
－１－ 

総務委員会速記録 

 

平成２７年１２月１０日（木曜日）午前９時開会 

 

出席委員（８名） 

    委 員 長  佐々木 幸 美 君     副委員長  清 水 良 一 君 

    委  員  池 田   望 君     委  員  稲 垣   勇 君 

    委  員  杉 田 一 男 君     委  員  鯰 江   満 君 

    委  員  一 木 重 夫 君     委  員  安 藤 重 行 君 

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

出席説明員 

村 長 森 下 一 男 君 副 村 長 渋 谷 正 昭 君 

教 育 長 松 本   隆 君 
総 務 課 長 
事 務 取 扱 渋 谷 正 昭 君 

総務課副参事 鈴 木 敏 之 君 
総 務 課 
企画政策室長 

樋 口   博 君 

財 政 課 長 江 尻 康 弘 君 村 民 課 長 村 井 達 人 君 

医 療 課 長 佐々木 英 樹 君 産業観光課長 牛 島 康 博 君 

環 境 課 長 深 谷 雪 雄 君 建設水道課長 篠 田 千鶴男 君 

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

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

事務局職員出席者 

事 務 局 長 セーボレー 孝 君 書 記 菊 池 ひろみ 君 

 



－２－ 

議事日程 

  日程第１ 中国サンゴ船問題について 

  日程第２ 防災道路の整備について（継続） 

  日程第３ 小笠原航路改善について 

  日程第４ 小笠原諸島世界自然遺産について（継続） 

  日程第５ その他 

  日程第６ 閉会中の継続調査について 

 

 



－３－ 

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

◎開会の宣告 

○委員長（佐々木幸美君） おはようございます。 

  ただいまから総務委員会を開会いたします。 

  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（佐々木幸美君） あらかじめ会議時間の延長をしておきます。 

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

◎説明員の出欠について 

○委員長（佐々木幸美君） 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（セーボレー孝君） 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。 

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

◎中国サンゴ船問題について 

○委員長（佐々木幸美君） それでは本日の議題に入ります。 

  日程第１、中国サンゴ船問題について、執行部からの報告を求めます。 

  副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 中国サンゴ船問題につきまして、前回以降の報告をさせていただき

たいと思います。 

  お手元の資料、まず１番目としまして、中国サンゴ船の視認状況ですが、こちらについて

は、平成27年１月24日以降、小笠原諸島周辺海域での視認はございません。 

  なお、９月29日に、長崎県五島列島沖で、ＥＥＺ違反検査拒否により、中国サンゴ船１そ

うが拿捕されております。こちらについては、船長が逮捕され担保金の支払い証明の書面

が出されて同日釈放されたということで報道されております。 

  ２番目としまして、９月９日以降の各機関における対応状況でございますが、まず11月10

日、第三管区海上保安本部長外が来島され、引き続き巡視活動を行っている旨説明がござ

いました。二見岸壁にもまだまだ、時々接岸しておりますが、引き続き巡視船が巡視活動
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を行っていただいているという状況が続いております。 

  次に、11月24日ですが、巡視船の配備要請に関して、海上保安庁、東京都、村、小笠原島

漁業協同組合の間での意見交換がされております。 

  続きまして３番ですが、その他でございます。 

  １点目、宝石サンゴ展の開催ということで、立正大学の主催により、平成28年２月、小笠

原美術センターにおいて宝石サンゴ展の開催予定ということで、村としても講演をする予

定でございます。 

  展示内容としまして、宝石サンゴに関する研究成果や、３月に行われました中国サンゴ船

による被害状況調査の成果などを展示されるというふうに聞いております。 

  続いて、今後の対応の中で、中国サンゴ船についての動向は、中国サンゴ船の視認がない

ことから比較的沈静化しております。今後の委員会報告については、特段の動きがあった

場合とさせていただければと思っておりますので、ご検討いただければと思います。 

  報告は以上です。 

○委員長（佐々木幸美君） 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。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 中国サンゴ船問題について、１つだけ質問をしたいと思います。 

  昨年の11月ごろ、中国漁船問題のさなかに、自民党のほうが、小笠原諸島に裁判所を設置

することを検討をしていた時期がございます。私も、何度か、自民党の関係者から相談を

受けておりました。 

  これは、小笠原諸島に裁判所があれば、わざわざ横浜まで被疑者を運ばなくても、ここで

処理をして拘留をして、逮捕者をたくさん、量産できるということで検討されていた話な

んですけれども、我々村議会のほう、また執行部のほうでも、裁判所設置の要望を、昨年

の春にしてきたところでございますけれども、この中国漁船問題によって、改めて裁判所

の設置というものを検討してみてはどうか、要望してみてはどうかというふうに考えてお

ります。 

  その中国漁船問題に限らず、昨今、中国による第二列島線の進出の勢いが増してきており

まして、当村でも、あのような大規模な密漁のほか、武装漁民等のグレーゾーン自体に、

切れ目のない対処が必要かと思います。 

  そのためにも、裁判所設置ということが、改めて重要性を増してきているのではないか。
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国境離島の保全のために、裁判所設置は必要なのではないかというふうに感じております。

