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小笠原村告示第１７号 

 

 平成２８年第４回小笠原村議会定例会を下記のとおり招集する。 

 

  平成２８年１１月２５日 

 

                       小笠原村長  森  下  一  男 

 

記 

 

  １、期  日  平成２８年１２月１２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） 
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平 成 ２ ８ 年 第 ４ 回 小 笠 原 村 議 会 定 例 会 会 議 録  

 

議 事 日 程 （第１号） 

                   平成２８年１２月１２日（月曜日）午前１０時開会 

 

第 １ 議案第４８号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する 

           条例（案） 

第 ２ 議案第４９号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正 

           する条例（案） 

第 ３ 議案第５０号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（案） 

第 ４ 議案第５１号 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

           （案） 

第 ５ 議案第５２号 小笠原村村税条例の一部を改正する条例（案） 

第 ６ 議案第５３号 平成２８年度小笠原村一般会計補正予算（第４号）（案） 

第 ７ 議案第５４号 平成２８年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

           （案） 

第 ８ 議案第５５号 平成２８年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

           （案） 

第 ９ 議案第５６号 平成２８年度小笠原村宅地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

           （案） 

第１０ 議案第５７号 平成２８年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補 

           正予算（第２号）（案） 

第１１ 議案第５８号 平成２８年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第２号）（案） 

第１２ 議案第５９号 平成２８年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）（案） 

第１３ 議案第６０号 東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加、及 

           び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について（案） 

第１４ 認定第 １号 平成２７年度小笠原村一般会計歳入歳出決算の認定について 

第１５ 認定第 ２号 平成２７年度小笠原村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ 

           いて 

第１６ 認定第 ３号 平成２７年度小笠原村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 
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           いて 

第１７ 認定第 ４号 平成２７年度小笠原村宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

           いて 

第１８ 認定第 ５号 平成２７年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

第１９ 認定第 ６号 平成２７年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計歳 

           入歳出決算の認定について 

第２０ 認定第 ７号 平成２７年度小笠原村下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

           て 

第２１ 認定第 ８号 平成２７年度小笠原村浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

           て 

第２２ 認定第 ９号 平成２７年度小笠原村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に 

           ついて 

第２３ 発議第 ４号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書（案） 

第２４ 発議第 ５号 議員の派遣について（案） 

追加日程 

第 １ 議案第６１号 職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例（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 

財 政 課 長 江 尻 康 弘 君 
総 務 課 
企画政策室長 樋 口   博 君 

医 療 課 長 佐々木 英 樹 君 村 民 課 長 村 井 達 人 君 

環 境 課 長 深 谷 雪 雄 君 産業観光課長 牛 島 康 博 君 

母 島 支 所 長 湯 村 義 夫 君 建設水道課長 篠 田 千鶴男 君 

教 育 課 長 持 田 憲 一 君   

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

事務局職員出席者 

事 務 局 長 大 津   源 君 書 記 萩 原 佳 代 君 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（池田 望君） おはようございます。 

  ただいまから平成28年第４回小笠原村議会定例会を開会します。 

  これより本日の会議を開きます。 

（午前１０時） 

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

◎会議時間の延長 

○議長（池田 望君） この際、あらかじめ会議時間の延長をしておきます。 

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

◎会議録署名議員の指名 

○議長（池田 望君） まず、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、３番、一木重夫君及び４番、鯰

江 満君を指名します。 

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

◎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28年11月25日付、小笠原村告示第17号をもって、本定例会の招集通知があ

り、12月２日付で議案13件、12月９日付で議案１件の送付がありました。 

  次に、村長及び教育長から、11月28日付で議会説明員出席者の通知がありました。 

  次に、議長、池田 望君の出張等についてご報告します。 

  ９月27日、東京都島嶼町村一部事務組合臨時会に出席しました。 

  ９月28日、議員６名とともに、南鳥島行政視察に参加してまいりました。 

  ９月29日、議員６名とともに、防衛省北関東防衛局、環境省関東地方環境事務所を訪問し、

南鳥島行政視察のお礼と報告、小笠原諸島世界自然遺産等について情報・意見交換を行っ

てまいりました。 

  10月４日、議員６名とともに、三宅村議会主催の東京都島しょ町村議員セミナーに出席し

ました。 

  10月25日、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。 
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  10月26日から27日まで、東京都町村議会議長会主催の「先進町村議会との意見交換、視

察」で、群馬県北群馬郡榛東村議会を訪問しました。 

  11月２日、全国市議会議長会基地協議会関東部会総会に出席しました。 

  11月７日、一木議員とともに、中川雅治参議院議員、公明党代表山口那津男参議院議員、

佐藤正久参議院議員を訪問し、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。 

  11月８日、第35回離島振興市町村議会議長全国大会に出席しました。 

  11月９日、第60回町村議会議長全国大会に出席しました。 

  また同日、世界自然遺産地域の６町村議長とともに、比嘉奈津美環境大臣政務官を訪問し、

世界自然遺産関連予算枠拡大を求める意見書を提出してまいりました。 

  11月14日、一木議員とともに、立川市議会を訪問し、タブレット端末の導入及びその活用

等に関する視察を行ってまいりました。 

  11月30日、議員４名とともに、東京都獣医師会による動物派遣診療を見学してまいりまし

た。 

  次に、小笠原村監査委員、稲垣直彦君及び鯰江 満君から、９月23日付、10月14日付及び

11月25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12月12日から12月14日までの３日間としたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、本定例会の会期は、本日12月12日から12月14日まで

の３日間と決定しました。 

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

◎村長発言 

○議長（池田 望君） 次に、村長から発言を求められておりますので、これを許します。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 議会冒頭、発言の機会をいただきまして、まことにありがとうござい

ます。 
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  先般９月の定例議会、病気加療のために欠席をいたしまして、村議会の皆様、また村民の

皆様に、大変なご心配をおかけいたしましたこと、お詫びとご報告をさせていただきたい

と思います。 

  ７月下旬の内地出張の折から、多少体調に異変を感じておったんですが、夏風邪程度と軽

視をしておりまして、８月24日、急患搬送で東京に運ばれ、そのまま広尾病院で入院加療

ということとなりました。 

  １カ月半の加療を終えて、10月８日、広尾病院を退院し、内地でのリハビリを経て、11月

４日から公務に復帰をいたしております。 

  その間、村議会の皆様、また副村長をはじめ職員のみんなが、仕事に精励をしていただき

まして、小池東京都知事の来島をはじめとするさまざまな行事、大過なくきちっとこなし

ていただけたことに、大変感謝と、ある意味では安心をいたしました。おかげさまで、治

療に専念することができたものでございます。 

  本日こうしてご覧をいただきますように、多少スリムにはなりましたけれども、若きころ

の体重に戻りまして、フットワークは以前にも増してよくなるかなとは思っておりますが、

気持ちと体がついていかないということもございますので、そこは気をつけながら、今ま

で以上に公務に邁進してまいるつもりでございます。 

  どうぞ、従前にも増しまして、ご支援、ご協力のほど、よろしくお願いを申し上げます。

大変ご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。 

○議長（池田 望君） 村長の発言は終わりました。 

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

◎一般質問 

○議長（池田 望君） これより一般質問に入ります。 

  質問のある議員は、順次挙手をしてください。 

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

◇ 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。 

  まず、一般質問に入る前に、昨日の断水の対応について伺いたいと思います。 

  昨日、９時ごろから断水があったんですけれども、その前に、夕方に、断水して、全力で

取り組むという内容の村内放送がありました。その後数時間たって、９時から断水が始ま
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ったわけでございます。 

  私の娘は、９時にシャワーを浴びていまして、突然水の出が悪くなって、大変困りました。

また、外に出てみたところ、ポリタンクを抱えたお母さんたちがいて、急に水が出なくな

って困ったと。他の地域に水をくみに行くんだというお母さんにも出会いました。 

  修理をやってもらうのは、それはもう当然必要なことではあるんですけれども、９時から

工事が始まるというのがわかっていたんだったら、９時に、９時前に、村内放送を入れて

もらえればよかったのかなというふうに感じております。その点をまず１点伺いたいと思

います。 

  続きまして、質問通告をしている最初の検疫体制についてでございます。 

  小笠原諸島は、中国、台湾、米国などから、外国人が直接、渡航してくる島でございます。

特に、指摘されていますのは、中国漁船の船内環境は非常に劣悪で、ネズミがいっぱいい

て、ましてや中国では、いろいろな感染症のもとになる危険な菌またはウイルスを持った

ネズミが蔓延しているということでございます。もし仮に、そのようなネズミが、小笠原

諸島のどこかに上陸なんかしたら、大変危険な状況になるわけでございます。 

  そのため、厚生労働省でも、感染症の１類に、極めて危険な菌だということでペスト菌、

また４類で、ちょっとレベルは落ちますけれども腎症候性出血熱という、そういう菌を持

ったネズミが小笠原へ上陸する、危険性が指摘されているところでございます。海外の事

例を見ますと、マダガスカルで、2014年から2015年にかけて、ペスト菌が蔓延して335人を

超える患者と79人が死亡をしているという、このような事例もあります。 

  今、ペスト菌は、すでに昔の菌だみたいな、そういうことも言われているわけでございま

すが、決してそうではございません。日本でも、最後に症例患者が出たのは、戦前という

話ですけれども、これから小笠原や、また日本に上陸をする可能性は、まだまだあるわけ

でございます。 

  このような危険な感染症について、執行部の認識をまず伺いたいと思います。 

  また、父島は十分にやれているとは思うんですけれども、硫黄島また南鳥島にも、外国漁

船また外国からの飛行機が訪れます。特に硫黄島は、前の一般質問でもやりましたけれど

も、植物防疫の体制を、管轄の農林水産省に聞いてみたところ、例えば３月に毎年実施さ

れている日米合同慰霊祭のときなんかでも、実質的に対応をしていなかったという実態が

わかりました。硫黄島とか南鳥島では、きちんと検疫体制、防疫体制が確立されていない

のではないかという不安があります。 
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  硫黄島と南鳥島での検疫の現状、課題についてお伺いをしたいと思います。 

  続きまして２番目の津波対策でございます。 

  最初に、ヘリの活用ということですが、もし小笠原諸島が、五、六メートルの津波に襲わ

れた場合に、父島分遣隊のヘリポート、また洲崎は臨時のヘリポートとして使っておりま

すけれども、そちらのヘリポートは、標高がすごく低いため、利用ができなくなるおそれ

がございます。そうしますと、急患搬送や物資輸送が遅れたり、また効率的ではなくなる

可能性がございます。 

  そのため、より標高の高い小・中学校の校庭、また高校の校庭、診療所の駐車場など、臨

時のヘリポートとして設置の検討、また調査ですね、研究をしてはいかがかなということ

を感じております。また、海上自衛隊に来てもらって、実際に降りてもらうというような

取り組みをしたらいいのではないかと考えておりますがいかがでしょうか。 

  また、もし津波災害が起きたときに、ここの大村地区とあと扇浦地区をヘリで行き来がで

きるように、扇浦地区でも、何か臨時に降りられるような場所があれば、災害のときは活

用するという、そういう調査・研究をされてはいかがでしょうか。 

  続きまして、奥村交流センターの車の渋滞対策ですけれども、この高台への避難の際の車

の渋滞につきましては、たしか2009年か2010年ごろの一般質問で取り上げております。 

  ただ、そのときは、まだ奥村交流センターがございませんでした。しかし、今、奥村交流

センターが完成をしまして、いざ、みんなが高台に逃げるぞとなったときに、奥村地区住

民の方たちはみんな奥村交流センターを目指すと思うんですよ。そうなったときに、扇浦

地区の都道のほうの高台には行かないで、奥村交流センター側に車が殺到するのではない

かと思っております。 

  この危険性を指摘するのには理由がございまして、2009年に、北海道の奥尻島に視察に行

きましたときに、津波の被害を案内するガイドに解説をしてもらったんですけれども、そ

の当時最大の被害が出た奥尻島の青苗地区というところの住民は1,401人いたそうです。そ

の青苗地区には、高台に上る道が３本あったんですけれども、その３本とも車の渋滞が起

きてしまって、高台に上れなかった住民がたくさんいて、車が渋滞している中に津波が襲

ってきて、それであれだけたくさんの犠牲者、198人も出たそうです。その多くが渋滞中に

津波に巻き込まれたというお話を聞きました。 

  奥村交流センターに続く道は、入り口が大変狭いですよね。もし仮に車１台、２台が、そ

こに駐車をしてしまった。そうなったら、あそこが大渋滞になるおそれがあります。とい
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うふうに自分は考えています。 

  まず渋滞発生するかどうかの、検証をしていただければと感じておりますがいかがでしょ

うか。 

  続きまして、高齢者ドライバー対策についてでございます。 

  昨今、報道でも、この高齢者ドライバー対策について、たくさんの指摘、報道がなされて

おります。当村でも例外ではなく、私自身も、この車危ないなという、高齢者のドライバ

ーをよく見かけます。 

  しかし、この高齢者ドライバーに、免許証を返納してもらえばいいのかという、それだけ

の話ではございません。交通システムが都会のように十分でない場所においては、高齢者

の足を確保する、しないことには、この高齢者ドライバー対策の解決はできません。新潟

の基礎自治体では、免許証を返納した高齢者ドライバーに対して、毎年14万円分のタクシ

ー券を支給するという、そういう自治体もあると聞いております。そういうことも対策と

して一つありなのかなというふうに感じてはおるんですけれども、実際ここの島ではタク

シー会社が１社しかございませんし、なかなかそういう部分は難しいのではないかなと感

じております。 

  そこで、ウーバーというシステムがございます。このウーバーというシステムは、一般的

なタクシーの配車に加え、プロのタクシードライバーではなくて、一般の住民が自分の空

き時間と自分の車を使って他人を運ぶ仕組みでございます。これスマホで簡単に予約がで

きるんですよ。スマホでボタンを押すと、ウーバーに登録されている自家用車に情報が発

信されて、時間のあるドライバーが要望に応えて車を出して、迎えに行くという、そうい

うシステムでございます。2016年に、京都の自治体のＮＰＯ法人が、このウーバーの仕組

みを採用して、一般人がドライバーになる有償運送の仕組みを始めております。 

  特に、この島だと、タクシー会社のない母島に、このウーバーのシステムを導入したら、

高齢者ドライバー対策はもちろんですけれども、観光客にとってもすごく大きなメリット

があるのではないかなと感じていますけれどもいかがでしょうか。 

  以上、４点になります。再質問は自席で行います。 

○議長（池田 望君） 建設水道課長、篠田君。 

○建設水道課長（篠田千鶴男君） 一木議員の最初の質問、昨日の断水についてのご説明をい

たします。 

  まず、今、清瀬配水池の更新工事を２年にかけて行っております。 
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  昨日の断水の工事の原因は、今ある配水池の根本にドレン管があるんですけれども、内地

の請け負い業者が機械で掘削をかけたところ、そのドレン管を重機でひっかけて、それで

配水池側の管を壊してしまったと。それで漏水が発生して断水が生じる事態となりまし

た。 

  それで、断水をするような放送を４時半にしておりましたが、また現場確認をしまして、

配水池の水位が下がらないと工事ができないのと、夕方には、食事等で水をたくさん使う

ということで、その時間帯は避けようということで、また配水池に水の補給をしました。 

  それで、配水池の水位が下がった時点の９時にその工事を行い、１時間後に完了をしてお

ります。 

  防災無線において、その詳しい内容を適時伝えればよかったんですけれども、今後このよ

うなことがないように、また総務課とも調整しながら対応を行っていきたいと考えており

ます。 

○議長（池田 望君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 一木議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  ご質問前の冒頭の昨日の断水の件でございますが、具体的な経過、経緯というのは、今、

