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議事日程 

  日程第１ 小笠原諸島返還５０周年記念事業について 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開会の宣告 

○委員長（一木重夫君） ただいまから総務委員会を開会します。 

  出席委員が定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

（午前９時） 

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

◎会議時間の延長 

○委員長（一木重夫君） あらかじめ会議時間の延長をしておきます。 

  なお、本日の総務委員会には、小笠原小学校６年生の皆さんが傍聴に来られております。

我々議員も楽しみにしていました。ありがとうございます。 

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

◎説明員の出欠について 

○委員長（一木重夫君） 次に、説明員の出欠について事務局長に報告させます。 

○事務局長（大津 源君） ご報告いたします。 

  本日の委員会の説明員は、全員が出席との通知がありました。 

  以上でございます。 

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

◎小笠原諸島返還５０周年記念事業について 

○委員長（一木重夫君） それでは、本日の議題に入ります。 

  日程第１、小笠原諸島返還50周年記念事業について、執行部から報告を求めます。 

  総務課副参事、杉本君。 

○総務課副参事（杉本重治君） それでは、小笠原諸島返還50周年記念事業につきまして、前

委員会後の経過についてご報告を申し上げます。 

  資料のほうをご覧ください。 

  まず実行委員会ですが、４月20日に第13回の実行委員会を開催いたしております。審議の

内容といたしましては、平成29年度の事業報告及び決算（案）について、平成30年度の補

正予算（第１号）（案）についてでございます。 

  次に、それぞれの専門部会の開催状況についてご報告いたします。 

  初めに、広報宣伝部会ですが、４月12日、５月25日に開催をいたしております。内容につ

きましては、広報宣伝内容についての協議となっております。 
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  次に、記念誌部会でございますが、３月19日に開催をしております。内容につきましては、

誌面内容等について協議を行っております。 

  続きまして、主催事業の開催状況についてご報告をいたします。 

  初めに、おいし～ま小笠原という料理関係の事業でございます。こちらにつきましては、

母島におきまして４月18日から19日の２日間にわたりまして、創作料理の講習会を行って

おります。父島におきましては、料理レシピコンテストを実施ということになりまして、

現在６月30日までレシピの募集を行っております。 

  次に、お絵かきイベントですが、こちらは小笠原の50色の絵の具を利用したイベントとい

うことで、５月３日、４日に父島・母島で子供たちを対象にお絵かきイベントを実施いた

しました。 

  次に、島じまん2018、こちらは東京の竹芝桟橋で行われたイベントですが、こちらに５月

26日から27日にかけまして、返還50周年のＰＲをするために出店をしております。 

  次のページをご覧ください。 

  協賛事業の開催状況についてお知らせいたします。 

  まず、小笠原村産業祭ぼにんばさーるが４月30日、父島。母島フェスティバルが６月３日、

母島で開催をされております。 

  次に、広報等の状況についてご報告を申し上げます。 

  初めに、実行委員会の広報誌ですが、こちらにつきましては３月15日、４月６日、５月26

日に発行をしております。 

  次に、プレスリリースといたしまして、都庁記者クラブに対しまして、３月30日に50周年

記念ＰＲ隊の知事訪問についてお知らせをしております。また、４月５日に50色の絵具

「ＯＧＡＳＡＷＡＲＡ ５０ ＣＯＬＯＲＳ」の発売についてリリースを行っております。 

  次に、50周年記念ＰＲ隊による広報といたしまして、４月５日に東京都知事、都議会正副

議長、副知事、都庁記者クラブ等を訪問いたしまして、返還50周年事業のＰＲを行ってお

ります。 

  次に、広報宣伝事業によるＰＲ事業といたしまして、こちらも小笠原の50の宝物をモチー

フに作成した50色の絵具「ＯＧＡＳＡＷＡＲＡ ５０ ＣＯＬＯＲＳ」、こちらを活用いた

しまして、メディアリリース、絵具の販売、特製ホームページ、お絵かきイベント、交通

広告等を含むポスターの掲出、チラシの配布などによるＰＲ活動を４月５日から順次行っ

ております。 
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  次のページをご覧ください。 

  今後の予定事業について、主なものについてご報告をさせていただきます。 

  まず、主催事業等につきましてですが、１点目の沖ノ鳥島ツアー、こちらにつきましては、

明日から実施という予定で村主催事業として準備をしていたところですが、残念ながら熱

帯低気圧の影響がございまして、今回中止ということになっております。 

  次に、母島返還祭・大花火大会、こちらは６月23日から24日にかけて母島で実施をいたし

ます。 

  父島の返還祭につきましては、協賛事業ということになりますが、６月26日、小笠原諸島

日本復帰記念の日に父島で開催をいたします。 

  次に、50周年記念誌・返還から50年の記録映像、こちらのほうが同じく６月26日に村内全

戸に配布の予定でございます。 

  次に、記念式典、祝賀パレード、祝賀会につきましては、６月30日に父島で実施をいたし

ます。こちらにつきましては、内地から多数のご来賓をお招きしております。主なご来賓

としては国土交通大臣、東京都知事、東京都議会議長等を予定しております。村外からの

ご来賓は、今のところ約90名となっております。また、ご来賓のほかに随行の方、取材の

方、また海上自衛隊の横須賀音楽隊の皆様等々を加えますと、ご来島の方はおよそ220名程

度ということになっております。 

  また、村内のご来賓につきましては、功労者を含めまして約60名程度ということで現在作

業を進めています。 

  記念式典の式次第については、別紙で後ろにとじてございますので、後ほどご覧いただけ

ればと思います。 

  記念式典の翌日の７月１日には、母島におきましてパレードと母島記念セレモニーを実施

する予定にしております。こちらにつきましても、式次第内容につきましては別紙をつけ

ておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 

  続きまして、大花火大会ですが、父島の花火大会につきましては、サマーフェスティバル

期間中の８月11日に予定をしております。 

  次に、小中高合同同窓会ですが、こちらは８月27日、28日の日程で、父島・母島それぞれ

の会場で開催を予定しております。 

  続きまして、記念切手の発行についてご報告をさせていただきます。 

  「小笠原諸島復帰50周年」記念切手ということで、日本郵便株式会社から記念切手が発行
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されることとなりました。発行日は６月26日、額面は82円切手が10枚で１シートになった

ものでございます。販売場所は、全国の郵便局等で発売されるということで、次のページ

に切手の図柄を添付させていただいておりますので、ご利用いただけるとありがたいと存

じます。 

  説明については以上でございます。 

○委員長（一木重夫君） ただいまの報告について、質疑、意見のある委員は挙手をしてくだ

さい。 

  清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） いよいよ今年平成30年、返還50周年の年に突入したわけでござい