所見をお聞かせ願います。 

○委員長（佐々木幸美君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 一木委員からの中国漁船の問題を受けての裁判所の設置要望に関し

てという、所見をということでございますが、まず冒頭にありました自民党が検討したと

いうことが、実際、自民党の議員さんの中で話題になったかどうかというのは確認できな

いんですが、当時、昨年の10月、都議会の自民党が知事宛てに緊急要望していただいてか

ら、幾つかの国のほうの法務部会とかの合同部会、または水産部会、さらには自民党の議

員さんを中心に緊急集会などが11月に行われております。 

  これらの当時の資料ですとかメモなどを、再度チェックをしてみたんですが、まずそうい

った検討の形跡というのが、村の中ではちょっと見当たらなかったという状況です。 

  こちらの件ですけれども、昨年の中国サンゴ船に関する再発防止策として、今後同じよう

な事態が起きないように、巡視船の配備も検討され、また刑罰も強化され、外交ルートか

らの圧力も高めていただいたところであり、当然再発の可能性というのは否定できません

が、少なくとも可能性は否定化したと考えております。 

  また、裁判所の設置によって、それが抑止力のような形になったり、逮捕後のスムーズな

処置に貢献したりするかもしれませんが、事態が起きたときの対処というのが、まずは一

番だと考えております。その点においても、警察署では既に人員を増加していただき、海

上保安署でも来年度人員増を図る予定と聞いております。 

  このような直接的な事態対処の準備が、抑止力としてはより効果があると考えております

し、小笠原にとどまらず、日本の広域な領海において、警備強化を引き続きお願いをして

まいりたいと考えております。 

  なお、裁判所の設置につきましては、その代替的な措置として、今年４月からテレビ会議

システムを活用した民事調停が可能となったばかりであります。この仕組みの構築の中で

も、小笠原に簡易裁判所を設置することは難しいというようなことを言われております。

当面は、この仕組みの活用状況を見ながら、改めて裁判所の設置要望については検討した

いというふうに考えております。 

○委員長（佐々木幸美君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） テレビ会議システムで民事調停ができるようになって、まだ日が浅い

という部分もございます。今後、裁判所設置については検討してもらえるということで了
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解はしました。 

  一方で、逮捕から検察に送検するまで、48時間以内に送検をしなければいけないという、

刑事訴訟法に規定されている制限時間があるんですけれども、小笠原警察署のほうでは、

その48時間の制限があるために苦慮している部分があると聞いています。 

  この問題も、小笠原に裁判所が設置されれば、これは全面的に解決できる問題でもありま

すので、民生の安定という部分からも、今後検討を続けてもらえればというふうに考えて

ございます。 

  以上です。 

○委員長（佐々木幸美君） ほかにはございませんか。 

  鯰江 満委員。 

○委員（鯰江 満君） この11月24日の巡視船配属要請、この会議の内容を口頭でいいので、

ちょっと、どういうことが話されたか。 

○委員長（佐々木幸美君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 海上保安庁としましては、従前からの村等の要望によりまして、そ

の検討を始めていただいたという、まず第一歩になりますので、細かなところというのは、

きょうの場でご報告はできませんが、配属に関してさまざまな検討事項があるということ

から、今後詳細について関係機関で検討していこうと、関係者集まりまして検討していこ

うということになりました。 

  村からは村長と連絡事務所の職員が出席しております。 

○委員長（佐々木幸美君） よろしいですか。 

  鯰江 満委員。 

○委員（鯰江 満君） それは、配備、配置というか、配備するということの、前提のような

感じだったでしょうか。つまり前向きだったかどうかということですけれども。 

○委員長（佐々木幸美君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 基本的には前向きな方向で。ただ、いろいろな課題がございますの

で、それを今後詰めていきましょうということです。 

○委員長（佐々木幸美君） ほかにはございませんか。 

  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） この中国船問題、今、執行部から報告受けましたけれども、中国船問

題、去年の問題から１年近く経過して、そしてまた海上保安庁による巡視も増えて、視認
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もほとんどなくなったという報告の中で、この中国船問題語るときに、中国船の荒らされ

た現況、そしてその後の回復をどうするかというのも、また私は大きな問題だと思います

ので。 

  これに関して、国で当然、海底資源の回復に向けた被害調査とかいろいろしているわけで

すけれども、村には、素早い対応で、それなりの手当をしていただきましたけれども、こ

の漁場の回復と漁業補償を含めた、そういう漁業者に対するケアに関して、何か、その後、

東京都や国で進展があれば教えてください。 

○委員長（佐々木幸美君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 先ほど申し上げました３月に、まず被害状況を調査をした。それか

