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小笠原村告示第１０号 

 

 平成２９年第２回小笠原村議会定例会を下記のとおり招集する。 

 

  平成２９年５月２６日 

 

                       小笠原村長  森  下  一  男 

 

記 

 

  １、期  日  平成２９年６月７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（７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 

      ８番  池 田   望 君 

 

不応招議員（なし） 



－３－ 

平 成 ２ ９ 年 第 ２ 回 小 笠 原 村 議 会 定 例 会 会 議 録  

 

議 事 日 程 （第１号） 

                     平成２９年６月７日（水曜日）午前１０時開会 

 

第 １ 常任委員会委員の選任について（案） 

第 ２ 議会運営委員会委員の選任について（案） 

第 ３ 報告第 ３号 平成２８年度小笠原村継続費繰越計算書の報告について 

第 ４ 報告第 ４号 平成２８年度小笠原村繰越明許費繰越計算書の報告について 

第 ５ 報告第 ５号 小笠原村村税条例等の一部を改正する条例（専決処分） 

第 ６ 報告第 ６号 沖村浄水場改良工事（機械Ⅰ）請負契約の締結について（専決処分） 

第 ７ 報告第 ７号 沖村浄水場改良工事（浄水機棟建築）請負契約の締結について（専決 

           処分） 

第 ８ 議案第２７号 平成２９年度小笠原村一般会計補正予算（第１号）（案） 

第 ９ 議案第２８号 平成２９年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

           （案） 

第１０ 議案第２９号 父島ＦＴＴＨ網更新工事請負契約の締結について（案） 

第１１ 議案第３０号 脱水機改良工事請負契約の締結について（案） 

第１２ 発議第 ２号 議員の派遣について（案） 
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出席議員（７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 

      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 セーボレー 孝 君 

総務課副参事 杉 本 重 治 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 繁 藝 則 仁 君 

建 設 水 道 課 
副 参 事 岩 本 弘 幸 君 母 島 支 所 長 湯 村 義 夫 君 

教 育 課 長 持 田 憲 一 君   

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

欠席説明員（なし） 

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

事務局職員出席者 

事 務 局 長 大 津   源 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。 

  ユニフォームも今日からは新しくなりまして、随分軽やかな議会運営ができることを願っ

ておりますが、よろしくお願いいたします。 

  ただいまから平成29年第２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２番、安藤重

行君を指名します。 

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

◎諸般の報告 

○議長（池田 望君） 次に、事務局長から諸般の報告をさせます。 

○事務局長（大津 源君） ご報告いたします。 

  村長から、平成29年５月26日付、小笠原村告示第10号をもって、本定例会の招集通知があ

り、５月29日付で議案２件、報告５件、６月１日付で議案２件の送付がありました。 

  次に、村長から、５月29日付で議会説明員出席者の通知がありました。 

  次に、教育長から、５月17日付で、平成28年度分の小笠原村教育委員会の権限に属する事

務の管理及び執行状況の点検及び評価報告書の提出、５月29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。 

  ３月23日、議員５名とともに、小笠原小学校の卒業式に出席しました。 

  ４月７日、議員５名とともに、小笠原小学校、小笠原中学校の入学式に、また同日、都立

小笠原高等学校の入学式に出席しました。 



－６－ 

  ５月２日から４日まで、副村長とともに平泉町を訪問し、春の藤原まつりの観覧や農業視

察などを行ってまいりました。 

  ５月７日、副村長とともに、小笠原ヨットレース2017の表彰式に出席しました。 

  ５月８日、副村長とともに、久里浜港のおがさわら丸初寄港に係る入港歓迎式典に出席し

ました。 

  ５月15日、議員６名とともに、東京都総務局行政部を訪問し、渇水対策支援の要望、村政

課題についての情報・意見交換を行ってまいりました。 

  ５月16日、東京都町村議会議長会役員会及び第１回定期総会に、また同日、議員６名とと

もに、東京都町村議会議員講演会及び意見交換会に出席しました。 

  ５月19日、平成29年度第１回公益財団法人東京都島しょ振興公社運営検討委員会に出席し

ました。また同日、副議長とともに、下田市黒船祭の歓迎交流会に出席し、翌20日、副議

長とともに、同黒船祭記念式典に出席しました。 

  ５月23日、副議長とともに、松原 仁衆議院議員、田中和徳衆議院議員、石原宏高衆議院

議員、金子恭之衆議院議員を訪問し、村政課題等について情報・意見交換を行ってまいり

ました。 

  ５月24日、副議長とともに、林 幹雄衆議院議員、青山繁晴参議院議員、中川雅治参議院

議員、今村雅弘衆議院議員を訪問し、村政課題等について情報・意見交換を行ってまいり

ました。 

  ５月31日、副議長とともに、町村議会議長・副議長研修会に出席しました。 

  次に、小笠原村監査委員、稲垣直彦君及び鯰江 満君から、３月21日付、４月27日付及び

５月31日付で、例月出納検査の報告がありました。 

  報告は以上です。 

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

◎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６月７日から６月８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。 

（「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６月７日から６月８日まで

の２日間と決定いたしました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎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。 

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

◇ 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、安藤重行です。トップバッターということで、またよろしくお

願いしたいと思います。特に、今回、初めて、３人の説明員の方が加わりましたので、ぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。 

  水がなくて、節水、節水で過ごして、雨乞いをと言っていたのがうそのように、今日はま

た、本当にいい日和になってしまいました。前線が居ついてしまって、また、昨日までは

大雨洪水警報とか土砂崩れとか、そういったことが発令されたりして、いろいろと心配事

があったかなというふうに思います。気候変動によるものなのか、担当課も大変気の休ま

ることがないような昨今です。梅雨も上がれば、今度はシロアリということになって、ま

た大変だろうなというふうに思いますが、村民のためです。頑張っていただければと思い

ます。 

  それでは、質疑に入らせていただきます。 

  １番目は、災害対策等に伴う安全・安心の確保ついて、２点お伺いします。 

  その１点は、小笠原近海で起きている慌ただしい海洋火山活動などの視点からお伺いしま

す。２点目は、もう一つの災害、渇水についての対応についてお伺いします。 

  ２番目は、都営住宅の老朽化及び災害対策に伴う早急な建てかえの見直しなどについて、

２点お伺いします。 

  その１点は、都営住宅の建てかえについて、村と東京都都市整備局や東京都の小笠原支庁

土木課との検討状況についてお伺いします。２点目は、維持、補修、管理についてお伺い

します。 

  それでは、１つ目の小笠原近海で起きている慌ただしい海洋火山活動などの視点からお伺

いします。 

  沈静化していた西之島新々島というんでしょうかね。新島が終わって、その後また新しく

できたので新々島といっていますが、４月20日、１年５カ月ぶりの噴火が確認されました。
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現在でも、西側、南側に溶岩流が流れ出ているということです。また、ベヨネーズ列岩の

明神礁でも黄緑色の変色水域が確認され、さらに硫黄島沖の福徳岡ノ場でも変色水域が広

がっているのが確認されています。この富士山から硫黄島にかけての火山帯がかなり活発

に活動しています。 

  ちまたの話では、硫黄島が世界で一番危険な火山１位の場所と発表されたりもしています。

仮定の話では、ここで破局的な噴火が起こると高さ25メートル以上の大津波が襲う危険が

あるということも言われたりしているようです。 

  2015年５月30日には、記憶も新しい、小笠原諸島西方沖でのマグニチュード8.1の巨大地

震も起きています。今年は、複数の火山活動が活発になっているために、本気で大きな災

害に発展する可能性も十分にあり得るのかもしれません。これが巨大地震のトリガーにな

るかもしれないということで、昨今の地震学者の方の中には、小笠原近海でも大きな地震

がまた起こるのではないかとの見解を出す人もいるようです。いつ起きても不思議ではな

い状況にあるのかもしれません。また、西之島の噴火が進めば、西之島の崩落による津波

の可能性もあったりします。 

  そのような中で、これらの津波災害に対する対策の振興状況をお伺いしたいと思います。

村長は、どのような見解を持っておられるのか、まず所見をお伺いしたいと思います。 

  それから、大変申し訳ございませんが、次の災害渇水のそれ以降の質疑については、自席

のほうでやらせていただきたいと思います。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） 安藤議員のご質問に答弁する前に、一言発言をいたしますことをご容

赦をお願い申し上げます。 

  昨年来、続いておりました渇水につきましては、先月からの大量の降雨によりまして、父

島、母島とも、ダムの貯水量が100％回復するなど、ようやく愁眉を開いたところでござい

ます。長期にわたる渇水対策中、村民の皆様をはじめ、各関係機関の皆様方には大変なご

協力とご支援をいただき、またご理解をいただきましたこと、この場をかりまして、深く

感謝し、御礼を申し上げます。このたびの渇水で、村も大変多くのことを学ばせていただ

きました。今後、このことは、このような事態が発生したときに生かしてまいる所存でご

ざいますので、引き続きご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げるものでございま

す。 

  安藤議員からは、大きく２つの質問をいただきました。 



－９－ 

  まず、西之島の噴火活動のことでございますが、西之島の噴火活動がしばらく低下をして

おりましたが、ご質問の中にありましたとおり、本年の４月に入りまして、再び噴火が起

こり、現在、気象庁により噴火警報が発表されておりますので、引き続き情報収集、警戒

に当たっているところでございます。 

  南海トラフにおける大規模地震は、いつ発生してもおかしくないとされておりますので、

当村は、地域防災計画で南海トラフ地震等防災対策推進計画を定め、防災訓練の実施、災

害備蓄品の計画的な備蓄、都道行文線の整備再開に向けた検討など、防災対応力の強化に

努めているところでございます。 

  この後、自席でさまざまなご質問ということでございましたが、個別具体的な案件につき

ましては、それぞれ担当課長が答弁をいたしますので、どうぞよろしくお願いを申し上げ

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。 

  昨年だったと思うんですが、議員の研修で、海洋研究開発機構、ＪＡＭＳＴＥＣというと

ころに伺ったときに、西之島の崩落津波の観測データを直ちに送信するシステムの設置に

ついて、平成29年度に事業開始をする予定と言っていらっしゃったんですが、１年前に前

倒しで平成28年度から実施するということになったというふうに聞いて帰ってきたと思っ

ているんですが、その装置の設置状況について、現在どのような状況になっているのか、

またどのような関係機関がかかわって実施されているのか、どのようなシステムなのか、

簡単でいいんですが、つまり、津波が父島まで10分ぐらいで到着するとか、小笠原近地地

震の津波では20分ぐらいで到達するとか、いろんな推測がございますので、その設置が完

了すると観測したデータが父島のどこに緊急通知、エマージェンシーですね、それが発令

されてくるのか、また、我々島民にはどのタイミングで通知されるのか、その辺の流れが

わかっていればお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（池田 望君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 議員ご指摘の津波の観測の件につきましては、独立行政法人

海洋研究開発機構、東京大学地震研究所、京都大学大学院理学研究科による研究チームが

西之島周辺海域で行った調査研究のことかと思います。 

  研究チームが調査研究を行うに至った背景としましては、平成25年11月以来、西之島では

噴火活動が活発になったため、気象庁は、海上保安庁、民間研究機関と連携して西之島の
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噴火活動の把握と災害予防のための予測を試みましたが、観測情報が非常に限られていた

こと、また、溶岩流で成長した急斜面が崩壊した場合、その崩壊量によっては小笠原に津

波の影響が出る可能性が示唆され、その災害軽減のためにも離島火山活動を監視する監視

技術の開発が重要視されてきたことが挙げられております。 

  研究チームによる調査の概要は、西之島において、火山活動・地震津波観測体制を整備す

るとともに、地形調査、空振観測、映像撮影等を行うもので、平成27年２月と平成28年10

月に現地調査を行っております。 

  これらの調査のうち、津波観測のための調査の一つに、離島火山モニタリングシステムの

開発があります。このシステムは、波の力だけで自律的に海面を運航することができるウ

エーブグライダーによる各種観測機器を装備しており、火山監視、水中及び空中での音波

測定による地震、空振観測、火山の山体の崩壊等による津波発生を検知するというもので、

測定データは、西之島から本土に衛星通信により継続的に伝送するというものです。 

  なお、父島のどこかに緊急通知され、また島民にも通知されるかという点につきましては、

現在、調査研究の段階でありますので、観測データは研究機関のみ伝送され、モニタリン

グを行っていると聞いております。 

  西之島では、本年４月18日から噴火活動が再び活発になったことから、研究チームは急遽

津波観測の体制を整えるべき準備を進めており、本年10月をめどに、まず父島に寄港する

との連絡を受けておりますので、今後の実用化について、また当村の防災にどのように役

立てることができるかなどについて聞きたいと思っております。 

  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） 今言っていただいたウエーブグライダーについては、以前にももらっ

たんですがまたもっとわかりやすいのがありました。用意していただきましたので、議員

の皆さんにはそれをお配りしてあります。 

  でも、こういった機械がきちんと機能して、それですぐにでも実用化されれば、この機能

が小笠原の村民にとって、小笠原だけじゃないんでしょうけれども、それぞれの離島に運

航が可能になればとてもいいことだなと思います。この試験運用だけはとにかく成功した

ということですから、西之島周辺のモニタリングということで、一歩前進といったところ

なんだろうと思います。また、そういった状況のようですが、このような機械ができるだ

け機能すれば、一人でも多くの命を守るための一因が確保されるのかなと期待できるとい
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うことで理解しました。とにかく、一日でも早く設置されるように注視していきたいとい