ます。そして担当の部署の方たちは、非常に忙しい毎日を送っておられるんじゃないかと

推測されるわけですが、沖ノ鳥島には、台風の影響で行かれなくなったというのは非常に

残念だなと。ただ、６月について、６、７、８と聞きましたところ、かなりハードなスケ

ジュールをこれからこなさなくてはならないということで、頭の下がる思いです。 

  私も、この返還50周年で村民に対しての広報、ＰＲ、そういったものをもう少しやったら

いいんじゃないかと感じ、小笠原ケーブルテレビという非常にラッキーなツールがあるの

でうまく使えばいいのではないかということで、何度もお聞きしております。そして返還

50周年を起爆剤として、うまく使えるシステムができたらいいなということで何度も聞い

ているんですが。 

  委員長、せっかく今日小学校６年生の方たちが来ているので、この小笠原ケーブルテレビ

を見たことがあるか、ないかというのをここで、聞いてもよろしいでしょうか。今までに

小笠原ケーブルテレビを見たことがあるか、ないか。挙手をしてもらいたい。 

○委員長（一木重夫君） 小笠原ケーブルテレビを見たことがある子供たちいますか。 

（挙手する者あり） 

○委員長（一木重夫君） ７割ぐらい。 

○副委員長（清水良一君） ７割、なんかちょっと安心したわけですが、本当に子供たちから

老人まで見られる楽しいものをどんどんつくっていけばいいということで何度も質問させ

てもらっています。 

  今回返還50周年では幾らか予算がついて、コンテンツのほうをつくることになっているよ

うですが、それの放映、具体的なスケジュールみたいなところが今この中で発表されてい

なかったようなので、どういったものを撮って、いつ放映していくのかというのをちょっ
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とお聞きしたいと思うんですが、よろしくお願いします。 

○委員長（一木重夫君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 平成30年度の予算で、イベント映像制作委託料としまして

500万円ほど予算を措置させていただきました。この委託業務でございますけれども、返還

50周年を記念して実施される幾つかのイベントを録画して、自主放送、放送チャンネルで

も放送するという計画でおります。 

  その放送のスケジュール、そして内容についてでございますけれども、６月３日に既に実

施されましたおいし～ま小笠原創作料理講習会、これを放送しました。 

  今後の予定としまして、７月に父島と母島の返還祭、父島の返還記念パレードと式典、母

島の返還記念パレードとセレモニー、そして９月に小中高合同の同窓会、10月に竹芝盆踊

りと文化歴史交流祭、11月に明日を考えるシンポジウムと小笠原ミュージックフェスティ

バル、12月には、それら６月から11月まで放送してきたイベントを集約して放送すること

を予定しております。 

  以上でございます。 

○委員長（一木重夫君） 清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） 今、何を放送するか、どこのイベントを番組にするかということ

は説明していただいたわけですが。 

  私も余り気づいていなかったんですが、コンテンツをつくるほうの予算ということで500

万円が計上されているようだと思うんですが、予算は別に組まなくても放映はできるんで

しょうか。それで、いつそれを放映していくのかというのをもう一回聞きたい。 

○委員長（一木重夫君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） いつ放映ということは、今録画したものを放映するスケジュ

ールというのをお話ししましたけれども、全て委託でそれらを録画して、編集して、それ

を情報センターの機械を通して放送するという予定になっております。 

○委員長（一木重夫君） 清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） ちょっと私、理解していなかったんですけれども、そうすると、

まずおいし～まを６月３日にやっていたわけですが、それをいつ放映するかとか。６月３

日にもう放映したわけですね。失礼しました。今放映のスケジュールを発表されたという

ことですね。はい、わかりました、すみません。申し訳ないです。 

  そうすると、放映についてはそんなに予算がかかるか、かからないかというのはどうなん
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でしょうか。 

○委員長（一木重夫君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 自主放送チャンネルで録画放送を放送するための設備は整備

していて、もう既にご存じのように、毎年海開きから始まって返還祭、それから相撲大会、

演芸大会を例年放送しております。その機械を今回も当然活用しながら、返還50周年のイ

ベントの録画放送を行います。 

○委員長（一木重夫君） 清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） そうすると、今のところ放送に対しては、別に予算がなくても今

の人材で何とかできるということだと思うんですが、違っていたらまた教えていただきた

いんですが。 

  コンテンツについて、今イベントのコンテンツのための予算が組まれたわけですけれども、

実際今、例えばＯＧＡＳＡＷＡＲＡ ５０ ＣＯＬＯＲＳの動画が、内地の電車の中で放映

されていました。ああいったもの、それから観光局がつくっている返還50周年にあわせた

小笠原のＰＲの映像も見せてもらって、すばらしいものがあったんですけれども。ああい

ったものも、活用されていないという気がするのですが、そういった既にあるコンテンツ

をどんどん使うということは可能なんでしょうか。 

○委員長（一木重夫君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） まず、返還50周年につきましては特別な節目の年であります

ので、その行事については積極的に放送するということで、委託料をつけながら対応して

おります。 

  返還50周年絡みについては積極的に考えておりますけれども、その他の例えば観光局が制

作した動画等を放送できないかという質問、以前にもありましたけれども、ＩＴ推進係と

しましては、地方創生の計画の中で自主放送チャンネルの充実というのが検討されており

ますので、今後、民間主導の仕組みや体制を模索していく中で、ご提案の件につきまして

は活かすことができればと思っております。 

○委員長（一木重夫君） 清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） 大変忙しい毎日、この返還50周年で執行部の方たち大変だと思い

ます。やはり人材不足ということで、村のほうで人材を増やすのではなく、この事業は民

間にどんどん委託していくということで理解させてもらっていいと思うんですが。 

  とにかく来年度に向けて民間に委託していくという、いつからどういうふうにやっていく
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か、予算をどのぐらい組むか、そういったことは進めていただくとともに、返還50周年に

絡んだ小笠原のＰＲ、それがいろいろな今のコンテンツ、観光局やそういったものがある

中で、人材的に不可能なら仕方がないんですけれども、できないとか、それを何とか放映

することができないとか、できるとかもう一回聞きたいんですが。 

○委員長（一木重夫君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 総務課では地方創生の計画を進めておりますけれども、その

辺のスケジュールが今後どうなっていくかということは、いずれ民間主導の仕組みとか体

制を構築していくという考えでおりますので、その中でこちらの件について活かすことが

できればと思っております。 

○委員長（一木重夫君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 補足をして説明させていただきます。 

  まず、返還50周年記念事業と自主放送は、自主放送の部分というのは従前から答弁してお

りますように、返還50周年の中でやったものをどれだけ放映するとか、そういうことは自

主放送をする際に決めるということでございますので、まず返還50周年記念事業の広報

等々に活用したいということは常々思っております。しかしながら、人材不足ということ

ではなくて、人手が足りないというようなことはございます。そういう懸念ということは。 

  あと、やはりきちんとした番組を放送する際にお尋ねしなければいけない機関というのも

ございますので、それらをクリアしなければいけない。ですから、返還50周年記念事業の

部分と自主放送の部分というのは決定機関が違うということなんですよ。つまり自主放送

をする場合には、どれを流すかということはきちんとしかるべきところにお尋ねをして放

映をやっていくということで、まず今、地方創生とか、そういう話が出たので、なにか返

還50周年のほうとそぐわないということをお感じになったと思うんですが、そこのところ

をひとつご理解をいただいた上で、あとどういう形で放映ができるかということについて

は、今いただいたご提言をもとに検討してまいっていきたいと、このように思っていると

ころです。 

○委員長（一木重夫君） その他ございませんか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 私のほうは２点ほどお伺いしたいと思います。 

  １点は、協賛事業とかいろいろやっているんですが、先般５月24日に、東京都が小笠原諸

島返還50周年の記念シンポジウムをやられました。そういう報告がここには出てこないん
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ですが、そこに村長がしっかり出ていらして、プレゼンター的なこともいろいろやってい