ら、あと国のほうの仕組みの中で、今回、そういった漁網が、魚が仮に上がってきた場合

の処理ですとか、それから漁業協同組合にそういった、海上保安庁も来ていますが、日常

の漁業活動の中で監視体制をしていただくような、そういった形での予算が、昨年の補正

でつけて、今実施されているというふうに聞いております。 

○委員長（佐々木幸美君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） この漁網による被害も、海底ということで、深い部分もあるでしょう

し、そして漁場という部分で、いろいろと原状回復も難しい部分はあると思うんですけれ

ども、やはりできるだけ漁業者に対するケアを、これからも続けていけるような措置を、

ぜひ執行部でも継続してとっていただきたいと思いますけれども、もし村長、何かお考え

があればお聞かせください。 

○委員長（佐々木幸美君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 一義的には、先ほど言いましたように、国や東京都に、漁業協同組合

さんからも要請が行っていますので、そのことを村も一緒になって要望したいというふう

に思っております。 

  村がなかなか直接できることというのは、限られているとは思いますが、漁業者の皆さん

の操業、それから調査結果といっても３年ぐらいは、いろいろな形でかかると思いますの

で、我々も、その点には目を配りながらやっていきたいと、このように思っているところ

でございます。 

○委員長（佐々木幸美君） 中国船問題について、ほかにございませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（佐々木幸美君） それでは、質疑がないようですので、これをもちまして質疑を終
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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（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

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

◎防災道路の整備について（継続） 

○委員長（佐々木幸美君） 日程第２、防災道路の整備について、執行部から報告を求めます。 

  副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 防災道路の整備につきまして、前回委員会以降の動きを説明させて

いただきます。 

  まず要望活動でございますが、平成27年10月19日、三宅都議立ち会いのもと、建設局長宛

ての、村長名での要望書、また村議会の意見書、こちらはそれぞれ別紙１、別紙２で添付

しております。前回も案の段階ではございますが、要望書案もお示しさせていただいてお

りますので参考にしていただければと思います。 

  この要望を提出し要望活動を行いました。 

  建設局長からは、村民の理解、協力のもと、しっかり整備につなげたい、引き続き村の協

力をお願いする旨の発言があり、また道路監からは、道路構造令が改正されたので、地域

の実情に応じた道路がつくれると思う旨の発言がございました。 

  次に、平成27年10月22日でございますが、村長及び議長、前議長が東京都知事と面会をし、

この面会の中で、防災道路の件について知事から触れていただき、予算措置など、都議会

の合意が必要となる、できるだけ早く整備していきたい旨の発言がございました。 

  続きまして、本日、ちょっと差しかえさせていただきました。昨日ですが、12月９日、都

議会定例会におきまして、三宅都議から、防災道路の整備についての質問をしていただき、

これに対して建設局長からは、行文線未整備区間の早期に整備し、都道湾岸通りの代替路

ともなるダブルルートを確保することとしたという、したいではなくて「した」という旨

の発言がございました。 

  これによりまして、東京都のほうの整備に向けた意思というものが、明確に都議会で示さ

れたということになります。 

  また、これに際しては、お手元に参考資料で、昨日の三宅都議の質問に対する答弁要旨を

添付させていただいておりますが、村議会の全会一致の要望も受けてということだという

ことも、局長から発言されておりますし、最後には世界自然遺産であることから、島内の
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自然環境や景観に十分配慮し、早期事業化に向け鋭意検討を進めていくという旨も発言を、

東京都のほうからいただいております。 

  ということで、２番でございますが、今後の対応ということで、東京都の決定を受け、村

としても東京都と連携し引き続き協力してまいりたいというふうに考えております。 

  報告は以上でございます。 

○委員長（佐々木幸美君） 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。 

  池田 望委員。 

○委員（池田 望君） 長い、いろいろな議論とか要望活動等、また執行部のほうでは丁寧な

村民説明会、開いていただきながら、ここまでやってまいりました。今、副村長から、東

京都の決定を見たという発言を伺いまして、大変感銘を受けております。 

  この道路については、長くは、もう20年とか25年とかいう時間を経て、いろいろな議論あ

りましたが、やっとここに我々の求めている安心・安全な道路の形成ができるということ、

東京都の意思として発表されたことに大変ありがたく思います。 

  最後に、局長のほうからのお話にもありましたが、やはり世界自然遺産であるということ、

これを頭に置きながら、皆さんが、自然が余り改変されることなく、安心してこの道路が

できるように、これからも村民の皆さんと、説明を怠ることなく協力していただきながら

進めていっていただきたいというふうに思います。 

  特に小笠原村は、過去に浄水場の移転のときもそうですし、母島の北進線の整備について

もですが、ほかに例を見ない皆さんとの協力の中で、自然を守りながらやっていくという、

これはかなり先駆的な公共事業の進め方を今しておりますので、私は安心しておりますが、

それでも手を抜かないで、しっかりとした説明をしながら、皆さんに歓迎される道路の整

備をお願いしたいというふうに思います。 

  ここで、総務委員会の中ではもう答えを見たので、継続での委員会の議題には、もうしな

くても、今後何か大きな課題が出てきたときに、またそのときには総務委員会で審議して

いっていただければいいかなというふうに思います。 

  本当にありがとうございました。 

○委員長（佐々木幸美君） ほかにはございませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（佐々木幸美君） それでは、質疑がないようですので、これにて質疑を終了いたし
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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（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