うふうに思います。 

  また、今後、村民への安全・安心の確保ということをより細部にわたって浸透させていく

ことが重要になってくるのではないかと思います。 

  今月の村民だよりに、近地地震津波の避難検証参加者募集というのが掲載されていました。

まさに個人個人が実体験して、自分で避難通路などをイメージして、そういうシミュレー

ションをしておくということはとても大事なことだと思っています。また、行政サイドと

しての実証見分ができるということからもデータの蓄積が可能になって、より安心な防災

システムの構築ができるのではないかというふうに思いますので、この取り組みを増やし

ていただきたい。それぞれの島民が全員参加できればもっといいなと思っているわけです

が、ここのトレーニングは、必ず生きてくるだろうと思いますので、ぜひ今後も継続して

取り組んでいくことが重要だと思いますので、継続していくのか、今回限りなのか、その

方向性についてはどのように考えているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（池田 望君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 近地地震津波の避難検証につきましては、議会でも何度か取

り上げられていた課題対応しまして、本年７月５日に緊急地震速報の試験放送があります。

それにあわせまして、小笠原諸島近海で発生した地震により20分後に津波が来襲するとい

う、そういった想定で、大神山公園の遊具付近、大村海岸を利用している子供連れの家族

にご協力いただき、実際に最寄りの高台に避難していただき、緊急放送が入ってから行動

開始までの時間、避難手段、方法、選択した避難ルート、避難に要した時間等を検証した

いと考えております。この検証をもとに、今後、具体的な避難訓練につなげる計画でおり

ます。 

  また、対象者につきましては、今後、広げて実施するということも検討してまいりたいと、

そのように思っております。まずは、今回、子供連れの家族を対象に、一度実施してみた

いと思っております。 

  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） 状況を見てということになりますが、ぜひこのような取り組みの継続

を続けていただきたいなというふうに思います。 

  特に、これから高齢者とか、そういった方の部分も出てくるかと思います。以前にも、最
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初のころにもそういう話をしたことがありましたけれども、自分がどこに逃げていいかと

かというのも、やはりふだんからのシミュレーションというか、練習をしないとなかなか

体は動かないんだろうと思います。やっぱりこういうことは、行政サイドとしてもそうで

しょうけれども、我々もそうなんですけれども、できるだけ協力してやっていければと思

いますので、ぜひ継続してください。よろしく、強く要望しておきたいと思います。あり

がとうございます。 

  では、２点目のもう一つの災害ということなんですが、渇水に伴う対応についてお伺いし

たいと思います。 

  やっと渇水の渇きから解放されたというふうに思ったら、また梅雨に突入して長雨という

ふうな感じでしたが、大雨警報とか土砂崩れ災害、逆の災害が危惧されたりということで、

ちょっと本当に大変だなというふうに思いましたが、ダムの現状については、前の課長に

３月議会でも質問させていただきましたが、たまっている、堆積した泥の状況に関して、

水銀の蓄積があるかもしれない、そういう疑念があると申し上げました。蓄積した泥対策

の今までの対応経緯について説明を受け、その説明は、その泥を一度も浚渫したことがな

いということでした。しかしながら、飲み水として活用するには、数十種類の、50種類近

かったかと思いますが、検査に合格しないと供給することができないということでござい

ました。もちろん水銀検査も入っているということでしたので、検出されていないという

ことで一安心したわけですけれども、しかしながら、こういった泥を浚渫することで、水

の確保、つまり水量を増やすことなどにつながるのではないだろうかというふうに考えて

いました。 

  そのようなさなか、今回の、昨日の全員協議会の中で、建設水道課の副参事から今後の渇

水対策案が示されました。今後の村民の命の水、そして観光立島を維持するための水が枯

渇することがないようにするための渇水対策の方針についてお伺いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（池田 望君） 建設水道課副参事、岩本君。 

○建設水道課副参事（岩本弘幸君） 今後の渇水の対策としましては、大きく３つに分けて検

討していきます。１つ目はダムについて、２つ目は調整池の運用について、そして３つ目

は海水淡水化装置の購入についてです。 

  １つ目のダムについてですが、さらなる貯水量を確保するための時雨ダムのかさ上げの可

能性と時雨ダム、連珠ダムの浚渫を検討していきたいと思います。時雨ダムのかさ上げに
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つきましては、今年度の委託において可能性を調査いたします。また浚渫につきましては、

工法と実施時期を含め、今後検討していきます。 

  ２つ目の調整池の運用につきましては、平成30年完成予定の第２原水調整池に海水淡水化

装置の設置場所を確保し、造水を直接調整池に貯水するよう計画します。また、第２原水

調整池の地下部周囲は、常時海水面下となり、海水を含む地下水が豊富なため、まずは地

下水取水可能水量の調査を行い、井戸ポンプを設置し、海水淡水化装置の取水設備として

利用を検討していきます。 

  ３つ目は、海水淡水化装置の購入についてですが、現在村で保有している装置もあります

が、今回のように、父島、母島、ともに対策が必要となることも考えられることから、新

たな海水淡水化装置の導入について、東京都も交えて検討していきたいと思います。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） 今回、本当に大変建設的な方針ではなかったかなと思います。全地球

規模での気候変動などの要因において繰り返されるかもしれないということも実は想定さ

れているのかなと感じています。そういう部分で示していただけたのかなとも思います。

これを実現していく上での難題は財源確保かなということも思われますが、東京都や国の

支援もいただきながら対応していかなければならないのではないかと考えます。 

  なぜ、東京都や国の支援もいただきながらなどと言わなければならないのかというのは、

今回の海水淡水化装置の稼働で約6,200万円必要になったわけです。父島では、通常給水原

価の立米当たりが437円、それの約8.5倍、3,700円、母島が5.6倍、2,400円と、破格の費用

がかかっていること、これが現実なわけです。この点については、やはり災害の位置づけ

であろうと私的にはそう考えるから、災害対策費用であがなっていただけないかという思

いになりました。 

  この費用は、全て村民の税金で賄われるわけですから、議会での決算特別委員会での指摘

事項もありますけれども、一時しのぎの対応はやめて、やっぱり根本的な対応をして、経

費削減に努めるべきとの意見がありましたので、そういった観点からも理にかなっている

のではないかというふうに思ったりもしています。今後、詳細について、随時、議会や村

民の方々にも状況を示しながら進めていただきたいと思います。 

  今まで自分で勉強してきた中で、ダムのかさ上げ、これは堆積した泥等の浚渫、海水淡水

化装置の海水くみ上げのための井戸の活用、この井戸の活用というのは、地下水として海

水をくみ上げると、それだけでも少し雑菌がとれたりとか、そういうろ過をするというこ
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とがあるようで、そういう意味での活用はとてもいいのではないかと思っています。それ

から、バイオマス発電などのこのようなことが、今後の課題になってくるのではと思って

きましたので、ぜひこの検討を進めて、推進していただければと思います。この辺につい

ては、担当の方は大変だろうと思いますが、執行部に強く要望しておきますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

  それから、２番目の都営住宅の老朽化及び災害対策に伴う早急な建てかえの見直しという

ことでお伺いしたいと思います。 

  都営住宅の建てかえについては、村と東京都都市整備局、それから東京都小笠原支庁土木

課との検討状況があるかと思います。その辺についてもちょっとお伺いしたいなと思って

います。 

  昨年平成28年１月25日に、企画政策室から検討状況について報告がありました。また、都

市整備局からの説明が、やはり昨年の２月７日にありました。このときは、新しく建てか

えることについての検討がされている、建てかえるまでの維持補修についてどこまでやっ

ていくのかというのはちょっと明示されていなかったのかなと思っています。その後、支

庁土木課長に面談し、状況を伺ったところ、建てかえは都市整備局、維持管理は支庁土木

課住宅係とのすみ分けの話も伺ったりしてきました。 

  そこで、その後についての村と都市整備局、支庁土木課との協議が当然されていると思い

ますが、建てかえについては、現在どのような状況まで話し合われているのか、また今後

の都営住宅の建てかえのときの要望に、現在の都営住宅に住んでいる方々の状況に即した

１ＬＤＫというか、ひとり暮らしの部屋の確保というのがこれから必要になってくるので

はというふうに思います。それは、現在住んでいらっしゃる方もひとり暮らしになってし

まっている方々が結構多いなというのが見える部分があるものですから、そういった要望

についても話し合われているのか。いろいろな案と、これから今までの募集の仕方も変更

とか、そういったことも当然出てくるのだろうと、旧島民、在来島民、新島民とかいう区

分けがだんだんなくなってくるのではということがありますので、その辺の話し合いもさ

れているのか。そういったこともお伺いしていきたいと思います。 

  村長の今年の第１回の定例会での所信表明でも住宅施策のあり方については、平成29年度、

今年度中に取りまとめるべく引き続き検討を進めていくとおっしゃっているので、そのこ

とも踏まえてお伺いしたいと思います。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。 
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○総務課企画政策室長（樋口 博君） まず、１点目のご質問に説明させていただきます。 

  小笠原住宅の建てかえの協議の現状でございますが、建てかえに伴いまして住宅の位置づ

けが公営住宅に変わることから、その仕組みの基本的な枠組み、具体的に言いますと、入

居対象者をどうするか、収入要件、それから同居要件、使用料などの基本的な考え方につ

いて今まで協議をしてきております。あわせて、また建てかえに伴って、新しく建てかわ

った住宅は村に移管するという条件でございますので、移管するまでの手順、それから移

管するまでの村が行う住宅運営管理の方法、それに伴う東京都の村への財政支援、そうい

ったことなどについて協議をしてきたところでございます。 

  基本的な枠組みしかまだ決まっておりません。現在、東京都において、その基本的な枠組

みを踏まえた具体的な詳細事項について今検討が進められている状態でございます。その

結果が出ましたら、また村とその内容について協議をしていくということになっておりま

す。 

  それから、２点目のいわゆるひとり暮らし用の部屋の確保の協議についてでございますが、

東京都とは協議の中で、現状の小笠原住宅の世帯の状況、実際ひとりでお暮らしになって

いる世帯がどの程度あるのか、２人世帯がどの程度、３人世帯がどの程度という数を把握

いたしまして、それをもとに協議をしてきたところでございます。こちらもどういう部屋

のタイプをつくるかというのは、まだ決まっておりませんが、協議の中では、単身用の部

屋、それから２人から３人用、小家族用の部屋、それから４人以上の大きな世帯用の部屋、

今３つの区分をもとに、東京都に検討をしていただいている状況でございます。 

  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） そこまでの話がやっぱり出ていらっしゃるんだなということで、基本

的な内容について、これからも協議されるとは思うので、その検討課題等については、今

後も議会のほうにも随時報告していただけるのかどうか、ちょっとお伺いしたい。 

○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） 建てかえ計画そのものは、事業主体は東京都ですので、

検討課題等の情報が出せる出せないというところは東京都の判断によるところが大きいか

とは思いますが、もう既に住民説明会を東京都主催で一回やっておりますので、そのこと

を踏まえて、議員の趣旨も踏まえまして、東京都には確認、申し入れ、調整をこれから行

いたいと思います。 
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○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） ぜひ調整のほう、よろしくお願いしたいと思います。 

  これから都営住宅から村への移管の話もしていかなければならないということでございま

したが、この問題については大きな課題があると思いますので、今後、総務委員会とか特

別委員会などの設置をして話し合っていかなければならない問題でもあるのかなというふ

うにも思っています。今後の懸案課題として検討していきたいというふうに思います。 

  なぜ議会にも随時報告してほしいのかというと、情報がないために都市整備局に行って話

をしても村と話しているといった返答になってしまうことになっては、私たちが勝手に行

っているわけですけれども、二度手間になってしまうこともあるので、ぜひ議会のほうに

も話し合いの進行状況が見える形で報告をしていただきたいというふうに思っています。 

  その中で、いつも村長も言われていますけれども、執行部も議会のほうも両輪でという話

をよくされていますので、ぜひその辺は協力してやっていけたらいいなというふうに思っ

ています。議会への報告を、やはり提出するように言われてから出すということではなく

て、こういった情報は共有できる体制をぜひつくっていただきたいというふうに思いま

す。 

  それから、２つ目の維持、修理、管理状況について伺います。 

  都営住宅のうち、特に老朽化が進んでいると思われる奥村の都営住宅についてなんですが、

壁など、外装について、それから内装、それなりに修繕しているといったことは、工事が

実施されているのは何度も見ているんですが、肝心かなめの土台の劣化というのが著しい

と思われる節があります。私も見に行ってきましたけれども、やはり中の鉄筋が外に出て

いるという部分があったり、いろんな点もちょっと見た目でも確認されるような部分もあ

りますので、そういった劣化が著しいという部分の状況については、当然把握されている

とは思うんですが、そのことで地震津波対策での観点からも修繕に緊急性を要するのでは

というふうに考えています。その点については協議はされたのかお伺いしたいということ

が一つ。協議されているのであればどのような内容か伺いたいと思います。 

  奥村都営住宅の建てかえまでは、母島の二戸建て、父島の二戸建て、その後に奥村都営住

宅の建てかえとなれば、まだまだ数年先になると思われますので、建てかえるまでの間の

維持補修で堅持していかなければならないということになるかと思います。村民の命に関

することであれば建てかえまでの対応状況はどのように検討していくのか、この点につい

て、当然、見過ごすことはできない状況と思いますので村としての対応をお伺いしたいと
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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） 奥村都営住宅の件でございますが、居住者の方の不安