担当課長が説明をしたところでございますが、議員からご指摘をいただいたことは私も感

じておりまして、今朝幹部会で幹部の前で指示をしたところでございますが、まず直接的

な原因はともかくとして、その対処の仕方として、住民生活に寄り添うのは当然のことで

ございますから、せっかく夕げ時の断水を避けて９時からということにしたものが、広報

を通してきちっと住民に伝わらなければ何の意味もないということでございますので、広

報の体制について、きちっとすることを、各課長に申し伝えたところでございます。 

  これからも、またいつこういうことがあるかわかりませんので、その点今後とも広報体制

について、住民に寄り添うということも周知徹底するように申し伝えたところでございま

すので、どうぞそのようなご理解をお願いをしたいと思います。 

  引き続きまして、検疫体制のご質問をいただきました。 

  父島二見港には、外国から直接入港するクルージング船やアジアの漁船が、急患や拿捕な

どのケースで入港することがあるため、徹底した検疫による感染症対策を講じる必要がご

ざいます。 

  二見港は、昭和43年の返還に際して定められた法令により検疫港に指定され、厚生労働省、

東京検疫所小笠原出張所が総合事務所内に開設され、以来、検疫官が配置され当村の検疫
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業務を担っております。現在は、保健所と診療所の医師も検疫業務に関わり、感染症対策

の強化を図っております。 

  硫黄島及び南鳥島の課題等の具体的な事項につきましては、それぞれ担当課長に答弁をさ

せますので、よろしくお願いをします。 

  また、防災と高齢者ドライバーのことについての答弁も、それぞれ各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） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 初めに、広報を担当しているという立場で、先ほどの一木議

員の断水の件につきまして申し上げたいと思います。 

  村民生活に密接に関わる給水という件ですけれども、そのことに対しまして、村民の生活

について配慮しながら十分な広報をするべきであったかと反省しております。 

  以後、そのことについては、十分念頭に置きながら、こまめに広報をするように心がけた

いと思っております。 

  最初の質問の硫黄島における検疫体制についてでございますけれども、硫黄島における検

疫は、外国船の洋上救急、外国密漁船の拿捕、外国航空機の緊急着陸などに伴い発生する

検疫があり、東京検疫所の検疫官を硫黄島に緊急派遣して対応しているのが現状と聞いて

おります。 

  硫黄島には、自衛隊をはじめとする国の職員、民間事業者の作業員が多く常駐しており、

また村内・外からも人が頻繁に訪島するため、島内の感染症予防には万全を期する必要が

あります。 

  そのため、検疫業務を所管する東京検疫所において、検疫体制を確立していただきたいと

思っておりますが、それが難しいようであれば、防衛省とも連携して、より安定的な検疫

体制を確立する必要があると思います。 

  次に、南鳥島においては、国土交通省により岸壁整備が進められております。今後、検疫

対応の事例が発生する可能性が高くなると聞いております。 

  現状では、物理的な距離により検疫官を緊急に派遣できないため、岸壁が完成して人の出

入りが増加する前に、検疫体制を確立することが課題であるということは、把握をしてお

ります。 

  次に、防災対策についてのヘリの活用の件ですけれども、１点目の学校の校庭、診療所、

駐車場などで、臨時ヘリポート設置のマニュアルづくり、訓練を実施すべきではないかと
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のご質問ですが、当村では大規模な災害が発生した場合、村の要請に応じて自衛隊に救援

活動に当たっていただきます。 

  その活動に必要な災害基礎資料の収集と現地調査を担っている部隊の担当官が昨年も来島

し、小・中学校と高校の校庭の現地調査も行っておりますので、調査の結果を持ち帰って、

部隊内でどのように整理、検討されたか、また訓練実施の考え方も含めて確認したいと思

います。 

  また、臨時ヘリポート設置のマニュアルについてでございますけれども、いざというとき

に自衛隊に迅速に救難活動を行っていただくために必要ではないかと思います。他地域の

事例も参考にしながら、事前にどのような取り決めをしておく必要があるかを検討したい

と思います。 

  ２点目の大村地区と扇浦地区を結ぶために扇浦地区のヘリポートを確保すべきとのご質問

ですけれども、現在村と東京都が検討を進めております防災道路が整備されますと、扇浦

地区へ緊急車両の移動等が迅速に行えるようになります。 

  ご質問は、その道路整備が完了するまでの対応かと思いますけれども、議員ご指摘のヘリ

ポートの確保は、具体的には現在、海上自衛隊が緊急搬送の際に運用しております救難ヘ

リが基準を満たして安全に発着できる場所の確保ということになろうかと思います。 

  災害発生後のいろいろな緊急事態を想定して、議員ご指摘の扇浦地区のヘリポート確保に

つきましては、東京都、海上自衛隊と相談したいと思っております。 

  次に、奥村交流センター付近の渋滞対策についてでございます。 

  村では、津波避難の際には、徒歩で避難が基本であるということとして、村民の皆様へ周

知しているところでございます。 

  しかしながら、徒歩での避難が困難である方や車両で避難してしまう方々がいることも事

実であり、避難場所付近の道路が渋滞してしまう事象も過去には発生しております。自力

で避難できる方へは、改めて徒歩での避難が基本であることを周知していくとともに、避

難の際に車両を使用せざるを得ない方々のために、避難所周辺の駐車場、駐車場所の指定

など、関係機関と協力して対応してまいりたいと考えております。 

  村と東京都小笠原支庁は、本年11月に、小笠原における災害対応力強化に向けた連絡会を

発足し、災害時の初期対応など行政機関が協力して、災害の対応力を向上すべき検討を開

始しました。 

  議員ご指摘の渋滞の発生につきましては、連絡会の中で検討事項として取り上げ検討した
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いと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（池田 望君） 母島支所長、湯村君。 

○母島支所長（湯村義夫君） 高齢者ドライバー対策に関しまして、母島にウーバーのシステ

ムを導入したらどうかというご質問でございます。 

  ウーバー制度は、タクシー等のプロの免許を持っていないドライバーが自家用車を使い有

償でお客を運ぶというサービスでございます。 

  この制度は、事前に登録した利用者と自分の車を登録することができたドライバーが対象

となるわけですが、利用者が利用する際にはスマートフォンによりウーバーのアプリを通

して登録ドライバーを呼び出し、そのドライバーの中で最初に現場に到着したものが目的

地までお客を運ぶという制度でございます。 

  この制度が、世界的に広がりを見せているのは、近くにタクシー事業所がない地域ではタ

クシーを呼んでも迎えの時間がかかるケースが多い中、ウーバー制度を利用すれば、近く

にいる登録済みのドライバーがすぐに迎えに来ることができ、目的地へ、より早い移動が

可能となることが大きな魅力になっているからだと言われております。 

  一木議員のご質問の趣旨は、現在ある母島の有償運送に加え、このウーバー型のサービス

を導入することで、一つは高齢者の移動等の福祉施策的な部分での一助になるのではない

かということと、それと観光客の利便性を高めることができるのではないかということか

と思います。 

  ただ、母島では、高齢者の方々の集落内の移動ということに関しましては、比較的歩かれ

る方が多く、手助けが必要な場合でも、家族や知り合いにより対応するケースが定着して

いるコミュニティ社会であるということ、それと有償運送のドライバーの方々は、普段農

業などの本来業務に従事しておりまして、機動性という部分に関しましては難しい側面が

あるなど、現時点での導入に当たっては若干なじまない地域なのではないかと考えており

ます。 

  しかしながら、有償運送に加えウーバー型の制度を導入することに関しては、先ほどの一

木議員のご発言にもありましたように、例えば京都府の丹後市で、今年度から支え合い交

通として導入しているなど、参考となり得る事例もありますので、母島の現状を踏まえつ

つ、関係者の方々と話し合いをしてみたいと考えております。 

  以上でございます。 
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○議長（池田 望君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） 再質問に移ります。 

  最初の検疫体制については、今、総務課長の答弁でありましたけれども、硫黄島で緊急に

検疫をするような事例が発生した場合、東京検疫所の検疫官を硫黄島に緊急派遣をして対

応しているのが現状ということがわかりました。 

  この辺、もう少し自衛隊と連携をしていけば、より効率的に検疫業務ができるのではない

かなというふうに感じた次第です。 

  これは、自分の課題として、まず受けとめておきたいと思います。この辺がもう少し効率

的にできるようにならないかなということを、今後考えてまいりたいと思います。 

  また、次の津波対策ですけれども、津波対策について、渋滞のほうですね。奥村交流セン

ターに向かうときに、車の渋滞が発生するのではないかという指摘をしましたけれども、

基本は徒歩だというところで、その周知を、今後、より一層図ってほしいとは思うんです

けれども、でもどうでしょうか、現実問題。遠地津波の場合は、１時間もありますから、

徒歩で逃げようという気持ちになることはできると思うんですけれども、近地津波の場合

はどうですか。 

  奥尻島では、第一波が来たのは２分30秒後、最大波が来て、車がのみ込まれたのは、地震

発生から５分から６分ですよ。その間でやられてしまうんですよ。 

  気持ちとしてどうですか、住民の。歩きますか。震度７、６の地震が起きました。歩いて

逃げますか、皆さん。あそこまで。自分の家族守りたいですよね。どうしますか。徒歩で

すか。本当に徒歩ですか、皆さん。 

  僕は、そんな気持ちにはならないと思います、現実問題。だからこそ、毎回言っているん

ですよ。近地津波の避難訓練が必要ではないかと。ここは奥村交流センターの、あっちの

道には行かないで扇浦方向の、あの大きな都道側に逃げるというのも一つの方法ではない

ですか。そういう、いろいろな課題を解決していくために、近地津波の避難対策、これ本

当に重要だと思うんですけれども、村長いかがでしょうか。 

○議長（池田 望君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 担当課長が、答弁したことも、決して徒歩にこだわっているというこ

とではなくて、原則まず徒歩でもすぐ逃げるということを答弁したわけでございまして、

先ほど総務課長の答弁にございましたが、東京都、支庁の皆さんとも協議会をつくって、

近地の場合にはこれからいろいろなケースが考えられます。 
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  今、議員がご指摘のように、扇浦方面に逃げるとか、指定された避難所という固定観念に

とらわれず、すぐに高いところへ逃げるということが、近地の場合は肝要かと思っており

ます。 

  また、近地の場合ですと、今言ったように、時間がないということでございますから、そ

のときに、その村民の方々がどこにいるのかというのもありますよね。日常生活範囲で、

例えば大村に奥村の人が来ているとか、もういろいろございますから、先ほど申し上げま

したように、指定の避難所にこだわらず高いところに逃げるということでは、まずは原則

徒歩ということを堅持しながらも、そのときの状況によって車もあれば、そこはいろいろ

なケースを、これからその協議会の中で検討をしていただいて、近地に対する逃げるとき

の動線、改めていろいろな方面から検討をして導き出さなければいけないなと考えている

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） わかりました。時間もないので、最後の高齢者ドライバー対策につい

て、村長の見解をお示しください。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 昨今、まさにテレビ放映で、内地でのさまざまな高齢者ドライバーに

よる事故というのが頻発しているということで、これから高齢化社会を迎える中では、当

村にも無縁のことではないと思っております。 

  当村父島と母島、50キロ離れて２つの島でも、それぞれ置かれた状況も違っておりますの

で、このことをどのように島の現実に即した形で解決方法を考えていくのかということが

肝要になってくると思いますので、母島は母島の検討の仕方、父島は父島の検討の仕方が、

自ずから出てくると思います。 

  ただ、何でしょう、交通事情も、内地とは違うということもございますので、そういう意

味で、現実に、即した形でどれだけ解決策が見出せるのかということを検討してまいりた

いと、考えているところでございます。 

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

◇ 安 藤 重 行 君 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） ２番、安藤重行です。 

  村長も、元気で帰って来られたので、これから、ぜひ体を元に戻して頑張っていただき、
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公務に励んでいただければなと思います。励みがなくなるのでよろしくお願いしたいと思

います。 

  私のほうからは、２点お伺いしたいと思います。障害児の支援と、それから子育て支援に

伴う諸課題ということ、それから２番目が鳥インフルの対応ということでございます。 

  最初の障害児支援の中で、以前にもお話をさせていただいたことがあるんですが、村立の

学校での特別支援教育における取り組み、つまり障害児対応の進捗状況、現在どのような

形で進んでいるのか、その状況を、まずお伺いしたいと思います。 

  大変申し訳ないんですが、おととい頑張り過ぎたので、この後は自席でさせていただきた

いと思います。すみません。 

○議長（池田 望君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 安藤議員のご質問に対する答弁でございますけれども、障害児支援、

それから鳥インフルエンザの対応、それぞれ個別、具体的なことでございましたので、担

当課長に答弁をさせます。 

  また、冒頭激励をいただきまして、父島・母島交流での安藤議員の活躍を見ますと、同世

代として私も頑張らなければいけないなと改めて思ったところでございます。 

○議長（池田 望君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） 村立学校の特別支援教育に関する取り組みについて答弁させてい

ただきます。 

  村立学校では、父島・母島ともに、本年度から特別支援学級の固定級を設置、運営してお

ります。また、来年度にも、新たに特別支援学級への就学が見込まれておりますので、現

在その準備を進めております。 

  特別支援教育に関する取り組みにつきましては、施設の整備や改修などハード面での対応

と教育課程の編成をはじめとする教育活動への配慮といったソフト的な対応がございます。 

  ハード面の対応につきましては、昨年度及び今年度、特別支援学級教室の改修工事を行っ

ておりますが、対象児童の成長や新たな対象児童の就学に対応するため、引き続き施設等

の改善や充実に努めてまいります。 

  ソフト的な対応につきましては、担任教諭や学校管理職、担当指導主事と連絡を密に取り

ながら、対象児童それぞれの状況等に即した教育を提供できるように努めているところで

す。 

  以上でございます。 
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○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） いろいろな部分での準備は、やはり後手に回るというのが今まで見受

けられているかなということがあります。そういったことがないように、極力、関係者、

あるいは内地にいる専門家の意見を十分に聞き入れて、施設の改善、それから充実に努め

ていただきたいなと思います。 

  やはり、後になってこの部分がというのが出てくることが多いので、事前からわかってい

る部分については、話し合いが大事かなと思います。 

  そういったことで、特にハード面については後になっての変更、改善というのは、なかな

か難しいという部分もありますので、その辺については努力していただきたいと思いま

す。 

  それからその中の特別支援学級の担当者、配置教員、１人でやられるのか、それから、前

課長のときにもお聞きしましたけれども、担当１人で本当に適正な運用が図れるのか。そ

の方の具合が悪かったりいろいろしたときは、誰が面倒を見るのかというのが、ずっと頭

の中にひっかかっています。そのときは状況に応じて支援補助員等の確保も検討すると言

われましたが、その辺については具体的にお伺いしたいと思います。 

○議長（池田 望君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） まず、教室の整備等、ハード面の対応でございますが、まずは学

期中の工事を避けるために、夏期休業期間に工事をするということで、どうしても全ての

工事を事前に行うというのが難しい部分もございますので、そういった一部の工事が就学

後になってしまうということについてはご理解いただきたいというふうに考えております。 

  また、一旦整備したら、教室整備、充実等が終わるわけではなく、特に特別支援学級にな

りますと、個々の児童の状態等によって必要な部分、もしくは改善が必要な部分というの

は出てきますので、十分な検討をして工事等を行った後、また必要な部分については改善

等を行っていくということをさせていただきたいと思っていますので、そういった面でも、

後手というような印象を持たれてしまうかと思うんですが、よりよい教育環境を提供する

ためには、そういったことも一部あるということは、ぜひご理解いただきたいと考えてお

ります。 

  次に、教員の配置につきましては、特別支援学級については、少人数学級ということです

が、児童数が３人を超えない場合は教員数の配置は１人というような基準がございますの

で、そこを超えることはなかなかできないのが実情でございます。その少ない教員でも対
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応できるように、個々の教員の技術力向上を目指しまして、夏期休業期間中を利用して、

専門機関で専門の講習を受けて、スキルアップをするということ。 

  それと、今後の対応になってくるんですけれども、支援補助員の配置を考えておりますの

で、そういった適正な人材を配置すること。完璧というようなことは、こういった面では

ないのかもしれないですけれども、我々としての最善を尽くしていきたいというふうに考

えております。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） 教員の配置基準の観点から、児童数が３人までは教員１人ということ