ただいているわけです。それから、村議会議員もそこには全員参加して、村の方もかなり

大勢の方が参加しているわけですので、関連するものもやはり報告していただいたほうが

いいのかなというふうに思ったんです。東京都と連携している部分、それから支援してい

ただいている部分があると思うのですが、その報告がなぜここに入っていなかったのかな

ということをちょっとお聞きしたいなと思います。 

○委員長（一木重夫君） 総務課副参事、杉本君。 

○総務課副参事（杉本重治君） 今、安藤委員からご質問のありましたシンポジウムでござい

ますが、５月24日に都庁の都民ホールで開催されております。 

  こちらのシンポジウムにつきましては、東京都の主催、予算も当然東京都の予算で実施さ

れたということで、そういう整理の中でこちらの返還50周年記念事業のほうには記載しな

かったんですけれども、そういう意味ではご報告させていただいたほうがよかったかとい

うふうには感じております。失礼いたしました。 

○委員長（一木重夫君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） せっかく返還50周年という枠の中でいろいろなことをやっているので、

関連する部分として報告していただいたほうがいいかなと思うので、これからもよろしく

お願いしたいと思います。 

  それからもう一点、これは質問ということではないんですが、今後の予定の中で、先日、

６月３日に返還50周年ということで、４メートルの大だこをつくるということで、６年生

の方に絵を描いていただきました。村長のところにも置いたんですが、これを６月26日の

父島返還祭で舞台の袖の邪魔にならないところに飾らせていただくということで、一応担

当者のほうと協議させていただきました。大だこをつくっていただきました６年生の皆さ

んにはお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。６年生の皆さん

のきずなを、返還祭で島民の皆さんに披露していきたいなと思います。本当にこの辺につ

いては子供たちの頑張りが見えるかなと思うので、本当にありがとうございましたときょ

うはお礼を申し上げたいと思います。 

○委員長（一木重夫君） 村長、何かないですか。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） ６月26日が、小笠原が日本に復帰して返還された日なんですね。皆さ

んの中では、何で６月30日に式典をやるんだろうと疑問に思う方がいると思いますけれど
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も、お客様を招いてやる式典は６月30日ですが、父島では６月26日、母島ではその前に返

還祭をやるので、そこに皆さんがこうして協力をしていただいたということは大変うれし

く思います。 

  ですから、みんなと一緒に６月26日は父島の返還祭を楽しみたいと思いますので、皆さん

も参加してください。 

○委員長（一木重夫君） ありがとうございます。 

○村長（森下一男君） 今メモが来まして、返還祭の一番最初は６年生の合奏だという報告を

受けました。楽しみにしています。頑張ってください。 

○委員長（一木重夫君） その他ございませんか。 

  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） せっかく小学生の皆さんが傍聴ということですので、村長にお聞きし

ます。 

  この式典うまくいくも、いかないも、この広報を含めたＰＲ、これが大事だと思うんです。

４月５日にＰＲ隊ということで、多分村長以下、何名もの方が参加されて、ＰＲと、あと

お願い等をしてきたと思うんですけれども、民の力も入って合わせてまずどういった方が

お願いに行ったのか。そういう部分を含めて、参加した村民がいれば、そういう形で、ど

のぐらいの人数でどういうＰＲをして、どういうお願いをして、そして都知事を含めてど

ういう返事が返ってきて、村長がどういう印象を受けたのか、それをぜひお聞かせいただ

きたいと、こう思います。 

○委員長（一木重夫君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） まず、ＰＲ隊でございますが、私を筆頭に島っ子の代表、今、東京に

出ておられる20才の櫻田 蒼君、それから女性も参加の予定だったんですけれども、ちょ

っと体調を崩して参加ができませんでした。島の子供たちの代表として一緒に同行を願っ

たのは櫻田 蒼君です。あと、おがじろう。 

  そして、先ほど事務方からも報告がありましたけれども、今回返還50周年でつくりました

50色の絵具。そしてこの50色には小笠原のさまざまな風景、色があるということをお伝え

したいんですという旨の50色の絵具を持ち、小池知事のもとに訪れました。人数的にいう

と総数で６名ぐらいだったかな─失礼しました。議長を忘れておりました。議長と私と、

そして今のメンバーですね。 

  実は、小笠原50色の絵具をつくったのと風呂敷もつくっているんですよ。今、皆さんには
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手ぬぐいでお目にかかることがあるかもしれませんが、その絵具を風呂敷で包みまして、

知事のところにお持ちしました。東京の文化で風呂敷、知事はスカーフがわりにしたりと

か、そういうことをなさっている方なので大変興味を示されまして、この50色の絵具につ

いてはマスコミの方も、また先ほど報告にあったように各方面を歩きましたので、都議会

の正副議長ですとかにも、大変な関心を示していただきました。現地では子供たちに、こ

の絵具を使ってお絵かき大会をやっていただいたというのはございます。 

  その知事を筆頭にして、マスコミにも50の色ということで返還50周年ということの評価を

いただいたと同時に、たくさんの報道をしていただいたと思います。そういう意味では、

この訪問が、母島へも知事が渡るということの決断に大きな影響を及ぼしたと思います。

先ほど来の報告の中で、母島でも記念セレモニーをやるということ、ははじま丸で知事も

母島に行ってくださるというような結果を引き出したのではないかなと、このように思っ

ているところでございます。 

○委員長（一木重夫君） 時間の都合上、返還50周年記念事業についての質問は、またその他

のところで実施します。 

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

◎小笠原諸島世界自然遺産について（継続） 

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

ら報告を求めます。 

  環境課長、岡島君。 

○環境課長（岡島一徳君） 小笠原諸島世界自然遺産についての説明をいたします。 

  まず初めに、世界自然遺産小笠原諸島管理計画、これが平成30年３月に改定されまして、

その内容につきましてご説明を申し上げます。 

  まず、この管理計画でございますが、管理機関、これは環境省、林野庁、文化庁、東京都、

そして小笠原村となりますが、その管理機関が世界自然遺産地域を含む小笠原諸島全体に

おける自然環境の保全管理を適正かつ円滑に進めるために、各種制度の運用や保全管理の

推進等に関する基本的な方針を明らかにするものでございます。 

  現行の計画の策定から８年の間に、世界自然遺産への登録をはじめ、様々な状況の変化が

見られたため、今般、新たな知見や状況の変化を踏まえまして、現行計画の見直しを実施

したということでございます。 

  この管理計画の改定に当たりましては、地域住民の方々や地域の関係団体の方々もご参画
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いただきまして、その地域意見のほうを反映させていただきました。また、この管理計画

には世界自然遺産の価値や保全に対して、地域の住民の皆様や来島者のご理解・ご協力を

得ることの重要性を記載させていただいております。 

  また、平成23年に世界自然遺産に登録されたときに、世界遺産委員会で決議されました小

笠原諸島の顕著な普遍的価値を明記するとともに、その要請事項につきまして、その対応

状況などを記載させていただきました。 

  また、各種対策の進展に伴う在来種や希少種の回復に関する情報につきましてもまとめて

おりまして、主なところを説明させていただきます。 

  １つ目は、外来植物の排除に伴い、在来植物群が回復しつつある場所が増加していると。

例えば兄島ではウラジロコムラサキなどの固有種が増加しているということが見られてお

ります。 

  また、クマネズミを根絶した東島では、平成27年に世界で唯一、オガサワラヒメミズナギ

ドリの営巣地を確認していると。 

  また、ノネコ対策の進展に伴い、父島・母島ではアカガシラカラスバトの確認が増加して

おります。また母島では、カツオドリやオナガミズナギドリの繁殖数が増加しているとい

うことでございます。 

  聟島列島では、アホウドリの保護増殖事業計画に基づく繁殖地形成の取り組みによって、

平成28年に聟島でアホウドリの繁殖を確認しているということでございます。 

  続きまして、侵略的外来種に関する対応でございます。 

  父島に残る陸産貝類の生息地におけるニューギニアヤリガタリクウズムシの侵入の範囲の

拡大等を受けて、生息域外保全の実施をしております。 

  また、兄島では、平成25年にグリーンアノールが新たに確認されたことを受けて、侵入防

止柵の設置と捕獲の対策を実施しております。 

  また、兄島では過去に殺鼠剤を散布した後にクマネズミが急激に増加し、平成26年の頃か

ら陸産貝類の減少が顕著になっていることを受けて、殺鼠剤の再散布なども行っておりま

す。 

  また、母島ではツヤオオズアリにより、小型の陸産貝類の摂食が確認されており、これに

つきましても駆除を実施しております。 

  これまで実施している取り組みをまとめさせていただいた上で、侵略的外来種対策に関す

る基本方針を大きくまとめさせていただいております。 
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  １つは、遺産地域の生態系が、外来種を含めた多くの生き物の相互作用で成り立っている