の声があるというのは、村でも当然承知しているところでございます。それを踏まえまし

て、小笠原支庁、あるいは本局である都市整備局に対しまして、過去の耐震や劣化に関す

る調査の経緯、あるいはそれを踏まえた東京都の認識は伺っているところではございます。 

  基礎部分に対して早急な手当てが必要か否か、なかなか村が判断できるものではありませ

んけれども、現状、管理主体である東京都に対して、村民である居住者の方の不安が払拭

できるような対応を東京都にぜひお願いをしてまいりたいというふ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） 都に対して、まだお伺いしている状況ということもあるようですので、

その判断については村民の命に関することですので、急いでいただければなということを

切に要望しておりますので、ぜひその辺についても村のほうからも要望していただきたい

というふうに思います。 

  とにかく村民の不安材料を払拭できるように対応していきたいということですので、命を

守るための施策は最優先事項だというふうに思っていますので、ぜひ強く要望して、これ

をもちまして質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（池田 望君） ありがとうございます。 

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

◇ 清 水 良 一 君 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） １番、清水良一、よろしくお願いします。 

  本日は、２点お聞きしたいと思っております。 

  まず、第１点は、渇水対策を振り返って、第２点は、温浴施設、タラソテラピーの再考に

ついてということでお聞きしたいと思います。手元の資料は、ちょっと逆になってしまい

ましたが、渇水対策のほうから先にやらせていただきたいと思います。 

  渇水対策については、前日、全員協議会でも建設水道課の方から詳しい説明も受けました。

また、３月の定例会でも一木議員が質問されて、そして今まさに安藤議員からも質問があ

りまして、非常にしつこいようでございますが、本日は、新しい建設水道課のお二人が来
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ていただいたということで、ウエルカム質問ということで、お許しをいただきたいと思い

ます。 

  まさに今回の渇水では、村の迅速な対応と村民の節水のおかげで無事窮地を脱することが

できたと思います。しかし、今回のことは、温暖化による地球的な規模の気候変動、今後

も予測できない影響が考えられると思います。今回も１年越しの少雨によるものだったと

いうことから、水不足が長期化するおそれもあります。 

  海水淡水化装置の威力は絶大でしたが、温暖化を即すエネルギー多投型の水の確保は、本

末転倒のような気もいたします。節水を促進する料金体系や天水、中水の利用を促進する

対策が重要ではないかと思われます。 

  村の方針、ただいま安藤議員からも質問の中で、答えの中で、村の施策というのが示され

たわけですが、これどこから手を出すか、優先順位が非常に重要になってくると思います。

ぜひその辺のところの優先順位も含めて質問したいと思います。 

  後の質問については、自席でしたいと思います。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。 

  渇水対策について個別具体的にご質問をいただきましたので、それにつきましては、まず

担当課長に答弁をさせます。それ以外のご質問は自席ということでございましたので、そ

れにあわせて答弁をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（池田 望君） 建設水道課副参事、岩本君。 

○建設水道課副参事（岩本弘幸君） 先ほどの渇水の件について答弁させていただきます。 

  多大な電力を必要とする海水淡水化装置は、あくまでも非常用であり、今回の渇水対策で、

父島では、村保有の装置とレンタルの装置２台の計３台で１日最大350トンの造水を行いま

した。母島では、小型海水淡水化装置で１日最大15トンの造水を行いました。 

  導入に関しては、ダムの枯渇日程を推測し、そこから設置準備期間を逆算して、雨を期待

しながら導入決定を限界まで待ちました。 

  超遠隔離島である小笠原では、今回のような大渇水ではこの装置に頼らざるを得ないのが

実情です。今回の渇水では、村民の方々が一丸となって節水に努力をされ、昨年と比べて

２月から４月は約20％の節水が実現できました。大変感謝しております。 

  海水淡水化装置が最も稼働し、最も節水をされていた今年の４月と昨年の４月における口

径20ミリ以下の比較では、基本使用料10立米以内にとどめたご家庭は898世帯に対し、今年
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は1,068世帯で16％も増加しております。 

  現在の料金体系は、基本水量10立米で、基本料金は10立米までと同一となっており、節水

の努力が金額に反映されない状態です。節水を促進する上でも、今後は料金体系の改正も

視野に入れ、検討してまいりたいと思います。 

  雨水の利用については、雨水の利用の推進に関する法律が平成26年５月１日に施行されて

います。この法律は、近年の気候変動に伴い水資源の循環の適正化に取り組むことが課題

となっていることを踏まえて、雨水の利用の推進に関し国等の責務を明らかにしたもので

す。 

  国及び独立行政法人等は、建築物を新たに建設するに当たり、その最下階床下等に雨水の

一時的な貯水に活用できる空間を有する場合には、原則として、みずからの雨水利用のた

めの施設を設置することとしています。小笠原村においても母島小・中学校と父島の診療

所で雨水の中水利用を実施しています。これらの施設計画においても同法の趣旨に沿って

関係部署と調整を図り、雨水利用をより一層推進してまいりたいと思います。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） すばらしい答弁ありがとうございます。 

  今回の渇水では、村建設水道課の対応、本当にお疲れさまでした。防災無線で貯水率

100％の放送がなされたときに、村民の方たちの雄たけびが聞こえてきたこともありまして、

全ての村民が努力したから味わえるすばらしい放送だったと思います。 

  さて、何点かもうちょっと質問をしたいと思っております。 

  今回大活躍した海水淡水化装置ですが、幾らぐらいかかっているかというのをちょっと教

えていただきたいのと、耐用年数、それからメンテナンス費、ランニングコストなど、ど

のくらいかかっているのか。それからまた、これ村の施策を否定するものではなく、すば

らしい施策だったと思いますが、あくまで結果論ですが、今回の渇水で海水淡水化装置を

導入しなかった場合、村民の節水と村とその他の施策で、実際水が足りたのか足りなかっ

たのかをちょっとお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（池田 望君） 建設水道課副参事、岩本君。 

○建設水道課副参事（岩本弘幸君） 海水淡水化装置の価格は製造会社と造水性能によって異

なりますが、大体100トンクラスですと約2,800万円、200トンクラスですと約5,300万円ぐ

らいです。耐用年数は膜などの消耗品を除き、装置本体で約15年くらいだと聞いておりま

す。また、メンテナンス費についてですが、父島は技術者の派遣を含めますと約1,400万円、
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母島は約150万円ほどでした。ランニングコストにつきましては、父島は電気代と自家発燃

料代を合わせまして３カ月間で約500万円、母島では造水の運搬費を含めまして２カ月間で

約250万円かかりました。 

  続きまして、海水淡水化装置を導入しなかった場合、ダムの水は足りたのかとのご質問で

すが、父島では、４月21日に最低総貯水率17.4％を記録しました。総貯水量が９万3,700ト

ンですので、計算しますと１万6,300トン残っていたことになります。海水淡水化装置での

造水量１万4,600トンを引き算しますと1,700トンで、約３日分ぐらいは残っていたことに

なります。一方、母島のほうは、５月17日に最低貯水率35.2％を記録し、貯水量が３万

2,000トンですので、残りの量は１万1,200トンです。装置での造水量は4,100トンでしたの

で7,100トン残っていたことになり、約２カ月分に相当します。 

  以上です。 

○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。 

  ある意味、村が今までつくり上げたこのシステムは、村から、建設水道課から雨量観測値

というのを、皆さんのお手元にあるんですが、50年来の月別の降雨量が書いてあるんです

が、今回どのぐらいすごい渇水だったかというのを調べたところによりますと、100ミリ以

下の月というのをちょっと緑で線を引いてみました。そうしますと、今回の2016から2017

年は、去年の５月から４月まで12カ月間100ミリを切っているようです。前回の2011年、ま

たその前の1980年の渇水では、1980年のときが６カ月、それから2011年が７カ月100ミリを

切っているようです。 

  それだけ、50年に一度あるかないかの渇水ではあったわけですが、村の努力、今までのシ

ステムでは、何とかこれを乗り切れるだけの力があったということはちょっと一応頭に置

いておいていただきたいなという気がします。そしてまた、建設水道課の皆さんに敬意を

表したいと思います。 

  また、節水というのは、生活の中で一度習慣になると継続することができるものじゃない

かなと考えます。今日、村役場に来てトイレに入ったときに、ペットボトルが前面に置い

てあって、もう雨降ったので、そんなことしなくてもいいんじゃないかと思うんですけれ

ども、思わずそのペットボトルで流したりします。こういうことはもうくせで、続けてい

かれるものは続けていけばいいんじゃないかなという気がするんですが、村の年間の配水

量が約25万トンということで、建設水道課から資料をいただきました。 
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  先ほどの答弁によると、今回の渇水の前年に対しての削減率が20％、３カ月で１万1,000

トンもの水が節水できたそうです。仮にこれを１年続ければ５万トン、20％やるのはかな

り大変かなと思うので、じゃ、10％削減したら２万5,000トンの削減ができることになりま

す。今回、海水淡水化装置で１万4,000トンつくりましたので、早目にやれば十分足りてい

く数値ではないかと。そして、島のライフスタイルの中で節水を根づかせる工夫、今後の

施策の中で、優先順位の１番に来るのではないかと思います。雨が降って油断してしまう

んですが、節水したくなるような料金体系や節水の呼びかけを今後とも継続を検討してい

ただきたいと。 

  ちなみに、去年の今ごろはやっぱり100％だったんですね。だから、油断すると12カ月100

ミリを切ると、同じような状況になる可能性もあります。早目の節水、くせをつくるとい

うことが非常に重要になってくるのではないかと思います。 

  そして、最後、もう一点、村や村営の施設については、何かいろいろ天水、中水の使用促

進について聞けたんですが、村の施設に限らず、東京都への働きかけや民間での導入など

も何か方策はあるかどうかお聞きしたいと思います。 

○議長（池田 望君） 建設水道課副参事、岩本君。 

○建設水道課副参事（岩本弘幸君） 今回の大渇水の検証を行いまして、料金体系を含め節水

促進への工夫を今後検討していきたいと思います。 

  また、施設の天水、中水の利用につきましては、他の自治体の事例など、または法律など

を調査しまして、導入しやすい方策も東京都と交えて検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） 前向きな答弁ありがとうございます。 

  最後に、渇水についてちょっと皆さんに意識を統一したいなと思うんですけれども、皆さ

んに配らせていただきました、今回の渇水時にこういうチラシをつくって節水を呼びかけ

たりしたところもあります。村建設水道課の方たちに安心安全な水をつくっていただいて

おります。この安心安全な水をつくるに当たりまして、通常でも１トン当たり437円、海水

淡水化装置を使えば3,000円以上の値段がかかると、かなり水を高いお金でつくっていると

いうことがわかってきたわけでございますが、そんな中で、東京都の水道局の調べによる

と、家庭用水の内訳というのが出てきていました。 

  その中で、トイレが28％、３分の１近く、そして風呂に24％を使っていると。村の年間の



－２２－ 

配水量が25万トンということになりますと、トイレに７万トン、436円で、通常の値段で換

算しても3,000万円、もしこれを海水淡水化装置でつくれば２億円とか、そんなお金がかか

ります。また、風呂についても６万トン、かなりの量を安心安全で飲める水を使っている

というような状況です。これについて、トイレについてはこれからも天水、中水等を使っ

て、できる限り高い水を減らしていくということが重要かと思います。 

  渇水については以上なんですが、次に、温浴施設、タラソテラピーについてということに

移っていきたいと思うんですが、その中で、このグラフを見ると、風呂に24％、今回、渇

水時、冬の間、２月、３月、４月と非常に寒い日が続いたときに、島民の皆様方、非常に

努力されて、恐らく風呂に入る回数を減らしたりとか、また民宿においては、風呂を沸か

さないでシャワーで我慢してくださいというようなことで努力をかなりされていたようで

す。また、小・中学校では、夏のプールの授業をやめようという検討もされていました。

要は、水が足りなければ、そういったところを削減していかなきゃいけない。昨今、やっ

ぱり観光客も、冬は特に世界遺産になってからは高齢化が進んでいます。そういった意味

も含めて、今回、温浴施設についての質問をさせていただきたいと思います。 

  非常にいろいろな温浴施設、タラソテラピーについての利点というのが、例えば、裸のつ

き合いということで、コミュニティの強化、それから、もちろん健康増進、予防医療です

ね。そして雨天対策、そしてもう一つ、先ほど言った、渇水時にお風呂に入っていただく

ような施設、そんなものは、いろいろな意味で必要ではないかと、もう一度、過去に議会

でも何度かこのことについては話し合われ、検討されているようですが、再度、検討して

いただくようにできないかということを村長にお伺いしたいと思います。 

○議長（池田 望君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 議員ご質問の件でございますが、まさに過去、議会からのご提案もあ

り、当時の環境下におきましては、主に雨天対策としての検討をしました。大変ハードな

施設をつくるということで、我々が想像していたより大変な金額がかかるということで、

議会の皆様にもそれをお示しし、断念をしたという経緯がございます。それから、平成21

年でございましたでしょうか、一木議員からもご質問をいただいたことがあるんですが、

当時の環境下と現在の環境下は、また変わってきているところがあると思います。 

  それから、議員、今回の質問でご指摘になりましたタラソテラピーという観点もこれは新

たな形のもので、これからの時代を一つ考えていかなきゃいけない大きな要素であるとい

うことは私も同じ考えを持つところでございますが、来年、返還50周年を迎えるというこ
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とで、返還後、いろいろな施設を整備してまいりました。この施設が老朽化をし、新たに