で、国の基準が示されているということですので、その点についてはわかりました。 

  それでは、その支援補助員の確保の状況というのは、現在どのようになっているかを教え

てください。 

○議長（池田 望君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） 特別支援教育の支援補助員につきましては、父島については募集

をかけて確保できている状況ですけれども、母島は今年の秋に公募をかけましたけれども、

応募がなくて、確保できていない状況です。 

  これから、より広く、またすぐれた人材を確保するために、待遇面の改善等を考えており

まして、そういった調整を現在進めているところでございます。その調整がつき次第、年

明けにはなると思うんですけれども、再度支援補助員の公募を行っていきたいというふう

に考えております。 

  以上です。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） ぜひ、資格のある方を見つけてほしいなと願っています。私たちも微

力ながら協力させていただければと思います。 

  さて、それと並行して、受け入れ教室などの整備ですが、それは就学前に準備は整うかと

いうことで、先ほども少しお答えいただいているんですが、お伺いしたいと思います。 

○議長（池田 望君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） 先ほど施設面の改善につきましては答弁させていただきましたけ

れども、実際には児童及び保護者、また内地の専門指導主事だとか、そういった方々の意

見を聞きながら、より適正な整備について考えていきたいと思っております。 

  こういった面は、児童及び保護者、また学校、そして教育委員会と、そういった方の間に、
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そごが生じやすい部分だと思いますので、これまで以上に定期的に情報交換の場を設ける

などして、相互に共通認識や相互理解を深めていきたいというふうに考えております。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） 母島小中学校を視察させていただいたりすると、まだ改善の余地があ

るのかなと思います。 

  例えば脱臭、換気の問題とか、部屋そのものの見える化、部屋と部屋との間の隔壁が非常

に重い感じがします。 

  そういったところに窓を設置するとか、障害を持っている人が、今何をやっているかが、

外からも見えやすいというか見える部分が必要なのではないかというふうに思っています。 

  そういう利用状況等を考慮しながら、改善の検討をされているということですので、お願

いしておきたいなと思います。やはり意見調整というのは、非常に重要だと思いますので、

その辺については極力頑張っていただければと思います。 

  それから、車椅子で移動するということは、教室に入っていくときの動線がとても大事だ

と思っています。そういうところに、他の子供もいるということがあって、いろいろな物

を置きっ放しにしているというのが現状だと思います。 

  学校の中でもきちんと整備されるようなシステムを、作っていただけたらなと。そういう

ことをすることで子供たちへの、障害者教育の一環にもなるのではないかというふうに思

いますので、そういうことに取り組むことの成果というのは必ず上がってくると思います。

ぜひ、学校と、そういう協議もしていただければと思います。 

  さて、次に、障害児の学校教育における教育プランは、誰が作成するのかということをお

伺いしたいと思います。 

  それからそのプランは、誰でも見られるのかということについてもお伺いします。 

○議長（池田 望君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） ご質問の障害児の教育プランですが、学校教育上、教育課程がそ

れに該当するのではないかというふうに考えます。 

  教育課程の編成自体は、学校長の権限で行っております。 

  ただし、編成の準備段階において、教育委員会や内地の専門家の相談、助言等を受けるな

どをしながら進めているのが実情です。 

  特別支援学級の教育課程については就学児童個人に関わる情報も多分に含まれております

ので、そういった箇所については公開を控えさせていただく場合もありますが、基本的に
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公開ですので見ることは可能でございます。 

  以上です。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） 個人情報の取り扱い上の注意というのは、今、特にいろいろなところ

で問題になっている部分ですので、その注意が必要ということですね。それについては了

解しました。 

  ただ、非公開ではないということでもあるので、もし何かあれば、そういうことに対応し

ていただきたいと思います。 

  教育委員会では、内地の専門家への相談、助言などの支援を受けて取り組んでいるという

ことですね。我々が気がつかない部分というのは結構あると思いますが、そういった専門

職の意見というのは、やはりそういったところにも注視していただけるので大変ありがた

いと思います。ぜひその専門職の、そういったプランとか、そういう編成などについても

継続していっていただきたいなと思います。 

  特に、障害児については、体のリハビリ等、リハビリなどに取り組む必要もあると思いま

す。学校において、その機能回復に重点を置いた授業内容とするなどの対応というのは可

能なのか、お伺いします。 

○議長（池田 望君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） ただいまご質問の中に、機能回復やリハビリ等について、学校で

取り組むことが可能かというような内容がございました。 

  ここで、学校でまず行うというのは、医療行為や療育ではなく、あくまでも教育面である

ということが前提だということはご理解いただきたいと思います。 

  学校では、各教科の目的に即した教育活動を行っているんですが、特別支援学級ではそれ

ぞれの教科に関連づけた内容を、各児童の状態に合わせて実施しております。 

  その内容を、当該児童が、社会生活を営む上で必要となる自立活動に資するものや、社会

性を身につけられるようなものにしていくなどの工夫は当然行ってまいりますが、それは

あくまでも教育の観点で進めていくということは、重ね重ねになりますがご理解いただき

たいところであります。 

  また、こういった内容を、先ほどハード面の整備のところでも申しましたが、児童や保護

者、学校、そして教育委員会との間に、共通の認識と相互理解を深めるような場が当然必

要で、そういった段階を踏んでから、よりよい教育というのはつくられていくものだと思
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いますので、そういった点に十分留意して取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） 医療行為や療育部分は、教育の範疇外ということで、対処ができない

ということなんだと思います。ただ、ご家族は、そこも含めて本当は対処してほしいと願

っているのだろうというふうに思います。 

  この部分については今後、私のほうでも精査していきたいとは思いますけれども、小笠原

であるがゆえの難しい問題を結構抱えているというのもわかります。何らかの対応策が見

つかればとも考えています。教育委員会とも、村民課とも、いろいろ協議させていただけ

ればと思います。 

  先ほど課長が言われましたけれども、児童、保護者、学校、教育委員会、この間で、そご

が生じないように、定期的に情報交換の場を設けていって、共通認識で相互理解を深めて

いくことだろうと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。その辺を、とにかく推

進していただければいいのかなというふうには思います。 

  学校の中で、障害児に対して村の教育ビジョンはどうなのかと思って、第２次教育ビジョ

ンを、また読み直してみたわけですけれども、こんなふうに書かれていたのかということ

で、ショックを受けました。障害児に関しては、数行しかうたわれておらず、信じがたい

なという思いを持ったのが事実です。 

  教育ビジョンの項目の中に、別段で障害児とかそういった対応を明示するべきではないか

と思いますが、ここは教育長にお伺いしたいと思います。 

○議長（池田 望君） 教育長、松本君。 

○教育長（松本 隆君） お答えします。 

  小笠原村教育ビジョンの中にある文言で、子供たちという表現があります。この子供たち

という言葉は、障害児を含む全ての児童・生徒を示しております。 

  教育委員会としまして、本ビジョンの理念や方針において、健常者も障害のある方も、分

け隔てのないものと考えております。このことをご理解いただきたいと思います。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） そうですね、健常者も障害をお持ちの方も、分け隔てのないものとし

て考えているということですが、実際にこの教育ビジョンを読んで、そこまでは読み解け

ないなというふうに思いました。 

  今あるものを変えろとは言いませんが、次回の第３次改訂版とか、そういうものを作成す
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るときが多分来ると思いますので、そのことをもう少しわかりやすく明言していただきた

いなというふうに思います。その辺を要請しておきたいと思いますので、教育長、よろし

くお願いしたいと思います。 

  障害をお持ちの方々が島で生きるということは、大変な努力が必要なんだろうというふう

には思います。ただそのサポートを、どう促進して、どうともに生きるかというのが、今

回の課題ではないかというふうに考えています。地域ぐるみで考えていろいろな知恵を出

し合っていかなければ解決しないのだろうというふうに思います。 

  この島独特のやり方でもいいので、ぜひそういう考え方を皆さんで共有しながらつくって

いければなと思いますので、執行部の皆様にもお願いしておきたいと思います。 

  それでは、すみません。今度は、村民課の子育て支援関係に移らせていただきます。 

  障害をお持ちのお子さんは、内地の医療機関への受診とか、それから専門機関でのリハビ

リなどのために、結構上京しなければならないということがあります。その頻度によって

は、渡航経費などの負担が大きくなると考えられますので、これらの支援については、村

はどのように考えているか、村民課長すみませんが、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 障害児への支援ということで、その経済的負担の支援というご質

問かと思います。 

  これにつきましては、障害児に限定したものではないのですが、議員おっしゃられたよう

に、内地の医療機関にかかる方、村民の方でいらっしゃるんですけれども、その負担とい

うことは当然生じてきていると思います。 

  現在村では、特定疾患あるいは慢性疾患をお持ちの方、それと障害者手帳をお持ちの方が

内地の医療機関を受診した際、その渡航経費の一部を助成金として支給をしているところ

でございます。 

  具体的な助成の内容ではございますが、特定疾患、慢性疾患の方に対してはおがさわら丸

及びははじま丸の往復２等運賃の２分の１の額、障害者手帳をお持ちの方に対してはおが

さわら丸及びははじま丸の往復２等運賃の４分の１の額を支給しているところです。 

  これは、各海運会社の島民割引もしくは障害者割引に加えまして、村が助成金を支給する

ことによりまして、ご本人の負担額は１回の渡航につき、おがさわら丸及びははじま丸の

片道２等運賃の半額で渡ることができるというところでございます。 

  助成の回数につきましては、特定疾患、慢性疾患の方は年２回目から６回目までで５回の
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助成、そして障害者手帳をお持ちの方につきましては年１回目から５回目までの、５回分

の助成をし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） 現状は、今お聞きしたように、渡航経費などの負担が大きくなるとい

うことから考えて支援していただいているんだと思います。それは非常にありがたいこと

だろうと思うんですが、ただ小笠原村の特殊な現状、1,000キロ以上も離れていて、一度行

ったら10泊11日ぐらい、最低でも滞在しなければいけないという地域性を考えたら、その

範疇だけでよいのだろうかというふうに思っています。 

  現在、障害児を持つ親が、１年のうち、多いと数カ月、半年ぐらい行っていることもあり

ます。そういう長期間にわたって、内地の専門のリハビリ施設や子供の症状に合った専門

病院に行くことなどがあるわけですけれども、アパートを借りたり、その子供に兄弟姉妹

がいる場合は、その兄弟姉妹たちも一緒に転校させるとか、いろいろな負担があるんだろ

うと思います。その兄弟姉妹たちの学業というものについても、疎かにしないようにしな

ければいけないということもあると思います。 

  小笠原と内地の、二重生活ということにも対応していかなければならないことが、どれだ

けの負担になるかということを、島に住んでいる人は子供たちが大きくなるとよくわかる

問題だと思います。 

  そういう負担に対して、どう支援していったらいいのかという意味合いから、補助なのか

育英資金的なのか、あるいは内地生活時の住居費の一部支援とか、いろいろなことが考え

られるのかなというふうに思いますが、もし現状で何もないというのであれば、村独自の

子育て支援、あるいは障害児・障害者の支援制度をつくって、一刻も早く手を差し伸べて

いくということが望まれるのではないかというふうに思います。 

  村は、その点について、どのように考えているのか、その観点をお伺いしたいと思います。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 小笠原の村民が、障害の有無に関わらず、いろいろな理由、何ら

かの理由で、長期にわたって内地滞在をせざるを得ない状況、また家族が島と内地との二

重生活になっている世帯があるということは承知しているところでございます。 

  また、それに伴いまして、経済的負担があるということも認識をしているところでござい

ます。離島ゆえの負担という意味では、まず内地の医療機関を受診せざるを得ない方々に

対しては、渡航経費の助成を実施してきたところでございます。 
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  また、これに伴いまして、急患搬送等で運ばれた方には、島嶼会館ですけれども、宿泊の

経費の助成もしているところでございます。 

  それ以外の、リハビリですとか、専門医療機関にかかる障害児の方の滞在経費の負担とい

うことのご質問ですけれども、島民が、また違う理由、あるいは同じような理由で、同様

に二重生活なり、あるいは滞在の負担がかかるという意味では、今のところ村として、そ

ういった独自の支援制度というのはないところでございますけれども、ご指摘の部分につ

きましては、そこの障害児に限らず、島民の負担をどう軽減していけるのかということに

つきましては、他の島しょ部も含めまして、他の事例がどのようなものがあるのか、ある

いはどの程度の助成を行っているのかということも、調査あるいは研究をしてみたいと考

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） ご家族の経済的負担というのは、大変なものだと思います。村長はじ

め村執行部も、ぜひこのことについて前向きな視点を持っていただきたいなというふうに

思います。やはり独自の支援制度も確立できるように、強くお願いしておきたいと思って

います。 

  また、別の視点からの支援ということになるんですが、外部から協力をしていただける専

門家ですね、例えばＯＴ、ＳＴ、作業療法士とか言語聴覚士とか、そういった方に来島を

していただいて、教員の方、それから特別支援学級の支援員の方、保健師、家族のサポー

トというものもしていかなければならないのではないかというふうに考えています。 

  子供の持っている能力を最大限に引き出すということができないのではないかというふう

に考えているので、学校の専門職の方々からの要望もあるように聞いています。今後につ

いては、どのような方向で村は考えておられるのか伺いたいと思います。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 島内におけるさまざまな専門職が少ないという意味では、外部専

門職の招聘というところになろうかと思うんですけれども、実際、今年10月に、ＳＴの方

にご来島をいただきまして、父島・母島ともに対象者への対応、あるいは学校をはじめ村

保健師等の専門職へのサポートをいただいたところでございます。 

  今後につきましても、ほかの職種、作業療法士等の専門職について来島をいただきサポー

トをいただけるよう努力はしてまいりたいと思っているところでございます。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 
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○２番（安藤重行君） やはり専門職の方が、小笠原にいないということがあるので、ぜひ今

後もこの方々のサポート対応を実施していただければと思います。ぜひ対象者に関わる多

くの方へのサポートとなるように取り組んでいかなければもったいないと思いますので、

せっかくの機会ですから大いに勉強をして活用していかなければいけないのではないかと

思います。 

  こういった障害者の方の問題とか高齢者の問題でもそうですが、個人情報が、いろいろ入

って、込み入った話がたくさん絡んできますので、そういった部分では、それぞれの担当

部署とか関係の方々と、きちんと話し合いをして進めていかなければいけないのかなと思

っていますので、これからとにかく地域ぐるみで頑張っていかなければいけないだろうと

思いますので、ぜひご協力いただき、ご高配をいただければと思いますのでよろしくお願

いしたいと思います。 

  あと10分ぐらいしかありませんので、すみません、最後になりますが、鳥インフルエンザ

の対応についてお伺いしたいと思います。 

  鳥インフルエンザが、内地で猛威を振るい始めています。皆さんもテレビとかで、結構お

聞きになっているかと思います。 

  その対応の一環として、小笠原での情報の周知、あるいは訓練などの位置づけということ

でお伺いします。 

  鳥インフルエンザ対応については、内地でも、今、レベル３ぐらいでしょうか。それより

ちょっとひどくなっているのかなというぐらいに思います。 

  内地から、1,000キロも離れているということで安心し切っているという方が多いかと思

いますが私の経験上、決してそんなことはありません。渡り鳥がたくさん来ています。こ

れから水鳥が多く渡ってきます。偏西風のジェット気流に乗れば、小笠原まで数時間でた

どり着くこともあります。昔ハトレースで、ここまで５時間かそこらで来たという例もあ

りますので、そうするとその脅威というのは、はかり知れないのではないかと思っていま

す。 

  以前に、母島で１週間にカモメ４羽が死亡したことがあります。全部違う種類ですが、前

浜と小岸壁でした。内地で高原性の鳥インフルエンザが大発生して大量の鶏が処分をされ

たという時期が、ちょうど一緒でしたので、そのときは東京都の鳥獣保護担当が主体で処

分、周辺の処理などに奔走しました。ただ、今みたいに、試薬とかはないので、なかなか

すぐにはわからない。内地に検体を送らないとわからないという状態でしたので、その辺
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については結構時間がかかるということでした。もし万が一ということもあるので、その