ことを踏まえて、対策実施に伴う種間関係の変化を予測しながら順応的に管理をすると。 

  また、その生態系の機能が固有種や希少種だけではなく、それ以外の多くの生き物によっ

て担われているということを留意しながら、順応的に管理を行うと。 

  また、南北400キロにわたる島々の生態系ですので、島の間を飛翔する動物や海流などに

よって分布を広げる植物などがございますので、そういった広域的な視点により管理を行

うというふうに大きな方針を定めております。 

  新しい管理計画の主なポイントは以上になりますけれども、この管理計画を補完する具体

的な行動としまして、2018年から2022年を対象としました短期的な目標や、事業の取り組

み内容を示しました「世界遺産小笠原諸島生態系保全アクションプラン」、こちらも同時

に策定をしております。 

  続きまして、今年度の主な取り組みでございます。 

  主な会議のスケジュールをお示ししておりますが、大きな会議といたしましては、まずそ

の地域と管理機関との連絡調整の場として地域連絡会議というものがございます。その下

に愛玩動物対策ワーキングというものを設置しておりまして、主にペットに関する検討の

ほうを進めております。 

  また、もう一つ大きなものとしまして科学委員会というものがございまして、こちらは有

識者からなるメンバーで、遺産管理に関して科学的な助言をいただくという場になってお

ります。こちらの科学委員会の下にもグリーンアノール対策ワーキング、あるいは陸産貝

類保全ワーキングと、個別のワーキングを設けております。 

  また、最後に小笠原諸島森林生態系保護地域部会というところを林野庁のほうで設置して

おりまして、森林生態系の保全管理について検討を行う場というものがございます。 

  このほか、個別の事業検討会が数多くございまして、それぞれ順次検討を進めているとい

うことになっております。 

  続きまして、環境省の取り組みについて説明をいたします。 

  大きく分けますと、外来種対策事業と希少動植物の保護増殖事業に分かれます。 

  外来種対策事業につきましては、グリーンアノール、ネズミ、プラナリア、ツヤオオズア

リ、ノネコ、それぞれの対策事業のほうを例年と同様、今年度も実施する予定となってお

ります。 

  また、希少動植物の保護増殖事業につきましても、植物、陸産貝類、昆虫類、これはトン
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ボ類ですとかオガサワラハンミョウ、オガサワラシジミになりますが、これらも保護増殖

事業を図っていくと。また、アカガシラカラスバト、オガサワラオオコウモリ、こちらに

ついても例年同様、実施のほうを予定しているというふうに聞いております。 

  今年度のトピックとしましては、小笠原世界自然遺産センターのほうで増殖させましたマ

イマイを巽島のほうに移植、また南島のほうに再導入をすることが今年度検討されており

ます。 

  また、これらの取り組みにつきまして、小笠原諸島の返還50周年にあわせまして、世界自

然遺産にまつわる学術報告会を開催するというふうにも聞いております。 

  その他、最後、西之島の保全に関する検討ということで、こちらにつきましては検討会等

を開きまして、モニタリング手法の検討ですとか、その自然環境の評価の方法、そういっ

たものを検討するというふうに聞いております。 

  続きまして、林野庁の取り組みでございます。 

  固有森林生態系、父島列島、母島列島における森林生態系の修復事業というものを例年と

同様実施すると。 

  また、希少野生動植物種のモニタリングなどによる保護管理、そして指定ルート管理、森

林ボランティア、森林の修復手法の開発など、例年と同様、今年度も実施する予定という

ふうに聞いております。 

  また、次に東京都の取り組みでございます。 

  東京都につきましては、各島で各種生態系保全の事業のほうを取り組んでおります。聟島

列島、弟島、兄島、父島、南島、母島それぞれの島で事業を取り組んでおりますが、これ

につきましても例年と同様、実施していくということでございます。 

  今年度のトピックとしましては、聟島列島の媒島などで新たにネズミの駆除を実施する。

また、父島の野ヤギ駆除につきましては、今年度からおおむね５年間プラスアルファをめ

どに野ヤギを根絶するという方向で事業を進めるというふうにも聞いております。 

  最後に、小笠原村の取り組みでございます。 

  愛玩動物ワーキングにおける新たなペットに関する条例案の検討ということで、現在、ネ

コのほうの条例がございますが、ネコ以外のペットにつきましても新たな外来種となり得

るというようなご指摘をいただいておりますので、それに関する新たな条例の検討という

ものを行っていきます。 

  また、小笠原世界遺産センターの動物対処室の運営ということで、昨年度、遺産センター
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が開設されまして、その中に動物対処室ということで常勤の獣医師を配置しております。

開設から１年ほどたちましたが、これまで負傷した野生生物の治療によって再び野生に復

帰させる事例ですとか、あるいは村民の方々のペットの診療もたくさんありまして、想定

以上の業務というものを行ったということになります。 

  また、まだ１年ということですので、引き続き安定した事業化に向けて取り組みを進めて

まいりたいというふうに考えております。 

  次に、オガサワラオオコウモリの食害防除対策、有人島のネズミ対策ですが、これにつき

ましても昨年度同様、実施してまいりたいというふうに考えております。 

  また、村民の皆様との意見交換会あるいは兄島視察会、外来種駆除ボランティアといった

普及啓発やイベント事業なども、今年度も実施してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

  最後に、オガグワの森プロジェクト、ハハジマ森の道プロジェクトでございますが、これ

につきましては、村民参加型の森づくりイベントということで、50周年事業の関連事業と

しまして、今年の11月ごろに植樹祭のほうを実施してまいりたいというふうに考えており

ます。 

  説明のほうは以上になります。 

○委員長（一木重夫君） ただいまの報告について、質疑、意見のある委員は挙手をしてくだ

さい。時間の都合上、簡潔にお願いします。 

  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） まず、環境課長にお聞きします。課長は環境省からの出向ということ

でまだ来られたばかりですけれども、この管理計画の見直しが今年の３月改定ということ

ですけれども、これにまず参画されていますか。 

○委員長（一木重夫君） 環境課長、岡島君。 

○環境課長（岡島一徳君） 策定されたのが３月でして、私が来た４月にはもう既に策定済み

ということで、検討には参加しておりません。 

○委員長（一木重夫君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） その上でお聞きしますけれども、今、多分一番活発的に動いているの

が兄島のグリーンアノールの駆除関係だと思うんですね。赴任されてから現地のほうに自

分の足で視察に行かれたことはありますか。 

○委員長（一木重夫君） 環境課長、岡島君。 
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○環境課長（岡島一徳君） 兄島のほうには既に何度か行かせていただきました。 