建てかえなければいけないとか、補修をしなければいけないという大きな事柄がございま

す。 

  また同時に、大変、皆様のご協力もあって、我が村は少子化ということではなく、年間、

父島、母島、合わせますと30人から40人の新生児が生まれるということで、今年の小学校

１年生は29人、編入を入れますと30人と、父島は。母島が６名という規模で、今の父島の

小・中学校は教室が狭い、一日も早く建てかえなければいけないということ。それから、

既に議会のほうでもご承認をいただきましたように、父島、母島の保育園の建てかえをし

なきゃいけない、まず母島からと。それから、これから増えるであろう高齢者対策ですね、

福祉のことにもということで、もろもろ挙げてまいりますと、大変早急に手をつけなけれ

ばいけない案件が大変多くございます。 

  その中で、今回のご提案のことは、もちろん一考に値するとは思いますが、今の村の現状、

それから計画を年次立てていく中では、どうしても優先順位が低くせざるを得ないと。と

はいえ、今、新たな視点もご披露願ったわけですので、私たちがこれからやらなければい

けないことを順次計画をしていく中で、どのような形で取り組みができるのかということ

は頭に置きながら考えさせていただきたいと。それから、今、苦しい答弁をさせていただ

きましたが、村が抱えている実情というものをご理解していただければと思うところでご

ざいます。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） どうもありがとうございます。 

  言ったからすぐにできるというものではないということは、重々承知の上でございます。 

  ただ、検討していくという方向があればいつかできるんじゃないかということになるんで

すが、ちなみに、今回、資料をちょっと皆さんにお配りさせてもらったんですけれども、

伊豆七島、他島の自治体所有の温浴施設というのがどういう実態なのかというのを電話や

わかる範囲でちょっと調べたものをお配りさせていただきました。 

  ほとんどの伊豆七島の島では、うらやましい限りなんですけれども、温泉があるので、か

なりの温浴施設、公衆浴場があるようです。大島では１カ所、御神火温泉、新島村に３カ

所、そして式根島に４カ所、それから神津島に１カ所、三宅島に１カ所、八丈島には７カ

所、青ヶ島に１カ所ということで、各島にそれぞれそういう温浴施設があるようです。各

島もそれぞれの、これ聞きますと、やっぱりなかなか厳しい財政の中で運営をされている
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ということなんですが、ちなみに、聞いた中で、八丈町以外は、ほとんどこの管轄が産業

観光課ということで観光をメーンにしているようなんですが、八丈町については、ここに

も書いてありますが、福祉健康課が担当されていると。あくまでも島民の健康増進のため

にやっているんだというようなことで、いろいろご努力されているようです。 

  そして、実際、どのぐらいの費用でやっていたのかというのも若干聞いたんですが、ちな

みに新島村では、昭和40年にほとんどお金をかけないで、温泉、40メートルぐらいで掘れ

るらしいので、それは業者に頼んだらしいんですが、手弁当で、村職員がつくったのがこ

の湯の浜露天温泉というのが最初だそうです。そういったことで、とにかくみんなでつく

って入っていたと。そして、ニーズがあるので増築、増築、増築という形で今の形になっ

ていったというような話も聞きます。また、神津島村では、平成３年に７億5,668万円でか

なりすばらしい施設をつくっているんですが、かなりすばらしいです。 

  村長が言っておられました、平成16年の資料によりますと、かなり大きな計画だったとい

うのを、14億円ぐらい、その当時のお金でかけて施設をつくるというようなことで、採算

が合わないというようなことだったんですが、本当にできる範囲で、少しずつやっていく

という方法もあるかと思いますので、ぜひご検討をお願いしたいと思います。もしこのこ

とについてもう一度、何かありましたらよろしくお願いします。 

○議長（池田 望君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 先ほども答弁をさせていただきましたが、環境は変わってきていると

思います、当時の14億円、15億円、16億円というものとは。 

  既にビジターセンターも拡充されましたし、この５月には世界自然遺産センターもできま

したし、単純な雨天対策ということでは、それぞれハードな施設も整備をされてきました

ので、お客様にも満足いただけるところが幾らかできてきたと、そういう意味では環境が

変わってきているということ。私の先ほどの答弁でも申し上げましたが、とはいえ、やら

なければならない課題を抱えているので、今ご提案があったような形のものは、どのぐら

いの規模でどういうことができるか、ほかの島とはちょっと置かれた環境もうちは違いま

すので、それは全く拒絶をするということではなく、将来の計画をいろいろ考える中では、

それを念頭に入れてこれから考えていきたいということでございますので、ご理解のほど

よろしくお願いを申し上げます。 

○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。 
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  最後に、今回この温浴施設について質問するということで、仲間に言ったところ、かなり

やっぱり期待されている方が多いと。そして、この平成16年のアンケートでも66％の方が

温浴施設が欲しいというようなアンケートの結果もございます。事あるごとに、あと何が

欲しいんだという話をすると、ぜひ温浴施設が欲しいというような、本当は温泉が欲しい

んでしょうけれども、そういう話が出てきます。 

  今後とも、大変苦しい財政の中、早急にやらなきゃいけないことがたくさんある中、ぜひ

温浴施設についても検討をお願いしたいと思います。 

  以上で質問を終わりたいと思います。 

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

◇ 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。 

  安藤、清水議員の、ほとんど渇水の件が出ましたが、一生懸命節水をした私としては、こ

こ二、三日、ほっとしていますね。余りいい話ではないですけれども、トイレも３度流し

とか２度流しをやめて１度流しで我慢したと。洗面も同じくですね。 

  それでは、質問に入ります。 

  住宅事情について。 

  ６年前、平成22年第３回小笠原村議会、一般質問で取り上げた住宅不足について、再度取

り上げます。 

  平成22年から約６年間で、一般村民向け公営住宅の建設は１棟もなく、新築の民間アパー

トが数棟建設され、約二、三十戸増えているのと、当時、売れずに困っていた扇浦分譲地

が２戸を残して売れております。合計いたしますと、約30から40戸の住宅が増えておりま

す。にもかかわらず、平成29年度東京都小笠原住宅の空き家住宅の募集者数は85名です。

ちなみに、平成22年の応募者数は61名でした。 

  住宅数が増えていても応募者数が減らない、逆に増えている現状を鑑みると、平成22年当

時の慢性的を超えて、近年、小笠原村は、絶望的な住宅不足の状況になるのではないかと

考えます。 

  村役場として、約６年間の住宅問題の対策と、この現状を見据えた上での今後の施策につ

いてお伺いいたします。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 
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○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。 

  議員ご質問の中にもございましたが、平成22年第３回の定例会におきまして鯰江議員から

住宅不足の状況に対する村の対応についてご質問をいただきまして、その中で、今後の住

宅政策のあり方を検討するようご意見を頂戴いたしました。 

  その後の状況でございますが、まず、今後の住宅政策を検討する上で、村民の多くがお住

まいになっている小笠原住宅の建てかえ計画が今後どのようになっていくか、そのことが

村全体の住宅政策に大きく影響することから、担当課には、東京都との協議を加速させる

よう指示をし、現在は、建てかえと、それに伴う新たな小笠原住宅のあり方の基本的な枠

組みまで協議が進んでおります。詳細な仕組みについては、現在も東京都において検討中

でございますが、今後の基本的方向性は見通せる状況となっております。 

  また、持ち家政策として進めてきました村の分譲事業につきましても、平成22年当時、扇

浦分譲地はまだ半分が売れ残っておりましたが、現在は残り２区画となり、新たな分譲事

業についても検討していく状況にございます。 

  ご質問の中にもございましたが、現在、民間のアパートが、平成22年、ご質問があった当

時とは状況が違いまして、多くの方が民間のアパートを建て、アパートの事業をやる方が

増えております。また、扇浦の分譲地につきましては、議会からもいろんなご意見をいた

だき、一時期、本当に売れるのかということをご指摘もいただきましたが、何とか今ほぼ、

２区画を残して売れたという状況でございます。 

  このことが何を意味するかということでございますが、住宅政策の考え方を私どもが考え

ていくときに、公的施設だけでそれを賄おうとするのか、経済の活性化及び民間活力とい

うことで、民間の方がアパート事業等で、やはり起業していくということ、それから、小

笠原は、結局、都営住宅といいますか、都営小笠原住宅という特殊な都営住宅でございま

す。そういう歴史的な経緯を踏まえた中で、これをどのような仕組みに、返還50年をたと

うとしているときにやっていくのか。 

  また、人口3,000人構想という中で、新たな方々を定住してもらうために公が何もしなく

ていいということはありません。ですから、総合的な住宅政策をやはり考えさせていただ

きたいということでございます。持ち家制度の、やはり分譲というものもこれからはどう

したらいいのかということもその中に考えていかなければいけないということを思ってい

るところでございます。 

  そのような既存の住宅政策が、今言ったような状況に至ったことを踏まえまして、今年度、
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村全体の今後の住宅政策のあり方を庁内で検討することとしておりまして、その中で、ご

質問の住宅不足への対応も含めまして具体的な検討をしてまいりたいと考えているところ

でございます。 

○議長（池田 望君） 鯰江 満君。 

○４番（鯰江 満君） 再質問になりますが、先ほど安藤議員のほうからも出ておりましたけ

れども、重複する部分はそのまま質問させていただきます。 

  都営小笠原住宅が旧島民の帰島促進のために国策で建設されて、早くも50年になろうとし

ています。旧島民はもとより、新たに小笠原で生きていこうとする人々の支えになってお

ります。 

  村民だより６月号では、人口2,527名、世帯数1,238世帯です。人口が少しずつ増加してい

る中、住宅戸数の観点での再質問でございますが、小笠原住宅の建てかえについて東京都

と協議されているとのことですが、その中で、現状より戸数を増やす協議はしているのか

を伺います。 

○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） 東京都との協議の中におきましては、父島、母島のそ

れぞれの状況をお伝えし、住宅が不足している状況を伝えた上で協議はさせていただいて

おります。 

  建てかえ計画の推進に当たりまして、何とか小笠原住宅で戸数を増やせないかと、そうい

うことはお願いしてきたところですが、やりとりはさせていただきましたが、結果、今の

段階では現状の戸数を維持していくという形になっております。 

○議長（池田 望君） 鯰江 満君。 

○４番（鯰江 満君） 先ほどの村長のほうの経済活性化のほうに結びつくというような、そ

ういう住宅問題というのが絡んではおりますが、村の分譲地、当時は予定なしということ

だったんですけれども、基本構想の中でもうたわれているように、分譲事業については、

村として今後どの程度の戸数と区画数で検討する予定にしているのか伺います。 

○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） 先ほど答弁の中にもございましたが、扇浦分譲地が残

り２区画となりました。今後、持ち家政策をやっていかないかというと、そういう判断に

はならないと担当課では思っております。その上で、これからどの程度の区画数というと

ころは、まだ具体的数字は当然持ち得ておりませんけれども、ただ、現在の島全体の土地
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利用の状況を踏まえますと、今までのような規模の分譲事業というのは、それを可能とす

る土地がなかなか見当たらないというのが実情かと思います。 

  そういったことも踏まえまして、今後の分譲事業のあり方そのものも根本から見直しをか

けながらやっていくと。恐らく、土地状況を考えますと、小規模な分譲をどの程度進めて

いけるかというところはベースにあるかと思いますが、そういったことを含めまして、庁

内検討で今後検討してまいりたいと思います。 

○議長（池田 望君） 鯰江 満君。 

○４番（鯰江 満君） いろいろ検討されているということですが、現在の都営小笠原住宅、

民間のほうは大家さんのほうでいろいろ管理、その他、されているとは思いますが、以前

にも質問をいたしましたが、小笠原住宅の適切な入居のため管理をしている東京都に不適

切入居などの有無や適正に使用されているかなどの調査を行ってもらうことは、現在にお

いても変わっていないと思いますが、その後の東京都の対応はどのような状況なのか伺い

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） 平成22年当時、鯰江議員のご質問の中でご指摘を受け

まして、その後、村から小笠原支庁には調査実施の申し入れをしたところでございます。 

  今回、改めてその後の具体的対応を支庁住宅担当の方にお伺いしましたところ、昨年度、

小笠原住宅の入居世帯全戸に対しまして同居状況、それから保証人の状況などを記載する

調査票、それの配布による調査を行ったということを聞いております。９割程度は提出を

受けているそうなんですが、まだ提出されていない方もいらっしゃるようなので、今年も

引き続き回収作業を行っていくというふうに聞い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） まさにありがとうございますということでございますが、今、るる話

していた、今後、村全体の住宅政策を検討していくということですが、これは、今課長の

ほうからも答弁のあったように、戸数を増やすことしか解決方法はないと、これもうわか

り切ったことなわけですね。検討する上で、村が総合計画で将来人口の目標としている緩

やかな人口増加を維持するとうたっておりますが、その上で、現状の不足数解消とあわせ

て、私が以前より問題としている環境容量から割り出した適正人口を根拠とした住宅政策

を進めていただきたい。 

  小笠原村は、もう皆さんご存じのようで、魅力的で、特に若い人がたくさん増えている昨
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今です。そしてまた、世界自然遺産という冠もつけております。そういう観点から、この