当時は子供たちが、前浜や、小岸壁で遊ばないようにということで、学校、保育園、それ

から小さい子を抱えている親御さん全員に、注意を呼びかけたり、それから石灰をまいた

り、そういったことを対応としてやっていました。 

  その当時は、病気の鳥なら、1,000キロも離れたところまで飛んでくる間に海に落ちて死

んでしまうよという認識が、環境省なんかにもありました。でも実際には、ここまで飛ん

でくるということはわかっている、わかっていたことだったので、その辺についてはその

当時けんけんがくがく、やった記憶があります。 

  そういったことで、特に農家などへの周知というのが当然、都とか環境省が主体で実施し

ているかもしれませんけれども、その辺については村への連絡等、通知されているのか、

お伺いしたいと思います。 

  それから当然村の、村民の財産とか安全・安心というのを守る意味合いからも重要なこと

と認識していますので、現状をお伺いしたいと思います。 

○議長（池田 望君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 農家への周知の状況についてでございますが、今回、青森県

や新潟県などの畜産農家で甚大な被害が発生している状況を受けまして、東京都家畜保健

衛生所より、農場へのウイルス侵入対策や万が一の発生時に備えた蔓延対策、鳥インフル

エンザが疑われる症状が確認された場合の対応等に関して通知が出されているところでご

ざいまして、支庁産業課を通じて父島・母島の家禽農家に対して配付されているところで

ございます。また、その対応状況については、村のほうにも随時、情報提供がなされてい

るところでございます。 

  万が一の対応についても、関係機関との調整等協議が図られているところでございます。 

  以上です。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） 万が一の対応にも、関係機関との調整等協議が図られているというこ

とですので、ほっとしてはいますが。 

  関係者ですので、共通認識というか、時としては村民がさて置かれてしまうことがありま

す。関係者だけで認知して終わってしまうということは、結構あるかと思います。 

  やはり、常に、村民に、その情報の共有というのは必要だと思いますので、単に内地での

出来事ということで終わってしまうのではなくて、常にその辺については、きちんと対応
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をしていただければというふうに思います。現状把握に努められて対応してくださいとい

うことを強くお願いしておきたいと思います。 

  次に、環境課長にお伺いしたいと思います。 

  鳥インフルエンザが流行すると困るのは、何も家禽、家で飼っている鳥だけではなくて、

今、内地の動物園でも全部休園にしたり、鳥舎を休館にしたり、いろいろな対応を迫られ

ているというのが現状です。 

  小笠原の場合は、世界自然遺産の観点からも、保護しなければならない貴重な野鳥が多く

いるので、インフルエンザの蔓延に対する取り組みというのは、どういったことを現在協

力機関と連携して話し合いがされているのか、またどのように対応していくのか、伺いた

いと思います。 

  希少種などの保護鳥については環境省が主体になるのかなというふうには思いますが、山

などで仕事をされている村民の方々にも、多くの監視の目が、必要になるだろうと思って

います。 

  また、死んだ野鳥の個体の取り扱いの注意として、さわるな、近寄るな、通報をというよ

うな、３点を周知することが重要だと思います。広報など対処についてもお伺いしたいと

思います。 

  それから現在国内は、先ほど申し上げましたように、レベル３と引き上げられていると思

いますけれども、つい二、三日前には、この域をもう少し超えている状況になっているか

と思います。 

  その場合は、家禽を飼っている方などへの周知は関係機関、行政機関の、ということでの

訓練が位置づけられているのかなというふうに思いますが、その取り組み状況はどのよう

になっているのか。 

  それから、インフルエンザの訓練をするタイミングと、ちょうどその時期ではないのかな

と思いますので、これは実際の動線を確認して、職員が共通認識を持って、不足している

施設、資材、人数が顕著に見える化されることが重要なんだと思います。そのときになっ

て慌てふためかないように、やはり準備を怠らないことが最重要だと思います。常に最善

を尽くすことが必要だと思いますので、そういった対策はどのように取り組んでいるのか

お伺いします。 

○議長（池田 望君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） 鳥インフルエンザの関係で、野鳥も含めた対応状況についてのご
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質問ですけれども、まずは感染の要因となり得るのが野鳥ですので、例年10月から５月ま

では、環境省が委嘱する国指定鳥獣保護区管理員という方が、父島・母島それぞれにおい

て死亡野鳥等の監視を定期的に行っております。 

  また、東京都鳥獣保護管理員ですとか東京都のレンジャーによる、通常の巡視時において

も死亡野鳥が発見された場合には、関係者に情報が共有される体制になっております。 

  いざ、死亡野鳥が発見されまして、高病原性鳥インフルエンザの疑いがあると判断された

場合には、小笠原支庁産業課が環境省の自然保護官事務所などとも連携しながら、簡易検

査のほか所定の作業を実施することになります。 

  鳥インフルエンザの流行リスクが高まる秋口には、毎年各機関の担当者が集まって以上の

ような対応について確認がなされております。 

○議長（池田 望君） 暫時休憩しますがよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○議長（池田 望君） では暫時休憩いたします。 

（午前１１時３０分） 

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

○議長（池田 望君） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

（午前１１時３５分） 

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

○議長（池田 望君） 質問者、安藤重行君の答弁者からです。 

  環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） 先ほど、行政機関のほうの対応状況をご報告しました。 

  引き続きまして、ご質問いただいた一般の村民への対応についてご説明します。 

  一般の村民に対しても、通常時から野鳥への接し方ですとか、あるいは死亡した野鳥には

素手で触れないでくださいということ、死亡していた場合の連絡窓口などについて支庁産

業課が中心となって、村内掲示板での周知に努めているところです。 

  今回、内地で過去最大規模とか最速というような感染拡大が見られておりますので、支庁

産業課をはじめとした関係機関において、改めて周知の必要性について検討がなされてお

ります。より具体的な注意事項などについて掲示するということで話が進んでおります。 

  最後に、訓練の必要性についてご指摘いただきましたけれども、先ほど申し上げましたと

おり、毎年支庁産業課と自然保護官事務所とでシーズン中の対応について確認が行われる
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とともに、その際に必要な用具類の在庫状況などについても共有を図っていると聞いてお

ります。 

  また、実際に死亡個体の確認ですとか検査の対応というのが、複数回行われている実績も

毎年ございます。ですので、訓練という形ではないんですけれども、実地の対応を通じて、

きちんと毎年有効に機能する体制が確保されていると認識しております。 

  先ほどおっしゃられたように、レベル３だとか、それ以上の状況になったということで、

急に対応の内容が変わるというよりは、通常そういった備えをしているというものになっ

ております。 

  ただ、今年は特に心配される状況であるのは、ご指摘のとおりなので、村としても関係機

関の対応内容等きちんと伺いながら状況把握に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） 関係機関での協議がちゃんと行われているということですので、今後

とも、継続して取り組んでいただきたいというふうに思います。 

  人への影響が、決してないというものではありません。結構そのことを取り上げている専

門職、専門家の方もいるぐらいですので、警戒レベルに伴った対処方法を、わかりやすい、

目に見える広報紙などを作成して、村民にアナウンス、広報をしていただきたいというふ

うに思います。 

  掲示板に張って終わりではなくて、小・中学校あるいは高校の学校、保育園、ちびっこク

ラブなどの子供たちへの学習なども、ぜひ取り組んでいただけたらなというふうに思いま

す。 

  意外と大人よりもこういう子供たちの目というのは、遊んでいる場所で、野鳥が死んでい

るのを見つけることがあるので、そういう通報は結構多いです。子供たちは、目ざといと

いうか、目線が低い分だけ大人より見つける確率が非常に高いということもありますので、

ぜひやっていただければなと。その辺は、教育委員会との調整なども必要なのかどうかわ

かりませんが、ぜひ取り組んでいただきたいなと思います。 

  村が主体になれということは、なかなか言い切れませんけれども、村民の安全を考慮して、

ぜひお願いしておきたいと思います。 

  本日はこれをもちまして、途中中断しましたけれども、ありがとうございました。 

○議長（池田 望君） お諮りします。 

  暫時休憩したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、暫時休憩いたします。 

  14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３９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） 

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

◇ 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。 

  この夏、事務局から、村長が広尾病院に搬送されたということを聞き、大変心配したわけ

でございますが、今日元気な様子を見て、疲労回復されたということを思い安堵しており

ます。 

  復帰第一戦、村長並びに執行部の皆様、実り多き議論をしたいと思います。よろしくお願

いします。 

  さて、今回の一般質問で、２件お聞きしたいと思います。第１点目は、農用地の確保につ

いて、第２点目は、扇浦浄水場跡地公園整備について、この２点についてお聞きしたいと

思います。 

  まず第１点目の農用地の確保についてということです。この件につきましては議会でも何

度も取り上げられているかとは思いますが、内地から1,000キロ離れた、この当村において、

食糧のほとんどを内地に頼っているということは、民政の安定と魅力ある観光地づくりの

ためには、農産物生産は最重要課題だと考えております。 

  しかし、返還50年近くたつ今、農業で努力された第一世代の農業者から次の世代へのバト

ンがうまく機能していないように思えます。先日も、返還当初から頑張っておられた農業

者がお亡くなりになり、その方が使っていた農地も農地として使えない状況にあるようだ

ということも聞いております。 

  また、新しく農業をやりたい方たちが、結構毎年来ているようですが、農地の確保も非常

に難しい状況の中、今後どのような施策を考えているのか、村長の所信をお伺いしたい。 

  また、過去に東京都農業生産基盤整備事業で整備した農地で、利用されていない遊休農地
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の再利用、蝙蝠谷農業団地のような都有地の農地としての活用及び農地法が施行されてい

ない当村において、農地法にかわる条例制定の可能性についてお伺いしたいと思います。 

  あとの質問については、自席で行いたいと思います。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。 

  農地の確保というご質問と、扇浦浄水場跡地の公園整備、２点のご質問をいただきました。 

  農地の確保についての私の所信ということでございましたが、一次産業というのは本村に

限らず、その自治体の根幹をなす産業でございます。農業も当然、一次産業としてその根

幹をなす産業ということでございますが、太平洋戦争の後、米軍統治下にあった本村では、

昭和43年に返還になってからも、父島・母島の問題だけではなく硫黄島旧島民の硫黄島へ

の帰島がかなわないという問題を抱えているということもございまして、土地に関しても

さまざまな制約等がございます。 

  農業振興を図り、産業を興し、自治体を豊かにするということが、大きなくくりの中では

行政の長の使命の一つでもございます。その点で、その考え方に変わりはございませんが、

具体的にはこの問題はさまざまな困難な課題がございます。 

  その点につきましては、後ほど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

げたいと思います。 

  また、個別具体的な質問につきましては、それぞれ担当課長、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） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 清水議員の質問に答弁させていただきます。 

  本村の農業振興におきまして、農地の確保、流動化は、かねてから重要な課題でございま

す。 

  村では、農地の確保、流動化を進めるに当たり、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地

利用集積計画を作成しております。現在、22件、９万5,248平米の農地について、賃貸借な

どの利用権を設定しております。 

  その中には、過去に、東京都が農業生産基盤整備事業により整備された農地もございます

し、村としましても農地として利用すべく所有者に個別に連絡をとるなどしておりますが、

整備されたのが昭和40年代から昭和50年代ということもありまして、その全てが農地とし

て利用されていないというのが現状でございます。 
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  今後も、個別に対応し、農地としての利用を促進してまいります。 

  あと、都有地の活用でございますが、母島の蝙蝠谷農業団地につきましては今後の活用に

ついて、小笠原村、東京都、国との協議が調うまでの間、暫定的な措置ではございますが、

蝙蝠谷農業団地に設置されているストロングハウス５棟を利用しまして、小笠原農業振興

研究会にＰＲ用農産物の生産業務を委託することにより、引き続き農地として活用するこ

とができることとなりました。 

  また、父島の都有地についても、農業者が利用できるような方策を、東京都と協議してま

いりたいと考えております。 

  あと農地法にかわる条例の制定でございますが、当村は農地法が適用されていないため、

農地を農地以外のものに転用することを規制するものがなく、そのことが農地の流動化を

妨げている一因であると認識しております。 

  しかしながら、暫定措置法の第７条におきまして、農地法は政令で定める日の前日まで適

用しないと定められており、その期間についても第２項で、旧島民が帰島して土地を開発

し、これを耕作の目的に供することとなるまでと定められております。 

  農地法につきましては、国の責任として解決するべきものであり、現在の当村の状況にお

いて、法律を超えた条例を制定することはできないと判断しております。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） かなり難しい内容だと思います。 

  牛島課長にお伺いしたいんですが、現在22件、９万5,248平米の農地ということで、9.5ヘ

クタールの農地が賃貸借契約されているということで、前もって15名ぐらいの方がこれを

借りているというのは聞いていたんですが、この方たちの契約年数というのはどのぐらい

ですか。 

○議長（池田 望君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 契約年数につきましては、それぞれ利用権の設定を結んでい

る契約に基づきまして、５年であるところもあるし６年で契約しているところもございま

すし、さまざまでございます。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） 大体５年から６年ということで聞いていたんですが、この方たちがも

し地主の方たちに、これで切るということになったときに、この方たちの担保というか、

何か守られて、法的に守られているようなものというのはあるんでしょうか、もう一度聞
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きたいと思います。 

○議長（池田 望君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 法的に、農地法が適用されていないということもありまして、

法的にというと、ないと言えばないのかもしれませんが、農用地利用集積計画ということ

で、年数を区切って利用権の設定をしておりますので、現在のところは農業経営基盤強化

促進法に基づく農用地利用集積計画が適用されているものだと思っております。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） 小作、借り側のほうが弱い立場の法、契約のようにお伺いするんです

が、だから農地が必要ということは、この契約ではあるのではないかと思います。 

  ただいまの説明で、農地が手に入らないのは農地法が適用されていないこと、農地法が適

用されていないのは、硫黄島に旧島民が帰れないことという理由が上げられているわけで

すが、これを解決するには、まず第１方法として、条件の違う父島・母島と硫黄島を分け

て考えるという方法か、硫黄島旧島民が硫黄島にいち早く帰って住めるようにするという

２つだと思うわけですが、ただこういったことは非常に時間がかかって難しい問題だと思

うんですが、ここで牛島課長の答弁で、国の責任として解決すべきものであるということ

を言われています。 

  村長にお伺いしたいのですが、この問題を国の責任として解決しようとしてくれる国の方、

あるいは国会議員の方が、現在いるのかどうか、お伺いしたいと思うんですがいかがでし

ょうか。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 担当課長が、国の責任においてと言っておりますのは、硫黄島で言い

ますと昭和59年に、硫黄島へは帰島困難という判断が国で出されておりまして、これを覆

すということは、まず大変なことというより、そのときの内閣が、このことに方向転換を

しない限りできないということで、国の責任においてということを申し上げているわけで

ございます。 

  また、私どもが、今国のほうから措置をいただいております小笠原諸島振興開発特別措置

法でございますが、その中で、いろいろな産業振興の中の、農業振興にしても、国の法制

度のもとでやっていくものでございますから、ご質問の趣旨で言いますと、この農地法の

解決について、御尽力くださる国会の先生とか、そういう方がいるのかということになり

ますと、真剣に考えてくださっている方は何人かおられます。実際に、その難しさという
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ものも痛感をされておられる。また私たちもこの本議会でも答弁をしておりますが、返還

50周年を迎えるに当たって、何とかこの小笠原諸島振興開発特別措置法を将来にわたって、

次の世代の人たちが使いやすいように、要は農地法がなくなるとか、そういうことになら

ないのかということは、懸案事項として上げておりますので、お願いもしているわけです

が、なかなか難しいということが結論でございます。 

  このことに関心を持ち、何とかしたいと思っている国会の先生方、または事務方もいるん

ですが、実際にはなかなか難しいというところだという答弁にならざるを得ないというと

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） 返還後50年近くたっても、なかなか解決できないようなことなので、