○委員長（一木重夫君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） この改定管理計画を見ると、まず今までと一番大きく違っているのは、

今までは外来種駆除が全面的に出てきていましたが、この見直しを見ますと、外来種と在

来種の相互補助的な関係もあるんではないかと。だから、外来種だけ駆除すればいいとい

うことではなくて、外来種自体も大きな役目を果たしているのではないかとこの駆除自体

難しい局面がいっぱい出てくると思うんですけれども、この辺に関して、環境課長として

今後どういう取り組みをしていくつもりでいますか。 

○委員長（一木重夫君） 環境課長、岡島君。 

○環境課長（岡島一徳君） 委員のおっしゃるとおり、外来種駆除だけではなかなかこの世界

自然遺産の管理、自然の保全というところは図れないかなと。駆除だけではなくて、その

希少種を保全して、あるいは域外で繁殖させて再導入するとか、そういった管理も必要か

と思いますし、希少種だけではなくて、生態系というものはさまざまな生き物で成り立っ

ていますので、そういったものを包括的に見て取り組んでいく必要があるのかなというふ

うに考えております。 

○委員長（一木重夫君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 環境課長、赴任したばかりにも関わらず大きな問題をいろいろ抱えて

いる中で取り組みをするのも大変だと思うんですけれども、この内容を踏まえて今後いろ

いろと勉強していただいて、また改めて全ての部分で質問したいと思いますので、学習を

ぜひよろしくお願いしたいのと、もう一つ、この侵略的外来種に関する対応の部分で、１

ページの一番下ですけれども、兄島で過去に殺鼠剤を散布した後にクマネズミが急激に増

えたということですが、減らすために殺鼠剤をまくと思うんですけれども、本当に増えた

んですか。その辺は聞いていますか。 

○委員長（一木重夫君） 環境課長、岡島君。 

○環境課長（岡島一徳君） この殺鼠剤をまいた後、ネズミの確認が増えたということは事実

かと思います。また、ネズミによる食害とか、そういったものが増えているということも

聞いております。 

○委員長（一木重夫君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 原因は何かわかっているんですか、なぜ増えたのか。殺鼠剤をまいて

増えたというのは、ちょっと日本語的に私、理解できないところもあるので、増えた原因
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等がもし確定されているのであれば、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（一木重夫君） 環境課長、岡島君。 

○環境課長（岡島一徳君） 原因につきましては、すみません、ちょっと手元に資料がないの

で把握はしていないんですけれども、一般論としまして、生物というものはなかなかコン

トロールが難しいところがございまして、駆除したことによってリバウンドというような

ものもございます。そういったことが考えられるのではないかなというふうに考えており

ます。 

○委員長（一木重夫君） その他ございませんか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 今回こういう報告的なものを出していただいたんですが、１ページの

５番目、各種対策の進展に伴う在来種、希少種の回復に関する情報というのがあるんです

が、例えば一番下の平成28年に聟島でアホウドリの繁殖を確認というのは、これは多分初

めてアホウドリが子供をつくったとか、そういうことだと思うんですが、書くのであれば、

平成29年度か30年度にはどうかというところも含めて出していただいたほうがわかりやす

いのかなというふうに思います。そこら辺がちょっとわかりにくいのかなというのがあっ

て。 

  その上に、母島ではカツオドリやオナガミズナギドリの繁殖数が増加と書いてあるんです

が、これに関係している人はどこだかというのはすぐわかるんですが、関係していない人

は母島といっても結構広いので、どこなのかというのが全然確定できないので、そういう

ところにも配慮していただいたほうがいいかなというふうに思います。 

  その辺のところについてこれからどうされるか、ちょっとお聞きしたい。 

○委員長（一木重夫君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） この項目につきましては、改定した管理計画のポイントとして代表

的なところを列挙しております。私もこの管理計画については策定の座長として参加して

おりましたが、実際の計画書を読んでいただくと、非常に大きなボリュームの中に書かれ

ております。 

  安藤委員の今おっしゃったような部分については、この改定の作業の時点での内容でござ

いますので、また今後５年、10年という中では当然アホウドリの繁殖も増えてくるでしょ

うし、母島のミズナギドリの繁殖も増加していく、そういったことを次の計画の中には反

映していくということで考えていきたいと思います。 
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○委員長（一木重夫君） お諮りします。 

  暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（一木重夫君） 異議なしと認め、暫時休憩します。 

  再開は、15分後の10時10分とします。 

（午前９時５２分） 

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

○委員長（一木重夫君） 休憩前に引き続き、総務委員会を再開します。 

（午前１０時１０分） 

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

○委員長（一木重夫君） 先ほどの答弁で、環境課長より訂正の申し入れがございます。 

  環境課長、岡島君。 

○環境課長（岡島一徳君） 先ほど杉田委員よりご質問がありました殺鼠剤を散布した後、ク

マネズミが急激に増加したことにつきまして、資料の１枚目の一番下の文章ですが、散布

した直後にクマネズミが急激に増加したというふうに受け取られかねない文章となってご

ざいました。 

  実際は、殺鼠剤を散布した後、クマネズミの個体数の減少はございまして、その後、在来

植物などの回復等も見られた中で再びクマネズミが増加したということで、一度減少はし

ております。訂正させていただきます。 

  以上です。 

○委員長（一木重夫君） 世界自然遺産について、その他質問ございますか。 

  稲垣 勇君。 

○委員（稲垣 勇君） 最後の村の取り組みのところで、有人島のネズミの対策、これは今、

農業者困っている状態です。というのが、トマトの時期にミニトマトかなり被害が出てい

るんですよ。暮れの12月ごろから収穫が始まりますので、できたら12月入ったらすぐあた

りから３月か４月ごろまで、何とか一斉防除をやっていただきたいんですよ。というのは、

個々にやっていても、１週間くらいはいいんですけれども、すぐまた被害が出てしまうと

いう状態が続いております。 

  それと、母島で今言われているのは、オオコウモリによるバナナ、それからパパイヤの被

害がここへ来てかなり目立っておりますので、そこら辺の被害状況を調べていただいて対
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策をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（一木重夫君） 環境課長、岡島君。 

○環境課長（岡島一徳君） ただいまのご質問につきまして、まずネズミのほうでございます

が、一斉防除のほうは、集落内の官公有地を中心に実施する予定でございます。 

  農業のほうにつきましては、現在殺鼠剤の購入の補助ですとか、ベイトステーションの購

入の補助などを行っております。あと、かご縄の貸し出しなども行っておりまして、自主

的な防衛をお願いしております。 

  また、オオコウモリの食害につきましては、今年度、母島でも調査を実施したいと考えて

おりまして、また引き続き事業のほうは行ってまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（一木重夫君） その他ございませんか。 

  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 補足でちょっと質問させてもらうんだけれども、先ほど質問した中で、