住宅問題は、最終的な適正人口のことになりますが、村民合意の上での適正人口を決定し、

それを広く内外に示し、小笠原村を理想郷にしていくことが村全体としての大きな目標に

すべきだと考えます。 

  このまま絶望的な住宅不足が続くと、海岸で生活をする村民、防空壕で生活をする村民、

休憩も含めてですけれども、島内のそこここで、言い方がよくないとは思いますが、エセ

ヒッピーとかホームレスがデビューをせざるを得ない最悪の事態を招きかねません。 

  このような末期的住宅不足に陥る前に、早急の検討と計画実行を要望して私の質問を終え

ます。 

○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。 

  再開は、午後２時から再開いたします。ありがとうございました。 

（午前１１時２１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） 

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

◇ 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。 

  住宅事情と対応について、午前中の鯰江議員と重複するところがありますが、よろしくお

願いします。 

  都営住宅に入れない単身者が、民間住宅もあきがない場合の村の対応をお伺いしたいと思

います。 

  ２点目として、都営住宅の入居当せん者が、部屋のリフォームが進まないために入居がで

きないでいるとのことですが、これについての対応を伺います。よろしくお願いします。 

○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。 
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  まず、１点目のご質問でございますが、先ほども鯰江議員のご質問の中で住宅不足のお話

をさせていただきましたけれども、母島においてもそのような状況が生じているというこ

とは承知をしているところでございます。 

  現在、父島、母島において多くの村民がお住まいになっている都営小笠原住宅の建てかえ

と新たな小笠原住宅のあり方について東京都と協議を進めているところでありまして、一

方で、持ち家政策の一環として進めてきた村の分譲事業についても今後のあり方を検討し

ていく状況にございます。そのような状況を踏まえ、今年度、村全体の今後の住宅政策の

あり方を庁内で検討することとしており、その中で、母島の実情を踏まえつつ、母島にお

ける住宅政策のあり方についても検討してまいりたい、そのように考えているところでご

ざいます。 

  また、２点目のご質問につきましては、具体的なご質問がございますので、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） 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） ２点目のご質問についてでございますが、小笠原住宅

を管理しております小笠原支庁にお話を伺いましたところ、基本的には、空き部屋が出れ

ば速やかにリフォームをして、入居していただくよう対応されているということでござい

ます。 

  仮にご質問のケースが発生した場合、入居がなかなかできず、お困りのケースが生じた場

合には、小笠原支庁にて相談に応じていただけるというお話も伺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） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） 村長の答弁の中で、午前中、鯰江議員の答弁の中にもありましたけれ

ども、今年度中に村として総合的な住宅政策を考えていきたいということでしたけれども、

来年の３月、第１回定例会には我々に示すことができるのでしょうか。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 今年度中ということでございますので、そこを目標にはしてまいりま

すが、なかなか難しいところもあろうかとは思っております。しかし、そこを目標に我々

としても検討を続けてまいりたいと、こう考えているところでございます。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 
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○６番（稲垣 勇君） 当村では、ほかの離島と比べても若い人が住みついて、それに伴って

子供が増えているわけですけれども、母島でも若干増えている傾向にあります。 

  そういった中で、やっぱり人が定住するのには、住宅の確保がないと定住できない。いろ

んな職種でそれは考えられると思うんですけれども、一概に、すぐ住宅を確保するという

ことは、この遠隔離島の中で大変だということはわかっておりますが、前にも農業振興の

中で農業者の中からも、営農者を増やしていかなければならないということを考えている

けれども、やっぱり営農者を入れるにしても、住宅がないために、畑は確保できるけれど

も住宅がない、そのために新規の就農者を増やすことができない。そういう実情が農家か

らも出ているわけですけれども、こういうことを踏まえて、できるだけ早い時期に、村と

して、この住宅問題を真剣に考えていっていただきたいと思いますが、どうですか。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） まず、全く、稲垣議員のおっしゃることについて私も同感ではござい

ます。 

  私どものところの問題点というのが幾つかあるんですけれども、まず、戦前と大きな違い

は、国立公園法が、きちっと網をかぶされたことによって、以前は住宅地として住んでい

たところが使えなくなったりしまして、他地域と比べますと、使える土地が大変限定され

ているために地価が高いというのがまず一つございます。それから、もちろん遠隔離島で

ありますので、建築コストも高い。 

  それから、産業の職種でいいますと、今稲垣議員がおっしゃった漁業、第一次産業につき

ましては、議員もご承知のとおり、この離島振興法の計画の中で、漁業、農業というのは

独自に、その当初、やってきたことがございますね、住宅政策も。そういう問題が結局今、

ある意味、曖昧になっているところもあるわけですが、振興事業の法律上の区分でいきま

すと、村が直接関与できるところとそうでないところがあるわけですね。 

  今までの場合ですと、村の場合には、どちらかというと漁業・農業のほうはそちらにお任

せをして、それ以外の方の住宅とか、そういうことを検討してきたわけですが、そうもい

かなくなってきたような事情がございます。したがって、今年度末まででもちょっと時間

が足りないぐらいなんですけれども、そういうことを加味した中で、総合的なところを検

討していかなきゃいけないという状況にあるというところをご理解いただければと思うと

ころでございます。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 
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○６番（稲垣 勇君） 一つ提案というか、要望があります。 

  というのは、ここへ来て、今村長が言ったように、国立公園法の問題とか、いろいろある

んですけれども、危険区域、土砂災害法の規定区域にこの二、三年で急に指定されて、今

まで住宅地として確保できるようなところが、裏の斜面が急なために住宅地として認めら

れないような雲行きになっているところがあります、特に母島では。そういったことも含

めてというか、今までにそういう危険区域、現在は危険区域に指定されてしまったけれど

も、必ずしもそれが災害にぶつからないような地形であるにもかかわらず、そういう指定

地域にされてしまったために住宅地として除外される、そういうことが見受けられるんで

すよ。そこら辺も含めて、何らかの形でそれを検討してもらうような方法はできないでし

ょうか。 

○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） 今ご指摘の土砂災害法に基づきます警戒区域の指定の

関係かと存じます。 

  今、具体的に母島で進めている母島保育園の高台、そこも東京都の正式な調査はまだ発表

はされていないんですが、最悪のケースを想定しつつ、今調整を図っているところでござ

います。 

  その指定につきましては、指定されたとして、対策をとれば一般の方が住宅を建ててとい

うのは可能ではあるんですが、その前提条件になる建築確認であったり、いろんな諸条件

をクリアしていかなきゃいけない、そういう手間がかかるという状況でございます。住宅

地として人が住めないということではなく、そういったもろもろ乗り越えなきゃいけない

課題があるという状況になります。 

  当然、母島だけではなく、恐らく私ども建設水道課、技術者の推測も含めて、父島も含め

て山裾の人が居住する、あるいは人が利用する建物というところに関しては、多くのとこ

ろがレッドゾーンなり、黄色のゾーンに指定されるかもしれないという見方はしていると

ころです。 

  今日、午前中も、住宅の建てかえもそうですし、今後新たな住宅、それから住宅以外の施

設、そういったものを見直していく際に、ますます土地の利用の仕方としては厳しくなっ

ているという状況にはございます。そういったことを踏まえつつ、相対的に何とかクリア

しながら事業を進めていく状況だと今認識しているところでございます。 

○議長（池田 望君） 稲垣さん、もうこれ終わりでいいですか。 
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（「はい」と呼ぶ者あり） 

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

◇ 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。 

  最初に、渇水対策の件なんですけれども、100％となったときに、村内放送で、念願の

100％になりましたという放送がございましたけれども、あれは、すごくとてもいい放送だ

と思いました。執行部と村民と議会と、住民と何か一体感を感じた次第です。皆さん、ど

うもお疲れさまでした。ありがとうございます。 

  一般質問に移ります。 

  今日は２題になります。最初に、介護予防について、２点目が環境政策の財源確保につい

てでございます。 

  まず最初に、介護予防についてでございます。 

  決算特別委員会で毎年指摘をしております介護サービス事業勘定の会計の予算についてな

んですけれども、この特別会計の総予算は１億7,000万円です。そのうち収入は、使用者か

らの収入が約3,000万円、残りの１億4,000万円が一般会計から繰り入れをされております。

これは、一般会計の繰り入れの比率が80％なんですね。ほかに、特別会計とございます簡

易水道とか、下水道とか、国民健康保険とか、特別会計ございますけれども、これらの特

別会計の一般会計からの繰入額は10％から30％ぐらいです。多いですね。下水道会計でも

30％ほどになります。また、国民健康保険の特別会計でしたら、村の負担分というのもあ

りますので、そもそもが一般会計からの繰り入れが想定されているような部分もあるわけ

でございます。 

  そういう中、介護サービス事業会計については、80％と突出しているんですね。これはも

う既に、この制度自体、破綻状態だというふうに私は感じております。これを抜本的に根

底から制度、仕組み、予算、人員を変えていかないといけないのではないかというふうに

感じております。 

  また、要介護の高齢者をこれ以上増やさない抜本的な改革の施策を進める必要がございま

す。これまで以上に、介護予防に思い切った経費、また人材を投入していく必要があるの

ではないでしょうか。委託先の金額、人員を変えるだけではなく、もう私なんか村民課に

介護予防係、これぐらいのをつくっても本当おかしくないレベルの話だと思います。 
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  今日、午前中、村長からの答弁でもありましたように、高齢化も当村では進んでおります。

前々回の国勢調査では、高齢化率が9.4％で、前回の国勢調査で13％ぐらいですよね。年々

高齢化も進んでいく中で、介護予防、これとても重要な位置づけに今後、今もですけれど

も、さらになっていくことは、もう想定済みです。この辺の見解を執行部にまず伺います。 

  また、一方、もうこれ、介護保険の国の制度そのものがおかしいんですよ。 

  先月、この介護制度の問題に取り組んでいる神奈川県議会議員とお会いしてきました。そ

の県議自身は、介護の会社の役職を、部長だったかな、していまして、神奈川県議会議員

をもう３期もやっているベテランの議員さんに話を聞いてきたんですけれども、その県議

さんは、介護保険制度自体がもう全然おかしいと、小さい自治体は、もう破綻が見えるよ

うな制度体系になっている。私に、青ヶ島村の事例を紹介してほしいと言われて、青ヶ島

の人たちを紹介したんですけれども、もう根本的に国の法律がおかしい、その制度が小さ

い自治体向きではない。その県議さんの話を聞くと、いや、小笠原だけに限らず全国の小

さい自治体は同じ悩みを抱えているんですよという話を聞きました。 

  これについても、国の制度を変えていく、小笠原村から発信していくということも必要な

んじゃないかなと私は感じておりますけれども、その見解を伺います。 

  続きまして、２番の環境政策の財源確保についてでございます。 

  エコツーリズムのお話を少しさせていただきます。 

  大分前になりますけれども、もう13年ぐらい前、この小笠原エコツーリズム推進マスター

プランというのをエコツーリズム推進委員会がつくりました。私は、当時、事務局兼委員

をやっていまして、これの取りまとめをやっておったんですけれども、ここの中に、保全

のための事業というのが９つ施策として挙げられております。 

  例えば、保全のためのルールを確立しましょうとか、自然再生事業の推進をやりましょう

とか、環境に配慮した建設事業の実施とか、最後に、世界自然遺産へ登録しましょうと、

こう結んでいるわけですね。そのうちの一つに、環境保全のための財源確保ということを

小笠原エコツーリズム推進委員会で掲げています。 

  ほかの９つ挙げた施策のほとんどが、13年たった今もほとんどが実現できているものが多

いんですけれども、唯一、この環境保全のための財源確保、例えば入島税とか、環境保全

協力金の徴収とか、あと宿泊税みたいなところですね、そういった部分で財源をちゃんと

とっていく、この仕組みをやろうと提案しているんですけれども、唯一この施策だけが、

残念ながら前に進んでいません。 
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  世界のエコツーリズムサイトでは、観光客から環境のための税とか、あと協力金をもらう

というのは、もうこれ常識なんですよ。先進国でもやっているし、発展途上国においても、

もうほとんどやっているんですね。必須のアイテムというか、この仕組みをやっていない

とエコツーリズム、本当にやっているのという、それぐらいのレベルの基礎的な施策なん

ですよ。 

  確かに、今、うちの村の財政状況は、いいほうです。環境施策で予算が足りないかといっ

たら決してそういうわけではございません、東京都の総合交付金なんかでも相当充当して

もらっていますし。でも、そういう話じゃないんですよね。そういう損得の話じゃないん

ですよ。今、困っていないからいいじゃんという、そういうことではなくて、エコツーリ

ズムサイトとしての誇り、自立、あとはやはりブランドなんですよ。こういう環境保全協

力金的なことをやっているんだという、これはもう一つのステータスなんです。 

  執行部からも前向きな答弁を以前からいただいてはおります。 

  ただ、なかなか前に進むことができていないという状況も続いておるのが実態です。 

  ２年前にもこの一般質問でやったんですけれども、衆議院議員の、今、法務副大臣でもあ

りますけれども、盛山正仁先生が中心になってつくった地域自然資産法という法律がござ

います。これは、環境保全協力金とか、そういう税とか、そういうのを地域で取りやすく

する、もしくはバックアップしてくれる理念法がございますけれども、これをもっと活用

して、これからの小笠原の環境政策の財源確保に向けて取り組むことができないのかと感

じております。 

  まずは、いま一度、改めてこの地域自然資産法の概略の説明をお願いします。その他の議

論は、また自席でやりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○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、介護予防についてのお尋ねがございました。 

