みについてご説明さ

せていただきます。 

  ユネスコスクールは、ユネスコ憲章に示されたユネスコの理念を実現するため、平和や国

際的な連携を実践する学校であります。日本においては、文部科学省及び日本ユネスコ国

内委員会がユネスコスクールをＥＳＤ、持続可能な開発のための教育の推進拠点として位

置づけております。小笠原村立学校においては、母島小学校が平成20年に、小笠原小学校

が平成21年にユネスコスクールに加盟しております。 

  取り組み内容としましては、それぞれの学校でＥＳＤ、持続可能な開発のための教育の視

点から、小笠原の自然、歴史、文化への理解を深め、郷土に対する誇りや愛着を育むよう、

地域教材を体験的に学習する教育活動を実践しており、平成26年度には、ユネスコスクー

ルのＥＳＤ大賞審査員特別賞を受賞したところです。 
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  今後も継続してこれらの教育活動を実践することで、小笠原の子供たちが、郷土小笠原へ

の誇りと愛着を育み、持続可能な社会の担い手となってくれることを願っております。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） ありがとうございます。 

  このユネスコスクール、島民の皆様にもぜひホームページをご覧になっていただいて、当

村の小学校が審査員特別賞を受けたというのが載っていますので、ぜひ見ていただけると

いいんじゃないかと思うんですが、ＥＳＤ、Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ｆｏｒ Ｓｕｓｔａｉ

ｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔですか、そういったような取り組みをされていると

いうことを聞き、心強くする部分です。 

  その中で、日本に今950以上、ユネスコスクールがあり、また世界では一万数千、ユネス

コスクールがあり、そういったところとの交流みたいなこともかなりやろうとしているん

ではないかと思うので、今後とも、やれることをぜひ率先してやっていただければ、平和

を発信する当村としては、非常にいい取り組みではないかと思います。 

  ユネスコ憲章についてもユネスコスクールのホームページにも出ているので、ぜひ島民の

皆さんたちにも見ていただきたいと思うんですが、私も今年初めてこのユネスコ憲章を読

む機会を得まして、改めて読ませてもらいました。本当に、戦後70年たって、やっぱりど

うしても平和に対してぼやけてきている部分もあるかと思うんですが、70年前に、本当に

平和になろうという意思のもとに、このユネスコができたなというのを強く感じます。50

周年、そういった部分で、そういったことを発信できる島にできたらと強く思います。 

  以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。 

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

◇ 安 藤 重 行 君 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） ２番、安藤です。よろしくお願いしたいと思います。 

  まずは、副村長、それから教育長、ご就任おめでとうございます。就任後、初めての議会

対応ということでもありますので、これから多くの課題に取り組んでいただかなければな

りません。その重圧もあろうかと思いますが、真摯に頑張っていただければと願います。 

  ９月議会で、村長に対して、人と自然が共生する村も一つ前の考え方ではないのか、世界

自然遺産に指定されて以降、その域ではなくなっているのではないかという、そういうこ

とに気づいていただきたいと、島が置かれている現状を自分の目で確かめていただいて、
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村政に反映させていただければと願っているということを申し上げたと思います。 

  今、この議会でも諸先輩の先生方が質問されると伺っていますけれども、共生の難しい一

面というのがかなりな勢いで進行してきています。また、侵略するかもしれない脅威にも

小笠原が立たされ始めているというふうに非常に感じています。人と自然が共生する村を

やはり実現するということについては、ぜひこのリスク管理を構築していただければと思

います。 

  それでは、本日の質疑に入らせていただきます。 

  子育て支援及び障害者支援に伴う諸課題についてお聞きしたいと思います。 

  １点は、学校教育における障害児教育等について伺います。 

  小笠原、子供が増えてとてもよいことだと思います。しかしながら、これからの小笠原を

支えていける子供たちにするために、どう育んでいくのかという課題は、今後、村長など

にも伺っていかなければならないだろうと思っています。今回は、予算時期ということも

あり、どうしても確認をさせていただきながら、今後の村としてのビジョンを推進してい

ければと思っています。 

  子供たちが増えるということは、将来を担ってくれる、村の発展が見込めるということで

は、大変にすばらしいことと思います。反面、福祉的な一面から考えると、そのことはい

ろんな問題を抱えた子供たちも確率的な問題として増えていくということだと認識してい

ます。 

  昔は、落ちつきのない子、あるいは人の話を聞かない子など、そんな見方を多分されてき

ていたんだと思います。大人になれば直る、程度に思われて育ってきたということが、昔

ではそういうのが普通だったんだろうと思います。 

  しかし、現代においては、どんなささいなことでも実はすぐに病名がついてしまいます。

特に多いのが何々症候群、最後に必ず症候群がついてしまうというような、こういうこと

が医療の中でもはやっているというか、これが普通です。これで親が実は先に落ち込みま

す。大変ショックを受けます。自分の子が障害者なんだと、そこからの親の葛藤、実は並

大抵のことではありません。 

  もう十数年前に、やはりそういうことがこの小笠原でも１クラスに３人も４人も実はいた

という時代があります。そういうことを実は経験してきたので、その辺のところについて、

こういった前提があるんだということをやっぱり踏まえて、教育長にもお伺いしたいと思

います。 
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  学校における障害児に対する教育は、どのような観点で実施されるのかをよろしくお願い

したいと思います。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 安藤議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  ご質問が個別具体的でございましたので、教育長をはじめ、担当課長に答弁をさせますの

でよろしくお願いを申し上げます。 

  ただ、冒頭、人と自然の共生ということに言及をされましたので、そのことについての考

えを述べさせていただきます。 

  私どもの村が村政を確立して以来、人と自然の共生ということを掲げているわけですが、

世界遺産にもなったということが多く取り上げられますが、もともと私どものところは国

立公園でございます。その規制がきちっとしているがために世界遺産にもなったという側

面もございます。 

  人と自然の共生というのは、人の暮らし、営みと自然保全の両立という言い方もできると

思います。この難しさを安藤議員は触れられたと思うんですが、その大変難しい課題に、

この小笠原に住む以上は、我々は取り組んでいかなければならないと、その難しさを重々

承知した上で、なおかつ、ここに住んでいく以上は、人の暮らし、営みと自然保全という

課題に、これからも一生懸命取り組んでまいりたいという気持ちでございますので、その

ことだけご披露をさせていただきます。 

○議長（池田 望君） 教育長、松本君。 

○教育長（松本 隆君） 安藤議員の障害児の学校教育についてということで、ご質問の回答

をさせていただきます。 

  教育上、特別の支援を必要とする児童及び生徒の小・中学校における教育は「障害による

学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うもの」とし、就学先の決定に当たっ

ては、「個々の障害の状態を踏まえ、総合的な観点から就学先を決定する仕組みとし、本

人・保護者の意向を可能な限り尊重する」とされています。 

  小笠原村立学校においても、これまでもさまざまな障害のある児童・生徒が在籍しており、

教育的ニーズに最も的確に答える指導が提供できるよう対応を進めてまいりました。これ

らの取り組みは、平成28年４月に施行される「障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る法律」の趣旨を受けとめることのできるものだと考えております。 

  父島及び母島においても、来年、学齢に達する障害のある児童に対する就学相談の結果、
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小笠原村内での就学を希望しており、対象児童に対する適切な指導及び必要な支援を行う

ことのできる環境を整える必要があります。これらの状況を踏まえ、平成28年４月に小笠

原小学校及び母島小学校において、それぞれ特別支援学級を開設いたします。 

  以上でございます。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） ありがとうございます。村長にもお答えいただき、ありがとうござい

ます。 

  村長が言われているように、やはり共生というのはなかなか難しい中にあります。特に今

問題になっていませんけれども、これから、今日、ほかの議員の先生のほうからも質問が

あるかと思いますが、一度根絶されたものがまた入ってくる可能性だとか、それからトリ

マラリアとか、今余り意識にないものがこの島に入ったらこの島の鳥は全滅するぞという

おどしがちょっといろんな専門家から入ってきたりしているという部分もあります。今、

ツヤオオズアリの問題だとか、いろんな問題がやはり急速にそういう問題が起きてきてい

るので、そういう問題にはかなりなリスクが伴っていますので、そういう問題点について、

これから環境省とか東京都とか、いろいろな分野で競合しながらやっていかなきゃいけな

いだろうというふうに思います。その辺については、ぜひよろしく検討していただければ

と思います。 

  それから、教育長にお願いしました答弁の中で、学校教育の中で適切な指導、必要な支援

ができる環境を整える必要があるということですので、ぜひその認識を踏まえて対応して

いただければというふうに思います。 

  それでは、再質問という形ですが、教育課長にお伺いしたいと思います。 

  ９月議会の特別委員会で、大変実は気になったことがあり、質問させていただきました。

平成26年度の支援員の報酬ということが非常に少なくて驚いたというのが実情です。その

ことを質問した際に、小笠原小学校では、平成26年度２名、今年度は３名雇用していると

伺いました。これでは、先生の負担も大変になるなと思い、決算特別委員会の審査報告書

には、議会として、「特別支援教育において、支援員の役割は大きく、その配置の充実を

図られたい」との意見をつけていただきました。 

  予算時期ということもありますので、来年度特別支援学級が設置されるに当たって、来年

度の支援員の体制をどのように構築しようとして考えておられるのか。 

  それともう一点、来年度の専門職の教員の方が配属されるというふうに思います。１名で
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本当にやっていけるのかということをそのときも多分伺ったかと思います。その方にアク

シデントがあった場合の対応ができないのではないかという懸念があるからです。心配を

しているということです。このことについても再度伺わせていただければと思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（池田 望君） 教育課長、大津君。 

○教育課長（大津 源君） 小笠原小学校においては、特別支援教育を充実させるとともに、

さまざまな学力段階にある児童を支援し、学力向上につなげていくためにも必要な支援員

を配置したいと考えております。 

  また、母島小学校においては、各学年の児童数が少なく、通常学級における支援員の必要

性は低いため、平成28年度当初においての支援員の配置は予定しておりません。特別支援

学級の開設に当たっても、当面は、新に配属される教員１名で対応してまいりますが、必

要性が生じましたら、その状況に応じて母島小学校にも支援員を配置したいと考えており

ます。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） ぜひその辺のことは考えていただければなというふうに思います。 

  特に、支援員の増員を図って専門職の先生が来られてスタートをした、そのかかわりの中

でのいろんなことが見えてきて、それからの判断をしたいということのようですので、そ

の対応していきたいということですから、ぜひ、ここに、お答えの中に出ていなかったの

で、補正なりの対応も視野に考えていくということでいいのでしょうか。 

○議長（池田 望君） 教育課長、大津君。 

○教育課長（大津 源君） そうですね。状況に応じて適宜、即応していきたいと思っており

ます。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） ぜひその見きわめを速やかに、さっき教育長のほうもスピーディーに

ということをおっしゃっていらっしゃったので、ぜひそういう対処をしていただきたいと

思いますので、重ねてお願いしておきたいと思います。 

  それから、今月の３日の日に、実は母島に行く機会がありました。そのときに、小学校の

ほうにお願いして、来年度開設予定の特別支援学級の教室を実は見させていただきました。

交流室の奥まったところ、私も８年ぐらい母島にいたので、その辺はよく知っていたんで

すが、どういうふうにつくるのかなということで、ちょっと興味があって、前に聞いてい
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たこととの違いというのが少しあるかなというふうに思いました。 

  当初の予定とちょっと違うかなと思ったのは、例えば外づけの入り口を設けるというふう

になっていたような気がするんですが、それがなかったり、それから、かなり思い扉で仕

切られているという状況、もともと倉庫でしたので、そのままの扉が多分使われているの

かなという気がしました、かなり重いなあという感じで。それから、表を仕切るのが、例

えばここにある仕切り板のようながっちりしたものをつくってありました。これだと、中

に入ったとき非常に閉塞感があって、ちょっと自分の子供だったら入れたくないなと、実

際にそう思ってしまったぐらいで、いろいろ感じてきました。 

  一日中その中で授業とか、それから休息を受けなければならないのだったら、やっぱりか

なりちょっと問題があるかもということがあったので、その点についての、どのような想

定でこれをつくったのかをちょっと伺いたいと思います。 

○議長（池田 望君） 教育課長、大津君。 

○教育課長（大津 源君） 母島小学校の特別支援学級開設に当たっては、教室の設置につい

ていろいろ検討を行ってきました。ただ、母島小中学校には余分な空き教室がなく、どう

しても既存の教室を仕切って使わざるを得ませんでした。 

  授業については、特別支援学級ですので通常学級とは教育課程が異なりますが、今のとこ

ろ、通常学級と同じ教室で極力交流学習を進めていくことを考えております。また、特別

支援学級の教室で授業を行う場合においても、普段は間仕切りを開放し、着がえ等のプラ

イバシーを保つ必要がある場合や交流室で会議等を行う場合などに間仕切りを利用するこ

とを想定しております。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） 想定意図はわかりましたが、担当していただいた設計された方につい