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

◎小笠原航路改善について 

○委員長（佐々木幸美君） 次に、日程第３、小笠原航路改善について、執行部からの報告を

求めます。 

  副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 小笠原航路改善に向けた経過報告を報告させていただきます。 

  お手元の資料、まず第１番目としまして、平成28年度上期のおがさわら丸運航スケジュー

ルについてということで、ちょうどこの上期の中で新船が就航するということで、今回は

小笠原海運から直接、テレビ会議を使って説明をいただくなどのことを繰り返してまいり

ました。 

  ちょっと、前回よりも前にさかのぼりますが、８月17日に最初の案が提示され、21日に小

笠原海運の説明を受けながら航路検討会を開催いたしました。この説明を受けた後、各団

体に持ち帰っていただき意見等をまとめていただいたものを９月12日に委員会を開催し検

討し、それらの取りまとめたものを18日に要望書として提出しております。 

  これに対する回答が、10月26日にございまして、再度テレビ会議を使いまして小笠原海運

から、その回答案の内容についての説明を受け、再々度、さらに小笠原海運宛てに要望書

を再提出。 

  11月16日に、小笠原海運から再回答があり、来年の４月以降の上期のスケジュール案が、

ほぼ固まってまいりました。 

  これにつきましては、別紙１に添付しております。まだ、運輸局の認可を得てございませ

んので、取り扱いについてはご注意いただきたいと思いますが、大まかなところでは、７

月２日に新船、新おがさわら丸が竹芝を出て初就航をするということになっています。 

  このスケジュールにない部分といたしまして、６月下旬に、検査での航海、それから試験

運航を２回ほど下旬に行う。この際に、２回目のときは、物資の運搬もするということで

伺っております。 

  また、新船の試験運航等で、メーンの船長さんが、６月半ば以降、そちらに移るというこ

とで、来年度に限りまして、硫黄島訪島ですとか八丈寄港については、その前に設定する
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ということで、日程調整などを今後行っていきたいというふうに思っております。 

  また、新船効果を狙いまして、７月の中旬以降の着発便運航については、８月いっぱいま

で継続するというような案となってございます。 

  主なポイントとしては、そのような進みかと思っております。 

  また１枚目の資料に戻っていただきまして、２番としまして、おがさわら丸新造船の建造

に向けた動きということでございますが、10月８日に、東京都の行政部、小笠原海運、村

の各担当者による３者会議を開催し、運賃設定、船内配置、ソフト面の要望などについて

意見交換を行いました。 

  その際に、運賃設定については、まだなかなかその段階ではまとまらず、16日に再度、意

見交換をしております。 

  これらを受けて、10月28日、第４回の小笠原航路部会第９回幹事会の合同会議が開催され、

建造状況、運賃設定、船内配置等について了承をされているところでございます。 

  資料としましては、別紙２、資料１というところから、少し、資料が多いですが添付して

おります。 

  この中で、従来から出ています、これら協議の開催状況、それから、以前平成26年度にも、

平成26年にも既に決定されている基本方針や建造案については従来どおりですが、資料３

としましては、最終的な船内配置の中で、特等を９室から４室に減らし、特１等を20室か

ら24室に増やしながら、定員としてはトータルで892人から894名の２名増というふうにし

たという報告がございました。 

  また資料３の下に、今回新たな運賃料金表ということで掲げられておりまして、２等和室

については従来の、現行と同じ金額、新たに設定された２等寝台については3,240円の増、

ベッド使用料というような考え方で、料金としては２万6,250円ということで3,240円、２

等和室より高くなります。特２等については290円アップ、１等につきましては2,160円ア

ップで、特１等、特等については、それなりの設備がよくなるということで、それぞれ、

特１等8,980円、特等１万1,060円の値上げということになっております。 

  ただし、島民割引の取り扱いについては、従来は２等和室の料金の片道25％引き、またそ

の金額をその上の特２等以上の割引に、割引額に適用しておりましたが、２等、２等寝台、

特２等については、それぞれの料金の片道25％引きということになります。１等以上につ

いては、特２等の割引額を引くということで、島民の運賃につきましては、特２等、１等

ともに、従来の金額より、それぞれ少し安くなるというような結果となっております。 
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  そのほか、冷蔵ロッカーの使用料ですとか遺体搬送料、ペットの持ち込み料なども設定さ