  高齢化社会をやがて迎えていくというのは、本村の課題でもあります。したがって、介護

予防ということもこれから考えていかなければいけない大きな要素でございます。 

  ご質問の中で、介護保険制度に触れてのご質問がございました。私もせんだっての出張は

全国離島協議会の総会もございまして、全国の離島の皆様といろんな意見交換をしてきた

ところでございますが、皆さん共通の悩みですね。伊豆七島ももちろんです。例に挙げら
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れました青ヶ島もそうでございますし、ただ、各島で事情が相当違うんですね。法律その

ものに対する見解ということになりますと、これまたなかなか難しいんですね。いろんな

ことを国にお願いしていくということはこれからもやっていかなきゃいけないと思います

が、いきなり法律の制度そのものを変えてくれというような発信を小笠原からということ

については、よくよくいろんな方との協議も重ねた上での判断だということになろうかと

思っております。 

  また、個別具体的にありましたご質問については担当課長が答弁をいたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

  ２つ目に、地域自然資産法、ご質問がございました。 

  ２年前にもご質問をいただいて、その際には、法律が施行された直後でございましたので、

どのような運用が可能な法律なのか、メリットやデメリットなどを含め、情報を収集して

調査研究をするというお答えをしたところでございます。 

  いろいろ調査研究させていただいておりましたが、具体的にまだ適用を検討するには至っ

ていないのが実情ではございますけれども、まず、法律の概要を説明してくれということ

でございましたので、こちらもその点、担当課長より説明させますので、よろしくお願い

をいたします。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 介護予防についてのご質問に答弁をさせていただきます。 

  思い切った介護予防事業の取り組みをすることが重要ではないかということでございます。

これにつきましては、本年３月の全員協議会でも説明をさせていただいたんですけれども、

全国的な介護予防に対する動きということで、まずはご説明をさせていただきます。 

  平成27年４月に介護保険制度が改正されました。これによって、介護予防日常生活支援総

合事業が創設されたところでございます。この総合事業は、高齢者がいつまでも住みなれ

た地域で自立した生活を送れるよう、地域社会全体で介護予防を支援するという取り組み

でございます。従来の事業所が行う介護のサービスに加えまして、ボランティアやＮＰＯ、

地域住民など、多様な担い手により介護予防をはじめ、配食ですとか見守りなどの生活支

援サービスを総合的に提供していく事業でございます。 

  また、介護を受けていない元気な高齢者、こういった高齢者ら自身が、そういった支援の

担い手となることによって社会参加を進め、活力ある地域生活の実現も期待されていると

いうところでございます。 
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  この総合事業につきましては、介護予防生活支援サービスと一般介護予防事業で構成され

ておりまして、高齢者の介護予防と日常生活の自立を支援することを目的として、それぞ

れの市町村独自のサービスを提供していくという仕組みでございます。 

  介護予防生活支援サービスは、要支援１、２と認定された方、また要介護認定で非該当と

なった方でこの事業を受けるべきと判定された方を対象として、従来の介護予防サービス

に加え、市町村独自の多様なサービスを実施することとなっております。また、一般介護

予防事業は、要支援、要介護状態の有無にかかわらず、全ての高齢者を対象に行われる事

業で、介護予防、普及啓発、介護予防活動支援、介護予防教室等の事業を実施することと

なります。 

  小笠原村では、総合事業の実施内容の検討のほか、地域サロンやカフェなど、新たに実施

可能な事業についても検討を進めているところでございます。 

  多くの経費を投入して思い切った施策を行っていくというご質問でございます。 

  村では、現状においても要介護状態にならないための予防事業には力を入れているところ

でございますけれども、介護予防事業の内容を今後どこまで充実させることができるのか、

そのための実施体制、人員をどのように整えていくのか、十分検討していく必要があると

考えております。また、事業の委託先である社会福祉協議会、また明老会との協議が必要

になってこようかと考えているところでございます。 

  次に、介護保険サービス事業勘定の繰入額についてでございます。 

  これまでも決算特別委員会等でお話をさせていただいたところでございますけれども、小

笠原村のように、民間サービス事業所が存在しない小規模自治体においては、事業委託先

への運営費、あるいは人件費などの固定経費は、どうしても必要になってまいります。ま

た、小笠原村は、父島、母島、それぞれに事業所を設置し、人員も配置する必要がありま

すので、その部分も大きいかと考えられます。 

  いずれにしましても介護サービスを受ける高齢者のニーズにかかわらず、これらの固定経

費は発生いたします。このため、繰入額の大幅な削減のための有効な手段を見出していく

のはなかなか難しいというのが現状でございます。 

○議長（池田 望君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） ２番目のご質問にありました地域自然資産法の概要について説明

させていただきます。 

  お手元に青いカラー刷りの法律の概要の紙をお配りしております。そちらに沿って説明を
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させていただきます。 

  正式名称が、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関す

る法律となっております。平成27年４月１日に施行されております。 

  自然環境を守りながら持続的に利用するために、公的資金を用いた取り組みに加えて、利

用者に負担を求める入域料による事業ですとか、あるいは民間団体等が寄附金を募って土

地を取得、管理するナショナルトラスト活動といった民間資金を用いた取り組みを促進す

る必要があるという認識を背景にして制定されたものでございます。 

  議員が前段でご提示されたとおり、エコツーリズムの推進に連なる理念を持った法律であ

るというふうに承知しております。 

  具体的には、法律の用語に即してもう少し説明を申し上げますと、都道府県や市町村が地

域自然資産区域というものを設定しまして、そこで入域料を収受して自然環境の保全や利

用を推進するための事業に充てる地域自然環境保全等事業、あるいは一般社団法人等や自

治体が実施する自然環境トラスト活動及びそれを促進する自然環境トラスト活動促進事業

を実施できるという制度になっております。 

  そういった区域ですとか事業については、国が定めた基本方針に基づいて作成をする地域

計画に位置づけることとなっておりまして、地域計画を作成するに当たっては、土地所有

者等の関係者との協議を行うための協議会を設置することが望ましいとされております。 

  なお、実施する事業が自然公園法等の許認可を必要とする行為を含んでいる場合には、あ

らかじめ地域計画に位置づけておくことで個別の手続を省略できるという特例措置が定め

られております。 

  その他、自治体が自然環境トラスト活動基金を設置できるという規定でありますとか、国

や都道府県に関する努力義務が定められていると、そういった法律になってございます。 

○議長（池田 望君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） それでは、再質問に移ります。 

  まず、介護予防についてでございます。 

  80％の１億4,000万円を一般会計から繰り入れをしていますけれども、その財源の内訳を

まず教えてください。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） １億4,000万円の一般会計からの繰り入れですけれども、その一

部、充てている部分としては、特定防衛施設周辺整備調整交付金、そちらが5,500万円で、
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残り8,500万円が一般財源ということでの内訳になっております。 

○議長（池田 望君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） この１億4,000万円の赤字のうち8,500万円が一般財源で、残りの

5,500万円は、防衛省からいただいている特定防衛施設周辺整備調整交付金、これでいただ

いているという、そこで補塡をしているということなんですよ。 

  ほか、国とか東京都からの支出金というのはないんでしょうか。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 介護サービス事業勘定という中では、そういった補助金ですとか、

交付金等はございません。 

○議長（池田 望君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） もうこの、つまり一般財源と防衛省からのお金でしかないわけですよ。

国、東京都、支援がないんですね。ほかの特別会計はあるんですよ、国とか東京都からの。

これに関してはないわけです。これ国とか東京都に、法律改正とまではいわなくても何か

しらの支援なり裏負担なり、地方交付税の特別交付税、あちらのほうでの補塡をお願いす

るとか、そういった話は、事務方のほうで、伊豆諸島の同じ悩みを抱えた自治体とかの会

議とかでそういう話は出ないんですか。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 年に３回ほど、民生部門の担当課長を招集した民生部会というの

が都庁で行われまして、そのほかに、介護保険の人材も含めたサービス確保のための協議

会というのがございます。それも村民課長として、伊豆諸島の課長さんたちと一緒に参加

をしているところなんですけれども、その介護保険に特化した会議の中では、今おっしゃ

られた、いわゆるこの話題が常になされているところでございます。 

  やはり、意見交換の中では、各伊豆七島でも同じような悩みをお持ちでございまして、こ

の会議の場には都の介護の担当者も同席しておりますので、その会議ごとには、介護保険

運営の支援についてお願いをしているというところなんですけれども、具体的に、どうい

った交付金ですとか補助金ですとかという、そういった部分では、現状の制度の中で新た

な措置というのは、なかなか難しいのかなといったところでございます。 

○議長（池田 望君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） 事務方レベルでもそういう悩みを共有し、話し合いは重ねてはいるん

だけれども、答えが出てこないという、そういう状況があるようです。事務方レベルでな
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かなか回答が出ない、そうすると、次、できるのは村長、やはり政治の力ではないでしょ

うか。 

  先ほど、いきなり法律改正ということではなく、まずは調べて協議をしてからというご回

答をいただきましたけれども、法律改正の前に、既存の制度で、もうちょっとこの辺の会

計の赤字の補塡をしてくれる何か措置をもっと研究して、それを政治的に働きかける、こ

ういう可能性はないでしょうか。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 財政上の共通の悩みとしては、それぞれの町村とも共通の悩みではあ

ると。しかし、先ほど申しましたように、実情がそれぞれ違う。私どものこの介護保険の

ことでいいますと、介護保険料は徴収、いただいていますけれども、その法律にのっとっ

た形での介護サービスはどれだけできているんだということになると、ご承知のとおりで

すよね。 

  今は、できる限りのことを私どもはさせていただいているんですけれども、それも島の実

情からいうと、結局、社会福祉法人明老会とか、そういう法人に委託をする形でやってい

るわけです。これが小笠原の実情なんですよ。そうすると、保険制度そのものに触れると

いうよりは、それぞれの事情の中でかかっていくもの。 

  だから、先ほど特定防衛施設周辺整備調整交付金のことが出たので、何か別のお金みたい

に見えますけれども、要は一般財源です、一度入っているわけですから。しかし、それは、

私どももそうですけれども、皆様のお力もかりて、あのお金を何とか呼び込んできたわけ

ですね、村に。今、ここに使わせていただいているということなんですよ。 

  ですから、規模がどのぐらいであれ、最低限のことを私たち、介護福祉のためにやってい

かなきゃいけません、村は。そうすると、現実、持っている力の中で、極力、介護サービ

スを必要とされる人たちにできるだけのサービスをしてあげたいという中で、私は出てい

くものは、これはもう、このことではしようがないと思っているんですよ。 

  やはり制度そのものということだと大変なことになりますから、個別で歳入する道を考え

る。それでも、努力、限界ありますよね。ですから、ほかの町村と協力した形で何か支援

が受けられないかということは今後も協議をしていきたいと思います。 

  私が申し上げたいのは、ところが現実的には、それぞれ島の実情も違うので、なかなか一

つのこれというものでの要望は難しいというような状況にありますから、村としては、サ

ービスに大きな欠落したようなことが起きないような努力を我々は続けていくと、現実的
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な流れはそういうものでもあるということをご理解いただければと思うところでございま

す。 

○議長（池田 望君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） もちろん歳入を増やしていくというのもとても大事な視点で、私もそ

こは私たちの仕事でもあるというふうに思っています。 

  特定防衛施設周辺整備調整交付金ですけれども、もとは4,500万円でしたよね。その4,500

万円の予算は、年々、本当であれば減っていく、減るはずの予算なんですよ。でも、それ

を現状維持どころか1,000万円また増やしたわけですね。それは、この当村の防衛に対する

協力というところで防衛省がまた増やしてくれたというのがあると思うんですけれども、

そこも大事なんですけれども、やはり制度そのものの欠点なり、あともうちょっと別な何

か措置の方法というのは今後も研究をしていかなきゃいけないと思っていますので、今後

も両輪でお願いできればと思います。議会からもまた意見書なり、そういうのをつくりた

いなと個人的には考えております。 

  続きまして、環境政策の財源確保についてなんですけれども、ちょっと新たな視点で、今

までずっと同じ主張をやっていたので提言したいんですけれども、今まで入島税の金額、

3,000円だとか5,000円だとかという金額でお話をしていたんですけれども、税の管轄をし

ている総務省と話したときに、それはなかなか難しいという話をされました。ここは思い

切って数百円なり1,000円ぐらいの、まずはできるところから始めてみないかなというのが

今回の提言です。それについて、村長、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） 先ほど一木議員のご質問の中にも出てきました盛山法務副大臣ですね。

この法律をもちろん肝いりで一生懸命つくるために奔走された方でございます。いろんな

形で私ども、小笠原村もお世話になっておりまして、小笠原を応援する会のメンバーにも

参加していただいている方でございますけれども、この方がこの法律を一生懸命奔走して

おったときに、念頭に小笠原村のことがあったというのは間違いないと思うんですよ。私

もお会いして陳情をし、またご挨拶をさせていただくときに、このことについては先生は

大変気にしておられて、何とか小笠原でも現実のものにしてもらいたいなと、この法律を

役立てていただきたいと、そういうことをおっしゃって、伺っています。 

  結局、この法律の趣旨、それから理念みたいなもの、ここから発している、そのことにつ

いては、全く異論を挟むこともございませんし、新たな形で金額を抑えてというようなご
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提言もいただきましたけれども、私たちが自然環境の保全と利用をさらに推進していくた