ては、現状での学校サイドの意見とかも聞き一番いいと思い、多分つくったんだと思いま

す。それでも、もっとやはり開放感のあるガラスだとか、そういった見通しのいい明るい

ものを取り入れていただけたらもうちょっとよかったのではないかなという、そういう配

慮も実は学校側から、あるいは教育委員会側から出ていなかったのかどうかということが、

ちょっとその辺のことも感じましたので、この点については、これから、その中でどんな

話し合いがあった結果だというのは、ちょっとわかりませんけれども、今後の課題として、

またちょっと見守っていきたいなというふうに思います。 

  それから、もう一点伺いたいと思うんですが、放課後についてです。 
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  特別支援学級の児童、特に１年生になったとき、１学期ですか、短時間というか午前中ぐ

らいで終わってしまうということがあるかと思います。一般の子でしたら、例えば学童保

育とかそういう問題があるんだと思うんですが、障害を持っていらっしゃる方については

なかなかそういうふうにはなりませんので、難しいという面があるかと思います。 

  そこで、学校終了から夕方５時まで、要するに放課後の間、学校の教室を使用して預かる、

そういった方法はないのか、また預かれないとしたら、どんな理由があるのか伺わせてく

ださい。 

○議長（池田 望君） 教育課長、大津君。 

○教育課長（大津 源君） 放課後の預かりというのが学童保育のような形態ということであ

れば学校教育の範疇ではありませんので、特別支援学級だけではなく、通常学級の児童も

含めて学校が児童を預かるということは考えておりません。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） ということは、母島は特にですけれども、学童保育、そのものもやっ

ていないという経緯もあります。父島でも実際にはやっていませんので、休み時期だけと

びうおクラブというのが開催されていますけれども、それだけで終わっているので、これ

は今後、やはり村の中で、いろんな場面で考えていかなければいけない問題かなというふ

うには思います。 

  全然ないわけじゃなくて、多分１年生の間、面倒を見てほしい学童保育、３年生ぐらいま

ででしょうか、面倒を見てほしいという親御さんが結構いるというふうに思います。実際

にそういう方からの相談もあったりしますので、ぜひその辺については今後検討していた

だければと思います。 

  それから、教育委員会での現状変更、今難しいということですので、それでは、そのこと

を受けて、放課後の地域対応について、村民課長のほうにお伺いしたいなと思います。 

  小学校での、今難しいという話でしたので、地域での子育て支援、それから障害児支援の

観点から、福祉担当課として放課後支援についてどのように捉えているのか伺いたいと思

います。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 今、地域の子育て支援、障害者も含めた形で、一般的に学童保育

なりが行われていないということで、これにつきましては、ニーズを把握しながら今後の

検討課題になろうかと思います。 



－２９－ 

  その中で、障害をお持ちのお子さんに対する放課後支援についてのご質問でございます。

これに答弁をさせていただきます。 

  就学をしている児童の放課後支援としましては、内地で一般的に行われるものとしまして

は、小学校低学年の児童のほか、特別支援教室に通う児童も対象とした放課後児童健全育

成事業というものがございますけれども、小笠原村ではこのようなプログラムは実施され

ていないのが現状でございます。このような中で、障害児の放課後支援につきましては個

別に対応していくということになろうかと考えます。 

  今年の７月に保護者の方からもご相談を受けておりまして、村として何らかの支援をして

いくということで検討を進めているところでございます。基本的には、保護者のお仕事、

就労により、育児、見守り等が不足する部分につきまして支援をするという考えでおりま

す。 

  現在、社会福祉協議会、明老会等、島内関係機関と協議を重ねまして、支援の日数・時間

なども含め、どのような支援が可能かということを検討しているところでございます。ま

ずは、現在の島内にある人材や資源を有効に活用して支援をしてまいりたいと、このよう

に考えているところでございます。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） この放課後の支援については、社会福祉協議会、明老会、あるいは島

の関係機関と協議をされているということですが、本来ですと、障害の度合い、あるいは

障害者の多くの方がそうであるように、持っている多臓器障害、そういうものが併発され

ることの場合が結構あるかと思います。そういった場合、当然として専門知識がないと対

応が難しいのではというふうに思います。 

  私が知っている障害者の保育をやっているところでは、必ず看護師など、専門職ですね。

そういった方が雇用されて医療機関との連携を図って、その方の指示を受けて、一般職、

あるいはアルバイト、ボランティアの方々が介助、あるいは補助をするという形態になっ

ているかと思います。医療面でのフォロー、あるいはリスク管理をする上ではとても重要

なことだと言われています。 

  この放課後問題では、基本的に社会福祉協議会、役場の一般職が直接面倒を見るというこ

とはかなり難しいのではというふうに考えています。その点を踏まえて検討していくこと

が必要だろうと思います。 

  子育て支援、障害者支援を両立させた方法でやろうとするのであれば、それぞれのご家族
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の置かれている事情、例えば母子家庭だったり、親も障害を持っていたりなどによっても

その支援内容が変わってきますけれども、常勤が望ましいんだろうと思います。 

  ただ、どうしても常勤ということであると、１日拘束するとか、いろんな問題が出てきま

すので、半日の支援ということであれば非常勤職員の対応でも、そういった方が地域にい

れば何とかなるのかなというふうな気がしますので、看護師、あるいは障害者の介護士な

どを雇用していただいて、放課後の対応に万全を尽くしていただきたいなと思います。 

  その中で、フォローする部分として、一緒に支援するのが、例えば社会福祉協議会なり、

村の一般職だったり、あるいはアルバイト、ボランティアなどでも十分にリスクが回避さ

れるのではないかというふうに考えます。仕事上での問題解決をする上では、このリスク

回避がとてもやはり重要なものだというふうに考えています。 

  それから、福祉は、やはり人だと思います。特に、そのための費用としての人件費を、と

ても重要なので、それを何とかお願いしたいというふうに思います。このことについての

村民課長の見解を伺いたいと思います。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 放課後の支援、見守り等につきまして、専任の非常勤なり、そう

いった専門の看護師なりの有資格者を配置して万全をというご質問かと思います。 

  まず、今回行おうとしていることにつきましては、先ほども申し上げたところですが、保

育園での保育や小学校における特別支援教室というような内容ではなく、保護者の育児や

見守りの不足する部分について、あるいは保護者の方のレスパイトというものを目的とし

まして、できる範囲でのお手伝いをさせていただくということで考えているところです。 

  現状では、専門職という意味では、村の保健師を中心としまして、村職員のほか、社会福

祉協議会をはじめ、関係機関と共同して実施していく方向で協議をしているところです。 

  実際の実施に当たりましては、担当する職員の研修・訓練の実施、実際には、これまで受

け持ってまいりました保育園による指導や、また保護者からのご教示を受けながら進めて

まいりたいと考えているところでございます。 

  当然、体制的には、専門的な介護というところは望めないところでございます。しかしな

がら、先ほども申し上げた村の保健師のほかにも村内の有資格者の方々の協力を得るなど、

放課後の時間帯を安全に穏やかに過ごせるようにしてまいりたいと考えております。また、

村民の方々のボランティアなど、地域で支援する環境も整えていく必要があろうかと考え

ているところです。 
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  実際に支援を行っていく中で、状況を見ながら今後、支援体制、あるいは支援内容、こう

いったものを検討するとともに、村の将来的な障害者支援計画、こういったものも検討を

進めてまいりたいと、このように考えているところでございます。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） よろしくお願いしたいと思います。 

  いろんな問題が山積みだと思いますので、その検討等については、いろんな問題点をやは

りクリアしていかなければいけないということで、よろしくお願いしたいと思います。 

  また、余談になりますが、財政課長も社会福祉協議会の局長を経験されていますので、そ

のあたりのこともよくご存じだと思いますので、ぜひこの重要な英断を、人件費というこ

となんですが、していただければありがたいなというふうに思います。最終決断は村長だ

と思いますが、その辺も含めて、よろしくお願いしたいと思います。 

  明日、12月10日、実は世界人権デーということです。世界人権宣言が国際連合で採択され

たことを記念して、実は12月４日から10日までが人権週間ということでなっています。 

  全国の教育委員会では、学校における人権教育を授業推奨しているかなというふうに思い

ます。小学校、小笠原の学校でもこの基本方針を捉えて教育目標となっているんだろうと

思います。ぜひこのことも念頭に置きながら、学校教育及び福祉施策の中で、今回の問題

については、小笠原で生活できることが家族を守ることにつながるんだと思います。その

ための地域支援にやはり最大限の検討をお願いしていきたいと思います。よろしくお願い

したいと思います。 

  さて、３点目になるんですが、知的障害児についてなんですが、知的障害者の支援につい

ては、この問題は、実は、30歳、40歳、50歳と年齢を重ねても精神年齢が小学生のままで

とまっていたり、あるいは少しずつ成長しているという方もいます。これが現状であるわ

けです。 

  そういった方々が、離島であるがゆえに、法的に保護されているとは思えない現状の制度

があります。つまり、具体的な村の障害者施設がない中で、そういう意味合いでは、子育

て支援の一環でもあり、障害者支援の一環でもあるかなと考えますけれども、また今後も

含めてどう対処していこうと思っているのか、村民課長のほうにお伺いしたいと思います。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 知的障害をお持ちの方の支援につきましては、平成27年度から個

別の支援を行っておりますが、これは子育て支援ということではなく、障害者支援の対応
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で実施をしているところでございます。ご家族の対応が困難な日、あるいは時間帯につき

まして、週３回程度ですが、村及び社会福祉協議会で支援を行っているところでございま

す。 

  平成27年度からの初めての支援でございますので試行錯誤しながら進めておりますが、支

援内容の振り返り、随時のカンファレンスの実施及び関係機関による勉強会など、今後も

内容の精査を行い、よりよい支援につなげてまいりたいと考えております。 

  また、これも先ほどの放課後支援の質問でも申し上げましたけれども、これら支援、個々

の支援を進めていく中で、今後、村の将来的な障害者支援計画というものを進めていきた

いと、このように考えております。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） それぞれの支援については、今勉強会とかケースワーキングなどもや

られているということですので、ぜひ継続していただきたいと思います。ご家族が少しで

も安心できる支援を確立していただければなと思います。 

  障害者の方のご家族がどういった状況にあるのかということを捉えて対応することが家族

崩壊を来さない方法だろうと思いますので、現時点で重要になってくるのは、やはり家族

プラス地域での包括支援というものが必要になってくるのだろうと考えています。 

  障害者に関しては、何の施策も完備できていないというのがこの小地域社会、小笠原のよ

うなところですね。こういったところだろうと思います。隔離社会というふうな感じにな

ってしまうことも視野に入れていく必要があるというふうに思います。 

  内地に住んでいれば受けられる、同じ境遇の障害者とともに共同生活したり、それからい

ろんな問題解決に家族の会を結成したり、さまざまな権利行使ができる場というものがあ

り、施策を受けることというものが可能だと思います。 

  ただ、離島では、やはりそういった条件がそろわない、一人一人が違う障害を持っている

ことが一番のネックだと思うんですが、そういったことがあり、やはりその条件がそろわ

ないという、不利益をこうむる場合が多いという現状で、しかしながら、ノウハウがない

現状で、つまり試行錯誤を繰り返しながら進めざるを得ないというのが小笠原だと思いま

すので、その辺の難しさをクリアするというための検討会をやはりやっていかなければい

けないのだろうと、その大変さということは非常によくわかっているんですが、少しでも

前進できる体制づくりをぜひ構築していただければと思います。 

  先ほど課長がおっしゃっていましたけれども、障害者支援計画の検討も進めているという
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ことですので、ぜひその辺についても進めていただいて、それから障害者支援法という法

律があるんですが、その法律がどこまで村ができる範疇、その法律に照らし合わせて、村

がどこまでできるものがあるのか、その辺のことも提示していただければありがたいなと

いうふうに思います。 

  地域で見守ろうということについては、地域住民の協力なしではまず無理だろうと思って

います。そうでないと、見守るということすら難しいんだろうと思います。今後は、そう

いった方面にも一層の努力をお願いしておきたいと思います。 

  本日の質疑はこれにて終了させていただきます。ありがとうございました。 

○議長（池田 望君） お諮りします。 

  暫時休憩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） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、暫時休憩いたします。 