難しいかとは思いますが、牛島課長の答弁の中で、法律を超えた条例を制定することはで

きない、国の法律を超えた条例は制定することができないということですが、国の法律を

超えない条例というのができるのか。今後、農地法が施行されていない当村が、何かいい

方法を模索していただければありがたいと思うんですが。 

  もう一つ、農地の転用について規制するものとして、農業振興地域の整備に関する法律に

基づく農業振興地域制度があるということを聞きました。農業振興地域の指定を受けると、

農地の流動化を図ることができるのではないかということなんですが、この辺については

いかがでしょうか。 

○議長（池田 望君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 農業振興地域の指定につきましては、国が定める農用地等の

確保等に関する基本方針に基づきまして、東京都知事が農業振興地域整備基本方針を定め、

当該基本方針において東京都と村が協議し指定するものでございます。 

  村は、農業振興地域の指定を受けた地域について、農業振興地域整備計画を策定しまして、

当該計画において、農用地区域に設定された土地については転用が規制されるということ

になっております。 

  本村の農業振興地域の指定につきましては、国の指針、東京都の方針、農地法などの関係

がございますが、指定を受ける基準として200ヘクタール以上の農用地が必要であり、本村

はこの基準に達しておらず、現在のところは対象外となっております。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） インターネットで調べたんですが、農業振興地域の指定の指針という
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ことでは、確かに土地の合計面積が200ヘクタール以上あることということが書いてあるん

ですが、ただし書きの中に、農業等の条件が不利な地域または農業以外の土地利用が政策

的に抑制されている地域である次のアからクまで掲げる地域を含む場合には、同項の各号

に規定する土地の合計面積はおおむね50ヘクタール以上であることということが書いてあ

ります。 

  その中でも、離島振興法、昭和28年、法律、離島振興対策実施地域である小笠原、沖縄、

奄美を除く離島は、その200ヘクタールには値しないということで書かれてあります。そし

て、小笠原に関わるものとして、小笠原諸島振興開発特別措置法の対象地域は、その200ヘ

クタールには値しないということが、小笠原もこれにしろよということではないかと思わ

れるような記述があるんですが、この辺についてはいかが考えておられるのか、もう一度

聞きたいと思います。 

○議長（池田 望君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 清水議員おっしゃるように、農林水産省の農用地等の確保等

に関する基本指針におきまして、確かに小笠原諸島振興開発特別措置法の対象地域につい

ては、50ヘクタール以上あることということが記載されております。小笠原の農用地につ

いては、35ヘクタールということで、まだこの基準にも、達していないというところでご

ざいます。改めて、東京都のほうには、ここを確認しておきたいなと思っております。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） 今、伊豆七島で、この農業振興地域になっているのが５島あるそうで

す。大島、新島、神津島、八丈島、三宅島というところだそうですが、この神津島につい

ては、平成13年度、農地面積が36ヘクタールだそうです。 

  当村の農業地域が今35ヘクタールということでしたが、国土交通省の平成21年の振興開発

計画によると、農業地域は6.51平方キロメートルということで、651ヘクタールあるという

ことになっておるわけですが、現状が少ないので、もっと振興して増やすということを考

えると、これ35ヘクタールでも十分可能な数字だと思います。ぜひ、東京都と話し合いの

後に、これを指定することによって、農用地として指定されていくことが、流動化へ向け

る第一歩だと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 

  もう一度、そのことについてどうでしょうか。 

○議長（池田 望君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 農業振興地域に指定されるには、東京都の農業振興地域基本
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整備方針というのに、定められまして指定を受けるということになりますので、東京都の

ほうで認めていただかなければいけないというところですので、この話が出たときに、東

京都、支庁にも、相談をさせていただいておりますので、ここの基本方針、まずは入れる

かどうかを確認したいなと思います。 

○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。今日は母島支所長も来られているということ

で、ぜひ東京都とうまく話をして、この話を少し進めていただけたらありがたいと思いま

す。 

  それでは、第２点目、扇浦浄水場跡地公園整備について質問させていただきたいと思いま

す。 

  このことについては、去年質問させていただきまして、扇浦浄水場施設を壊し原水調整池

にするということまで聞いております。 

  今、施設が壊されて平地になったような状態になっておりますので、こんな感じなのかと

いうイメージが、非常にわかりやすい状況になっている段階です。 

  今の進捗状況と、今後どうやっていくのかという計画について、もう一度確認したいと思

います。お願いします。 

○議長（池田 望君） 総務課企画政策室長、樋口君。 

○総務課企画政策室長（樋口 博君） まず最初に、現在進めております第２原水調整池、こ

れの事業計画ですが、平成30年度末に完了する予定で現在進めているところでございます。 

  その上に造る園地につきましては、原水調整池が完成した後に着手するという前提になり

ますので、早くても平成31年度に工事着手と。それから逆算いたしますと、平成30年度に

は、園地に係る設計を行う必要があり、そのさらに前年である平成29年度までには、園地

に具体的な附属設備として何を整備するのか、どこにどう配置するのか、基本的な考え方

を整理していく必要があるかと思います。今、その予定を前提に事を進めている状態でご

ざいます。 

  現在、具体的に、何を調整しているかにつきましてですが、まずはその園地の想定される

土地の所有者と土地の関係について調整を行っているということ、それからもう一つは、

園地の中に、管理通路を造る予定ですが、その管理通路の位置の特定、それから線形の特

定、この調整を現在しております。 

  また、議会においても質問出ましたが、今園地ということで表現しておりますが、これを
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財源確保も含めて、法に基づく公園として、整備できる可能性があるのかどうか、そのあ

たりの法令の調査を現在行っているところでございます。 

  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。公園として認められると、非常にありがたい

なと思うんですが、この浄水場跡地の開発、園地、公園については、いろいろな方たちが、

ここに関わってきております。 

  歴史的に考えれば、旧島民、扇浦に在住している方たち、また小笠原神社という神社があ

り、そこの氏子の方たち、そしてまたアウトリガーカヌーという文化の継承地ということ

で、アウトリガーカヌーやそういうカヌーが置ける場所になっていて、マリンスポーツの

ゲレンデとしても、いろいろな方たちが使っている。それからまた、都の文化財として、

江戸時代、明治時代に持ってこられた石碑などがあり、それを観光客、観光ガイドの方た

ちも見に行きます。桑ノ木山の遊歩道も整備されました。また、村の分譲地の新しい住民

も増え、扇浦地区に住んでおられる方たちは、増えております。子供たちも非常に増えて

いるような状態であります。 

  こういった方たちの意見を、吸い上げて計画を立てる方法というのは、何か考えているか

どうか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（池田 望君） 総務課企画政策室長、樋口君。 

○総務課企画政策室長（樋口 博君） 昨年、ちょっと回数、３回だったか４回だったか忘れ

ましたが、扇浦の浄水場跡地を基本的にどういう方向で使おうかということを考える際に、

清水議員のおっしゃった状況を、村でも踏まえつつ、村民の方に意見を聞きたいというこ

とで、住民説明会という形式で開催させていただきました。 

  その結果として、基本的には園地として整備をしようという方向性が多く出されて、村と

しても、園地を基本に整備をしていくという方針を打ち立てたところでございます。 

  その住民説明会の中でご意見も出て、方法論、やり方、協議をするためのやり方について

ご意見が出まして、村のほうで今まで出た意見を踏まえたたたき台を用意してくれと。そ

れをもとに意見交換をしたほうが意見を出しやすいというご意見をいただきましたので、

途中からそういう形をとらせていただきました。 

  また、今後進めるに当たっても、そういったご意見があるということと、村民の方のご意

見を伺う前に、それから行政側の立場としては、いろいろな法的な制約もあるので、その
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あたりをまず整理をしておくということ、それから村のほうで、今後予定されている大き

な公共事業、例えば学校の建て替えであったり、父島・母島の保育園の建て替えであった

り、村の財政計画に非常に大きな影響を及ぼす事業展開が予定されております。 

  そういった今後の財政フレーム等も押さえた上で、住民の方の意見を聞いたほうが、お互

いに効率的に協議が進められるというふうに考えているところでございます。 

  清水議員のおっしゃる意図はわかりますので、その意図に沿う形で、村のほうで、平成29

年度末までに、もっと早くですが、たたき台をつくりまして、それを、何かしらの方法で、

村民の方に改めてまた説明をし、ご意見をいただき意見交換させていただく場を何かしら

設けながら進めていき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） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） ありがとうございます。村民が期待しているこういった事業について、

村民が交えるＰＩというか、パブリックインボルムメントという形で、村民の意見を吸い

上げていただけると非常にありがたいと思います。 

  ワーキンググループみたいなものを作ったり、そういう部会みたいなものを作って、たく

さんの方たちと話し合って、作る段階から村民が入っていくと、村民の満足度がより高く

なっていくのではないかと思いますので、ぜひ今後とも、その方向でお願いしたいと思い

ます。 

  あともう１点ですが、小笠原神社に行く通路がありますが、そこが工事で、崩れやすくな

っているところもあるかと思うんですが、そういったところも安全面を考えて工事をして

いただけるように、お願いしたいということも、あわせて聞いておきたいと思いますがど

うでしょうか。 

○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） 小笠原神社に上る管理通路がございます。観光客も含

めて村民の方も利用されているという状況の中で、実際に私も何度か拝見をし、その管理

通路自体が崩れているような状況が見受けられるというのは、確かにそのとおりだと思い

ます。 

  扇浦浄水場の建物を解体することが、直接的に因果関係があるかどうかは別にして、当然

その隣地のところで、村が今後整備を進めていくという意味では、管理通路への影響も考

慮しながら工事は進めていきたいというふうに考えます。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 
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○１番（清水良一君） ありがとうございます。長い工事になると思いますので、そこを利用

される方が安全に使用できるように進めていただけるとありがたいと思います。 

  余談ではありますが、今、大変渇水が問題になっております。今50％を切っているような

状況ですが、この原水調整池ができた場合、例えばパーセント、ぐらいになるのか、建設

水道課の方に聞きたい。 

○議長（池田 望君） 建設水道課長、篠田君。 

○建設水道課長（篠田千鶴男君） 今、新しい浄水場に3,400トンの原水調整池が１つありま

す。それと今回、計画をしている第２原水調整池、約4,000トンが造られる予定です。それ

をプラスすると7,700トンになります。 

  それで、水の使用量、大体、平均600前後ですので、約12日間から２週間は、その原水調

整池に貯めた水で対応できると考えております。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） 大きな工事なので、その結果、どういうものができて、どういうこと

がよくなるかというのも、島民に知らせていかなければいけない部分かと思いますのでお

聞きしました。 

  島民からの意見を吸い上げた形で、またそういう広報をしながら、すばらしい公園整備が

できるようにと望んでいますので、今後ともよろしくお願いします。 

  以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございます。 

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

◇ 杉 田 一 男 君 

○議長（池田 望君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） ５番、杉田一男でございます。 

  質疑の前に、先ほど来出ておりますけれども、村長が病気治療ということで、大変心配し

ましたけれども、早期に職場復帰できて安心したところでございます。 

  今後とも体調に十分に留意しながら、村政を進めていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  今回の一般質問では、２点お聞きしますけれども、１点は自席で、もう１点は、高齢者対

策ということで、お聞きしたいと思います。 

  私も村長も、そろそろ高齢者に近づいているという部分も含めまして、身近な感じでちょ

っと質問させていただきたいと思います。 
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  私たちを含めて、団塊の世代と言われる人たちは、今もう70代に突入していて、さらに増

え続ける。少子化に関しては小笠原はそうでもありませんけれども、高齢化に関しては、

今後ますます進んでくるのではないかと考えております。 

  今回のこの高齢者対策で、そういう介護施設を含めた施設について、お聞きします。 

  今、村で行っている施設を使った介護といいますと、太陽の郷、あれは有料老人ホームと

いうことで、本当の意味の特別養護施設とは、ちょっと違います。その他では、八丈島等

への施設への入所ということになりますが、あとは在宅を含めた通所介護的なものが主で

あります。現在、太陽の郷について言えば、14人の定員のうち10人しか入れず満室状態で

あると。そして、八丈島で小笠原が確保してある５床に関しては、今２床ぐらい空いてい

ると聞いております。八丈島の場合は、本人もそうですけれども家族に負担が物すごく大

きくかかる。一度東京へ出て、さらに八丈島に行くというような形で、大変な負担がある

ということであります。 

  また在宅に関して言えば、介護される人間が、家族、近親者ということで甘えが出てしま

う。反対に、家族等は、身体的にも精神的にも精いっぱいで、大きな負担を負いながら介

護しているのが現状であります。在宅を見る限り、これからの介護に関して在宅には頼れ

ないなという思いが強いものがございます。 

  民政の安定化、そして安心して住める島暮らし、村長は常々おっしゃっておりますけれど

も、まさに高齢者の部分で言えば、本当にこれから大きな節目を迎えると私は思っていま

す。 

  この高齢者の増加、また高齢者に対する受け入れ側の対応も含め、今後改めて見直す必要

が出てくると思います。 

  そういった中で、現在の村の介護の問題に関して、村長の現状認識と、また村民の生活に

責任を持たなければいけない村長という立場から、将来的に、この高齢者対策について、

改めて考えてみる必要があると思っているのかどうか。またあるとすれば、どういうこと

に対応をしていくのがいいのか。今の村長のお考えをお聞きしたいと思います。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） 杉田副議長のご質問に答弁をさせていただきます。 

  私たち団塊の世代と言われる、昭和22年から昭和26年ぐらいまでですかね、本議会でも副

議長をはじめ鯰江議員、安藤議員、そして池田議長、私といるわけですから、本村におい
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ても、この団塊の世代の人間が多くいるということで、これからこの高齢者対策というの

は避けて通れない課題であると、こういうふうに思っているわけでございます。 

  日本の高齢化の進行は、思った以上に早くて、2015年には、もう既に我々団塊の世代は、

65歳の前期高齢者に差しかかっており、2025年には団塊の世代が75歳以上の後期高齢者と

なり、さらに現役世代の減少も相まって、将来的には４人に１人が75歳以上にという超高

齢社会が到来すると、我が国では予測をされております。 

  このような状況の中におきまして、全国的にも、介護予防、日常生活支援総合事業への取

り組みが進んでおります。つまり、高齢者が、いつまでも元気で健康に暮らし続けられる

よう、要介護状態にならないための予防事業を強化するとともに、高齢者の日常生活を地

域で支え合う仕組みづくりでございます。 

  本村におきましても、将来的には、現状のままでよしと考えてはおりません。そのために、

将来を見据えた村の高齢者福祉の施策のあり方を今から検討、準備していかなければなら

ないものと考えております。 

  今後、小笠原村において、新たな入所施設を設置、運営することは、多大な経費や人員を

要することから、現実的には非常に厳しいものがございます。 

  そこで、小笠原村における今後の高齢者対策を考える上では、今ある資源を有効に活用し

ながら実施できる事業の実施を検討してまいります。 

  先ほど申し上げましたが、高齢者の加齢、要介護者ということではなく、高齢者が要介護

状態にならないための予防事業を充実、強化させること、既存の施設や団体の行うサービ

ス内容を充実させることにより、施設入所までの間、在宅においても日常生活ができるよ

うにすること、これらのサービスの担い手として村内で人材を育成していくこと、さらに

高齢者の日常生活支援事業への地域住民の参加、元気な高齢者にも担い手となっていただ

くことで、社会参加と自身の介護予防にもつながる取り組みの実施等、小笠原村の実情に

合った介護予防、日常生活支援総合事業の実施に向け検討を続けてまいります。 

  昭和43年に返還になりまして、返還当初活躍をされた多くの先輩、先人たちが、既に他界

をされて、この小笠原の置かれた環境の中で、後輩の我々としては、もっとできることが

あったのではないかというふうなことが私の胸には絶えずよぎっております。 

  現在の太陽の郷でございますが、複合施設の入所施設を造ってほしいという地域住民の多

くの要望に、当時の執行部と議会が応え、何とかできないかということでの活動が始まり、

私が長になってから建設に踏み切ったわけでございますが、その議論の中で、絶えずあっ
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たのは大きな財政負担でございます。この村の置かれた財政事情の中で、どれぐらいの負