この管理計画が大幅な見直しを迫られているというような感じを受けているんです。今ま

では外来種イコール駆除ということで、要するに相反するものという認識でしたが、今度

は外来種自体が在来種の育成にも少しずつ関与しているのではないかというような話も出

てきているのと、それと植物で言うと、風によって運ばれる種子も多いから、広範囲的な

調査も必要だろうというふうになっているんですけれども。 

  そうなると、観察区域がかなり拡大するんですけれども、余り拡大してしまうと、実質的

に駆除の部分がおざなりになるような気もするわけですよね。その辺をこの科学委員会等

を通して、新たな視野で在来種と外来種が両方とも必要であるというような形で流れてい

くとなると、どこで線引きをするのかという難しいところはあると思うんですけれども、

その辺を今後、環境課長自身も勉強しながら、その辺をどこまで縮められるか、ぜひ縮め

ていただきたいなと思います。 

○委員長（一木重夫君） 環境課長、岡島君。 

○環境課長（岡島一徳君） ただいまご指摘いただきました点は重要だと認識しておりますし、

管理計画の中でもその点につきましては触れさせていただいております。引き続き関係機

関と一緒に、その取り組みについて検討はしてまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（一木重夫君） その他ございませんか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 外来種の対策事業でグリーンアノールとか、ネズミとか、プラナリア
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いろいろ書いてあるんですが、これ動物と昆虫に関してだけで、ここに植物が載ってこな

いんですが、その辺のところはどうなっているのかということですが。 

○委員長（一木重夫君） 環境課長、岡島君。 

○環境課長（岡島一徳君） ただいまのは環境省の取り組み。環境省の取り組みとしましては、

外来種駆除も、植物のほうも実施はしておるんですけれども、例えばトンボの生育環境を

改善するといった、その関連行為としまして実施しているというようなところでございま

す。 

  ただ、大規模な伐採となりますと、母島でのアカギの駆除などがあるかと思います。 

  以上になります。 

○委員長（一木重夫君） 希少動物の保護の中の一環として入っているということですね。 

  その他ございませんか。 

（挙手する者なし） 

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

議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（一木重夫君） 異議なしと認めます。 

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

◎平成３１年度小笠原諸島振興開発事業概算要求について 

○委員長（一木重夫君） 続きまして日程第３、平成31年度小笠原諸島振興開発事業概算要求

について、執行部から報告を求めます。 

  総務課企画政策室長、樋口君。 

○総務課企画政策室長（樋口 博君） それでは、平成31年度小笠原諸島振興開発事業の概算

要求につきまして、村事業のみになりますが、ご報告をさせていただきます。 

  表としましては、一番左端の欄に事業、それから平成30年度の実施計画額、その次に平成

31年度の概算要求額、あと増減、伸び率、右端に主な事業内容ということで整理させてい

ただいております。 

  平成31年度の概算要求の内容について、ご報告をさせていただきます。 

  まず最初に、生活基盤施設の①番、村道、事業費１億7,603万4,000円、国費１億562万円。

事業内容としましては、父島におけます橋りょう点検・補修計画、それから道路改良とし

まして排水性舗装の改良工事をいたします。また母島におきましては、沖村９号線の新設
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整備に着手いたします。 

  続きまして②番、簡易水道、事業費１億7,680万6,000円、国費8,840万3,000円。事業内容

としまして、父島におけます清瀬の配水管、それから母島におけます浄水場改良、これは

機械と電気、また母島におけます配水管の新設、沖村９号線絡みでの新設でございます。 

  続きまして③番、し尿処理施設、事業費6,229万円、国費3,114万5,000円。事業内容、父

島におけますポンプ場の改良の基本設計、また処理場整備改良としまして、自動除塵機・

監視システムの整備改良でございます。 

  続きまして④番、浄化槽施設、事業費413万4,000円、国費206万7,000円。父島におけます

浄化槽14人槽の１基の整備でございます。 

  ⑤番、保育施設、事業費4,330万8,000円、国費2,165万4,000円。事業内容は母島におけま

す予定地の用地買収、それから敷地の造成でございます。 

  それから⑥番、小・中学校整備、事業費1,324万8,000円、国費883万2,000円。父島の小・

中学校に来年度から着手しますが、まずは初年度として基本計画を実施するところでござ

います。 

  続きまして、ソフト事業でございます。 

  ①番、診療所運営費、事業費が２億2,508万2,000円、国費１億1,254万1,000円。父島・母

島におけます診療所の管理運営、医療機材の整備に係る経費でございます。 

  村事業の合計でございます。事業費ベースで７億90万2,000円、国費で３億7,026万2,000

円でございます。 

  報告は以上でございます。 

○委員長（一木重夫君） ただいまの報告について、質疑、意見のある委員は挙手をしてくだ

さい。 

  ございませんか。 

（挙手する者なし） 

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

議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（一木重夫君） 異議なしと認めます。 

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

◎平成３１年度東京都予算編成に対する要望について 
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○委員長（一木重夫君） 続きまして日程第４、平成31年度東京都予算編成に対する要望につ

いて、執行部から報告を求めます。 

  総務課企画政策室長、樋口君。 

○総務課企画政策室長（樋口 博君） それでは、平成31年度東京都予算編成に対する小笠原

村の要望事項について、ご報告をさせていただきます。 

  表の見方としましては、左の欄に東京都の各局、それからその次に要望事項と要旨、それ

から平成31年度どういった形で要望したかの内容、◎が重点要望、○が通常要望、×が取り

下げと。あわせて平成30年度、去年どういった形で要望を出したかということもあわせて

記載しております。修正等ございましたところについては備考欄に記載をしています。 

  あわせまして、昨年も報告をさせていただいたんですが、今、各町村から上がってくる要

望内容が非常に複雑多岐にわたってきて、東京都の回答も今年度の４月の事業説明会にお

きましてもきちんと踏まえた上で要望を出してほしいというお話がございました。それを

受けまして、私どももそういった見方で精査をした上で提出をさせていただいています。 

  一つ一つの事業の要望につきましては、説明は省略させていただきますが、昨年度と要望

の位置づけが変わったものについてのみ報告をさせていただきます。 

  まず、１ページ目でございます。一番下の行になりますが、オリンピック・パラリンピッ

ク準備局に対する聖火リレーの西多摩及び島しょの全ての町村に聖火リレーがめぐるコー

ス設定にするよう求めるという要望事項につきましては、一応大会組織委員会も含めまし

て、東京都内の各町村を回るということは公表されております。 

  ただ、例えば新島あるいは私ども小笠原村のように、人が住んでいる島が１町村で２つの

島がある場合には、それぞれの島をコースに入れていただきたいという内容に修正いたし

まして、重点要望として改めて提出をしたところでございます。 

  続きまして、２枚目になります。環境局（３）番、国立公園及び自然公園内施設の整備促

進ということで、趣旨としましては、拠点となる休憩所、登山道、遊歩道、指導標、公衆

便所、駐車場等の改修・整備に関する要望でございますが、説明書きの中に、私どものほ

うから母島、北港園地の整備を追加いたしまして、修正という形で要望を上げさせていた

だいているところでございます。 

  続きまして、３ページ目でございます。下から４つ目になりますが、福祉保健局の（23）

番、心身障害者福祉の充実、④番、障害判定医の島しょ地区派遣及び巡回相談の年１回実

施の確立ということで、経過を見まして、ここ何年か年１回必ず行われている、また派遣
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もされているということで、担当課としましては制度として確立したという判断をし、取

り下げとして要望を出しております。 

  続きまして、最後４ページ目でございます。産業労働局の（15）番、総合的観光対策及び

補助制度の確立の⑤番、観光シーズンオフにおける集客対策事業への専門的指導及び財政

支援ということで、担当課のほうとしまして、制度として措置されたということで取り下

げで提出をしているところでございます。 

  村から、来年度に向けた予算編成に対する要望として提出した変更点につきましては以上

でございます。 

○委員長（一木重夫君） ただいまの報告について、質疑、意見のある委員は挙手をしてくだ

さい。 

  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 総務局の部分の（25）、この密漁船関係の影響調査、そして財政支援