れまして、特に要望の大きかったペットの船内持ち込みについては、ゲージの大きさによ

って、それぞれ２等大人の運賃の25％ないし35％ということで、従来、子供運賃というこ

とで50％、もう大きさに限らず50％でしたが、大分安くなるというような数字が提示され

ました。 

  そのほか、船内配置ですとかが示され、運航スケジュールなどが報告されております。ま

た、港湾の施設の整備状況については、東京都の港湾局から報告がございまして、もう既

に、皆様ご承知のように工事が進められております。あわせて、母島の寄港も同様に延伸

の工事が進んでいると。また、関係する竹芝埠頭ですとか大島、八丈についても、係船柱

や防舷材などの取りかえが、平成27年度中に実施されるというふうに報告がありました。 

  また、ははじま丸についても、建造状況の報告がございました。 

  １枚目に戻っていただきまして、この10月28日の航路部会の結果につきまして、30日に、

小笠原航路検討委員会を開いた際に、同様にこのような資料でご説明をしたところでござ

います。 

  この資料の中にもございました運航までの主なスケジュールでございますが、１月27日、

命名進水式ということで村長が出席する予定になっております。 

  それから、６月中旬には竣工し、竹芝と、またこちらに来た際に、それぞれお披露目会、

先ほど申し上げました７月２日に就航という予定になっております。 

  ３番目としまして、ははじま丸の新造船の建造に向けた動きでございますが、９月11日に

新船が起工されました。 

  10月28日、先ほどの航路部会幹事会で建造状況についての報告、または30日に、同様に航

路検討委員会で航路部会についての報告をしております。 

  就航までの主なスケジュールでございますが、３月27日に進水式ということで、こちら長

崎のほうで建造されております。６月中旬竣工予定で、こちらに、やはり検査、それから

検査の後、そのまま小笠原に配置され、何回かの試験運航を行い、その間の中で、父島、

母島での船内見学会を予定するということで伺っております。 

  おがさわら丸に先立ちまして、７月１日に、ははじま丸、母島発を最初の就航ということ

で考えているということで報告を受けております。 

  報告は以上でございます。 

○委員長（佐々木幸美君） 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
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ださい。 

（発言する者なし） 

○委員長（佐々木幸美君） 特に質疑がないようですので、これにて質疑を終了します。ご異

議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

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

◎小笠原諸島世界自然遺産について（継続） 

○委員長（佐々木幸美君） 次に、日程第４、小笠原諸島世界自然遺産について、執行部から

の報告を求めます。 

  環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） 世界自然遺産事業の経過報告につきまして、前回以降の部分につ

いて報告をさせていただきます。 

  主要な会議の開催状況については資料のとおりでございますが、今回ちょっと言葉だけで

はわかりづらいところもあろうかと思いましたので、下に概念図をお載せしております。 

  遺産管理の枠組みといたしましては、地域連絡会議ということで関係行政機関に加えて観

光協会、ＮＰО等の関係団体の加わった組織が、全体的な議論、検討を行っております。 

  特に、地域にかかわりの深い個別課題について、ワーキンググループというものが設置を

されておりまして、現在設置されているのが、新たな外来種対策、コウモリ対策、愛玩動

物対策、こういったテーマになってございます。 

  そちらの地域連絡会議と連携する形で、科学委員会、科学的な議論を行って助言を行う組

織としてございます。その下にも、やはり個別の課題について議論をするワーキンググル

ープとして、新たな外来種対策ワーキンググループ、グリーンアノール対策ワーキンググ

ループ、父島列島生態系保全管理ワーキンググループというものがございます。 

  その２つの組織と連携する形で、実際に事業を行う管理機関が事業を行うんですけれども、

それ以外の個別、具体の検討会等を運営しながら実際の事業を進めていると、そういった

形になりまして、この９月以降、開催されているのが、この上に上げているような会議と

なってございます。 

  ２枚目にまいりまして、特に個別の事案としてご報告を申し上げる点として、まずは兄島

陸産貝類保全、外来ネズミの対策でございます。 
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  こちらは前回の委員会でもご報告をいたしましたが、８月に、兄島の、全域ではないんで