  午後は２時から再開いたします。 

  これにて暫時休憩いたします。ありがとうございました。 

（午前１１時３４分） 

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

○議長（池田 望君） 休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 

（午後２時） 

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

◇ 一 木 重 夫 君 

○議長（池田 望君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） ３番、一木重夫です。 

  今日は、２点質問をします。ミカンコミバエの対策についてと観光振興についてでござい

ます。 

  まず、１点目のミカンコミバエの対策についてでございます。 

  今年の秋に奄美大島でミカンコミバエが再侵入をいたしました。奄美大島では、ポンカン

やタンカン、マンゴー等が出荷停止、あるいは今後出荷停止の予定となっております。と

ても甚大な被害を受けておりまして、今、奄美大島の中では大変な状況であると奄美大島

で暮らしている知人から話を伺っております。 

  また、農業の出荷停止というだけではなくて、島民が自家栽培をして、贈答用に親戚に配
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ったり、内地の友達に配ったりということでも奄美ではつくっているそうです。また、自

家消費として、冬の間の貴重なビタミン源ということで、島民もよく食べるということが

あります。それが廃棄処分になってしまうということで、農家だけではなくて島民生活全

体に大きな被害を受けているということがあるようです。 

  小笠原にも侵入するのではないかという不安の声を村民からいただきました。農家の方か

らいただいたんですけれども、そこで、専門家に話を聞いてみました。そうしたらミカン

コミバエというものは、まず島のレモン、パッション、トマト、マンゴー、パパイヤ、島

トウガラシなどに、島のあらゆるそういう果物に侵入をするという、そういう可能性があ

るということです。そのため、また再び小笠原にミカンコミバエが再侵入した場合、全島

の作物が廃棄の対象になる可能性があるというお話でございました。非常に危惧をしてい

るところでございます。 

  そこで、どのような対策を講じたらいいのかということも専門家と、あと島内の研究者の

方たちとお話をしました。意見交換を持ちました。そこで出てきた課題と対策なんですけ

れども、まず最初に、奄美大島でこういうことが起きたという事実と、もし小笠原に入っ

ちゃった場合は小笠原の農業が壊滅的な被害を受ける可能性があるという、そういう危険

性について住民に広く周知する必要があるということです。 

  今日、別の農家の方にこの話をしたところ、うわさ話は聞いているという、まだその程度

の周知の広がり方だと思っております。まだまだもっとこの事実を周知する必要があるの

ではないかと考えております。 

  また、ミカンコミバエは、さなぎになって土の中にいる期間があるそうでございます。そ

のため、苗木を小笠原に持ってきて、そこの土から浸入する可能性もあるので、その対策

が必要じゃないかと申しておりました。土の小笠原への移入というのは、何も制限するも

のが今のところはないと、これを何とかしなくちゃいけないんじゃないかというお話があ

ります。 

  また、ミカンコミバエのモニタリング調査は、今、東京都が父島列島と母島列島で毎月１

回行っているそうです。この頻度は、今の現状のままで構わないんじゃないかという、そ

ういう話だったんですけれども、驚いたのは、硫黄島では３年に１回しかやっていないそ

うです。これは、硫黄島での調査頻度をもっと上げる必要があるんじゃないかという話に

なりました。その理由は、硫黄島には、皆さんご承知のように、米軍機が頻繁に飛来をし

ております。その米軍機は、ハワイから来る場合もあるだろうし、グアムとかサイパンと
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か、あと沖縄とか、あとあっちのフィリピンのほうから来る場合もあると想定をされます。

また、日米合同慰霊祭のときには、アメリカの民間機が硫黄島に着陸することもございま

す。 

  アメリカの民間機が硫黄島に着陸するときに、どのような植物防疫の体制をとっておるの

か、農水省のほうに、私、聞いてみました。そうしたら、海外から硫黄島に着陸する場合、

着陸した後、法律的に、植物は一切硫黄島に上陸させてはならないという、そういう法律

があるそうです。そういう法の決め方になっているということでした。それは、お弁当箱

に入っているレタス１枚から、そういうちょっとしたかんきつ類まで、それも一切だめ、

当然、食料とかというところでの植物の上陸も一切だめだというのがある。 

  ただし、じゃ、どういう規制の仕方をしておるんですかという話を聞いたら、じゃ、植物

防疫官が硫黄島に行っているんですかと聞きましたら、行っていないと。じゃ、アメリカ

の民間機に周知はしていますか、していないと。じゃ、一体どうやって海外から来る航空

機の防疫をやっているんですか、いや、法律がちゃんとあるから。いや、それじゃ、どう

にもならないでしょうと。じゃ、日米合同慰霊祭の協力している外務省にはちゃんと伝え

ているんですよね、伝えていないと。じゃ、法律があるという、じゃ、誰がどうやってチ

ェックして、それを周知させているんですかと話を聞いたら、ううんと、法律がという話

なんですよ。 

  外務省のほうにも一応電話をしてみて確認をしています。まだ返事はもらっていないんで

すけれども、今の現状だと、硫黄島に再侵入という、そういう可能性も高いのではないか

というふうに考えております。そのため、硫黄島における海外からの植物防疫体制をもう

一度検証し直す必要があるのではないかと考えております。 

  また、今年９月には、アメリカのフロリダでもミカンコミバエが発生しております。世界

中にミカンコミバエが分布しているという状況が今ございます。 

  このようなことで、ミカンコミバエの対策、今後の方針をお伺いいたします。 

  続いて、２番目の観光振興についてでございます。 

  今、世界自然遺産地域、小笠原以外の資料、お手元にあるので、ご覧になっていただきた

いんですけれども、白神山地とか屋久島、知床、観光客数、入り込み客数を見ますと、こ

こ数年、減少傾向が続いております。知床は、ここ数年は横ばいになっておりますけれど

も、我が小笠原の場合なんですけれども、世界遺産登録の平成23年以降、平成24年をピー

クにしてこちらも減少傾向にございます。平成27年度、今年度は、世界遺産登録前の1.1倍
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になるというところで、もうほぼ世界遺産ブームは終わったのではないかというふうに判

断してもいいのではないでしょうか。 

  それでは、この減少傾向をどうしたらいいのか、どうとめたらいいのかという部分で、ま

ず最初に、皆さんにお知らせしたいのが、国内観光市場の推移と予測なんですね。じゃ、

日本人の旅行者の国内マーケットが今後10年後、20年後、どうなっていくのかというのを

きちんと把握した上で、今後の小笠原の観光の戦略を立てなければいけないというふうに

私は感じています。 

  みずほ総合研究所の人口動態、また経済状況を加味した予測によりますと、日本人の旅行

者の消費額というのは、どんどん下がっていくわけです。今現在が、消費額が約15兆円な

んですけれども、10年後の2025年には、これが12兆円にまで下がってしまう、こういう予

測があるわけです。 

  また、次のページのシニア層、ここ七、八年くらいの話ですけれども、シニア層に活路が

あるんじゃないか、日本人のシニア層がいいんじゃないかという話もあったんですけれど

も、もうそろそろシニア層のマーケットというのが縮小し始めます。日本政策投資銀行の

予測によりますと、あと２年後、2017年には、この団塊の世代というのが2017年を境に減

少傾向に転じます。そのため、邦人のシニア市場には限界があるというふうに指摘をして

おります。 

  また、一方で、国内の需要喚起という部分では、当然、シニア層の獲得というのは重要で

はあるんですけれども、こういうマクロ的なマーケットの分析によりますと、もうシニア

には限界があるのではないかという、こういう判断、推測をしております。 

  それでは、じゃ、どこにマーケットを絞ったらいいのかということで、今、日本政府一丸

となって取り組んでいるのは、訪日外国人旅行者の誘致でございます。 

  今現在、日本の世界での観光市場の獲得は、世界で27位でございます。今年度、平成27年

度は1,900万人に達するという予測がありますが、１位のフランスは8,000万人、そのため、

まだまだ日本は、訪日外国人旅行者を伸ばしていくことができるのではないかというふう

に言われております。 

  また、みずほ総合研究所の今後の外国人旅行者の増え方の推計がございますけれども、こ

ちらは、日本人のマーケットとは全く逆で、非常に高い伸びをしていくだろうという、そ

ういう予測になってございます。 

  また、じゃ、小笠原というのは、外国人旅行者にとって魅力的な観光地なのかという部分
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なんですけれども、星野リゾートが欧米系外国人を対象に、日本で見たい野生生物という

ことでアンケートをとったことがございます。そのときに、１番のトップはイルカ、次に

アオウミガメなんですね。小笠原にいる野生生物は、欧米系の外国人にとっては非常に魅

力があるということがわかります。 

  また、今現在も小笠原の外国人旅行者の構成比、年間に約200人訪れていますけれども、

その構成比を見ますと、やはりオセアニアも含めますと、欧米系は75％ぐらいを占めてお

ります。 

  また、実際に、じゃ、国内のエコツアーサイトがどれだけ外国人旅行者を増やしているの

かということで、これも星野リゾートのピッキオにどれぐらい外国人旅行者が増えている

のかというのを聞いてみました。そうしたらここ３年間で２倍に増えたそうです。 

  今後の小笠原が狙うべきターゲットの一つに、外国人というのは非常に重要な要素を占め

るというふうに私は考えております。 

  しかし、その外国人旅行者のマーケットを増やしていく中で、大きな障壁が一つございま

す。それは、国土交通省の観光庁が制度としてやっています通訳案内士制度でございます。 

  この通訳案内士制度というのは、外国人旅行者を有償でガイドするには、その国土交通省

が認定する通訳案内士という、その資格が必要になります。この通訳案内士という資格が、

物すごく難しいテストです。ハードルは結構高いんですね。無資格でもしガイドをすると、

罰金が50万円以下で、観光庁に問い合わせたところ、もしガイド中に外国人旅行者がけが

をしたら、それが警察のほうに行ってしまったら検挙される可能性は当然にございますと。 

  あと、エコツアーを扱っている保険会社に聞いてみましたら、いや、そういう法律違反中

に起きてしまった事故がもし発生した場合、重過失ということで、賠償保険金が出ない可

能性もありますと、もちろん出る可能性もあるというふうにおっしゃっていましたけれど

も、そこは、すごく不確定であるというふうにおっしゃっていました。 

  じゃ、どうしたらいいのかというところで、我々には、昨年の特別措置法の改正のときに、

地域限定通訳案内士制度を創設してもらったじゃないですか。私は、こういうふうになる

ことを予測して、国土交通省には、さんざん地域限定通訳案内士制度をつくってくれとい

う、それを法文に盛り込んでほしいという、そういう要望の活動をしてまいりました。こ

の村議会の中でもしてまいりました。 

  それで、国土交通省は、法律にちゃんとこの地域限定通訳案内士制度を盛り込んでくれま

した。こうなると、全国共通の通訳案内士制度と比べると、小笠原だけの通訳案内士の制
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度なので、ハードルが一気に下がるんですよね。そんなに今みたいな高いハードルではな

くなる。そうすることで、ちゃんと企業のコンプライアンスも守られるし、ガイドさんの

質の向上も高まりますし、保険もちゃんと出るという部分でリスクマネジメントにもつな

がると思います。 

  ぜひ、これは、通訳案内士制度は、外国人旅行者誘致の、これは絶対に必要なソフトイン

フラなんですよ。ぜひこれは村として取り組んでいってほしいと思いますけれども、村長

の見解を伺います。 

  以上です。 

○議長（池田 望君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 一木議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  まず１点目に、ミカンコミバエのご質問がございました。 

  当村では昭和60年に根絶が確認されたミカンコミバエでございますが、今回、奄美大島に

おいて再侵入したことが確認されましたことによって、当村におきましても寄港する船舶

や台風等の気象条件などにより再侵入する可能性があるということがわかったわけでござ

います。 

  小笠原支庁では、現在でも侵入・蔓延を事前に防止するため、父島、母島及び属島におい

て定期的に警戒調査を実施しているところでございます。これは、根絶をした以降、30年

間、ずっと続けてきたというふうに報告を受けております。 

  そのように警戒をしてくれているわけですが、万が一、ミカンコミバエが再侵入するよう

なことがあれば、村内のみならず、当村から出荷した農作物が原因で東京から全国に広ま

り、日本の農業に深刻な被害を与えかねないことから、村としても大変重要な問題である

という認識でございます。 

  なお、具体的な詳細部分につきましては、担当課長に答弁をさせますので、よろしくお願

いします。 

  また、観光振興の中での通訳案内士のことでございますが、これも詳細質問でございます

ので担当課長に答弁をさせますが、観光振興の中の冒頭での一木議員の分析の中で、入り

込み客数ですね、観光客数、今年度、世界遺産登録前の1.1倍で、ほぼ世界自然遺産の効果

が薄れたのではないかというようなニュアンスの分析がありましたが、今年度に限っては、

夏の繁忙期、特に台風の影響での欠航等で、恐らく私がざっと数字を想定するだけで2,000

人以上は、本来、恐らく台風がなければ来られたお客様が来られなかったという事情もご
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ざいますので、そこのところは、今年度につきましては冷静に分析をしていく必要がある