担がかかるのかということは、大変大きな問題でございまして、やりたくても、なかなか

手が出せなかったというのが過去の先輩たちの実情でございました。 

  今日の一般質問の中でも、安藤議員から、障害者への支援等々の議論がございましたが、

上げれば数限りなく、我々には公共福祉ということでの経済負担というのはかかってまい

ります。やりたいけれども、なかなかできない。そこで優先順位をどうつけるかというこ

とが肝要になってくるわけでございまして、現状では新たな施設というよりは、国の方針

にものっとり、在宅介護また介護予防というところを充実させていくのが現実的な方策で

あると考えておるところでございます。 

  したがって、自助・共助・互助・公助のつながりを持って、地域で支え合う仕組みづくり

が、大変重要になってくると考えております。 

  村としても、これらがうまく連携できるよう、また父島・母島の50キロという距離もござ

いますので、この父島・母島の連携ということも踏まえて体制づくりをしてまいりたいと、

このように考えているところでございます。 

○議長（池田 望君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 今の村長の答弁は、予期していたとはいえ、当然のことながら、苦し

い部分が多いのが現状だということは、私も認識はしておりますけれども、村長の質問に

関しては終わりのほうで、またお聞きしたいと思います。 

  その前に、医療課長にお聞きします。 

  今、一番身近にあるのが太陽の郷ということですけれども、もう一度、どういった施設な

のかを、認識しておく必要がある。勘違いするところが多いのではないかと。この有料老

人ホームと特別養護施設の違いというのを、改めて皆さんに認識しておいてもらうように

すれば苦情の出方も違ってくると思いますので、この太陽の郷の設立趣旨を含めて、概要

をもう一度改めて報告してください。 

○議長（池田 望君） 医療課長、佐々木君。 

○医療課長（佐々木英樹君） お答えしたいと思います。 

  まず、この複合施設を造るに当たって、この施設整備計画というものを立ち上げておりま

す。その計画の中で、この施設整備の必要性とありますが、これを説明させてもらいたい

と思うんですが、当村は内地から1,000キロメートル離れていて交通アクセスも６日に１便、

当時は、片道25時間半を要する定期船しかない地理的環境に置かれ、また戦時中に強制疎
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開させられた住民が戦後米軍に占領されたことで終戦後23年もの間帰島できなかったとい

う特異な歴史を有することから、単に離島という視点だけではなく、医療、介護における

ナショナルミニマムとして、自己完結的に、島内でどこまで対応していくか、強く意識せ

ざるを得ない。このことを踏まえた上で、島内で最期を迎えるための一つの選択肢として

の介護入所施設と、島内で最期を迎えていただくことに寄与できる新たな医療サービスも

提供する医療施設を、物理的にも仕組み的にも一体化して対応可能な施設、複合施設を整

備するものであるというようなことで、この複合施設の整備は始まっております。 

  この入所施設の選定は、さまざまな施設を想定して比較検討した結果、現在の住宅型有料

老人ホームといたしました。 

  その特徴としましては、国の規定ではなく都道府県が定める指導指針によるものであるこ

と、次の５項目に則したものであることからでありました。 

  １つが、入所期間に制約がないこと、２つ目が、入居対象者の規定はなく村独自に設定で

きること、３つ目、居住機能の要素を有していること、４つ目、幅広い介護サービスの提

供が可能なこと、５つ目としましては、利用料金を村独自に設定できることということで

ございます。 

  特別養護老人ホームなど介護保険法に基づく施設につきましては、この村の介護保険料に

はね返るということもありますので、この候補からは外して検討しております。 

  それで、運営主体は小笠原村、入所基準につきましては村内居住の65歳以上の方で、介護

保険による要介護認定を受けている方のうち、居宅で介護を受けることが困難な方、また

日本復帰後10年以上居住していた65歳以上の方で、現在、介護保険による要介護認定を受

けており、かつ小笠原村区域外に所在する介護施設等に入所されている方という方が入所

される対象となります。 

  それと、この入所者選定につきましてですが、村の中の医療課、村民課、母島支所の職員

で構成されておりますが、この入所審査会を経て医療課において決定者を、まず決めまし

て、これを村長、副村長に説明をさせていただき、そして村長の決裁を受け最終決定とし

ております。 

  居室区分と定員についてでございますが、先ほども杉田議員からのお話もありましたが、

10室14名となっております。内訳につきましては、世帯用、２人部屋ですが４室８名、単

身用個室、６室６名とになっております。 

  この10室14名としたのは、この整備計画策定当時の要介護者の中からの、この入居者予測
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及びその今後の推移に基づいて決められたものでありました。 

  利用料につきましては、世帯用のところを２人で使った場合の料金、それを１人で使った

場合の料金、あと単身用の部屋の料金と分かれております。 

  世帯用の２人部屋利用の条件としましては、入居者の配偶者を原則とし、それが困難な場

合は、ホ、兄弟姉妹に限り、また同居する配偶者などは居室の利用、食事の提供、入浴の

提供以外のサービスは受けられません。さらに、入居者本人が亡くなった場合や退所した

場合は、配偶者なども退所しなくてはなりません。 

  食事につきましては、１食500円、介護サービス料金については、それぞれ介護度によっ

て金額が定められております。 

  月額の利用料につきましては、平均して１人月約12万円程度になっております。 

  あとサービス内容につきましては、幾つかあるんですけれども、まずは介護サービスにつ

いては食事介助、排せつ介助、入浴介助というふうにありまして、生活サービスでは食事

の提供、配膳、下膳、入浴の提供と、あとは居室の清掃というのもあります。健康管理サ

ービスについては、健康診断、健康相談、生活指導というのもありまして、その他サービ

スとしましては緊急時の対応、あと移送サービス、あと入退院時の同行、そういうのをサ

ービスとして上げております。 

  簡単ではありますけれども、そういう形の現状ということで説明とさせてもらいます。 

○議長（池田 望君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 確認するけれども、この施設は、要介護認定が関係なく、極端に言え

ば、要介護認定が重くなくて、軽くても入居ができるということでいいんですか。 

○議長（池田 望君） 医療課長、佐々木君。 

○医療課長（佐々木英樹君） 介護認定は、１から５までありますが、この１以上の介護認定

を受けている方であれば入所可能であります。 

○議長（池田 望君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） もう１個確認します。 

  さらに定員を増やすために、14人入れるように、あの病床を増改築できないかと、調べて

もらうように言いましたけれども、結果はどうですか。 

○議長（池田 望君） 医療課長、佐々木君。 

○医療課長（佐々木英樹君） 設計会社に、もう１回確認させてもらいましたところ、やはり

いろいろと制限があるということで、今の増改築については厳しいという話を伺っており
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ます。 

  実際、増改築をするとなっても、今入っておられる方を１回出さなければいけないという

こともありますので、その場合に、スタッフも、あわせて動かなければいけないというこ

ともありますので、現実的にはすごく厳しいという状態でございます。 

○議長（池田 望君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） では、病床を増やすことは、まず現状では難しいという結論ですね。 

  もともとね、14床のうち近親者が入って、同居できる部屋があっても、在宅介護と同じで

すよね、中身的にはね。近親者、配偶者しか入れないということですから。 

  そうなると、利用者が、いないというのはよくわかりますよ。なぜそういう同居人という

形をつくってまで４人増やしたのか、よくわかりませんけれども、今となってはそれを半

分にしても、規定の平米数に達しないということですので諦めざるを得ないということで

すね。 

  では視点を変えて、村民課長にお聞きします。 

  運営に関して、担当課として厳しいところはいっぱいあると思います。また、村長の認識

を、現状に沿わすためには、相当ハードルが高いということもよくわかります。 

  先ほどの村長の答弁にも人材、そして財政、財源ですね。まず、人材について、村で今や

っていること、そしてその成果について何かあれば教えてください。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） ただいま在宅サービスというところでは、父島・母島のデイサー

ビスセンターで介護職員がデイサービス、あるいは訪問介護、またショートステイという

形で携わっているところです。 

  また、先ほど出ました太陽の郷についても、介護のスタッフが、お仕事をされているわけ

ですけれども、この専門介護員を内地から職員として採用しているケースも多いんですけ

れども、定着の問題もありますけれども、一番困るのが住宅の問題です。常に悩みとして

ついてくるのが、採用しても、住宅に非常に困るというところがございます。それと、や

はり年限を追って内地に帰られてしまうという介護のスタッフの方もいらっしゃいます。 

  そこで、村では、島に住んでいらっしゃる方の中から介護職員になっていただくというこ

とで、地域での人材育成ということを、過去もやってきた経緯がございます。古くは、10

数年前にホームヘルパー３級の資格取得の養成講習を行ったことがございます。それと、

５年前に、ホームヘルパーの２級の課程ということで、20数名の方に受講していただいて、
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現地での講習ということで行いまして、受講された方には全てに資格を取っていただいて、

現状でも太陽の郷、明老会等で、介護職としてお仕事をされている方がございます。 

  ただし、その受講された方、全ての100％がお仕事についていただけるかどうかというこ

とはわかりませんので、５年前行った後、５年という年限が、空いてしまったんですけれ

ども、今後の地域での人材育成ということでは、平成28年度において、同じように介護職

員の養成講習というのを行っています。年度内に資格を取って介護職としての資格を得る

ことができるということで、現在講習を行っているところです。 

  今後も、間を空けずに、定期的に、このような講習会を継続していって、地域での人材育

成ということに努めてまいりたいと、このように考えているところです。 

○議長（池田 望君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 人材に関して言えば、島の子供たちが、そういうことを担えるように

なれば、ベターでいいと思います。 

  ただ、今の村民課長の話を聞くと、施設を新しくしても、スタッフを増やしても、それに

伴い住宅問題だとか、その他多岐にわたって、また問題が出てくるということで、これは

必要だけれども、なかなか厳しい部分があると思いますね。 

  例えば、八丈島に今、特別養護老人ホームが、５床あるけれども、今、５床のうち２床空

いているという話ですけれども、現実的に小笠原の高齢者に、今、八丈島で空いています

よと言った場合、皆さん、わかりました、行かせてくださいという人が多いのか、それと

も八丈島では、ちょっと考えちゃうかなという人が多いのか。また、例えば八丈島に行っ

てもらうとしたら、経済的負担は相当なものがあると思うのですが、今後、支援できるよ

うなものがあるのかどうか。その辺、何か考えがあったら聞かせてください。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 八丈島の５床分、あと太陽の郷ということで申し上げますと、こ

れまでの話では、そのご家庭の事情ですとか、そういったことによって、大体半々ぐらい

といいますか、八丈島で大丈夫とか八丈島でいいです、あるいはやはり近いところの太陽

の郷に入れたいという。 

  あと空き状況によっては、両方選択できる時期もありますし片方だけしか選択できないと

いうことで八丈島を選ばれる、あるいは太陽の郷を選ばれるということもございました。

その世帯のお気持ちとしては、大体、八丈島がいい、太陽の郷がいいというのが半々ぐら

いというような感触を持っています。 



－４９－ 

  八丈島については、議員おっしゃられたように、まずお連れするのが非常に大変だという

こと。また面会等も、一度東京に行かなければならないというところで、負担は非常に大

きいものだと思います。 

  これまで八丈島に入居いただく際には、極力うちのケアマネジャーがお連れするですとか、

あるいはご本人の体の負担にもならないような形で、タイミングを見て八丈寄港便を利用

して、そのまま直接入っていただくとか、いろいろな工夫をしてきたところでございます。 

  ただ、その経済的負担の支援については、先ほど、安藤議員の障害児の質問にもありまし

たけれども、今のところ、そういった方で、運賃割引ですとか、該当するものの、対象と

なるのは、75歳以上の高齢者ですか、現状ある中での割引を利用していただいております。

八丈島だけではなく、内地の他の施設に入所する場合、どのような方法で支援ができるか

というのも、ちょっと研究していきたいと考えております。 

○議長（池田 望君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 時間がないので、簡潔に聞きます。太陽の郷と八丈島以外に、例えば

内地の施設を利用するとか、そういうような申し出を受けたことはありますか、誰かに。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 過去には、内地の養護老人ホームですか、特別養護老人ホーム、

あるいは介護老人保健施設ということでご相談を受けて、そことのやりとり、ご本人も交

えたやりとりの中で、八丈島以外のそういった施設に入っていただいたという経緯もござ

います。 

○議長（池田 望君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） わかりました。 

  村長、最後に改めてお聞きしたいと思います。 

  いろいろな答弁をもらっても、なかなか厳しい部分があるということですが、現在、太陽

の郷は、有料老人ホームとして、10人の皆様が入れているという現実はありますよね。 

  そうすると、一般村民の心情としては、１つは施設ができているのだから、足りなければ

例えば今の診療所の駐車場とか、ああいうところを利用して、新たな施設を造っていただ

きたいというふうに思っている方が多いんです。 

  小笠原で今までずっと暮らしてきて、小笠原のために頑張ってきた。最期も小笠原で迎え

たいという人は、昔から多く聞いていますけれども、心情的にそういうふうに考えている

方が多いと思うんです。 
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  村長、大きな問題点ばかりです。都や国の支援、受けれるかどうかもわかりません。病み

上がりの村長に申し訳ないですけれども、今まで培ってきた政治力と人脈を使っていただ

いて、都と国の要請を仰ぎながら、一歩でもいいですから前進する道を開いていただきた

い。それが、多くの高齢者の方が抱いている思いだと思うし、私も近づくにつれて、そう

いう思いがあります。 

  そういう部分を含めて、村長、厳しいだろうけれども、ぜひ前向きな答弁をお願いしたい

と思います。 

○議長（池田 望君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 今、杉田副議長がおっしゃったことが、やはり村民の願いであるとい

うことは、本当によくわかります。 

  ですから、前向きではないということではなくて、厳しい現実というものも、きちっと答

弁という形でお伝えをしておくということも、私としては辛いですけれども、それも大事

なことだと思っています。 

  これからも、何とかならないか、それは今、副議長が言われたように、今まで議会の皆さ

んとも一緒になって陳情し要望したというパイプを生かし、これからもお願いはしていく

訳ですが、先ほどこの施設の難しさと、造ることの難しさをお話ししましたが、それは単

純に建物を造るというだけの財政負担だけではなくて、マンパワーの確保ということも、

まず職員定数のことからかかってくるわけですよ。 

  職員定数を増やさないことには、行政の、職員の数を増やせませんから、一つ一つ、そう

いう法律というか制度にのっとった形の積み上げというのが時間がかかるんです。 

  ですから、今から、一生懸命頑張っても、時間がかかることをわかっていただきながら、

その難しさもあるけれども努力はしますと。しますけれども、時間がかかっているので、

先ほど言いましたように、我々が、今回私自身もたかをくくって、たかが風邪だと思って、

いたために、大きな病になってしまったわけですが、そういうことにならないよう、やは

り日頃から気をつけていただく、健康で過ごしていただくようなことを皆さんにお願いし

つつ、何とか村民の皆さんの願いに応えられるような形に持っていけるよう、私を筆頭に

職員一同頑張っていきたいと思っております。 

○議長（池田 望君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） ぜひ、村長はじめ村民課長、医療課長、大いに期待していますので、

一歩でも前進させるように頑張っていただきたいと思います。 
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  まだ時間ありますか。 

○議長（池田 望君） あと５分だけ。 

○５番（杉田一男君） それでは、もう１点の時雨ダムの管理道路について。 

  あと５分しかないそうですので、簡潔に質問します。簡潔に答えてください。 

  今までは管理用道路、約500メートルちょっとありますけれども、そのうちの民地に接し

ている部分がありますが、今まで雨が降って大雨になると、その民地にかなりの量が流れ

込むようで湿地帯のようになったと。そこを今度、村民の皆さんが買って、そこに新しく

住宅を造って、上の管理用道路を整備してくれよとお願いをして、今年度60メートルぐら

い、補正でやるんですけれども、心配なのは、そこの一部だけ整備しても両側は、大雨が

降れば当然浸食されると。 

  これに関しては、民地に接している部分、150メートルから200メートルぐらいだと思いま

すけれども、年次計画を考えて整備していく必要があると思いますので、その辺について、

担当課長お聞きします。 

○議長（池田 望君） 建設水道課長、篠田君。 

○建設水道課長（篠田千鶴男君） 杉田副議長のご質問にお答えいたします。 

  この時雨ダム管理道路は、昭和50年代前半に、時雨ダム建設時から設けられた管理道路で、

東京都から引き継ぎを受け小笠原村が管理しております。 

  今後の対応としては、東京都が、今年から現場状況の確認を、行うんですけれども、東京

都土砂災害調査結果を踏まえ、あと土地の所有者の調整を図りながら、整備計画を立てて

いきたいと考えております。 

○議長（池田 望君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 確認ですけれども、ではこれから年次計画を立てて進めていくという