すが、重要保全エリアというふうに指定をしたエリアにおいて、ベイトステーションを使

った対策を開始いたしました。 

  これは、今年の初めに、殺鼠剤の散布が中止になったことを受けて、まずはかご穴を使っ

た対策を進めていたところ、やはりそれではなかなか対策が追いつかないということで、

検証委員会等も経て、そういった形、８月からスタートをしております。 

  その経過報告ということで、10月に会議の場で報告が行われておりますが、重要保全エリ

アの中では、そのベイトステーションによる効果というものが確認されていると。 

  ただし、環境影響緩和策のさらなる検討は必要だということが指摘をされています。 

  また、兄島から根絶をするということであれば、重要保全エリアだけではなくて全域を対

象とした対策、具体的には空中散布ということも、やはり来年度以降、改めて検討をしな

ければならないのではないかと、そういった議論も出てきてございます。 

  次に、兄島グリーンアノールの緊急対策についてのご報告です。 

  現在の対策状況ですけれども、10月末時点で、トラップ数が４万7,000程度稼働しており

ます。これまでの累積の捕獲数というのが２万1,000程度ということで、７月末時点からの

数字の動きを見ていただいても努力量が重ねられているというのがご覧いただけるかと思

います。 

  こちらについては、先ほど会議の経過ということでご紹介しましたが、11月にグリーンア

ノール対策ワーキンググループというものが開催をされまして、その中で、平成25年３月

に、兄島に侵入して以来の緊急対策の評価というものが行われています。 

  さらに、それを踏まえて、緊急対策ではなく、今後のタイムスケールを、スケジュールを

踏まえたロードマップというものを策定するという作業が行われております。 

  さらに、まだ侵入していない島への、アノールの侵入を防ぐためのマニュアルの策定とい

うものも進められているという状況です。 

  次に、４番目といたしまして、村民向けの主な普及啓発事業等ということで、９月の委員

会でも実施する旨のご報告をしましたが、村民向けに世界自然遺産に関する意向調査とい

うものを行っております。 

  回答率、世帯向けに行ったもの63.7％ということで、非常に多くの方にご協力をいただけ

たかなと思っておりまして、そういったことからも非常に関心を持っていただいているの

かなという部分がある一方で、やはり行政の事業の進め方について、わかりにくいという



－１５－ 

ご意見があったりとか、あるいは世界遺産登録になって余りメリットを感じられていない

といったような意見というものもございました。 

  本日、カラーのもの、別紙でお配りさせていただいておりますので、またご一読をいただ

ければというふうに思います。 

  次に、世界自然遺産登録後に関する村民意見交換会ということで、10月17日に父島で、11

月12日に母島で、村民向けの事業取り組みの報告と意見交換というものを行ってございま

す。 

  その場では、各行政機関取り組みの紹介とともに、先ほど申し上げました村民意向調査の

速報をご報告するとともに、今後どういった形で小笠原の姿をイメージするかといったこ

とですとか、ペットをどういうふうに飼ったらいいかというようなことについてのワーク

ショップを行うという形で意見交換を行ってございます。 

  こちらについても別紙で、当日の様子、概要報告をおつけしておりますので、ご一読をい

ただければと存じます。 

  今後の予定ですけれども、来週12月15日に科学委員会と第２回の地域連絡会議というもの

が開催されます。そちらで、今年度、これまで実施されてきている事業の報告と、かなり

取りまとめに当たるような議論が行われるような予定になっております。 

  ２月に、第２回森林生態系保全管理委員会、また世界自然遺産センターが２月ごろに着工

予定というふうに聞いております。 

  ３月には、年度ごとにまとめということで、村民向けに事業の報告という場を持ちたいと

いうふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（佐々木幸美君） 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。 

  一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 昨日、ミカンコミバエのことを一般質問で、農業振興の部分の観点か

ら質問をしたんですけれども、このミカンコミバエ、外来種でもあるかと思います。 

  この世界自然遺産の、この外来種対策の位置づけとして、研究者の間で、このミカンコミ

バエの問題、どのように捉えられているのか。何か発言なり動きがあるのか教えてくださ

い。 

○委員長（佐々木幸美君） 環境課長、深谷君。 



－１６－ 

○環境課長（深谷雪雄君） ミカンコミバエに関しましては、昨日少し一般質問の中でご報告

したように、昨日ちょうど、新たな外来種の侵入拡散に、防止に関するワーキンググルー

プというものが、実は開催をされまして、その中で、アリの問題などとあわせてミカンコ

ミバエの侵入の問題についても取り上げられております。 

  やはり、農作物だけではなくて、自然の、森林の中にある果実とか、そういったものにも

定着をしてしまうということであって、今後科学委員会等の場でも、報告をして、それに

対しての考え方も聞いてみたいというような議論が行われてございます。 

○委員長（佐々木幸美君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 了解しました。外来種対策としても、重要な課題だと思いますので、

注視をしていただければと思っております。 

  続いて、もう１点、世界遺産に絡んで。 

  先月、先月でしたかね、ユネスコの総会が行われて、その中で、世界ジオパーク、ジオパ

ークが、ユネスコの正式なプログラムに格上げをされたんです。世界遺産の仕組みと、こ

れで同じとなったわけでございます。 

  何年か前に、一般質問で、世界ジオパークを目指したらどうかというお話をさせていただ

きました。格上げされたことによって、ジオパークの価値が、世界的に今後広がるのでは

ないかというふうな期待も、ジオパークの委員会は持っております。 

  今後、また改めて、世界ジオパークに向けた取り組みをしてはどうかというふうに感じて

おるのですが、その辺はいかがでしょうか。 

○委員長（佐々木幸美君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） ジオパークが、公式プログラムということになったということで