んだろうというふうな見解は持っております。 

  以上でございます。 

○議長（池田 望君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 一木議員の質問にお答えいたします。 

  まず、ミカンコミバエの対策についてでございます。 

  住民への周知の徹底をということでございますが、担当の支庁さんのほうに確認をとりま

した。12月、今月の村民だよりで「ミカンコミバエ侵入への警戒」という記事を掲載しま

して、まずは注意喚起をしているところでございます。 

  また、直接影響を受ける農業者に対しましても、父島では、11月17日に開催されました、

父島の農業者の集まりのみのり会というのがございます。そこで、支庁の担当者から直接

説明を行っております。母島につきましては、11日に開催される農業者セミナーにおきま

して、父島と同様に説明をすると伺っております。 

  一般村民に対しての説明会につきましては、説明会というわけではないんですが、小笠原

支庁では、ミカンコミバエの根絶から30年経過したこともございまして、本土から専門家

を招きまして、ミカンコミバエに関する講演会を父島・母島ともに開催する予定であると

伺っております。 

  硫黄島の関係でございます。硫黄島で行われている調査の頻度についてでございますが、

硫黄島におきましては、先ほど一木議員もおっしゃられたとおり、現在、東京都産業労働

局による侵入警戒調査が３年に１度行われております。 

  しかし、このたびの奄美大島での再侵入のほか、アメリカのフロリダ州でもミカンコミバ

エの侵入がありまして、対策に追われている現状においては、厚木基地、入間基地などか

ら、海・空自衛隊の航空機だけではなく、米軍等の航空機も乗り入れる硫黄島におきまし

ても父島や母島と同様に侵入の可能性があり、これまで以上に警戒する必要があると考え

ております。 

  村といたしましては、東京都に対し、住民説明会の開催、硫黄島での侵入警戒調査の強化

を要請するとともに、東京都と連携し、村民への注意喚起を実施してまいります。 

  続きまして、観光振興の答弁をさせていただきます。 

  特例通訳案内士の関係でございます。 

  当村を訪れる外国人観光客につきましては、現在のところ年間200人程度でございまして、
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村内の事業者からは、海や陸のツアーに参加している外国人観光客も少なく、ツアーに参

加された外国人観光客の多くは片言の英語や筆談などでの対応で満足されているという報

告を受けております。そのような現状の中で、特例通訳案内士制度の導入につきましては、

ガイドを中心とした事業者からのニーズがまだ高まっておらず、観光協会の理事会や部会

などにおきましても制度導入についての要望は現在のところ上がってきておりません。 

  村の今後の観光客誘致の対応としましては、来年７月の新船就航を新たな観光客層の掘り

起こし、観光客数の積み増しのための絶好の機会と捉えております。 

  一木議員ご指摘の外国人観光客の誘致の重要性も認識しておりますが、何を重点に誘客を

図るかと考えた際に、新船の東京出港時刻が11時となることが、東京前泊の必要のない地

域がこれまで以上に広がることであり、マーケットの大きい中京圏や関西圏などもターゲ

ットとなり、誘客が図れるということでございます。 

  村としましては、小笠原海運、父母観光協会など各関係機関と連携しながら小笠原村観光

局のＰＲ能力を活用し、この機会を確実に生かせるよう対応してまいります。 

  また、外国人観光客誘致に関する対応としましては、これまでも何度か答弁させていただ

いておりますが、まずは、海外からでもインターネット利用によるおがさわら丸チケット

の予約や宿の予約が容易にできる環境づくりや島内でのクレジットカードの利用環境整備

など、現在不足している利便性の向上といった基礎的部分の整備を引き続き小笠原海運を

はじめ、各事業者に進めていただくようお願いしてまいります。 

  特例通訳案内士制度に関しましては、村内では必要性を求めるニーズが低いものの、改め

て村内の事業者に対しご理解いただく必要があると考えております。その方法といたしま

して、エコツーリズム協議会の海域・陸域の課題解決事業において通訳案内士制度に関す

る勉強会を開催することは可能ですので、来年度に実施できるよう検討いたします。 

  以上でございます。 

○議長（池田 望君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） ご答弁ありがとうございました。 

  ミカンコミバエの対策についての答弁は、非常に前向きな答弁をいただけましたので、ぜ

ひそのような形で、執行部としてやっていただきたいと思っております。 

  ２番目の観光振興についてなんですけれども、１点だけ、最後のほうに、特例通訳案内士

制度については、村内の必要性を求めるニーズが今は低いということでございました。そ

れは、確かにおっしゃるとおりでございます。 
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  ただ、一方で、将来のマーケットをきちんと理解している観光事業者の中には、もう既に

自分たちのツアーを海外の旅行マーケットの展示会に出品して、そこで自分たちのツアー

を売り出そうとしている、そういうような動きも村内ではございます。また、最近できた

お宿さんのオーナーと話をしたときも、いや、うちは外国人旅行者も扱っていきたいとい

うふうに考えているという、そういう新しい動きも出ております。 

  確かに今は、200人しか来ていないので、そこまでする必要ないんじゃないかと思うかも

しれません。 

  そこで、村長にお伺いしたいんですけれども、こういうマーケット調査、今は、今後10年、

20年は、生産年齢層の減少というのがどうしても人口の動態から見てそれは起きてきちゃ

うことなんですね。そうすると、国内マーケットというのはどうしても縮小しちゃう、も

う人口というのはうそをつかないんですよ、その調査では。そういった状況の中、未来の

マーケットというのはこうだというのは、ある程度予測はできています。我々政治家とい

うのは、未来に対して、それを予測して政策を打つ、これが政治家の役割じゃないかと僕

は考えています。これは、なかなか行政の方にはできない話であって、これができるのは

政治家であると思います。 

  冷静にきちんとデータをもっと精査する必要はあるんですけれども、今後の国内のマーケ

ットが減っていくという事実は、みずほ総合研究所だけではなくて、内地の観光事業者だ

ったら、それはある部分もう常識になっている話なんですよ。それが、各地域でもわかっ

ているので、何とか外国人を引っ張りたいといって、みんな必死になって、じゃ、日本全

体で盛り上げていこうということで、ビジット・ジャパンがあるわけなんですよね。その

中に小笠原も入っていかなきゃいけない、いや、入らないとこの先どうなるかわからない

という不安が僕にはあります。そのソフトインフラとして、やはり通訳案内士というのは

必要不可欠なんですよ、これは。もう５年後、10年後には、当たり前の制度になっていな

いと、小笠原が。こういう危機感、私、非常に持っています。 

  これができるのは政治家ですよ。村長、ぜひ通訳案内士制度、前向きに捉えていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（池田 望君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 今、担当課長が答弁したことをもし後ろ向きと捉えられたのなら、そ

れは少し我々の思いとは違いますよということをまず申し上げさせていただきます。 

  短期的なものから中長期的なところまでのお話で答弁をさせていただいたと私どもは思っ
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ているんですが、観光振興について一木議員の思いと私の思いに大きな差異はないと思っ

ています。方法論として、私どもというより、私、村長に就任してから、ツアーデスク、

それから三団体の統合とか、いろいろなことを仕掛けてまいりましたが、なかなかこのこ

とを当事者の皆さんにご理解していただくのに大変時間がかかりました。 

  まず、今度の通訳案内士のこともこの制度自体をよく理解していただくこと、それから、

今はニーズが低いですから、ニーズの低い方々にどうこのことをわかっていただくかとい

うことに時間をかけなきゃいけないと思っております。それをどこでやるかというのが、

最後に出てきました、やれるとしたら、エコツーリズム協議会のそういうところで勉強会

をやっていくという中で、熟度を高めていくことが大事だというふうに思っているんです

よ。 

  今般、エコツーリズムの総合計画、まとめましたけれども、あれも４年かけました。それ

は各部会の中で、それぞれの事業者のいろんな意見を聞きながら取りまとめるのに時間を

かけたということでございまして、将来展望をしていないということではなくて、それを

実のあるものにするため、またどれだけ実効性のあるものにするため、この通訳案内士で

いいますと、英語だけでいいのかということですよね。語学だけでもどのぐらいのものが

この小笠原にふさわしいのかと、そういうことは、やはり、現場でやられている方のそろ

うところで、勉強会という形でスタートしていくのが私としてはまず今小笠原の環境の中

ではいいことだと思っていると、こういうことでございますので、ぜひともご理解のほど

をお願い申し上げます。 

○議長（池田 望君） よろしいですか。 

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

◇ 鯰 江   満 君 

○議長（池田 望君） 鯰江 満君。 

○４番（鯰江 満君） ４番、鯰江 満です。 

  防災を備えた合理的なまちづくりについて質問をいたします。 

  私のこれまでの一般質問などで津波を前提とした災害対策、特に、父島保育園の高台への

移転についてを取り上げてきましたが、森下村長は、緊急対策として、裏山への避難路を

いち早く整備をしていただきました。園児の父兄のみならず、村民からも喜びの声を聞い

ております。ありがとうございます。 

  しかし、南海トラフ巨大地震のハザードマップによるところの高台への移転については、
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事業の調整を行う担当課からの検討状況は、新たな土地を造成しない限り、現在の面積を

確保できる移転先は、諸般の状況の中で非常に難しいとの報告と説明がありました。この

ように、私が本件を質問してから既に数年が経過している今日まで、移転先についてはめ

どが立っていない本件の現状に対する村長の所見を伺いたい。 

  以上です。 

○議長（池田 望君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 鯰江議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  これまで、村議会におきまして、鯰江議員をはじめ、多くの議員の皆様から津波対策に関

するご質問をいただき、事業調整を行う担当課は、津波対策としての各施設の高台移転を

含めた土地利用のあり方を検討するように指示をしているところでございます。 

  ご質問にあった父島保育園の高台移転もその検討の一つでございますが、議員ご承知のと

おり、本村の土地事情は大変厳しく、高台とされる集落後背地の山間部にはそもそも平地

は少なく、父島保育園の現状の面積を確保したまま移転できる土地というものは、現状で

はないというのが実情でございます。また、高台とされる山間部の土地は、自然公園法を

はじめとする法律による自然環境の保護地域が設定をされており、新たな土地を造成しよ

うにも、そのことの是非を含め思うようにいかない現状もございます。 

  津波の被災を想定しますと、ライフライン施設や保育園のような災害弱者とされる園児が

利用する施設など、ぜひ高台に移転させたいとは思うものの、全てを高台に移転するのは

困難な状況でございます。そのような状況を踏まえ、父島保育園については、奥村の現在

地において建てかえをせざるを得ないだろうと考えておりまして、その前提の中で、建物

の配置や地面のかさ上げ、また後背地の避難路へのアクセスなど、安全、速やかに、園児

を避難できる方策を検討してまいりたいというふうに思っております。 

  正直申し上げまして、私どもとしては、津波対策は、まず高台に逃げる、命をまず守る、

次に財産を守ると、こうなるわけでございますが、この土地の問題でいいますと、どのぐ

らいの範囲で訪れるかわからない津波に対して、どのように日々の生活と対策を、この与

えられた環境の中で考えていくのかということについては、大変な知恵と英断をもってし

なきゃいけないこともあろうかと思っているところが私の正直な気持ちでございます。 

  以上です。 

○議長（池田 望君） 鯰江 満君。 

○４番（鯰江 満君） 村長のまさに答弁のとおりでございますが、私は、建てかえ時期が近
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づいている、例えば施設ですね。保育園も多分そのとおりであるし、ちょっと津波からは

離れていますが、清瀬、あるいは奥村の、いわゆる都営小笠原住宅、そういうものも私が

今、これから再質問の中で言うものに該当するかと思いますので、一番にやはり高台に逃

げるということだと思います。 

  村長言われたとおり、小笠原の村の土地の需要には限りがあり、本件以外の最重要施設に

ついても移転先の確保はとても厳しいのではないかと私も考えています。 

  そこで注目をするのが人工土地、人工地盤での建築方法です。 

  今年の６月、ＮＨＫで人工地盤を取り扱ったニュースの放映がありました。50年前、香川

県坂出市が雑居住宅地域の区画整理とモダンイズムの先駆けで再開発事業が行われ、50年

後の現在、その老朽化などの抱えている問題についてを取り上げていました。坂出市は、

もう50年前にそういうようなことを試みでやっていたということですね。 

  同じく、今年の夏の甲子園全国高校野球大会で優勝をした東海大相模高校がある神奈川県

相模原市も木造平屋建てであった市営住宅の建てかえを免震構造つき人工地盤で14年前に

建設をしております。この市営上九沢団地を視察してきましたが、地下の階は自動車駐車

場として利用されていました。また、そのほかにも、ここではちょっと津波ではないんで

すが、それぞれの棟、14棟ぐらいあるんですが、それぞれの棟間を３階、あるいは６階で

つないでいるという斬新なこともその中には盛り込まれておりました。 

  また、山手線主要駅周辺や東日本大震災の被災地の港湾施設にも人工地盤を用いた復興事

業が行われています。一般的な建築ではない人工地盤での造成を用いて、父島保育園を含

めたあの周辺を就学前児童の教育ゾーンとして整備、また建てかえのあり方は、一つの選

択肢というより、私はほかにはないのではないかと思われますが、村長の考えを伺います。 

○議長（池田 望君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 議員ご指摘の人工地盤、これは、私も幾つか3.11後の視察に行ったと