解釈でいいんですか。 

○議長（池田 望君） 建設水道課長、篠田君。 

○建設水道課長（篠田千鶴男君） 東京都が、土砂災害防止法に伴う調査を、今年度から行い

まして、父島については平成31年度に指定をされる予定になっております。 

  この結果も踏まえながら、年次計画を立てて、対応を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（池田 望君） よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

───────────────────────────────────────────────── 
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◇ 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。 

  一般質問に入る前に、前回９月の定例会で一般質問をしました蝙蝠谷農業団地について、

副村長、産業観光課長、そして今回来ていただいております支庁長、東京都の皆さんのお

かげをもちまして、先ほど課長から説明がありましたような形で暫定的に母島の農業者が

使える形になりましたことを、まずお礼申し上げます。本当にありがとうございました。 

  福祉施策について、２点ほど質問をさせていただきます。 

  母島保育園の建て替えの計画について、２点目が学童保育について、学童保育については、

自席で質問をさせていただきます。 

  １点目の母島の保育園建て替え計画についてでございますが、今年６月の全員協議会にお

いて、母島保育園の建て替え計画、建て替え地を船見台とすると報告をされましたが、現

在の進捗状況を伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（池田 望君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 稲垣議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  ご質問が、進捗状況ということでございましたので、担当課長に、この後答弁をさせます

が、冒頭、蝙蝠谷の件に触れていただきました。 

  長年の懸案でありまして、まず第一歩ようやく、踏み出したということで、関係される皆

さんで、今後よりよい協議をされて有効に活用できるように。もちろん我々も努力をしま

すし、今後のよき利用について、一緒にご尽力を賜りたいと、このように思うところでご

ざいます。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 母島保育園の建て替え計画について、答弁をさせていただきます。 

  ６月の全員協議会でも報告をさせていただきましたが、母島保育園の建て替えにつきまし

ては津波災害等も考慮し、高台である船見台に建設することに決定をさせていただきまし

た。 

  運営形態につきましては、現状と同じく、定員30名の特例保育所として運営し、設備につ

きましては、保育室及び野外球戯場のほか、津波災害の際の避難所としても使用できる体

育室を設置する予定でございます。 

  また、現在土砂災害防止法による土砂災害警戒区域あるいは土砂災害特別警戒区域の指定
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のための調査を、東京都が行っておりまして、その結果を受け、急傾斜地対策も進めてい

く必要がございます。 

  現在、これら諸課題への対応も含め検討をしているところでございます。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） 今の答弁の中で、特例保育所ということが出ましたけれども、他の保

育所と、どういうふうに違うのでしょうか。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 保育、児童福祉施設には、さまざまな形態がございまして、認定

保育所ですとか僻地保育所、あるいは認定こども園ですとか児童福祉の種類があるんです

けれども、この平成27年から新たに施行された子ども・子育て支援制度の中では、保育所

や認定こども園をはじめ、さまざまな施設の形態というものが位置づけられております。 

  この新制度の中では、これまであった僻地保育所という位置づけが廃止をされました。そ

れに代わるものとして定員19人以下で運営するなど、小規模保育所という形の、近い形は

あるんですけれども、当然地域によって小規模とはいえ、これまで僻地保育所を運営して

いたような地域ですと、その小規模保育所という形にはそぐわないというようなこともご

ざいまして、平たく言うと現状の僻地保育所と同様の形での運営ということで認められて

いるものが特例保育所というものでございます。 

  ですから、母島保育園の建て替えに関しましては、現状の保育所と同じ定員、運営方法で

行っていく予定でおります。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） 今の説明ですと、僻地保育所という文言が変わるだけで、内容は何に

も変わらないということですか。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 現状では、その僻地保育所というのが法的になくなったので、過

去の定例会で、僻地保育所条例の文言の整理をさせていただいて、小笠原村母島保育所と

いう、母島保育所条例ということで文言の整理をさせていただきました。 

  現状も、発足、設立当時と変わらない状況で運営をしておりまして、建て替え以降に関し

ましても定員30名、保育の運営内容についても、同様の形式で行っていくということでご

ざいます。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 
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○６番（稲垣 勇君） そうしますと、また条例を改正するという必要性が出てくるだろうと

思いますけれども、それはどうなんですか。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 保育所の、小笠原村母島保育所条例ということで改正して行って

おりますので、船見台に更新した場合には、条例の中の保育所の位置というところで、そ

この改正部分が生じてまいります。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） わかりました。 

  これは、時間がかかると思いますけれども、またそのときに聞かせていただきたいと思い

ます。 

  次に、建設場所について質問をさせていただきます。 

  船見台に建設するということで、村有地だけでなくて民有地や国の土地があると思います

けれども、事業を進めていく上で土地の確保をするには、苦労をすると思いますけれども、

その辺の見通しについてどうですか。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 今、稲垣議員からもご案内がありましたとおり、現地におきまし

ては国有地、それから民有地とございます。 

  現状でお話を申し上げますと、両者とも大筋では合意をいただいているところでございま

して、あとは事業の進捗に合わせて、細部につきましての打ち合わせをさせていただく予

定となってございます。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） 民有地に関してですけれども、前々から、その土地の所有者から相談

を受けていて、何とか村のためにということで話は聞いておりますけれども、そこら辺は

大丈夫なんですか。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 私も、この土地の問題に関しまして、３度ほど母島に渡りまして、

所有者の方とお話をさせていただいた経緯がございます。 

  話を重ねる中で、こちらの意向につきましても酌んでいただけるような状況で、ここまで

推移をしてきた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） 当初、亡くなられた佐々木幸美議員がこの問題について、早く保育園

の建て替えをしてほしいということで、一般質問の中でも何度か出されていた問題です。

ここにきて土砂災害防止法ということで、いろいろな問題が出てきて遅れているというこ

とはわかっておりますけれども、この土砂災害防止法による調査の結果はどうなんでしょ

うか。 

○議長（池田 望君） 母島支所長、湯村君。 

○母島支所長（湯村義夫君） 土砂災害防止法関係のご質問でございます。 

  東京都のほうで、平成28年度、平成29年度に調査を行うと伺っております。 

  そしてその結果が出てから、船見台における保育園等の整備を行うというような段取りに

なっておりまして、そういう中で、東京都にももろもろのことも相談をさせていただきな

がら、ご協力を得て、できるだけスムーズな形での船見台を使った保育園等の整備を行っ

ていきたいと考えております。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） この問題で、母島の島民から早く結果を出してくださいという要望が

出ております。そうしますと、平成29年度、来年度に調査結果が出て、平成30年度ごろか

ら実際に、どういう形でやっていくのか、どういう方向で計画が進んでいきますか。 

○議長（池田 望君） 母島支所長、湯村君。 

○母島支所長（湯村義夫君） 若干繰り返しになりますけれども、東京都のほうはこの平成28

年度から調査に入るということでございます。母島の船見台についても、その調査対象に

なると伺っております。 

  津波対策というような意味合いもあっての保育園等の整備でございますので、そういった

部分も含めて、その過程で、東京都にもいろいろとご相談をさせていただきながら、少し

でも早い事業展開をしていきたいということでございます。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） 現在は、元地の村民会館の中に保育園を併設しているわけですけれど

も、この村民会館は、返還後５年遅れて復興が始まって、早い時期に建ちました。もう耐

用年数も近づいてきているのかな。そして、裏の土砂も大分危険な感じがしておりますけ

れども、この村民会館の建て替えも含めた形の保育園を考えていくのでしょうか。 

○議長（池田 望君） 母島支所長、湯村君。 

○母島支所長（湯村義夫君） 現在の保育園を併設した村民会館は、昭和50年に建築され、築
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後40数年余り経過しております。そうした中で、老朽化が非常に進んでいるということか

ら、建て替えについて検討してきたところでございます。 

  このことから、保育園だけではなくて、村民会館の建て替えに関しましても、一定のスピ

ード感を持って整備しなくてはならないと考えておりますが、候補地に関しましては、高

台の船見台に保育園との合築で整備をするか、もしくは現在ある場所に現建てで村民会館

として整備するか、この２案について検討を重ねておりまして、遅くとも今年度中には、

その方向性について庁内でも決定し、議会にも報告できれば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） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） 村長にお伺いしますけれども、先ほど言いましたように、佐々木幸美

議員も、保育園の建て替えについては早くということで要望をしていました。 

  ここへきて、土砂災害防止法の適用を受けた関係で遅れているわけですけれども、母島の

子供たち、そして地域の親御さんのためにも、早く解決をしていただきたいと思いますけ

れども、何かコメントありますか。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 母島の皆さんの思いは、重々わかっておるつもりでございます。まず

母島の保育園からということを決めたのも、亡き佐々木幸美議長の、思いを受けてのこと

でもございまして、そこに土砂災害警戒区域と、土砂災害特別警戒区域ということもあり

まして、行政としては手続きを端折っては進めませんので、その手続きにのっとってやっ

ていく中で、何とか母島の住民の思いに応えられるようなスピーディーさを持ってやって

いきたいと、このように思っているところでございます。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） 何とか早く解決していただく、いい方向で解決していただきたいと思

います。 

  学童保育について伺いたいと思います。 

  母島でも、人材確保の観点から、職場側でも人材の確保について、少ない島民の中で苦労

しているわけですけれども、その中で、保育が終わり学校へ入学する過程において、入学

した当初は、子供もまだ保育園の延長のような気持ちでいるわけですが、やはり親御さん

としては、地域のためにも働きたいし、家庭の中のことも考えていかなければならない、

そういったときに、やはり何らかの支援が欲しいということで、来年学校に入る方から、



－５７－ 

何とか村のほうで学童保育のような形を考えていただけないかという相談がありました。 

  村も返還50周年が近づいた中で、父島でもいろいろな問題が出てきていると思いますけれ

ども、この学童保育に関して、何か今までに対応策があったのか聞かせてください。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 学童保育ということで申し上げれば、現状として、父島において

は、入学したての３月、４月と夏休みの期間行っているところですけれども、それなりの

ニーズがあって、人員をつけて毎年行っているところです。母島におきましては、学童保

育という形では実施はしておりません。父島では、学童保育をやっているのに、母島でも

やってくれないのかというようなお母さん方の声を直接的に、聞いたこともありますし、

過去に児童福祉に関するアンケート調査を実施した際にも、一人二人という少数ではあり

ますけれども、母島でも学童保育を望むというような声もお聞きしたことがございます。 

  ただ、なかなかニーズの度合いですとか、実施する期間、あるいは支援の内容というよう

なことを、人をつけて、事業化ということでは、父島と同様にできるかどうかといったと

ころは非常に難しいところがあろうかと感じております。 

  ただ、今後は、母島版といいますか、そういった働くお母さん方を支援していくために、

それこそ地域住民の協力ですとかボランティアの方のお力を借りて、そういったご相談を

させていただいた中で、どのようなことができるのかというのを、検討していきたいと考

えております。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） 難しい問題、それから、これがずっと続く学童保育、その人が１年と

か２年とかということではなくて、４月の入学時から１カ月か２カ月ぐらい、夏のある時

期という、短期間になるかとは思いますけれども、今、国も東京都も子育て支援に関して

いろいろ新しい知恵を出し合っている中で、村でも何か将来を担う子供たちのために、村

長何か考えていただけないでしょうか。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） これは決して新しいテーマではないんです。私たちが、子育てをして

きたときから、若い人たちには、できるだけこういう苦労はさせたくないというような幾

つかのことを実現をしてきた事例もございます。 

  今、担当課長が答弁をしましたように、人を雇用して、そういうものに対応する、しよう

とすると、雇用は一過性ではできませんから、なかなか難しさも出る、また必要とする方
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が少人数な場合、また短期間な場合に、どういう方法があるのかということを、それを地

域住民の皆さんとも相談しながら、何とかケアを、できる方法があれば、そういうことを

模索していきたいというのが、先ほどの担当課長の答弁でございました。 

  いつも申し上げておりますが、難しい、何とかしてあげたい、村としても何とかやりたい

というようなことが、全て実現できるわけではございませんが、何とかする方法はないだ

ろうかという模索をする努力というのは、これからも続けてまいりたいと思っているとこ

ろでございます。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） ４月まで、まだ少し時間があります。確かに我々、地域の中で支え合

う、そういうことも必要でございますので、先ほど課長が現地に行って島民の、そういう

方々と話し合いをして、いい方向を探りたいと言っておりましたけれども、できるだけ回

数を重ねて一般の人も含めた形の対話集会を開いて、いい形で結果を出していただきたい

と思います。 

  希望して一般質問を終わります。 

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

◎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が、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、本日の会議を終了します。 

  次回は、あさって、12月14日の午後２時から会議を開きます。 

  本日は、これにて散会します。 

  ご苦労さまでした。 

（午後３時３６分） 
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平 成 ２ ８ 年 第 ４ 回 小 笠 原 村 議 会 定 例 会 会 議 録  

 

議 事 日 程 （第２号） 

                    平成２８年１２月１４日（水曜日）午後２時開議 

 

第 １ 議案第４８号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する 

           条例（案） 

第 ２ 議案第４９号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正 

           する条例（案） 

第 ３ 議案第５０号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（案） 

第 ４ 議案第５１号 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

           （案） 

第 ５ 議案第５２号 小笠原村村税条例の一部を改正する条例（案） 

第 ６ 議案第５３号 平成２８年度小笠原村一般会計補正予算（第４号）（案） 

第 ７ 議案第５４号 平成２８年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

           （案） 

第 ８ 議案第５５号 平成２８年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

           （案） 

第 ９ 議案第５６号 平成２８年度小笠原村宅地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

           （案） 

第１０ 議案第５７号 平成２８年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補 

           正予算（第２号）（案） 

第１１ 議案第５８号 平成２８年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第２号）（案） 

第１２ 議案第５９号 平成２８年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）（案） 

第１３ 議案第６０号 東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加、及 

           び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について（案） 

第１４ 認定第 １号 平成２７年度小笠原村一般会計歳入歳出決算の認定について 

第１５ 認定第 ２号 平成２７年度小笠原村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ 

           いて 

第１６ 認定第 ３号 平成２７年度小笠原村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 
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           いて 

第１７ 認定第 ４号 平成２７年度小笠原村宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

           いて 

第１８ 認定第 ５号 平成２７年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計歳入歳出決 

           算の認定について 

第１９ 認定第 ６号 平成２７年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計歳 

           入歳出決算の認定について 

第２０ 認定第 ７号 平成２７年度小笠原村下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

           て 

第２１ 認定第 ８号 平成２７年度小笠原村浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

           て 

第２２ 認定第 ９号 平成２７年度小笠原村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に 

           ついて 

第２３ 発議第 ４号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書（案） 

第２４ 発議第 ５号 議員の派遣について（案） 

追加日程 

第 １ 議案第６１号 職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例（案） 

第 ２ 発委第 １号 西之島の早急な立ち入り制限と世界遺産区域の拡張を求める意見書 

           （案） 
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      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 

財 政 課 長 江 尻 康 弘 君 
総 務 課 
企画政策室長 樋 口   博 君 

医 療 課 長 佐々木 英 樹 君 村 民 課 長 村 井 達 人 君 

環 境 課 長 深 谷 雪 雄 君 産業観光課長 牛 島 康 博 君 

母 島 支 所 長 湯 村 義 夫 君 建設水道課長 篠 田 千鶴男 君 

教 育 課 長 持 田 憲 一 君   

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

事務局職員出席者 

事 務 局 長 大 津   源 君 書 記 萩 原 佳 代 君 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（池田 望君） これより本日の会議を開きます。 