めに、具体的に村が取り組んでいかなければならない課題は何なのかと、そういうことを

我々、それから国や東京都との役割分担、そういうことも精査をする必要があるというふ

うに考えていますから、法律の持つ基本的な考え方、それをきちっと踏まえた上で枠組み

をしっかり調査研究して、それぞれのやっぱり整理するものは整理して、どのような形で

取り組めるのかということは、これからもそれを念頭において活用の可能性を検討してま

いりたいと、このように思っているところでございます。 

○議長（池田 望君） 以上で一般質問は終了しました。 

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

◎常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任について 

○議長（池田 望君） 引き続き、本日の議事日程に入ります。 

  日程第１から日程第２を一括議題とします。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、日程第１から日程第２を一括議題とします。 

  任期満了に伴い、総務委員会及び議会運営委員会の委員を、お手元に配付の名簿のとおり

選任したいと思います。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、委員は、お手元に配付の名簿のとおり選任すること

に決定しました。 

  お諮りします。 

  両委員会を招集するため、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） 異議なしと認めます。 

  よって、暫時休憩いたします。 

  15時10分、会議を開きます。 

（午後２時５３分） 

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

○議長（池田 望君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後３時１０分） 

───────────────────────────────────────────────── 
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○議長（池田 望君） 総務委員会から報告があります。 

  一木重夫君。 

○総務委員長（一木重夫君） ご報告します。 

  総務委員会において、私、一木重夫が委員長に、清水良一君が副委員長に選出されました

ので、ご報告いたします。 

○議長（池田 望君） 次に、議会運営委員会からの報告があります。 

  稲垣 勇君。 

○議会運営委員長（稲垣 勇君） 報告します。 

  議会運営委員会において、私、稲垣 勇が委員長に、安藤重行君が副委員長に選出されま

したので、ご報告いたします。 

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

◎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、６月８日の午後３時30分から会議を開きます。 

  本日は、これにて散会します。 

  ありがとうございました。 

（午後３時１１分） 
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平 成 ２ ９ 年 第 ２ 回 小 笠 原 村 議 会 定 例 会 会 議 録  
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                   平成２９年６月８日（木曜日）午後３時３０分開議 
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第 ３ 報告第 ５号 小笠原村村税条例等の一部を改正する条例（専決処分） 
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           処分） 

第 ６ 議案第２７号 平成２９年度小笠原村一般会計補正予算（第１号）（案） 

第 ７ 議案第２８号 平成２９年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

           （案） 

第 ８ 議案第２９号 父島ＦＴＴＨ網更新工事請負契約の締結について（案） 

第 ９ 議案第３０号 脱水機改良工事請負契約の締結について（案） 

第１０ 発議第 ２号 議員の派遣について（案） 
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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。 

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

◎報告第３号の上程、説明、質疑 

○議長（池田 望君） それでは、これより本日の日程に入ります。 

  日程第１、報告第３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） 報告第３号 平成28年度小笠原村継続費繰越計算書の報告について。 

  地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第145条第１項の規定に基づき報告する。 

  平成29年６月７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。 

  ２ページをお開きください。 

  平成28年度小笠原村簡易水道事業特別会計継続費繰越計算書でございます。 

  平成28年度、平成29年度の２カ年で継続費を組みまして実施している事業が簡易水道事業

特別会計において２つございます。 

  上段でございますが、こちらは、平成28年度の当初予算で継続費を組みました父島清瀬配

水池の更新事業でございます。継続費の総額が１億7,212万1,000円、平成28年度の継続費

の予算現額が8,375万3,000円、支出済額が同額でございます。翌年度への逓次繰越額につ

いては０円となってございます。 

  次に、沖村浄水場の改良事業でございますけれども、こちらは、平成28年度国の補正予算

をもって事業化したものでございます。この事業につきましては、平成28年度中に契約の
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みを行いまして、継続費の１年目、平成28年度の予算現額は０円でございます。総額が５

億4,613万2,000円、平成28年度の予算現額が０円でございますので、この金額は全て平成

29年度中に執行をされることとなります。 

  平成29年６月７日提出。小笠原村長、森下一男。 

  説明につきましては以上でございます。ご承認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、以上をもって、本報告は終了しました。 

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

◎報告第４号の上程、説明、質疑 

○議長（池田 望君） 日程第２、報告第４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） 報告第４号 平成28年度小笠原村繰越明許費繰越計算書の報告につい

て。 

  地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第２項の規定に基づき報告する。 

  平成29年６月７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。 

  ５ページをお開きください。 

  平成28年度小笠原村一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。 

  平成28年度一般会計におきまして２つの項目を明許繰越させていただいております。 

  最初に、総務費、総務管理費、個人カード番号交付事業費、金額が19万6,000円、翌年度

への繰越額が19万6,000円。未収入の特定財源が国庫支出金19万6,000円でございます。 

  次に、土木費、道路橋りょう費、道路整備・改良事業でございます。こちらは、東町地区

の道路改良に伴う事業でございます。金額が3,690万5,000円、翌年度への繰越額が3,690万

5,000円。このうち、財源でございますけれども、国庫支出金が2,214万3,000円、地方債が
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1,320万円、一般財源が156万2,000円、合計でございますが、翌年度への繰越額が3,710万

1,000円、未収入特定財源、国都支出金が2,233万9,000円、地方債1,320万円、一般財源156

万2,000円。 

  以上でございます。 

  平成29年６月７日提出。小笠原村長、森下一男。 

  説明につきましては以上でございます。ご承認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。 

  安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） すみません。改良工事なんですが、どのような改良だったか教えてい

ただけますか。 

○議長（池田 望君） 建設水道課長、繁藝君。 

○建設水道課長（繁藝則仁君） お答えします。 

  排水性舗装ということで、通常、今までメトロレンガというもので舗装しておりました。

そのメトロレンガは、表面がちょっとつるつる、あと、雨が降りますと、歩行者が滑る、

車もスリップを起こすという事例がありまして、今回、排水性舗装ということで、雨が降

ったら速やかに下のアスファルト舗装の部分まで浸透して、上層部は雨に対してすぐ排水

ができると、スリップしない、滑りづらい舗装となっております。その舗装に改良してい

きました。 

（「ありがとうございます」と呼ぶ者あり） 

○議長（池田 望君） ほかに質疑はございませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、以上をもって、本報告は終了しました。 

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

◎報告第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第３、報告第５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） 報告第５号 小笠原村村税条例等の一部を改正する条例（専決処分）。 

  上記の報告を承認されたい。 
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  平成29年６月７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） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 専決処分書。 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分す

る。 

  小笠原村村税条例等の一部を改正する条例（別紙）。 

  平成29年３月31日。小笠原村長、森下一男。 

  専決処分理由。 

  地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平成29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29年政令第118号）、地方税法施行規則の一部を改正

する省令（平成29年総務省令第26・27号）が、平成29年３月31日に公布されたことに伴い、

小笠原村村税条例（昭和43年条例第12号）及び小笠原村村税条例等の一部を改正する条例

（平成29年条例第１号）の一部を改正する必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕が

ないことが明らかであると認め専決処分するものであります。 

  次の９ページをお開きください。 

  小笠原村村税条例等の一部を改正する条例、以下、改正条文となっておりますけれども、

改正条文は９ページから31ページにわたり非常に長いため、お手元に配付の説明資料をも

って説明にかえさせていただきます。 

  小笠原村村税条例等の一部を改正する条例（専決処分）でございます。 

  １、個人住民税に係る改正。 

  上場株式等に係る配当所得等に係る村民税の課税の特例。 

  特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、提出された申告書に記載さ

れた事項、その他の事情を勘案して、村長が課税方式を決定できることを明確にする改正

でございます。 

  ２、法人税に係る改正。 

  延滞金の計算期間の見直し。 

  法人の村民税の延滞金の計算の基礎となる期間に係る規定を整理する改正でございます。 

  ３、固定資産税に係る改正。 
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  ２点ありますけれども、１点目が補正の方法の申出。 

  居住用超高層建築物の区分所有者全員による申出があった場合には、当該申し出た割合に

より当該居住用超高層建築物に係る固定資産税額を按分することも可能とする改正でござ

います。 

  ２点目が、優良住宅の造成等のための課税の特例。 

  優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例につい

て、適用期限を３年間延長する改正でございます。 

  ４、軽自動車に係る改正でございます。 

  軽自動車税のグリーン化特例について適用期限を平成30年度から平成31年度まで２年間延

長する改正でございます。 

  ５、災害に関係した改正でございます。 

  ２点ございます。１点目が、固定資産税の課税標準。 

  震災等により滅失等した償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特

例についての規定でございます。 

  ２点目は、固定資産税の減額措置。 

  被災者生活再建支援法が適用された区域内で取得する家屋及び償却資産に係る固定資産税

について、最初の４年間２分の１減額する措置を、震災等が発生した年から４年を経過す

る年の３月31日までの間に取得したものに限り講ずるという内容の改正でございます。 

  32ページから92ページまで、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。 

（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。 
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  報告第５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承認されました。 

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

◎報告第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第４、報告第６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） 報告第６号 沖村浄水場改良工事（機械Ⅰ）請負契約の締結について

（専決処分）。 

  上記の報告を承認されたい。 

  平成29年６月７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。 

  94ページをお開きください。 

  専決処分書。 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、議会の議決すべき事件

について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認

め、次のとおり専決処分する。 

  沖村浄水場改良工事（機械Ⅰ）請負契約の締結について。 

  平成29年３月31日。小笠原村長、森下一男。 

  専決処分理由。 

  沖村浄水場改良工事（機械Ⅰ）について、緊急に契約の必要性が生じたが、議会を招集す

る時間的余裕がないことが明らかであると認め、専決処分するものである。 

  95ページをお開きください。 

  沖村浄水場改良工事（機械Ⅰ）請負契約の締結について。 

  沖村浄水場改良工事（機械Ⅰ）施工のため次のとおり工事請負契約を締結する。ただし、
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設計変更に伴い必要があるときは、請負金額の２割以内において変更することができる。 

  記。 

  １、契約の目的、沖村浄水場改良（機械製作）のため。 

  ２、契約件名、沖村浄水場改良工事（機械Ⅰ）。 

  ３、契約の方法、指名競争入札。 

  ４、契約金額、３億780万円。 

  ５、契約の相手、昱株式会社東京支店でございます。 

  次のページに、契約、入札に伴う資料を添付してございます。ご承認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。 

  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。 

  報告第６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承認されました。 

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

◎報告第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第５、報告第７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） 報告第７号 沖村浄水場改良工事（浄水機棟建築）請負契約の締結に

ついて（専決処分）。 
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  上記の報告を承認されたい。 

  平成29年６月７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。 

  98ページをお開きください。 

  専決処分書。 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、議会の議決すべき事件

について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認

め、次のとおり専決処分する。 

  沖村浄水場改良工事（浄水機棟建築）請負契約の締結について。 

  平成29年３月31日。小笠原村長、森下一男。 

  専決処分理由。 

  沖村浄水場改良工事（浄水機棟建築）について、緊急に契約の必要性が生じたが、議会を

招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、専決処分するものである。 

  続きまして、99ページをお開きください。 

  沖村浄水場改良工事（浄水機棟建築）請負契約の締結について。 

  沖村浄水場改良工事（浄水機棟建築）施工のため次のとおり工事請負契約を締結する。た

だし、設計変更に伴い必要があるときは、請負金額の２割以内において変更することがで

きる。 

  記。 

  １、契約の目的、沖村浄水場改良（浄水機棟建築）のため。 

  ２、契約件名、沖村浄水場改良工事（浄水機棟建築）。 

  ３、契約の方法、指名競争入札。 

  ４、契約金額、２億520万円。 

  ５、契約の相手、杉田建設興業株式会社小笠原支店。 

  次の100ページに、契約資料といたしまして、工事内容、それから入札の経過について、

資料として添付してございます。ご承認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。 
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  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。 

  報告第７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承認されました。 

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

◎議案第２７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第６、議案第27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27号 平成29年度小笠原村一般会計補正予算（第１号）（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成29年６月７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。 

  ３ページをお開きください。 

  平成29年度小笠原村一般会計補正予算、予算総則。 

  平成29年度小笠原村一般会計補正予算（第１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3,438万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を
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それぞれ45億1,901万7,000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29年６月７日。小笠原村長、森下一男。 

  ４ページをお開きください。 

  第１表 歳入歳出予算補正。 

  歳入でございます。款項ごとの補正内訳でございます。 

  次の５ページに歳出の内訳がございます。 

  続きまして、５の３、５の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。 

  ５の５、５の６ページをお開きください。 

  説明につきましては、款項目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。 

  まず、歳入でございます。 

  国庫支出金、国庫補助金、総務費国庫補助金、二酸化炭素排出抑制対策事業費の885万

6,000円につきましては、二酸化炭素排出抑制対策事業費を計上したものでございます。 

  都支出金、都補助金、農林水産業費都補助金、農業費の40万円につきましては、東京都か

ら父島の農道３号の移管を受けるに当たりまして、維持管理費の５年分の２分の１をいた

だくということで計上をさせていただいております。この経費につきましては、後ほど歳

出のほうで出てまいりますけれども、基金に積み立てることになってございます。 

  項、都委託金、教育費都委託金、教育推進校事業費の45万円につきましては、持続可能な

社会づくりに向けた教育推進校事業費を計上したものでございます。 

  寄附金、寄附金、指定寄附金、教育費寄附金の200万円につきましては、教育費寄附金を

計上したものでございます。こちらは、先月、５月18日に、杉田建設興業株式会社から寄

附をいただいたものでございます。 

  続きまして、繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金、財政調整基金繰入金の1,652万

円につきましては、財政調整基金繰入金を計上したものでございます。後ほど特別会計の

ほうの説明をさせていただきますけれども、簡易水道事業特別会計への繰出金として計上

されることとなっております。 

  繰越金、繰越金、繰越金、繰越金の516万円につきましては、繰越金を計上したものでご

ざいます。 
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  諸収入、雑入、雑入、雑入の100万円につきましては、その他助成金とございますけれど