きにやっているところを見ておりますし、議員ご指摘のところは、私は存じ上げないんで

すけれども、簡単に言うと、第２庁舎のようなものでございますよね。そういうこともま

ず、先ほど申し上げましたように、本村のように土地事情が厳しく、かつ津波が想定され

る地域においてこそ一考の価値があるものだというふうに思っております。 

  ただ、一方で、人工地盤の上で保育園の運営管理が支障なくできるのか、また土砂災害防

止法に基づく警戒区域の指定の可能性を否定できない当該地において、人工地盤を前提と

した土砂災害対策が可能なのか等々、やはりその建物の趣旨といいますか、によっていろ
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いろ考え方も変わってくるんだろうと思います。これを全部否定するとかということでは

なくて、やはり保育園でいいますと、子供たちが日常的に活動するということ、それから、

いざというときの避難の仕方ですとか、そういうことをやはり考えてあげなければならな

いと思いますので、それらをいろいろ勘案した上で、実際には考えていきたいと。 

  この方法も我が村にとっては１つの考え方であるということを念頭に置きながら臨んでい

きたいと、このように考えているところでございます。 

○議長（池田 望君） 鯰江 満君。 

○４番（鯰江 満君） そうなんですね。 

  何がということになりますと、しかしながら、発電所であろうと、いわゆるライフライン、

そういうようなものというのは、本来は、先ほど私言いましたように、最重要な施設かな

と。もちろん、人の中で、一番将来性のある子供たち、これがやっぱり一番大事と私は考

えるので、保育園の建てかえ、移転、そういうものが今問題となっているわけだから、こ

の際、そこをそういうようなモデルケースとしてやってはどうかということでございます。 

  以前、私の一般質問で、私はこのことをプラットホームのように高くすればと発言をした

わけなんですけれども、人工土地、人工地盤という言葉、そしてその工法というのは、建

設業界では常識的な工法だったわけです。また、私はそれを知らない、つまり勉強不足と

見聞の狭さに恥じる思いでございました。 

  都会と目的は違っていても、移転先が、前後左右、行き場がないとなったら上に移転先を

検討するのが当然のことだと私は思っております。しかしながら、小笠原の自然、あるい

は景観、見ばえですね。それから実際の、先ほど村長おっしゃったように、使い勝手がい

いとか悪いとか、そういう問題もいろいろあるかと思うので、これから先、いろいろ研究、

その他、していただくことが必要かと思います。 

  先日、国連が12月５日を世界津波の日とすることを満場一致で採択いたしました。それか

ら、来る地球温暖化による海面上昇も踏まえて、一歩先を行く小笠原、対策を考慮し、全

国島しょ地区のよいモデルとして、まずは父島保育園周辺を人工地盤で建てかえる調査の

要望をお願いして、私の質問を終えます。 

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

◇ 稲 垣   勇 君 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） ６番、稲垣 勇です。 
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  １点、よろしくお願いします。 

  母島への新たな外来種拡大防止について。 

  母島にツヤオオズアリという、国際機関がとりまとめた「世界の外来侵入種ワースト

100」にも入っている侵略的外来種が既に入ってしまいました。今年の２月にそれが判明し

ております。このアリは、世界自然遺産の登録上、高く評価された小笠原固有種の陸産貝

類の捕食者であることも認められております。このアリの侵入拡大は、人による物資の移

動が中心と聞いております。物資に付着して南崎や北港への侵入が確認され、東京都や環

境省による対策が現在講じられておるところでございます。 

  母島には、父島では姿を見られなくなった固有の陸産貝類が多くまだ生息しております。

豊かな自然環境が残されており、新たな外来種の拡大を防止することが重要だと考えてお

ります。 

  そこで、まず、現在、母島にどういう侵略的外来種が入っているのか、お伺いしたいと思

います。自席で再質問をさせていただきます。 

○議長（池田 望君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 稲垣議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  ご質問が、母島にツヤオオズアリの侵入という具体的なご質問でございましたので、まず

担当課長に答弁をさせますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（池田 望君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） ご質問に答弁をさせていただきます。 

  母島に侵入している侵略的外来種の状況ですけれども、既に身の回りに広がってしまって

いるものとして、グリーンアノールですとか、オオヒキガエル、アフリカマイマイなどが

まずそれに当たるところです。 

  どのような種が実際に入っているかということを網羅的に調査するということは行われて

おりませんで、まずは外来種が侵入し得る経路を特定し、未然に侵入を防ぐということが

重要であるということで、世界自然遺産の科学委員会の場においても対策の検討を続けて

きております。 

  父島で陸産貝類に大きなダメージを与えてしまったニューギニアヤリガタリクウズムシを

母島に侵入させないように、水際での対策を実施しているというのはご承知のとおりかと

思います。そのような中、ツヤオオズアリが以前から侵入していたということが確認され

まして、海外の海洋島では強力な侵略性を示し、生態系に大きな被害を与えているという
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ことですので、関係機関とともに対策を協議しているところでございます。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） 現在、入ってしまったツヤオオズアリ、現在の状況とこれからの対策

についてどういうふうに考えているのか説明ください。 

○議長（池田 望君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） ツヤオオズアリに関する現在の状況ですけれども、人手の届く範

囲で調査を広げております。その結果、母島の集落域には既に広く分布してしまっている

ということがわかっておりまして、さらに南崎や北港周辺など、固有陸産貝類をはじめと

した保全対象種の生息域、あるいはその付近においても生息が確認をされております。ま

た、残念ながら、南崎においてはノミガイという微小な陸産貝類について、既に影響を与

えている可能性が高いということが判明しております。 

  これに対しては、10月より、北港周辺において東京都が、南崎においては環境省等が市販

の薬剤を使用した試験的な駆除を実施しております。その効果については、まさに本日、

同じ時間帯に開催されております科学委員会の下部ワーキンググループにおいても報告さ

れる予定になっておりますが、その薬剤によって一定の効果はあるだろうというふうに考

えられている一方で、森林内ではツヤオオズアリ以外にもさまざまな生物がおりますので、

そういったものへの環境影響についても検証しながら今後の対策を検討する必要があると

いうふうに考えてございます。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） ツヤオオズアリは、集落が、資材の持ち込みのもとですかね。今、そ

こから北港なり、南崎に入ったものについては環境省と東京都が対策を講じているわけで

すけれども、入ってしまったもとをまずたたくのが本当だろうと思いますけれども、どう

なんですか。 

○議長（池田 望君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） ご質問にお答えします。 

  ツヤオオズアリについては、現時点では、固有陸産貝類等の生態系への被害が最も懸念さ

れるということで、保全対象種の存在する森林ですとか属島への侵入拡散を防ぐというこ

とがまず最優先課題ということで考えてございまして、対策の対象とする経路をある程度

限定をして、関係機関の中でも認識を徹底するとともに、村民や観光客等へのご協力をお

願いしていく必要があるというふうに考えております。ちょうど昨日、そういった趣旨の
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ことを書いた全戸配布のチラシも関係機関で配布をしているところでございます。 

  一方で、既に広く分布してしまっている集落内での対策ということでは、対策の範囲が広

く、土地の利用状況もさまざまであることに加えまして、民間の事業ですとか村民生活に

も大きくかかわってくる部分ですので、物の移動の把握ですとか制限についてはより難し

い部分もあるというふうに思っています。 

  今後、母島からの根絶を目指すということであれば、当然集落内の対策も必要になってま

いりますので、関係機関と協議してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） 侵入の一つと考えられる建設資材や農業用資材の搬入対策の現在の状

況をどういうふうにしているのか説明ください。 

○議長（池田 望君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） お答えします。 

  建設資材ですとか農業用苗木の搬入の対策についてですけれども、ツヤオオズアリについ

てもそういったものに巣がつくられて、資材の移動とともに分布を拡散させてしまう可能

性があるというのが課題だというご指摘のとおりでございます。このようなことは、これ

までも議論されているプラナリア類等に関しても同様に懸念されるということで、先ほど

申し上げたような科学委員会の議論の中でも侵入対策のためのマニュアル等の検討という

のが行われてきているところです。 

  現状としまして、例えば公共事業においては、建設資材による外来種の侵入・拡散を防ぐ

ための指針やマニュアルがつくられて、それに沿った配慮を行っているというふうに承知

しております。また、農業用苗木ですけれども、環境省等がそういった議論を踏まえて、

温浴処理によって混入した外来種を駆除するということを推奨しているというようなこと

も行っております。 

  ただ、苗への副作用の検証ですとか、民間ベースでの周知徹底については課題が残ってい

るものと認識しております。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） 農業者への周知はもちろんのことでございますが、父島から母島に移

住するとか、あるいは４月の教職員の異動のときに持ち込まれる可能性というのは高いん

ではないかと思いますけれども、それに対する対策、普及啓発活動をどのように考えてい

るんでしょうか。 



－４９－ 

○議長（池田 望君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） お答えします。 

  これまで、先ほど申し上げましたように、検討してきている移入経路のことですとか、必

要な対応内容についての整理に基づきまして、農業者だけでなくて、新規の居住者等にも

しっかりと理解して、行動していただくための具体的な取り組みについて関係機関と協議

していくことが必要と考えておりますので、まずは普及啓発の強化ということを進めなが

ら関係課などとも協議をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） 現在、ニューギニアヤリガタリクウズムシ等の陸産貝類の天敵が母島

に入る防止策、物流がグローバル化する中で、いかに農業病害虫の母島への侵入をさせな

いということが大事なわけでございますが、これもし入ってしまうと、せっかく世界遺産

に認定されたことが、危機遺産になる可能性というのは高いだろうと思うんですけれども、

そこら辺の村長の考え方を聞かせてください。 

○議長（池田 望君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 議員ご指摘のとおり、父島では大分もう少なくなっている固有の陸産

貝類等が母島ではまだまだ残っているということで、大変な資産でございますので、それ

らの貴重な生態系を守ること、そして、その中で農業などの人の生業も成り立たせていく

ということが、「人と自然の共生する村」という基本理念を掲げる村政の中において、大

変大事なことだと思っております。 

  危機遺産ということにつきましては、以前も申し上げましたが、本当に危機遺産になるか

ならないかということは、科学委員会をはじめとする専門家のご意見等を伺いながら冷静

に対処はしてまいりたいと。その上で、必要な対策については、国や東京都、そして村と

いう関係行政機関の連携を強くしまして真剣に取り組んでまいりたいと、このように考え

ているところでございます。 

  この手の闘いといいますか、これはやはり外来種対策を続けていく中でいろいろ出てくる

ことだと思っておりますので、その辺の意識をきちっと持ちながら対処してまいる所存で

ございます。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） 当村には、母島から、以前に、父島からイエシロアリ持ち込まないと

いうことで、シロアリ条例を制定した経緯があります。大変あれによって母島には侵入を
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防止することで拡散を今しないような対策をとっているわけですけれども、現状のこの侵

略的外来種、全般を含めて、何らかの条例なり、つくる必要性があろうかと思います。 

  条例をつくったから必ず侵入しないという保証はありません。イエシロアリのように、持

ち込まない、持ち込ませないということをあれだけ言っていながら、結局は母島に入って

しまった経緯がある。そこら辺の対策を村として考えているのかどうか聞かせてください。 

○議長（池田 望君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） お答えします。 

  条例による規制ということにつきましては、ご指摘のとおり、イエシロアリ条例というも

のがございますが、またその対象の範囲が、今ご提案の内容ですと広がってまいります。

そういったことについては、産業ですとか村民生活への影響も見きわめた上で、広く社会

的な合意というものも得ながら検討する必要があると思っております。 

  繰り返しになりますが、まず、普及啓発を強化するということをしながら、シロアリ条例

を所管している関係課などとも協議をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） 先ほど一木議員からミカンコミバエのことで質問がありまして、昭和

60年に小笠原では根絶したわけですけれども、そのときにテックス板という資材を使った

ことがあると思うんです。ここへ来て奄美で見つかって、母島では、せっかく今年からパ

ッションフルーツが酒造会社と提携して一つの産業として定着できるかなと思っているん

ですけれども、これが、もしミカンコミバエが入った場合には、パッションフルーツもだ

め、トマトもだめ、そうなると農家としては生計を立てていく手段がなくなってしまう。 

  このテックス板、現在どういうふうに小笠原で使う、まだ侵入してないから使わない、聞

くところによりますと、小笠原では現在はないんだと。こういう状況をご説明ください。 

○議長（池田 望君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） ミカンコミバエ、担当しています小笠原支庁に確認をしまし