を要望していると。特にこの水産資源の回復への支援の対応について、どのような支援を

村として出しているのか。今現在、村長も理解の上、いろいろと水産業に関しては支援し

ていただいているんですけれども、やはり基本的には東京都や国がやるべき部分もいっぱ

いあると思うので、それに対して村でどういう要望をしているか、ちょっと教えてくださ

い。 

○委員長（一木重夫君） 総務課企画政策室長、樋口君。 

○総務課企画政策室長（樋口 博君） 特に村としましても、水産資源の回復という観点に重

点を置きながらも、ただその対応として具体的なところということではなく、国それぞれ

の関係機関の立場で、水産資源に係る回復をきちんと対応していただきたいという旨の形

で要望を出しています。 

○委員長（一木重夫君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） このサンゴ密漁船の影響に関しては、これは国がもうちょっと責任、

東京都も責任ある対応をとる部分だと思う。自治体でやるには、金額面も含めて作業範囲

も広いのと、網の回収一つにしてもなかなか技術的に難しいとか、いろいろな問題はある

と思うので、これはやはり重点目標でなっていますけれども、さらなる要望活動をぜひお

願いしたいと、こう思います。 

○委員長（一木重夫君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） こちらの要望の内容については具体的になっていませんが、この被
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害を受けて以降、国・東京都の補助を受けて残された網の回収については継続して漁業協

同組合のほうで委託事業として実施されているというふうに聞いております。それを引き

続き継続していただくように、要望していければと思います。 

○委員長（一木重夫君） その他ございますか。 

  清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） 何点かちょっと聞きたいんですが、重点要望ということで、まず

環境局の部分で９番、上のほうですね。父島つつじ山南麓線の整備促進というのは、これ

は遊歩道か何かの整備なのかということと、環境局の一番下の部分で５番、魅力ある観光

地づくり事業（ハード及びソフト）に対する財政支援、ハード・ソフトというのは具体的

にどんなことを要望しているのか。 

○委員長（一木重夫君） すみません、どこでしょうか。 

○副委員長（清水良一君） 環境局、２ページですね。２ページの９番と─⑨か、すみませ

ん、失礼しました。（４）番の⑨番、父島つつじ山南麓線の整備促進というのは、これは

何なのかということと、一番下の12番の⑤番ですね。具体的にどんなことを考えているの

か、まずそこをちょっと教えていただきたいと思います。 

○委員長（一木重夫君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） つつじ山南麓線の整備促進については、今、指定ルートのと

ころを公園計画にはここの路線が載っているということで、自然公園施設の遊歩道として

整備していただきたいということで要望してございます。 

  あと、（12）の⑤番ですけれども、魅力ある観光地づくり事業（ハード及びソフト）に対

する財政支援につきましては、多摩・島しょ観光施設整備事業補助ということで、ハード

面とソフト面の補助がございます。 

  以前は小笠原村と御蔵島が対象地域から外れていましたが、パンフレットをつくったり、

ポスターをつくったり、ソフト面で結構財政支出がありますので、担当課としてもそこを

何とか対象にしてくれということでお願いをして、たしか平成28年度から認めていただい

たということです。 

  ハードのほうは、引き続き要望しているんですけれども、振興開発事業のメニューとして

観光施設整備がありまして、まだ対象とはなっていないのですが、担当課としては、振興

開発事業にのらないような改修だとか、あとトイレの整備だとか、そういったところにも

今後充当できるような補助金として、この対象地域に加えてほしいということで引き続き
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要望しているところです。 

○委員長（一木重夫君） 清水良一副委員長。 

○副委員長（清水良一君） なかなか難しい部分ですね、これハード、ソフト。 

  世界自然遺産になってからお年寄りの方の来島が増えて、陸のガイドの方たちも増えまし

た。これはいろいろなところを回ってきて、歩ける場所、歩くって楽しいという場所がた

くさんあるというところが非常に魅力ある観光地として、結構盛り上がっているのではな

いかなという気がしました。 

  今後とも、魅力ある観光地づくりということで、そういう歩ける場所を増やしていただけ

ればいいのではないかなという気がしたので、聞かせていただきました。 

  あともう一点だけ、４ページの産業労働局、（３）農業振興に係る基盤整備の促進で、①

農業用水の確保及び小規模農地の整備促進が重点項目になっているわけですが、小規模農

地の整備促進というのは、小規模農地を大きくするのか、それとも小規模農地を整備する

のか。それをちょっと聞きたいと思うんですが。 

○委員長（一木重夫君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） こちらについては、ちょっと資料が手元にないので正確には

お答えできないところがあるので申し訳ないんですけれども、昨日、稲垣議員の質問にも

ございましたように、今後、今年度、農地造成ができるようなところが出てくれば、東京

都とか振興事業で対応できるように整備を促進していきたいなというところでございます。 

  すみません、余りよく回答になっていないんですが、以上です。 

○委員長（一木重夫君） その他ございませんか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） ３ページの環境局の（20）番の①番、②番で、ここは重点ではないん

ですが、ＣＯ２削減に対する町村の施策への支援とか、②番の再生可能エネルギー対策への

財政支援とあるんですが、どういう支援になっているのか、お聞きしたいと思います。 

○委員長（一木重夫君） 総務課企画政策室長、樋口君。 

○総務課企画政策室長（樋口 博君） まとめる企画政策室の立場でまず回答させていただき

ますが、①番、②番ともいろいろ個別の政策はあっても、なかなか財政支援の伴う、ある

いは財政支援があったとしても非常に小さい規模の支援というのが実情でございます。①、

②の観点から、各町村が進めるに当たってそれぞれきちんとした財政支援をいただきたい

という趣旨の要望でございます。個別具体的に何を要望しているという形ではございませ
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ん。 

○委員長（一木重夫君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） こう書いてあるので、何かそういう財政支援をお願いしなければいけ

ないような取り組みをやっているのかなというふうに感じたので聞いてみたのですが、そ

れはないということなんですね。はい、わかりました。 

  それでは、その次の福祉保健局の（23）番の④番ですね。制度として確立したために取り

下げたと書いてあるんですが、この中で（23）番とか書いてありますから、ここに載って

いなくても実際には載っているのかわかりませんので、お聞きします。 

  重度障害者等の観点についてのこういう福祉の充実という部分については、何か要望とか

されているんですか。 

○委員長（一木重夫君） 総務課企画政策室長、樋口君。 

○総務課企画政策室長（樋口 博君） 村からは、具体的な要望は出しておりません。毎年度

の要望の仕方ですが、前年度、各町村から要望が出て、それを町村会のほうで取りまとめ

をいたします。その取りまとまった要望については冊子に印刷されまして、それを持って

８月頭ぐらいに、各首長であったり、議長会の方々が、東京都へ要望に回っているという

動きになります。 

  その８月に出した要望に対して、年度末に東京都が各局の回答を町村会に送ってきます。

その回答が町村会から市町村に回ってきて、その回答を踏まえて私ども実務方は、翌年度

要望を出すんですが、要望項目としては、町村会が東京都に出した項目をベースにこれに

対してどうするという出し方をしているものですから、小笠原村が出していない、ほかの

町村が出しているものの番号は全部ここには載せておりません。何を要望したかという全

部の要望事項の冊子は、それが村に届き次第、議員の皆さん方にも毎年度１冊ずつ渡して

おりますので、それはちょっとご確認いただければと存じます。 

  以上です。 

○委員長（一木重夫君） その他ございませんか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） ４ページの教育庁の（２）番、特別支援教育の円滑な実施ということ