承知をしております。 

  委員もご承知のとおり、世界自然遺産の推薦地にそもそも、小笠原の場合は地形地質の地

質も非常に高いということで推薦をしていた経緯もございますし、ジオパークということ

であっても、遜色ない価値があるのではないかなというふうに思うところではございます。 

  ただ、世界自然遺産というのが、本当に科学的な価値というところをすごく厳密に評価を

して守るということに価値が、目的が置かれている一方で、ジオパークというのは、非常

に活用して、あるいはそれを教育に生かすとか、観光振興に生かすとか、そういった側面

もあるというふうに伺っております。 

  そういった性格の違いがあるということもございますので、地形地質の価値があるという



－１７－ 

ことを確認していくという作業はもちろん、これからも改めてやっていけたらいいなとは

思うんですけれども、ジオパークとして目指すかどうかというところは、そういった、今

後、公式プログラムになった上で、どういうふうなことが期待できるかとか、そういった

こともちょっと見定めながら、関係課ともちょっと相談をしてみたいなというふうに思っ

ています。 

○委員長（佐々木幸美君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） 地質地形の、小笠原における価値というのは、なかなか村民の方でも

理解してもらえていない部分があるんですけれども、まさに本当に世界的なんですよね。 

  私なんかも学生のときに、ちょっと地質好きだったものですから、かぶっていた部分があ

るんですけれども、小笠原の地質というのは、世界的だというのは大学の授業でも習って

おりました。 

  一番最初に小笠原に来たときに、当然クジラ、イルカの魅力もすごかったんですけれども、

最初に二見港のクラジオ溶岩を見たときの感動っていうの、あと南島を見たときの感動、

あれはもう忘れられません。 

  また、昨今、西之島の噴火、あの噴火なんていうのは、まさにもうあり得ないというぐら

い、もう価値のある、もうどうしても見たいという思いがございます。西之島のツアー、

一旦は中止になってしまったんですけれども、また６キロから４キロに、その制限区域が

なったということで、より近く見れるような感じになっております。 

  先日、西之島のＮＨＫスペシャルを見たんですけれども、これぐらいの距離だったら、も

う十分に西之島の噴火を堪能できるなという部分がございます。ぜひ、西之島のツアー、

もう一回、早急に検討してもらえればと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○委員長（佐々木幸美君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 昨年、自分も企画をした立場でしたので、非常に行けなかったの残

念で、ぜひトライしたいと思っております。 

  そのときの、断念せざるを得なかった状況というのが、いろいろなことあります。それは、

小笠原海運とも今相談をしておりますので、時期を見まして、ぜひやれるような形をとっ

ていきたいとは思っております。 

○委員長（佐々木幸美君） 一木重夫委員。 

○委員（一木重夫君） ぜひ、西之島ツアー、よろしくお願いします。あのツアーが実施され

れば、小笠原の地質の価値というのが、本当に身近に、村民にもわかってもらえると信じ
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ておりますので、ぜひお願いをします。 

  以上です。 

○委員長（佐々木幸美君） ほかにはございませんか。 

  稲垣 勇委員。 

○委員（稲垣 勇君） ネズミ対策についてお聞きしたいと思います。 

  我々農業者にとって、ネズミの対策、毎日の問題でございまして、これについて、何か、

以前からの進捗状況、教えてください。 

○委員長（佐々木幸美君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） ネズミ対策について、農業対策ということに特化すると、産業観

光課のほうで担当しておりまして殺鼠剤の補助ということが昨年度、従前からございます。

今年度から、それを拡充するという措置を行っているという状況なんですが、集落域にお

いても、数が多いという村民からの声というのは引き続き聞いておりまして、つい先日も、

行政で集まる場というのを設けております。世界遺産を管理する行政機関だけではなくて、

保健所ですとか、庁内で言うと建設水道課ですとか、東京都で言うと産業課とか、そうい

ったところで集まる機会というのを今年度設けました。 

  そこまでまず現状認識を、もっとしっかりと共用するということを、まず始めているんで

すけれども、今後、山と集落と農地とって、管轄としては分かれてしまうんですけれども、

やはりネズミの移動というのは、別にそれにとらわれないというか生息というのはとらわ

れないものなので、そういった行政の連絡体制の中で、どういうことができるかというの

を今、協議をしていこうというふうに考えています。 

○委員長（佐々木幸美君） 稲垣 勇委員。 

○委員（稲垣 勇君） 以前に、全島空中散布をするとかという話も一時ありましたけれども、

その後どうなったのか。 

○委員長（佐々木幸美君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） 先ほど申し上げましたように、現在、兄島については、来年度以

降、改めて空中散布というものができないかと。それは全島駆除ということを目指してで

きないかという議論が行われています。 

  ただ、有人島、父島、母島に関しては、現在は、殺鼠剤を使うということの検証状況も踏

まえて、そういったところまでの議論は行われておりません。 

○委員長（佐々木幸美君） 稲垣 勇委員。 
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○委員（稲垣 勇君） 産業観光課に聞きますけれども、農業対策について、その後何かあり

ますか。 

○委員長（佐々木幸美君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 先ほど、深谷環境課長のほうから報告がありましたとおり、