た。テックス板につきましては、ミカンコミバエが発生し、繁殖した場合に設置するもの

でございまして、現在、先ほども稲垣議員からもお話ありましたが、侵入していない当村

においては配置する必要がないということでございます。 

  また、テックス板は、誘引剤と殺虫剤をしみ込ませた板ということでもありますので、使

用期間が１カ月程度と非常に短いために備蓄が非常に難しいということでございます。 

  現在、鹿児島県ではテックス板、増産しているということもありまして、緊急時には迅速
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な対応が可能であるということも伺っております。 

  以上です。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） この外来種、これ以上持ち込まれないような対策を本当に講じていた

だきたく希望して、一般質問を終わります。 

○議長（池田 望君） 以上で一般質問は終了しました。 

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

◎散会の宣告 

○議長（池田 望君） お諮りします。 

  本日の会議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、本日の会議を終了します。 

  次回は、明日、12月10日午後３時30分より会議を開きます。 

  本日は、これにて散会いたします。 

  ありがとうございました。 

（午後３時１０分） 
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平 成 ２ ７ 年 第 ４ 回 小 笠 原 村 議 会 定 例 会 会 議 録  

 

議 事 日 程 （第２号） 

                 平成２７年１２月１０日（木曜日）午後３時３０分開議 

 

第 １ 議案第５５号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

           （案） 

第 ２ 議案第５６号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案） 

第 ３ 議案第５７号 小笠原村村税条例等の一部を改正する条例（案） 

第 ４ 議案第５８号 小笠原村農業委員会の委員定数条例（案） 

第 ５ 議案第５９号 平成２７年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）（案） 

第 ６ 議案第６０号 平成２７年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

           （案） 

第 ７ 議案第６１号 平成２７年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

           （案） 

第 ８ 議案第６２号 平成２７年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算 

           （第２号）（案） 

第 ９ 議案第６３号 平成２７年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第２号）（案） 

第１０ 議案第６４号 財産の取得（歯科用パノラマ・断層撮影Ｘ線装置）について（案） 

追加日程 

第 １ 発議第 ５号 議員の派遣について（案） 
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財 政 課 長 江 尻 康 弘 君 村 民 課 長 村 井 達 人 君 
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母 島 支 所 長 湯 村 義 夫 君 出 納 課 長 菊 池 元 弘 君 
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事 務 局 長 セーボレー 孝 君 書 記 菊 池 ひろみ 君 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（池田 望君） これより本日の会議を開きます。 

（午後３時３０分） 

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

◎会議時間の延長 

○議長（池田 望君） この際、あらかじめ会議時間の延長をしておきます。 

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

◎議案第５５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） これより本日の日程に入ります。 

  日程第１、議案第55号を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 議案第55号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成27年12月９日。小笠原村長、森下一男。 

  地方公務員法（昭和25年法律第261号）の改正に伴い、該当条文を改正する必要が生じた

ためのものでございます。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） ２ページをお開きください。 

  職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（昭和50年条例第15号）の一部を次のように

改正する。 

  第１条中「第24条第６項」を「第24条第５項」に改める。 

  附則。 

  （施行期日） 

  この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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  ３ページに新旧対照表を添付しております。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） 提案者の説明は終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） よろしいですか。 

  質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第55号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第２、議案第56号を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 議案第56号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成27年12月９日。小笠原村長、森下一男。 

  （１）地方公務員法（昭和25年法律第261号）の改正に伴い、等級別基準職務表を条例で

定める必要が生じたため。 

  （２）勤務１時間当たりの給料額の算出において基となる年間の正規の勤務時間数の算出

において、休日日数の調整を行う必要が生じたため。 
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  （３）再任用特定管理職員の期末手当、勤勉手当の支給割合を国基準と同等に改める必要

が生じたためのものでございます。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（池田 望君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） ５ページをお開きください。 

  職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  職員の給与に関する条例（昭和50年条例第13号）の一部を次のように改正する。 

  第１条第１項中「職員」を「一般職に属する職員（以下「職員」という。）」に改め、同

条第２項を削る。 

  第３条第２項を削る。 

  第３条の３を第３条の４とし、第３条の２を第３条の３とし、第３条の次に次の１条を加

える。 

  第３条の２、職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを給料表に定め

る職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級

別基準職務表（別表第４）に定めるところによる。 

  第４条中「第３条第２項」を「第３条の２」に改める。 

  第13条第２項中「別表第４」を「別表第５」に改める。 

  第18条中「並びに」を「、」に、「地域手当、」を「地域手当の月額及び」に、「その額

を１週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。」を「その額を１週間の勤

務時間に52を乗じた時間から当該年度における休日の合計日数に7.75を乗じて得た時間を

減じたもので除して得た額とする。」に改める。 

  第20条第４項中「「100分の80」と」の次に「、「100分の102.5」とあるのは「100分の

55」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の70」と」を加える。 

  第21条第４項中「100分の35」の次に、「（特定管理職員にあっては、100分の45）」を加

える。 

  第22条を次のように改める。 

  第22条、削除。 

  別表第４を別表第５とし、別表第３の次に次の１表を加える。 

  別表第４（第３条の２関係） 
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  ア、行政職給料表（１）、等級別基準職務表。 

  以下、表の職務の級、職務の順に読み上げます。 

  １級、定形的な業務を行う職務。 

  ２級、主任の職務。 

  ３級、係長又は主査の職務。 

  ４級、課長補佐の職務。 

  ５級、１、課長の職務、２、副参事の職務、３、室長の職務、４、事務局長の職務、５、

支所長の職務。 

  イ、行政職給料表（２）、等級別基準職務表。 

  同様に、職務の級、職務の順に読み上げます。 

  １級、施設調理又は介護員の職務。 

  ２級、技能主任の職務。 

  ３級、技能長の職務。 

  ウ、医療職給料表（１）、等級別基準職務表。 

  同様に、職務の級、職務の順に読み上げます。 

  １級、１、医師の職務、２、歯科医師の職務。 

  ２級、１、高度な知識又は経験を必要とする業務を行う医師又は歯科医師の職務、２、診

療所長の職務。 

  ３級、困難な業務を所掌する診療所長の職務。 

  エ、医療職給料表（２）、等級別基準職務表。 

  同様に、職務の級、職務の順に読み上げます。 

  １級、１、栄養士の職務、２、診療放射線技師の職務、３、臨床検査技師の職務、４、理

学療法士の職務、５、歯科衛生士の職務、６、歯科技工士の職務。 

  ２級、１、薬剤師の職務、２、高度な知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士、診療

放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、歯科衛生士、歯科技工士の職務。 

  ３級、主任薬剤師、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法

士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士の職務。 

  ４級、課長補佐の職務。 

  オ、医療職給料表（３）、等級別基準職務表。 

  同様に、職務の級、職務の順で読み上げます。 
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  １級、空欄。 

  ２級、１、保健師の職務、２、看護師の職務、３、助産師の職務。 

  ３級、係長（看護師長）又は主査の職務。 

  ４級、課長補佐の職務。 

  カ、福祉職給料表、等級別基準職務表。 

  同様に、職務の級、職務の順に読み上げます。 

  １級、１、保育士の職務、２、介護福祉士の職務。 

  ２級、１、高度な知識又は経験を必要とする業務を行う保育士の職務、２、高度な知識又

は経験を必要とする業務を行う介護福祉士の職務。 

  ３級、１、主任保育士の職務、２、主任介護福祉士の職務。 

  ４級、１、園長の職務、２、課長補佐の職務。 

  附則。 

  （施行期日） 

  この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

  ８ページから13ページに新旧対照表を添付しております。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

  清水良一君。 

○１番（清水良一君） これによって給料が上がる方と上がらない方とかいろいろあるのか、

それとも全体にどのぐらい上がるのか、その辺はわかっているんでしょうか。 

○議長（池田 望君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 職務表に関しましては、従来規則に置かれていたものを、地方公務

員法の改正によって条例にということで、表が上がっておりますので、給与に直接かかわ

るものではございません。 

  直接かかわるものとしては、次の提案理由の中で、勤務１時間当たりの給料額の算出とい

うのがありまして、これは従来から、東京都等からも指導を受けて、労働基準法上も職員

の１時間当たりの、超勤の場合の１時間単価の計算方法に、ここにありますように、分母

について当該年度の休日の日数の時間分をマイナスするようにということになります。 

  要は、分母が小さくなるので、要するに１時間当たりの単価が少し上がります。ですので、
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超勤額については、トータルで７％ぐらいのアップということが考えられます。 

  また、再任用特定管理職の手当については、基準額が改正によって100分の80から100分の

102.5、または100分の55から100分の17.5というふうに上がりますので、該当する職員がい

る場合にはその人の分の給与額が上がりますが、今現在再任用の職員の管理職というのは

置いておりませんので、全体の給与額のアップにはつながらないという状況です。 

○議長（池田 望君） ほかに質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） よろしいですか。 

  質疑がないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第56号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第３、議案第57号を議題とします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 議案第57号 小笠原村村税条例等の一部を改正する条例（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成27年12月９日。小笠原村長、森下一男。 

  地方税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第２号）、地方税法施行令の一部を改正

する政令（平成27年政令第161号）、及び地方税法施行規則等の一部を改正する省令（平成

27年総務省令第85号）が公布されたことに伴い、該当条文を改正する必要が生じたための
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ものでございます。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（池田 望君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 小笠原村村税条例等の改正についてでございますが、条文につきま

しては15ページから19ページにございますが、条文が長いことと、改正条文の内容が複雑、

また一方で地方税法の改正に伴う改正でございますので、添付の議会説明資料をもちまし

て説明させていただきたいと思います。 

  今回の主な改正点でございますが、１としまして、村税のおける猶予制度の見直しという

ことで、改正の第８条から第12条が該当いたします。 

  内容としましては、徴収猶予及び換価の猶予に係る分割納付の方法、２としまして、申請

に係る換価の猶予に係る申請期限、３としまして、徴収猶予及び申請による換価の猶予に

係る申請書の記載事項及び添付書類並びに申請書及び添付書類の訂正期限、４、徴収猶予

する際に担保を徴する必要がない条件、これらについての改正で、平成28年４月１日に施

行するとしております。 

  ２としまして、マイナンバーの見直しによる村税条例の修正でございまして、第２条が該

当部分になります。 

  納付書と納入書に法人番号を記載することの取り消しを行った内容で、平成28年１月１日

に施行するとしております。 

  ３としまして、法人番号の定義の追加ということで、第36条の２、第63条の２、第89条、

第139条の３、第149条にかかわる部分でございまして、村税条例に記載する法人番号がマ

イナンバーの法人番号であることの定義の追加をしたもので、平成28年１月１日に施行す

るとしております。 

  なお、20ページから28ページには新旧対照表を添付しております。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 
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          （発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第57号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第４、議案第58号を議題とします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 議案第58号 小笠原村農業委員会の委員定数条例（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成27年12月９日。小笠原村長、森下一男。 

  農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）の一部改正により、農業委員の選出方

法について市町村長による任命制に変更された。 

  これに伴い、小笠原村農業委員会の選挙による委員定数条例を廃止し、新たに委員定数条

例を制定する必要が生じたためのものでございます。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（池田 望君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 30ページをお開きください。 

  小笠原村農業委員会の委員定数条例（案）。 

  （目的） 

  第１条、この条例は、農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）に基づき、小笠

原村農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。 

  （定数） 
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  第２条、小笠原村農業委員会の委員の定数は８人とする。 

  附則。 

  （施行期日） 

  １、この条例は、平成28年５月１日から施行する。 

  （小笠原村農業委員会の選挙による委員定数条例の廃止） 

  ２、小笠原村農業委員会の選挙による委員定数条例（昭和55年条例第１号）は、平成28年

４月30日に廃止する。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） 提案者の説明は終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第58号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第５、議案第59号を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 議案第59号 平成27年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）（案）。 

  上記の議案を提出する。 
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  平成27年12月９日。小笠原村長、森下一男。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） それでは、ご説明いたします。 

  33ページをお開きください。 

  平成27年度小笠原村一般会計補正予算、予算総則。 

  平成27年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ592万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ45億1,902万5,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成27年12月９日。小笠原村長、森下一男。 

  34ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正、款項ごとの補正内訳でございます。 

  次の35ページに歳出の記載がございます。 

  35の２ページをお開きください。 

  補正予算の説明書でございます。 

  35の３、４ページをお開きください。 

  第１、歳入歳出予算補正、歳入歳出のそれぞれ総括でございます。 

  35の５、６をお開きください。 

  予算説明書の説明をさせていただきます。 

  説明に当たりまして、款項目節を読み上げました上で、節の計上説明をさせていただきま

す。 

  国有提供施設等所在市町村助成交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、国有提供

施設等所在市町村助成交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金の66万3,000円は、国

有提供施設等所在市町村助成交付金の増額分を計上したものでございます。 

  項、施設等所在市町村調整交付金、施設等所在市町村調整交付金、施設等所在市町村調整

交付金の18万2,000円につきましては、施設等所在市町村調整交付金の増額分を計上したも
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のでございます。 