で、これが一番の重点項目になっているんですが、このサポートティーチャーと介助員の

配置というのはどの程度までやるかということをまず教えていただきたいのと、②番目の

特別支援教育の学級開設、特に平成31年度、来年、母島では児童が帰ってくるわけですけ
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れども、先ほどの話では町村会とかそういうところで調整するということでしたので、そ

れが重点としてなっていないのは、その中で入らないということだったのかなと思ったん

ですが、この辺のところもどんな感じだったのか、お聞きしたいなと思います。 

○委員長（一木重夫君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） 今のご質問にお答えいたします。 

  まず、①の軽度発達障害の児童・生徒に対するサポートティーチャーや介助員の配置につ

きましては、小笠原村につきましては、特に今小笠原小学校で、特別支援教育補助員を単

費でつけております。そういったようにいわゆる学校の教員の定数プラスアルファの部分

の支援を今後いただきたいということで、介助員等の配置が必要な場合にも、村単費にな

ることなく、東京都の補助をいただきたいという形でここに挙げさせていただいておりま

す。 

  ②の特別支援教育の学級開設に伴う施設整備に対する補助制度の充実等につきましてです

が、特別支援教育の教室等は、やはりその児童の成長とともに細部等を改修する必要が出

てくると思うんです。国の学校環境改善交付金というものもあるんですけれども、その事

業規模には達することのない小さな改修等があるので、そういったものに関しては現在、

村単費で対応しているんですが、こういった国庫補助にのらない規模の改修等についても、

東京都の支援をいただきたいということで、こちらの項目に載せております。 

  以上でございます。 

○委員長（一木重夫君） その他ございませんか。 

（挙手する者なし） 

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

議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（一木重夫君） 異議なしと認めます。 

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

◎その他 

○委員長（一木重夫君） 日程第５、その他事項で何かございますか。先ほどの小笠原諸島返

還50周年記念事業についての件も含めてあれば。 

  鯰江 満委員。 

○委員（鯰江 満君） 本当は、子供たちがいるときに執行部にお願いしたかったんですが、
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小笠原50歳ということで、その記念でお客様がいっぱいいらっしゃいます。実際に動ける

大人にも限りがありという中で、やはりどうしても村の職員たちがこれまで進めてきたよ

うに、今ここにいる執行部の皆さんがほとんど大半のお客様、その他の対応に奔走せざる

を得ないということです。 

  とにかく村長及び副村長を中心に、各課の垣根を飛び越えて、返還50周年の記念式典に対

応するということを、ここは改めて私のほうからお願いしたいと。それには、やはり襟を

正し、清楚にすると。そして何よりも大事なのは初々しさ、そういうものを忘れずにお客

様の対応に当たっていただくようにお願いしたいと思います。 

  これについて、日頃村長からは課長会その他でいろいろ下知というか、命令をされている

と思うんですが、その辺で何か一言あれば、正副村長よろしくお願いします。 

○委員長（一木重夫君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 私が答えた後、もし副村長も何があれば答えさせます。 

  実は私が村長に就任したのが平成15年、返還35周年の式典が、６月に予定をしていたけれ

ども、我が村の事情で取りやめざるを得なかった。何とか年度内に式典をということで、

仕切り直して２月に式典をやることができました。 

  その際に、私が強く思ったのは、お祝いに来てくださるお客様、ＶＩＰと言われる方だけ

ではなくて、来賓として来ていただくお客様に失礼のないようにきちんと対応しようとい

うことでございまして、今回もその骨子はそういうことでございます。 

  したがいまして、実行委員会とはまた別に、お客様に接するチームとして、村の中で各課

を横断したそれぞれのチームをつくって、先ほど申し上げました本旨を大切にしながら、

きちんと対応していこうということで話をしております。 

○委員長（一木重夫君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 今、村長からお話がありましたが実務のほうとしては、各課の垣根

を越えたチームの頭は、今週に１回、打ち合わせを行っております。漏れのないように、

あと判断に悩むものは私を中心にどんどんその場で判断をしていくという流れの中で、す

でに１カ月を切りましたので準備をしっかりとし、そして笑顔で帰っていただくことを目

標に、滞りなく準備したいと思っております。 

○委員長（一木重夫君） 鯰江 満委員。 

○委員（鯰江 満君） ありがとうございます。本当に、身の丈というか、ここでお迎えして

何ができるかと。私も日頃いろいろなお客様に対応するときにそれを考えるんですが、や
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はり誠心誠意接するということですれば、必ずや伝わると。観光の調査のアンケートの中

でも、人がすごくいいというような評価をいただいているということもありますので、間

違いはないかとは思いますが、とにかく一月を切りましたので、どうぞよろしくお願いし

ます。 

○委員長（一木重夫君） その他ございませんか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） さっき子供たちがいるときに聞こうと思っていたんですが聞けなかっ

たので、すみません。 

  世界自然遺産の関係で、３ページ目、林野庁の取り組みとか東京都の取り組み、小笠原村

の取り組みというのがいろいろあるんですが、その中で、林野庁の取り組みの中に森林ボ

ランティアの環境教育対応というのがあるんですが、これは東京都とか村では、こういう

対応はしていませんか。 

○委員長（一木重夫君） 環境課長、岡島君。 

○環境課長（岡島一徳君） ただいまのご質問につきましてお答えいたします。 

  村では、村民向けのイベントとしましては、オガグワの森、そしてハハジマ森の道プロジ

ェクトを実施しております。そういったイベントに参加していただくことを通じて、自然

を守る取り組みについてご理解いただくような形に考えております。 

  また、外来種駆除ボランティア、こちらを林野庁と共同で実施しておりまして、そちらに

つきましても、村民の方に広く周知しまして、ご参加いただいているというところでござ

います。 

○委員長（一木重夫君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 何で聞いたかというと、小笠原村だと思うんですが、以前学校で小笠

原自然文化研究所にオガサワラオオコウモリとかアカガシラカラスバトの講習会みたいな

ことをやっていただいたことがあったと思うんですね。そういうのはまだやっているのか

な、ここを読むと書いていなかったので。これは、先ほど副村長が言っていましたけれど

も、管理計画の中に書かれている枠の中だけ書いてあるからということなのか、そこら辺

がわからないので、お聞きしたんですが。 

○委員長（一木重夫君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） 小笠原村としての主催の事業ではございませんが、学校の教育課

程の中で総合的な学習の時間を利用したオガサワラオオコウモリの学習や、海洋センター
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と協力したアオウミガメの学習等を行っております。 

  また、昨年は村の獣医師の方に出前授業をしていただいたりだとか、そういった取り組み

もしておりますので、過去のそういった経緯から後退しているようなことはなく、さらな

る充実を図っている状態でございます。 

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

議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（一木重夫君） 異議なしと認めます。 

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

◎閉会中の継続調査について 

○委員長（一木重夫君） 次に、日程第６、本委員会の閉会中の継続調査についてお諮りしま

す。 

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

出をしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（一木重夫君） 異議なしと認め、閉会中の継続調査を申し出ることに決定しました。 

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

◎閉会の宣告 

○委員長（一木重夫君） お諮りします。 

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

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（一木重夫君） 異議なしと認めます。 

  よって、本日の委員会を閉じます。 

  これをもちまして総務委員会を閉会します。 

  お疲れさまでした。 

（午前１０時５１分） 

 

 