も、みどり東京・温暖化防止プロジェクトの助成金を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額44億8,463万1,000円、補正額3,438万6,000円、計45億1,901万7,000円で

ございます。 

  続きまして、５の７、５の８ページをお開きください。 

  歳出でございます。歳入同様の説明をさせていただきます。 

  まず、総務費、総務管理費、財務管理費の委託料でございますが、191万6,000円の計上を

させていただいております。こちらは、地方公会計制度への対応といたしまして、総務省

から示された統一基準によります貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資

金収支の計算書、この４つの財務書類を作成することを求められております。こちらにつ

きましては、当初予算におきまして100万円の計上をさせていただいておりましたところで

ございますけれども、見積もり等の確認を重ねてまいりましたところ、291万6,000円が、

何者からか見積もりをとった中で、一番安い金額でございましたので、大変申し訳ないと

ころではございますけれども、今回、191万6,000円の追加計上をさせていただいた上で契

約をさせていただきたいと存じます。よろしくお願いをいたします。 

  続きまして、目、企画費、委託料の885万6,000円につきましては、地球温暖化対策推進事

業費、村営施設におけるエネルギー対策事業を委託するための経費として計上をさせてい

ただいておるところでございます。 

  続きまして、目、防災諸費、こちら３節ございますけれども、まず最初に、節の２番目、

工事請負費から説明のほうをさせていただきたいと思います。こちらは270万8,000円を計

上させていただいておりますけれども、母島の診療所の駐車場にございます防災倉庫を更

新するための経費を計上させていただいてございます。 

  続きまして、役務費に39万6,000円、公有財産購入費に84万円計上がございます。これを

合わせますと123万6,000円となりますけれども、東京電力のほうで、被災時に必要な高圧

発電車というものをご用意いただいたところでございますけれども、こちらの置き場所に

つきまして村のほうに打診がございました。村役場といたしましては、西町の上のほうで

ございますけれども、村営バスの車庫がございまして、その上の平らな部分に、現状はイ

ベント用のコンテナが置いてございますけれども、そちらを利用していただくことで整理

をさせていただきました。その役務費につきましては、既存コンテナの移設に要する経費

でございます。 
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  また、公有財産購入費84万円につきましては、当該用地の接道部分につきましては、村道

用地といたしまして、財務省のほうから今お借りしている部分でございますけれども、そ

ちらを返地の上、購入をさせていただくための予算を計上させていただいております。面

積としては、40平米でございます。 

  続きまして、衛生費、上水道費、簡易水道費、繰出金の1,652万円につきましては、簡易

水道事業特別会計への繰出金を計上したものでございます。 

  商工費、商工費、観光費、負担金補助及交付金の30万円につきましては、観光振興事業費、

こちらは、例年行ってございます夏のサマーフェスティバル、こちらの事業を50周年のプ

レイベントといたしまして特別企画を実施するために増額をさせていただくものでござい

ます。 

  教育費、小学校費、教育振興費、歳入の中で出てまいりましたけれども、東京都のほうか

ら、持続可能な社会づくりに向けた教育推進校事業費という歳入をいただいております。

その同額を使いまして、報償費の16万1,000円、需用費の28万9,000円、合計で45万円でご

ざいますけれども、事業を行うための講師の方への謝礼、必要な消耗品、また印刷等に要

する経費を計上させていただいているところでございます。 

  諸支出金、基金費、その他基金費、積立金でございます。こちらは240万円でございます

けれども、歳入のほうでも説明をさせていただきました。40万円につきましては、農道維

持管理基金への積立金を計上させていただいております。また、ご寄附いただいた200万円

につきましては、進学助成基金の積立金として計上させていただいておるところでござい

ます。 

  ５の９、５の10ページをお開きください。 

  歳出合計、既定額44億8,463万1,000円、補正額3,438万6,000円、計45億1,901万7,000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。 

  安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） ５の７、５の８なんですが、これの中の防災諸費で、17の公有財産購

入費で、東京電力のほうから高圧発電車ということで、それを入れる倉庫をつくるという

ことなんですが、これの倉庫の管理というのは、村が管理するんですか、それとも東京電

力に貸し与えて東京電力が管理するんですか。 
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○議長（池田 望君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 村は有料でその土地を貸して、東京電力がそこに倉庫を建て

るということですので、東京電力のほうで管理という形になります。 

  東京電力のほうが車庫をつくって、東京電力で管理します。 

○議長（池田 望君） ほかに質疑はございませんか。 

  清水良一君。 

○１番（清水良一君） ５の７、５の８で、教育費の中の、先ほどの持続可能な社会づくりに

向けた教育推進校事業費45万円ということなんですけれども、これ講師を呼ばれて、もう

終わったんですか、それとも、これからどんな方を呼ぶのか、どんな方を呼んだのか、ち

ょっと聞きたいんですけれども。 

○議長（池田 望君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） こちらは、都内の区市町村立学校27校及び都立学校の３校が推進

校として指定され、事業を実施するものです。当村においては、小笠原小学校が申請をし

て推進校に指定を受けております。 

  最終的な事業計画の提出が６月なんですけれども、詳細な計画は、今、立てている途中な

んですが、地域の郷土芸能、具体的に言いますと、南洋踊りを活用した事業について研究

を行うための費用として計上をさせていただいております。 

○議長（池田 望君） ほかに質疑はございませんか。 

（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27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。 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第７、議案第28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28号 平成29年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第

１号）（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成29年６月７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。 

  ８ページをお開きください。 

  平成29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29年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第１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1,652万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ11億6,970万3,000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29年６月７日。小笠原村長、森下一男。 

  ９ページをお開きください。 

  第１表 歳入歳出予算補正。 

  歳入でございますけれども、款項ごとの補正内訳でございます。 

  次の10ページに歳出の内訳がございます。 

  10の３、10の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。 

  10の５、10の６ページをお開きください。 
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  歳入でございます。 

  繰入金、繰入金、繰入金、一般会計繰入金1,652万円につきましては、一般会計からの繰

入金を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額11億5,318万3,000円、補正額1,652万円、計11億6,970万3,000円。 

  歳入につきましては以上でございます。 

  10の７、10の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、業務管理費、役務費の81万円、委託料の1,157万1,000円、工事請負

費の349万1,000円、備品購入費の64万8,000円、計1,652万円でございますけれども、こち

らは、渇水対策事業費父島分として計上をさせていただいております。渇水状態は解消さ

れたところではございますけれども、借り入れた海水淡水化装置、また所有しております

海水淡水化装置のメンテナンスを行いましたり、一時的に置いておりました場所からの撤

去、それから借り入れたものにつきましては返却をするという経費が必要となってござい

ます関係で、この1,652万円を新たに計上させていただいたところでございます。 

  この補正の編成作業を実施しておりました時期は、まだ渇水状態が続いておりました。当

初、６月から９月まで同様の対応をしていたとしたらというような形で事業課のほうから

経費を上げていただいておりましたけれども、その際、上がっていたものが5,500万円とい

う金額でございました。最終的な整理をするにつきましても、この1,652万円が別途必要に

なったということでございます。 

  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。 

  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。 
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  議案第28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２９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第８、議案第29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29号 父島ＦＴＴＨ網更新工事請負契約の締結について（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成29年６月７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２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） ご説明いたします。 

  12ページをお開きください。 

  父島ＦＴＴＨ網更新工事請負契約の締結について（案）でございます。 

  父島ＦＴＴＨ網更新工事施工のため次のとおり工事請負契約を締結する。ただし、設計変

更に伴い必要があるときは、請負金額の２割以内において変更することができる。 

  記。 

  １、契約の目的、父島の光伝送路を通信と放送に区分することにより、行政防災無線と連

携した災害に強い告知放送を住民に提供するためでございます。 

  ２、契約件名、父島ＦＴＴＨ網更新工事。 

  ３、契約の方法、指名競争入札。 

  ４、契約金額、２億4,289万2,000円。 

  ５、契約の相手、ＮＥＣネッツエスアイ株式会社。 

  次の13ページに、契約の資料を添付させていただいております。ご審議のほどよろしくお
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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。 

  清水良一君。 

○１番（清水良一君） かなり大きな契約金額だと思うんですが、ちょっと私、こういったこ

とは余り詳しくないんですが、まず指名業者、10業者と出ていて、入れたのが２業者とい

うのは、前もって辞退されるわけなんですか、こういったことは。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 辞退される業者さん、二通りございまして、指名をさせていただ

いた後、入札までの間に辞退の旨の意思表示をされる業者さん、それから、入札の会場ま

でいらして、札入れの際に辞退の札を入れられる業者さんがおりまして、今回、10者のう

ち７者、事前に辞退の意思表示をされまして、入札会場にいらしたのが３者、そのうち金

額の入った札を入れてくださったのが２者ということでございます。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） この事業は、各家庭の今ある機械が要らなくなるわけだと思うんです

が、この中で、その機械を回収したものも処理するのも入っていたりするんでしょうか、

それともまた別にかかってくるんでしょうか。 

○議長（池田 望君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 父島のＦＴＴＨ網の更新なんですけれども、既存の施設の撤

去も含めて一式入っているということでございます。 

○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29号に賛成の諸君の起立を求めます。 
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（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３０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 次に、日程第９、議案第30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30号 脱水機改良工事請負契約の締結について（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成29年６月７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２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。 

  内容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。 

  15ページをお開きください。 

  脱水機改良工事請負契約の締結について（案）でございます。 

  脱水機改良工事施工のため次のとおり工事請負契約を締結する。ただし、設計変更に伴い

必要があるときは、請負金額の２割以内において変更することができる。 

  記。 

  １、契約の目的、父島し尿処理場の機能を良好に保つためでございます。 

  ２、契約件名、脱水機改良工事。 

  ３、契約の方法、指名競争入札。 

  ４、契約金額、8,964万円。 

  ５、契約の相手、株式会社清流メンテナンスでございます。 

  契約資料につきましては、次の16ページに添付をさせていただいております。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。 
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  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30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。 

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

◎発議第２号の上程、説明、採決 

○議長（池田 望君） 日程第10、発議第２号を議題とします。 

  会議規則第122条の規定により、議員の派遣についてお諮りいたします。 

  事務局長に内容を説明させます。 

  事務局長。 

○事務局長（大津 源君） 発議第２号、読み上げさせていただきます。 

  議員の派遣について（案）。 

  次のとおり議員を派遣する。 

  全国町村議会議長会主催「平成29年度町村議会広報クリニック」への出席です。 

  派遣目的は、議会だより編集委員等の資質向上のため。 

  派遣場所は、全国町村議員会館です。 

  派遣期間は、平成29年７月２日から７月６日まで、クリニックの日程は７月４日です。 

  派遣議員は、池田議長並びに議会だより編集委員である一木議員及び安藤議員、合計３名

でございます。 

  説明は以上です。 

○議長（池田 望君） ただいまの説明のとおり、議員を派遣したいと思いますが、これにご
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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２号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、硫黄島調査特別委員会、小笠原

航空路開設推進特別委員会から所管の事務及び調査中の事件について、各委員長から閉会

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しました。 

  本日の会議を閉じます。 

  これをもって平成29年第２回小笠原村議会定例会を閉会いたします。 

  どうもありがとうございました。 

（午後４時２２分） 
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第 ２ 回 定 例 会 議 案等 審 議 結 果 表 

 

提出月日（平成２９年６月７日） 

議決月日（平成２９年６月８日） 

 

議案番号 件 名 審議結果 

報告第 ３号 
平成２８年度小笠原村継続費繰越計算書の報告につ

いて 
報  告 

報告第 ４号 
平成２８年度小笠原村繰越明許費繰越計算書の報告

について 
報  告 

報告第 ５号 
小笠原村村税条例等の一部を改正する条例（専決処

分） 
原案承認 

報告第 ６号 
沖村浄水場改良工事（機械Ⅰ）請負契約の締結につ

いて（専決処分） 
原案承認 

報告第 ７号 
沖村浄水場改良工事（浄水機棟建築）請負契約の締

結について（専決処分） 
原案承認 

議案第２７号 
平成２９年度小笠原村一般会計補正予算（第１号）

（案） 
原案可決 

議案第２８号 
平成２９年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予

算（第１号）（案） 
原案可決 

議案第２９号 
父島ＦＴＴＨ網更新工事請負契約の締結について

（案） 
原案可決 

議案第３０号 脱水機改良工事請負契約の締結について（案） 原案可決 

発議第 ２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 
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一 般 質 問 一 覧 表 

 

氏 名 質 問 項 目 

安藤重行議 員 

１ 災害対策等に伴う安全・安心の確保ついて 

２ 都営住宅の老朽化及び災害対策に伴う早急な建替

えの見直しなどについて 

清水良一議 員 
１ 温浴施設（タラソテラピー）の再考を 

２ 渇水対策を振り返って 

鯰江  満議 員 １ 住宅事情について 

稲垣  勇議 員 １ 住宅事情と対応について 

一木重夫議 員 
１ 介護予防について 

２ 環境政策の財源確保について 
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