  ２つの節合計で、基地交付金といたしましては84万5,000円の増額となってございます。 

  分担金及負担金、負担金、衛生費負担金、シロアリ対策費負担金の442万6,000円につきま

しては、財務省関東財務局からシロアリ対策費の負担金というものを、今年度からいただ

けるようになりました。今年度分といたしまして442万6,000円を計上いたしております。 

  国庫支出金、国庫負担金、民生費国庫負担金、児童福祉費、こちらの1,436万円につきま

しては、児童福祉費、これは新規でございます。増額分を計上してございます。 

  項、国庫補助金、総務費国庫補助金、特定防衛施設周辺整備調整交付金の201万9,000円に

つきましては、特定防衛施設周辺整備調整交付金の増額分を計上したものでございます。 

  また、地域活性化交付金の230万円につきましては、地域住民生活等緊急支援交付金の、

こちらは増額分を計上したものでございます。 

  目、民生費国庫補助金、児童福祉費のマイナス200万円につきましては、児童福祉費の減

額分を計上したものでございます。 

  項、国庫委託金、民生費国庫委託金、遺骨収容費のマイナス697万円につきましては、遺

骨収容費の減額分を計上したものでございます。こちらの減額につきましては、硫黄島に

おきます遺骨収容事業の回数が減ったということに伴うものでございます。 

  続きまして、都支出金、都負担金、民生費都負担金、児童福祉費718万円につきましては、

児童福祉費の計上を新規にいたしたものでございます。 

  都補助金、民生費都補助金、児童福祉費のマイナス100万円につきましては、児童福祉費

の、こちらは減額分を計上したものでございます。これまで節の児童福祉費というものが

国の補助金、負担金、東京都の補助金、負担金にそれぞれございます。 

  今年度からへき地保育所という概念がなくなりまして、歳出のほうも保育所費の中に父島

の保育所、母島の保育所と、合計で入っているところでございますけれども、歳入につき

ましては、昨年と同様の計上をさせていただいておりました。 

  母島保育所につきましては、今年度から特例保育所という認定を受けまして、負担金とし

て新たに国から1,436万円、東京都から718万円をいただけることとなりました。これまで

の形で計上しておりましたのは、国の補助金が200万円、東京都の補助金が100万円という

ことでございましたので、今年度につきましては1,854万円の増額をいただけることとなっ

てございます。 

  続きまして、項、都委託金、農林水産業費都委託金、地籍調査費のマイナス1,274万4,000
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円につきましては、地籍調査費の減額分を計上したものでございます。こちらにつきまし

ては、歳出のほうで、また詳しく説明のほうをさせていただきたいと思います。 

  繰入金、基金繰入金、次の35の７、８ページをお開きください。 

  財政調整基金繰入金のマイナス4,686万7,000円につきましては、財政調整基金繰入金の減

額分を計上したものでございます。今回補正の取りまとめをするに当たりまして、一般財

源のほうに余裕が出たことから、当初財政調整基金からの繰り入れを予定しておりました

額を、この4,686万7,000円減じるという措置をとらせていただいております。 

  目、情報通信基盤整備基金繰入金、情報通信基盤整備基金繰入金の2,594万2,000円につき

ましては、情報通信基盤整備基金繰入金を計上したものでございます。 

  繰越金、繰越金、繰越金、繰越金の1,843万7,000円につきましては、繰越金増額分1,843

万7,000円を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額45億1,309万7,000円、補正額592万8,000円、計45億1,902万5,000円。 

  歳入につきましては以上でございます。 

  35の９、10ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  議会費、議会費、議会費、共済費の110万1,000円につきましては、議員報酬等の増額分を

計上したものでございます。こちらは、共済費の負担比率の上昇に伴い補正をさせていた

だいたところでございます。 

  総務費、総務管理費、一般管理費、給料から委託料まで、合計で671万円の減額をさせて

いただいております。 

  内訳につきましては、職員の人件費の減額分のマイナス87万4,000円。 

  それから、項目の３番目になります、硫黄島の関連事業費の遺骨収容事業の経費、こちら

は歳入のほうでも説明させていただきましたけれども、回数の減に伴って689万5,000円を

減額させていただくものでございます。 

  項目の２番目でございますけれども、財務管理システムの、これは改修のために必要な経

費を105万9,000円計上させていただいております。 

  また、国庫補助金の増額に伴いまして、財源更生を行ってございます。 

  続きまして、目、支所費、旅費の111万6,000円。こちらにつきましては、３月27日、はは

じま丸の進水式に、父島母島間アクセスの会の会員の皆様ほかに、進水式にご出席いただ

くための旅費を計上いたしております。 
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  続きまして、地籍調査費でございますが、旅費から委託料までの４款、計1,274万4,000円

の減額をさせていただいております。地籍調査事業につきましては、８つの工程を東京都

と村と分担して実施をしているところでございますけれども、平成27年度予定していた事

業につきましては、その前段となる東京都の事業のほうに遅れが出た関係がございまして、

今年度は村のほうに引き継がれることがなく、事業自体の執行がなくなりました関係で、

今回この1,274万4,000円につきましては減額をさせていただいております。 

  続きまして、目、情報センター運営費、工事請負費の2,594万2,000円につきましては、母

島島内の通信環境の更新に要する事業費を計上したものでございます。既存予算を活用す

る部分がございますので、必要経費として、その差額2,594万2,000円を計上させていただ

いております。 

  項、選挙費、目、選挙管理委員会費、委託料の108万6,000円につきましては、選挙システ

ムのこれは改修に伴う経費でございます。こちらは選挙年齢の引き上げに伴いまして、選

挙人名簿のシステムを、改修が必要になったことに伴い計上をさせていただいております。 

  目、村長選挙費、職員手当等から、次のページまで続きますけれども、工事請負費の７つ

の節、合計でマイナス87万2,000円の減額をさせていただいております。村長選挙は７月に

終了しておりますけれども、当初組んでおりました予算と執行額との差額を、今回減額を

させていただいたところでございます。 

  次の35、11、12ページをお開きください。 

  目、村議会議員選挙費、報酬から工事請負費までの８節、マイナス143万6,000円につきま

しては、村長選挙費同様、村議会議員選挙につきましても、今年度４月に終了しておりま

す。当初予算と執行額との差額、不用額として今回減額をさせていただいたところでござ

います。 

  続きまして、民生費、社会福祉費、国民健康保険費、繰出金の404万1,000円につきまして

は、国民健康保険特別会計、その他一般会計繰出金の増額分を計上させていただいたもの

でございます。 

  目、介護保険費、繰出金のマイナス120万円につきましては、介護保険の保険事業勘定特

別会計への繰出金、こちらは事務費繰出金分としての減額分マイナス120万円を計上させて

いただいております。 

  項、児童福祉費、保育所費、こちらにつきましては、先ほど歳入のほうでもご説明をさせ

ていただいております、国と東京都の負担金の増額、国と東京都の補助金の減額、これに
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伴いまして財源更生をさせていただいたところでございます。 

  項、国民年金費、国民年金事務取扱費、委託料の45万4,000円につきましては、国民年金

事務費の増額分、こちらもシステムの改修経費でございます。こちらを計上させていただ

いております。 

  衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費、報酬の74万8,000円、共済費の12万6,000円、計87

万4,000円につきましては、非常勤職員の人件費増額分を計上したものでございます。 

  35の13、14ページをお開きください。 

  目、シロアリ対策費委託料、こちらの299万9,000円につきましては、シロアリ対策事業費

の増額分を計上したものでございます。 

  目、診療所運営費、工事請負費のマイナス1,060万3,000円、こちらにつきましては、当初

医師住宅の改修を予定してございましたけれども、年度内に契約、それから工事の完了の

めどが立ちませんことから、平成27年度減額をさせていただきまして、改めまして来年度、

平成28年度に計上をさせていただく予定で、今回減額をさせていただいております。 

  また、次の備品購入費につきましては75万6,000円の計上をいたしております。こちらも

当初ポータブルレントゲンを購入する予定でありました機種が、今後の保証年限が３年し

かないということで、新型のものを購入することになりまして、その差額は75万6,000円と

いうことでございます。410万円ほどの予定が486万円になってございます。新機種に変更

することに伴いまして、保証期間については10年間有効になるということでございます。 

  項、清掃費、塵芥処理費、委託料のマイナス216万円につきましては、父島クリーンセン

ターの運営管理事業費の減額分を計上したものでございます。また、市町村総合交付金、

東京都の補助金の増額に伴いまして、財源更生をいたしております。 

  目、下水道費、繰出金のマイナス24万2,000円につきましては、下水道事業特別会計繰出

金減額分を計上したものでございます。 

  項、上水道費、簡易水道費、繰出金のマイナス154万6,000円につきましては、簡易水道事

業特別会計への繰出金、減額分を計上したものでございます。 

  商工費、商工費、観光費の需用費マイナス45万円につきましては、観光宣伝事業、こちら

は英語版のパンフレットの印刷を残部で、残りの部数で対応し、来年度新船に合わせ印刷

を行うということで事業経費を減額いたしまして、来年度また再計上するということで、

今回減額をさせていただいたところでございます。 

  また、目、観光施設整備費の委託料49万7,000円につきましては、南島上陸地点安全対策
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のための測量に要する経費を計上させていただいたところでございます。 

  続きまして、教育費、小学校費、学校管理費の工事請負費、その下、項、中学校費、学校

管理費の工事請負費、それぞれ小学校、中学校の学校管理費といたしまして計48万円が計

上されてございますけれども、大雨の影響によりまして、母島小・中学校の体育館の入り

口付近が、土砂が流出してしまったことによりまして、そちらをコンクリート舗装するた

めの経費を計上したところでございます。 

  目、中学校費の教育振興費の需用費102万円につきましては、父島、母島、中学校の平成

28年度用の指導用の教科書を購入するための経費を計上してございます。 

  35の15、16ページをお開きください。 

  公債費、公債費、元金、償還金利子及割引料の164万円につきましては、東京都区市町村

振興基金、こちらの義務的償還が生じました関係で164万円の計上をいたしております。 

  また、目、利子、こちらにつきましては財政投融資資金の減額分、こちらは平成26年度に

お借りした利子の平成27年度分の利子額が確定したことに伴いまして、不用額36万7,000円

を減額させていただくこと、また先ほど元金のほうでもお話をさせていただきました東京

都の区市町村の振興基金、義務的償還に一部利息が発生することから、こちらは1,000円の

増額で、トータル36万6,000円の減額となってございます。 

  諸支出金、基金費、その他基金費、積立金の201万9,000円、こちらは特定防衛施設周辺整

備調整交付金事業の基金積立金増額分を計上したものでございます。こちらは、歳入は増

額となった分、積立金を増額させていただいたところでございます。 

  項、諸費、国庫支出金返納金、償還金利子及割引料の23万2,000円、こちらは平成26年度

に障害者医療費の国庫負担金としていただいておりました額、返納が生じてございます23

万2,000円の計上をさせていただきました。 

  歳出合計、既定額45億1,309万7,000円、補正額592万8,000円、計45億1,902万5,000円。 

  次の35の17から19ページにかけまして、今回一部人件費に異動が生じましたことから、そ

の異動後の人件費を補正前と補正後で記載させていただいてい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。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（池田 望君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

  よろしいですか。一般会計補正予算です。よろしいですか。 
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  安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） シロアリの対策費用が、関東財務局から今年度からもらえるようにな

ったということなんですが、それは特例的な何かがあるんですか。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） シロアリ対策につきましては、村のほうでもう何年も続けている

事業でございますけれども、関係する機関に負担というのをずっとお願いし続けている中

で、今回関東財務局さんも島内の土地をかなりお持ちのところもございますので、ご理解

をいただき、今回財務局さんのほうでも予算化がされたというところでございます。 

  これから、その成果によりまして、こちらとしては今後も継続してご負担いただけるよう

にお願いをしているところでございます。 

○議長（池田 望君） ほかに質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第59号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 次に、日程第６、議案第60号を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 議案第60号 平成27年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）（案）。 



－７１－ 

  上記の議案を提出する。 

  平成27年12月９日。小笠原村長、森下一男。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） ご説明いたします。 

  38ページをお開きください。 

  平成27年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算、予算総則。 

  平成27年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ503万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ３億8,103万円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成27年12月９日。小笠原村長、森下一男。 