殺鼠剤の補助については、平成27年度から、補助額を50万円にして対応しているところで

ございます。 

○委員長（佐々木幸美君） いいですか。安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 世界自然遺産センターの着工というのがあるんですが、今後の取り組

みというのは、ここが中心になるということで理解していいですか。 

○委員長（佐々木幸美君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） 世界自然遺産センターについては、具体的に申し上げますと、機

能として、まず環境省の事務所が、そこに入る予定だというふうに聞いております。 

  また、現在環境省の事務所ですとか、あるいはその請負業者の事務所の中でやっているよ

うな、陸産貝類の域外保全ですとか、もうそういった保全活動を実際にやるスペースも設

けられると。あるいは、一般の来館者向けに情報発信をするような機能も設けられるとい

うふうに聞いてございますので、一部その機能が集約されるところもあるんですが、引き

続きあの関係機関、近くにございますので、会議をするときなんかには、それぞれ集まっ

て、あの管理、検討に当たっていく形になるのかなと思います。 

○委員長（佐々木幸美君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 前から言っていたことだったんですけれども、こういうセンター等を

つくったときに、環境省、それから保全センター、それから自然公園、それから村、環境

課、こういうところがある程度固まって、一括で、何だろう、この島全体を見渡せるもの

をつくってほしいという気持ちがあったので、そのことをちょっと今お伺いしたんですが、

まだやはり環境省サイドから中心になってやるというレベルのセンターというふうに理解

していいですね。 

○委員長（佐々木幸美君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） 国のほうで、環境省のほうで整備をする施設ということで、この

施設の位置づけだけで言うと、そういった要素は、やはりまだあるかと思いますが、一部、

例えば傷病個体とかを扱えるようなスペースがつくれないかとか、そんな議論もある中で

は、東京都とか村からも協力をして、そのスペースを運営しましょうとか、そんな議論は
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あるところでございます。引き続き協力を図っていきたいなと思っております。 

○委員長（佐々木幸美君） 安藤重行君。 

○委員（安藤重行君） ぜひ、協力体制、やはりきちんととっていただいたほうが、全体を見

渡すということでは、とても大事だと思うので、ぜひ進めていただければなと思います。

よろしくお願いします。 

○委員長（佐々木幸美君） ほかにはございませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（佐々木幸美君） それでは、質疑がないようですので、これにて質疑を終了いたし

ます。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（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

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

◎その他 

○委員長（佐々木幸美君） 次に、日程第５、その他事項で何かございますか。 

  稲垣 勇委員。 

○委員（稲垣 勇君） 先ほどの航路改善のところで聞けばよかったんですけれども、９月の

定例会で一般質問をしました貨物船、共勝丸について、ちょっと聞かせてください。９月

以降、何か進捗状況、聞かせてください。 

○委員長（佐々木幸美君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） あの際に、２年、３年でしたか、後ぐらいには、新船を導入すると

いう確認をした以降については、特段やりとりはございません。 

○委員長（佐々木幸美君） 稲垣 勇委員。 

○委員（稲垣 勇君） 現在、いろいろ話を聞いている中で、建設資材とかいろいろ、工事関

係の材料が遅れているために工事全体が遅れているんだということも聞いております。 

  この間の答弁の中では、生活関係に関しては、それほど心配していないようなことを言っ

ておりましたけれども、やはりそういう島内の公共工事も含めた、そういう工事関係につ

いて、今後どのように村としては考えているのでしょうか。 

○委員長（佐々木幸美君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 共勝丸が、おがさわら丸では運べない危険物であるプロパンですと

か燃料、これは引き続き船体の老朽化に対しては新船を投入していただけるというお話が
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ありますので、それを待ちたいと思います。 

  建設資材についても、当然島内の、そういった活動に重要な資材ですが、いずれにしろ、

その今の船で運ばざるを得ない。工事が多いからなのか、資材が多くかかるものが重なっ

ているのかということですが、ちょっとそれに対して、今何かすぐ、今の状況を、じゃす

ぐ何かで対応できるかというと、当然資材でしたらおがさわら丸でも運べるわけですし、

ほかの運搬船も時々来ますので、そういったところで、まずは業者さんに、それぞれ工夫

をしていただくというのが第一義かなというふうには思います。 

  ちょっとその遅れているという状況、今把握はしておりませんでしたので、その程度しか、

今はお答えできません。 

○委員長（佐々木幸美君） ほかに、その他事項でございませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（佐々木幸美君） それでは、質疑がないようですので、これにて質疑を終了いたし

ます。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（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 

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

◎閉会中の継続調査について 

○委員長（佐々木幸美君） 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い

たします。 

  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（佐々木幸美君） 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いたし

ました。 

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

◎閉会の宣告 

○委員長（佐々木幸美君） 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（佐々木幸美君） 異議なしと認めます。 
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  よって、本日の委員会を閉じます。 

  これをもちまして、総務委員会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

（午前１０時） 

 