  39ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正、こちらは歳入の款項ごとの補正内訳でございます。 

  次の40ページに歳出の記載がございます。 

  40の２ページをお開きください。 

  補正の予算説明書でございます。引き続き説明のほうをさせていただきます。 

  次の40の３、４ページをお開きください。 

  第１、歳入歳出予算補正、総括でございます。 

  40の５、６ページをお開きください。 

  歳入でございます。 

  一般会計同様、説明をさせていただきます。 

  繰入金、一般会計繰入金、一般会計繰入金、その他一般会計繰入金の404万1,000円につき

ましては、その他一般会計繰入金増額分を計上したものでございます。 

  繰越金、繰越金、その他繰越金、その他繰越金の99万8,000円につきましては、その他繰

越金増額分を計上したものでございます。 



－７２－ 

  歳入合計、既定額３億7,599万1,000円、補正額503万9,000円、計３億8,103万円。 

  歳入につきましては以上でございます。 

  40の７、８ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  保険給付費、高額医療費、一般被保険者高額療養費の負担金補助及交付金455万7,000円に

つきましては、一般被保険者の高額療養費の増額分を計上したものでございます。 

  目、退職被保険者等高額療養費、負担金補助及交付金の48万2,000円につきましては、退

職被保険者高額療養費増額分を計上したものでございます。 

  歳出合計、既定額３億7,599万1,000円、補正額503万9,000円、計３億8,103万円。 

  説明につきましては以上でございます。 

  ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（池田 望君） 提案者の説明は終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） すみません、40の５ですが、その他の繰越金と繰越金のところで

1,000円違うのは、200万1,000円ですかね、それで既定額が、その上の繰越が200万2,000円。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 規定額のところのご質問だと思いますが、でよろしいですか、規

定額のところの。 

  規定額の款項につきましては200万2,000円ですけれども、今回の補正に係る部分で、その

他繰越金のほかに、もう一つ節がございまして、そこに１という数字が入ってございまし

て、それで200万2,000円となっています。今回補正に係らない部分ですので、そのところ

は記載がされてございませんので。 

○議長（池田 望君） よろしいですか。 

  ほかに質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 
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○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第60号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６１号から議案第６３号までの上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 次に、日程第７、議案第61号から日程第９、議案第63号までの議案３

件を一括議題といたします。これにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、議案３件を一括議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 議案第61号から第63号までを一括して提出させていただきます。 

  議案第61号は平成27年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）（案）、議案

第62号は平成27年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第２号）

（案）、議案第63号は平成27年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第２号）（案）

でございます。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） それでは、３つの特別会計の補正予算につきまして説明をさせて

いただきます。 

  43ページをお開きください。 

  平成27年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算、予算総則。 

  平成27年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 
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  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額からそれぞれ74万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ２億8,941万4,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第２条 地方自治法第230条第１項の規定による地方債の補正は、「第２表 地方債補

正」による。 

  平成27年12月９日。小笠原村長、森下一男。 

  次の44ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正、歳入の款項ごとの補正内訳でございます。 

  次の45ページに歳出の記載がございます。 

  続きまして、46ページをお開きください。 

  第２表、地方債の補正でございます。 

  起債の目的が簡易水道事業整備債でございます。 

  補正前と補正後で変更がございましたのが限度額でございます。補正前3,270万円、補正

後が2,790万円、480万円の減額でございます。 

  46の２ページをお開きください。 

  簡易水道事業特別会計の補正予算の説明書でございます。 

  46の３、４ページをお開きください。 

  第１、歳入歳出予算補正、歳入歳出の総括でございます。 

  続きまして、46の５、６ページをお開きください。 

  歳入でございます。 

  一般会計、国保会計と同様の説明をさせていただきたいと存じます。 

  使用料及手数料、使用料、給水料、過年度分の１万6,000円につきましては、過年度分の

増額分を計上したものでございます。 

  都支出金、都補助金、簡易水道整備事業都補助金、簡易水道整備事業費の537万7,000円に

つきましては、簡易水道整備事業費の増額分を計上したものでございます。 

  続きまして、繰入金、繰入金、繰入金、一般会計繰入金のマイナス154万6,000円につきま

しては、一般会計繰入金減額分を計上したものでございます。 
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  繰越金、繰越金、繰越金、繰越金の20万7,000円につきましては、繰越金の増額分を計上

してございます。 

  続きまして、村債、村債、簡易水道事業整備債の簡易水道事業整備債マイナス480万円に

つきましては、簡易水道事業整備債の減額分を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額２億9,016万円、補正額マイナス74万6,000円、計２億8,941万4,000円。 

  歳入につきましては以上でございます。 

  46の７、８ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  総務費、総務管理費、総務管理費、公課費の22万3,000円につきましては、消費税及び地

方消費税に要する経費増額分を計上したものでございます。 

  建設改良費、建設改良費、建設改良費、こちらにつきましては、東京都の補助金が増額、

地方債が減額、一般会計からの繰入金が減額ということで、財源更生をいたしております。 

  公債費、公債費、利子、償還金利子及割引料のマイナス96万9,000円につきましては、平

成26年度借入地方債の平成27年度分の利子が確定したことに伴いまして、不用額を減額さ

せていただいております。 

  歳出合計、既定額２億9,016万円、補正額マイナス74万6,000円、計２億8,941万4,000円。 

  歳出につきましては以上でございます。 

  49ページをお開きください。 

  会計が変わります。２つ目の補正となりますけれども、平成27年度小笠原村介護保険（保

険事業勘定）特別会計補正予算、予算総則。 

  平成27年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ０円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

7,873万2,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成27年12月９日。小笠原村長、森下一男。 

  50ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正、こちらが歳入の款項ごとの補正内訳でございます。 



－７６－ 

  今回は、この会計につきましては、歳入の同額の入れかえのみということになりますので、

歳出につきましてはございません。 

  50の２ページをお開きください。 

  介護保険（保険事業勘定）特別会計補正予算の説明書でございます。 

  50の３、４ページをお開きください。 

  第１、歳入歳出予算補正、総括でございます。 

  50の５、６ページをお開きください。 

  歳入でございます。 

  都支出金、都補助金、介護保険費都補助金、現年度分の120万円につきましては、現年度

分の増額分を計上したものでございます。 

  繰入金、一般会計繰入金、一般会計繰入金、事務費繰入金のマイナス120万円につきまし

ては、事務費繰入金減額分を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額7,873万2,000円、補正額０円、計7,873万2,000円。 

  50の７、８ページをお開きください。 

  総務費、総務管理費、一般管理費、こちらにつきましては、東京都の補助金が増額、それ

に伴いまして一般会計の繰入金を減額させていただいておりますことから、財源更生をさ

せていただいております。 

  歳出合計、既定額7,873万2,000円、補正額０円、計7,873万2,000円。 

  介保会計につきましては以上でございます。 

  続きまして、53ページをお開きください。 

  平成27年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算、予算総則。 

  平成27年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額からそれぞれ10万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ２億2,291万5,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成27年12月９日。小笠原村長、森下一男。 

  54ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正、こちらは歳入の款項ごとの補正内訳でございます。 



－７７－ 

  次の55ページに歳出の記載がございます。 

  55の２ページをお開きください。 

  下水道事業特別会計の補正予算の説明書でございます。 

  55の３、４ページをお開きください。 

  第１、歳入歳出予算補正、今回の補正の総括でございます。 

  55の５、６ページをお開きください。 

  使用料及手数料、使用料、地域し尿処理施設使用料の過年度分３万3,000円につきまして

は、過年度分の増額分を計上したものでございます。 

  繰入金、繰入金、繰入金、一般会計繰入金の24万2,000円につきましては、一般会計繰入

金の減額分を計上したものでございます。 

  繰越金、繰越金、繰越金、繰越金の10万6,000円につきましては、繰越金増額分を計上し

たものでございます。 

  歳入合計、既定額２億2,301万8,000円、補正額マイナス10万3,000円、計２億2,291万

5,000円。 

  続きまして、55の７、８ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  総務費、総務管理費、総務管理費、公課費の27万3,000円につきましては、消費税及地方

消費税の増額分を計上したものでございます。 

  公債費、公債費、利子、償還金利子及割引料につきましては、マイナス37万6,000円の補

正をさせていただいております。 

  ほかの会計同様、平成26年度にお借りした地方債の利子額が確定したことに伴いまして、

不用額を減額させていただいたところでございます。 

  歳出合計、既定額２億2,301万8,000円、補正額マイナス10万3,000円、計２億2,291万

5,000円。 

  説明につきましては以上でございます。 

  ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（池田 望君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 
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  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。 

  議案第61号から議案第63号までの議案３件を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） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第61号から議案第63号までに賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第10、議案第64号を議題とします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 議案第64号 財産の取得（歯科用パノラマ・断層撮影Ｘ線装置）につ

いて（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成27年12月９日。小笠原村長、森下一男。 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和54年条例第24号）

第３条の規定により、議会の議決に付す必要があるためのものでございます。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） それでは、ご説明いたします。 

  57ページをお開きください。 

  財産の取得（歯科用パノラマ・断層撮影Ｘ線装置）について（案）でございます。 

  記。 

  １、取得の目的、既存備品の更新のため。 

  ２、取得財産、歯科用パノラマ・断層撮影Ｘ線装置一式でございます。 
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  ３、契約の方法、指名競争入札。 

  ４、購入金額、2,197万4,220円。 

  ５、契約の相手、株式会社田中歯科器械店。 

  次の58ページに契約に関する資料を添付してございます。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（池田 望君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第64号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

◎日程の追加 

○議長（池田 望君） 次に、日程の追加についてお諮りいたします。 

  発議第５号を日程に追加し、追加日程第１として議題としたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、発議第５号を日程に追加し、追加日程第１として議

題とすることに決定いたしました。 

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

◎発議第５号の上程、説明、採決 

○議長（池田 望君） 追加日程第１、発議第５号を議題といたします。 
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  会議規則第122条の規定により、議員の派遣についてをお諮りいたします。 

  事務局長に内容を説明させます。 

  事務局長。 

○事務局長（セーボレー孝君） ご説明いたします。 

  発議第５号 議員の派遣について（案）。 

  次のとおり議員を派遣する。 

  １、派遣目的、陳情・要望活動及び友好都市「八丈町」表敬訪問、医療・福祉関連施設の

視察。 

  ２、派遣場所、都内国等関係部署、国会議員会館、八丈町。 

  ３、派遣期間、平成28年２月10日から２月19日。 

  ４、派遣議員、池田 望外議員７名でございます。 

  以上です。 

○議長（池田 望君） ただいまの説明の内容のとおり、議員を派遣したいと思いますが、こ

れにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、本案は原案のとおり決定いたしました。 

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

◎閉会中の継続調査の申し出 

○議長（池田 望君） 次に、議会運営委員会、総務委員会、小笠原空港開設推進特別委員会、

硫黄島調査特別委員会より所管の事務及び調査中の事件について、各委員長の閉会中の継

続調査の申し出があります。 

  本件は、お手元に配付のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思います。これにご異議

ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  よって、本件は申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。 

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

◎閉議及び閉会の宣告 

○議長（池田 望君） 以上をもって、本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日の会議を閉じます。 
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  これをもって、平成27年第４回小笠原村議会定例会を閉会いたします。 

  ありがとうございました。 

（午後４時４３分） 
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第 ４ 回 定 例 会 議 案等 審 議 結 果 表 

 

提出月日（平成２７年１２月９日、１０日） 

議決月日（平成２７年１２月１０日） 

 

議案番号 件 名 審議結果 

議案第５５号 
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例（案） 
原案可決 

議案第５６号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案） 原案可決 

議案第５７号 小笠原村村税条例等の一部を改正する条例（案） 原案可決 

議案第５８号 小笠原村農業委員会の委員定数条例（案） 原案可決 

議案第５９号 
平成２７年度小笠原村一般会計補正予算（第３号）

（案） 
原案可決 

議案第６０号 
平成２７年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）（案） 
原案可決 

議案第６１号 
平成２７年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予

算（第２号）（案） 
原案可決 

議案第６２号 
平成２７年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特

別会計補正予算（第２号）（案） 
原案可決 

議案第６３号 
平成２７年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算

（第２号）（案） 
原案可決 

議案第６４号 
財産の取得（歯科用パノラマ・断層撮影Ｘ線装置）

について（案） 
原案可決 

発議第 ５号 議員の派遣について（案） 原案可決 
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一 般 質 問 一 覧 表 

 

氏 名 質 問 項 目 

佐々木幸美議員 
１ 舛添都知事との会談（１０月２２日）後の対応に

ついて 

清水良一議 員 

１ 小笠原村としての地球温暖化対策について 

２ 扇浦浄水場跡地利用について 

３ 返還50周年にむけての世界への発信について 

安藤重行議 員 １ 子育て支援及び障害者支援に伴う諸課題について 

一木重夫議 員 
１ ミカンコミバエの対策について 

２ 観光振興について 

鯰江  満議 員 １ 防災を備えた合理的なまちづくり 

稲垣 勇議員  １ 母島への新たな外来種拡大防止について 
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