（午後２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。 

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

◎議案第４８号から議案第５０号までの上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） これより本日の日程に入ります。 

  日程第１、議案第48号から日程第３、議案第50号までの議案３件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、議案３件を一括議題とします。 

  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48号から議案第50号までを一括して提出させていただきます。 

  議案第48号は議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

（案）、議案第49号は特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例（案）、議案第50号は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（案）

でございます。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（池田 望君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） ２ページをお開きください。 

  ２ページの改正条文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

  議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  第１条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和54年条例第７号）の一

部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「100分の165」を「100分の175」に改める。 
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  第２条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「100分の150」を「100分の155」に、「100分の175」を「100分の170」に

改める。 

  附則。 

  （施行期日等） 

  第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成29年４月１

日から施行する。 

  ２ 第１条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（以

下「改正後の議員報酬条例」という。）の規定は、平成28年12月１日から適用する。 

  （期末手当の内払） 

  第２条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改

正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期

末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

  村長が提案理由を述べていませんでしたので、１ページに戻ってください。 

  （提案理由） 

  人事院の給与改定に関する勧告に基づく国家公務員給与の改正に準じ、村議会議員の期末

手当にかかる規定を改正する必要が生じたためでございます。 

  ５ページをお開きください。 

  特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例（案）でご

ざいます。 

  この条例の提案理由につきましても、人事院の給与改定に関する勧告に基づく国家公務員

給与の改正に準じ、村特別職の期末手当にかかる規定を改正する必要が生じたためでござ

います。 

  ６ページをお開きください。 

  改正条文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

  特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例（案）。 

  第１条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和54年条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項ただし書中「条例第20条」を「同条」に、「100分の165」を「100分の175」

に改める。 
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  第２条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正

する。 

  第４条第１項ただし書中「100分の150、」を「100分の155、」に、「100分の175」を

「100分の170」に改める。 

  附則。 

  （施行期日等） 

  第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成29年４月１

日から施行する。 

  ２ 第１条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

（以下「改正後の給与条例」という。）の規定は、平成28年12月１日から適用する。 

  （期末手当の内払） 

  第２条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前

の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期

末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

  それぞれ３ページから４ページ、また７ページから８ページに新旧対照表を添付しており

ますので参考にしてください。 

  次に、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（案）。 

  提案理由につきましては、人事院の給与改定に関する勧告に基づく国家公務員給与の改正、

及び国家公務員の勤務時間、休暇等に関する法律の改正に準じ、村職員の給与、介護休暇

等にかかる規定を改正する必要が生じたためでございます。 

  10ページをお開きください。 

  10ページは職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（案）説明資料でございます。 

  改正条文につきましては、12ページから43ページとなっております。その条文の説明につ

きましては10ページの説明資料で説明させていただきたいと思います。 

  １、職員の給与に関する条例の一部改正。 

  （１）給料表、こちらは別表第１から別表第３でございますけれども、こちらの改正でご

ざいます。平均0.2％の引き上げ、平成28年４月１日から適用でございます。 

  （２）第８条の初任給調整手当の改正、医師・歯科医師に係る部分でございます。こちら

につきましては、支給上限を41万3,800円に改正するものでございます。改正前は41万

3,300円でございます。平成28年４月１日から適用でございます。 
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  （３）第21条の勤勉手当支給割合の改正でございます。こちらにつきましては、勤勉手当

の基準となる支給割合を年1.7月分に改正するものであります。改正前は1.6月分でござい

ます。平成28年12月支給分から適用でございます。 

  次に、（４）第21条の勤勉手当支給割合の改正でございます。勤勉手当の基準となる支給

割合を６月期と12月期の間で調整し、年支給割合を1.7月分で、こちらにつきましては変更

がございません。平成29年４月１日から施行でございます。 

  次に、（５）第９条から第10条の扶養手当の支給区分及び支給額に関する改正でございま

す。こちらにつきましては、資料の下のほうにわかりやすいように、扶養手当の支給区分

ごとに改正前の支給額、平成29年度の経過措置、平成30年度以降の支給額という形で表に

まとめております。平成29年度につきましては、改正条例の附則で規定しておりますけれ

ども、経過措置がございます。 

  この表について説明させていただきます。 

  支給区分、配偶者、改正前が１万3,000円でございます。平成29年度の経過措置１万円、

平成30年以降は6,500円。配偶者以外と子、改正前が6,500円とありますのは、平成29年度

の経過措置におきましてはそれぞれ6,500円で8,000円、平成30年度以降はそれぞれ6,500円

と１万円でございます。 

  なお、子の特別期間加算額につきましては、改正前、平成29年度の経過措置、平成30年以

降につきましては5,000円で変わりはございません。 

  次に、配偶者以外（職員に配偶者がいない場合の１人目）、それから子（職員に配偶者が

いない場合の１人目）、こちらにつきましては、改正前は１万1,000円（「配偶者以外」、

または「子」のどちらか１人）に対して支給されます。それが経過措置におきましては

9,000円、そして１万円という形に改正されます。また、平成30年度以降につきましてはこ

れらの区分は廃止され、先ほど説明した配偶者、それ以外の区分に集約されるという形の

改正となっております。 

  次に、11ページ、２番目としまして、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部

改正。 

  （１）第17条の介護休暇の分割取得の改正でございます。介護休暇の取得について、通算

して６月を超えない範囲で３回までの期間に分割して取得することができることとすると

いう規定でございます。来年、平成29年１月１日から施行でございます。 

  次に、（２）第17条の２の関係で、こちらは新設条文となります。介護のための所定労働
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時間短縮措置でございます。介護休暇とは別に、連続する３年の期間内に介護のため１日

につき２時間の介護時間を取得することとする。平成29年１月１日から施行ということで

ございます。 

  44ページから88ページまで新旧対照表を添付しておりますので、参考にしてください。 

  以上、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） よろしいでしょうか。 

  質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

（発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。 

  議案第48号から議案第50号までの議案３件を一括して採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第48号から議案第50号までに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第５１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第４、議案第51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51号 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成28年12月12日。小笠原村長、森下一男。 

  （提案理由） 
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  特別支援教育環境の充実を図るため、特別支援教育補助員について、看護及び介護の免許

又は資格を有する者を職員区分に加え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） 90ページをお開きください。 

  非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（案）でございます。 

  改正条文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

  非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和43年条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別表に次の備考を加える。 

  備考、１ 特別支援教育補助員の報酬額については、看護師免許を有している者は1,500

円、准看護師免許又は介護福祉資格を有している者は1,000円を職員区分に応じた報酬額に

加算した額とする。ただし、前段の免許又は資格を複数有している場合の加算額は、最も

加算額が高い免許又は資格の加算額の一つに限る。 

  附則。 

  （施行期日） 

  この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

  次の91ページに新旧対照表を添付しております。ご参照ください。 

  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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  議案第51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５２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第５、議案第52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52号 小笠原村村税条例の一部を改正する条例（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成28年12月12日。小笠原村長、森下一男。 

  （提案理由） 

  地方税法（昭和25年法律第226号）の一部改正に伴い、小笠原村村税条例の該当条文を改

正する必要が生じたためのものございます。 

  詳細につきましては担当課長に説明させます。 

  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） 93ページをお開きください。 

  小笠原村村税条例改正の説明資料でございます。 

  94ページから96ページまで改正条文を添付してございますけれども、93ページの説明資料

をもってこの改正条文の説明にかえさせていただきます。 

  地方税法の一部改正に伴い、普通徴収に係る個人の住民税及び法人の住民税について延滞

金の取り扱いについて改正するものでございます。 

  地方税法改正箇所と小笠原村村税条例の改正箇所の説明でございます。 

  初めに、地方税法第321条の２、こちらの改正を受けまして、小笠原村村税条例の第43条

を改正するものでございます。 

  次に、同じく地方税法第321条の８、第326条につきましては、小笠原村村税条例では第48

条の規定が改正されるものでございます。地方税法第321条の12の改正につきましては、小

笠原村村税条例の第50条の改正になります。 
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  当初賦課額から減額更正され、さらにその後に増額更正された場合の延滞金の算定につい

て、控除期間は以下のとおり変更するというものでございます。 

  まず、現行ですけれども、当初納期限より１年を経過する日の翌日から、増額分の納税通

知書を発送した日までの期間。 

  次に、改正案でございます。 

  ①減額の更正決定が小笠原村に帰責する場合でございますけれども、当初納期限の翌日か

ら、減額通知書を発送した日までの期間。 

  次に、減額通知書を発送した日の翌日から、増額した分の納税通知書を発送した日までで

ございます。 

  ②減額の更正決定が納税義務者に帰責する場合。 

  １つ、当初納期限の翌日から、減額通知書を発送した日までの期間。 

  もう一点、減額通知書を発送した日の翌日から１年経過する日の翌日より、増額した分の

納税通知書を発送した日までの期間でございます。 

  控除期間が異なるのは、先ほど説明しました①は小笠原村に、②は納税者に帰責事由があ

るため、②の控除期間が短くなるというものでございます。 

  資料の下のほうには、今説明しました現行、改正①、改正②をそれぞれ当初納期限、減額、

増額を適用した場合をわかりやすいようにちょっとまとめたものでございますので、参考

にしていただければと思います。 

  なお、この改正条文の施行は、平成29年１月１日からでございます。 

  97ページから101ページまでに新旧対照表を添付しております。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（池田 望君） 提案者の説明は終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

（挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

（発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 
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（「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第52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５３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53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53号 平成28年度小笠原村一般会計補正予算（第４号）（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成28年12月12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。 

  104ページをお開きください。 

  平成28年度小笠原村一般会計補正予算、予算総則。 

  平成28年度小笠原村一般会計補正予算（第４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4,332万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ44億539万2,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成28年12月12日。小笠原村長、森下一男。 

  105ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正、歳入の款項ごとの補正内訳でございます。次の106ページに

歳出の内訳がございます。 
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  106の３、106の４ページをお開きください。 

  第１、歳入歳出予算補正、総括でございます。 

  次の106の５、106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。 

  国有提供施設等所在市町村助成交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、国有提供

施設等所在市町村助成交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金のマイナス610万

3,000円につきましては、国有提供施設等所在市町村助成交付金減額分を計上したものでご

ざいます。 

  項、施設等所在市町村調整交付金、施設等所在市町村調整交付金、施設等所在市町村調整

交付金のマイナス188万5,000円につきましては、施設等所在市町村調整交付金減額分を計

上したものでございます。 

  国庫支出金、国庫補助金、総務費国庫補助金、特定防衛施設周辺整備調整交付金の58万

9,000円につきましては、特定防衛施設周辺整備調整交付金増額分を計上したものでござい

ます。 

  また、節、情報セキュリティ強化対策補助金の520万円につきましては、情報セキュリテ

ィ強化対策補助金を計上したものでございます。 

  項、国庫委託金、民生費国庫委託金、遺骨収容費のマイナス815万円につきましては、遺

骨収容費減額分を計上したものでございます。予定５回が３回となりましたことから減額

が生じてございます。 

  都支出金、都補助金、民生費都補助金、乳幼児医療費の45万2,000円につきましては、乳

幼児医療費増額分を計上したものでございます。 

  また、義務教育就学児医療費の14万4,000円につきましては、義務教育就学児医療費の増

額分を計上したものでございます。 

  目、衛生費都補助金、自然環境保全対策費の365万8,000円につきましては、自然環境保全

対策費を計上したものでございます。 

  目、農林水産業費都補助金、水産業費の42万5,000円につきましては、サメ駆除に要する

補助金増額分を計上したものでございます。本年９月ごろ、母島の沖港の入り口におきま

してイタチザメが多数目撃をされるという事態がございました。母島漁業協同組合の提案

をいただきまして、10月に入りましてから、２日間にわたりましてサメ駆除を実施いたし

ました。成果といたしましては、175キロから540キロまでの大型のイタチザメ４尾、また
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小型のサメ２尾を駆除することができております。サメ駆除の補助金につきましては、毎

年事業費として組んでございますけれども、今回は事業が大きな事業になるということか

ら、東京都の補助金も増額をいただいたところでございます。 

  項、都委託金、農林水産業費都委託金、地籍調査費のマイナス530万6,000円につきまして

は、地籍調査費減額分を計上したものでございます。 

  目、教育費都委託金、教育推進校事業費の150万9,000円につきましては、スーパーアクテ

ィブスクール事業費、道徳教育推進校事業費、オリンピック・パラリンピック教育推進校

事業費、それぞれ14万3,000円、20万円、116万6,000円、合計150万9,000円ですけれども、

こちらは東京都からの委託事業として行う経費をいただくものでございます。 

  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4,575万2,000円につき

ましては、財政調整基金繰入金増額分を計上したものでございます。 

  目、土地開発基金繰入金、土地開発基金繰入金の604万3,000円につきましては、土地開発

基金繰入金を計上したものでございます。 

  諸収入、次のページをお開きください。 

  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市町村助成金を計上したものでございます。 

  事業といたしましては、山域、山の中の遊歩道を近自然工法により整備する事業に充当い

たします。 

  歳入合計、既定額43億6,206万4,000円、補正額4,332万8,000円、計44億539万2,000円。 

  歳入につきましては以上でございます。 

  106の９、106の10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。 

  議会費、議会費、議会費、給料の１万7,000円、職員手当等の34万2,000円、共済費の１万

6,000円、計37万5,000円につきましては、議会人件費、それから職員の人件費それぞれ増

額分を計上したものでございます。 

  総務費、総務管理費、一般管理費、給料の44万4,000円、職員手当等の226万6,000円、共

済費の43万円、計314万円につきましては、職員人件費増額分を計上したものでございます。 

  報償費のマイナス135万円、また旅費の13万2,000円、こちらは硫黄島の関連事業費の遺骨

収容事業経費の減額分を計上したものでございます。委託料にも硫黄島関係のマイナス計

上がございますけれども、トータルといたしましては828万1,000円の増額となってござい
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ます。増額の要因といたしましては、説明の６番目にございますＯＡ機器運営管理費の増

額分1,245万9,000円を計上したためでございます。こちらは情報セキュリティ対応事業費

でございます。 

  続きまして、目、防災諸費、工事請負費の53万円につきましては、防災施設管理費の増額

分でございます。農業センターにございます防災無線、こちらは施設内にございます小屋

を撤去する必要が生じましたことから、防災無線の拡声子局の電源を改修して引き込む必

要が生じたためでございます。 

  目、地籍調査費、旅費のマイナス28万5,000円、需用費のマイナス１万8,000円、役務費の

マイナス２万円、委託料のマイナス498万4,000円、計530万7,000円につきましては、地籍

調査費の事業減額分を計上したものでございます。過去に実施しておりました地籍調査の

修正等が必要になったことから、今年度村が受託をして行う事業ができなくなってしまっ

たことから、今年度事業費につきましては減額をさせていただいたところでございます。 

  目、自然環境保全対策費、委託料の100万円につきましては、自然環境啓発事業費の増額

分を計上したものでございます。 

  備品購入費の420万円につきましては、愛玩動物普及啓発事業費の増額分でございます。

世界遺産センター内の動物処置室の運営に必要な備品、血球計数器、動物用モニター、ド

ライケムなどを購入するための経費の計上でございます。 

  項、戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳費、委託料の630万8,000円につきましては、

総合行政システム経費増額分、こちらも情報セキュリティ強化対応のための経費でござい

ます。 

  また、負担金補助及交付金の83万6,000円につきましては、その他事務費増額分でござい

ますけれども、マイナンバー関係の負担金等に要する経費を計上させていただいたもので

ございます。 

  民生費、社会福祉費、次のページをお開きください。 

  地域福祉センター管理費、工事請負費の159万7,000円につきましては、地域福祉センター

の管理運営事業費増額分の計上でございます。多目的ホールの出入り口のドア、またクー

ラーの改修等の経費を計上したものでございます。 

  目、有料老人ホーム運営費、給料の５万2,000円、職員手当等の22万5,000円、共済費の４

万5,000円、計32万2,000円につきましては職員人件費増額分を計上したものでございます。 

  目、国民健康保険費繰出金415万3,000円につきましては、国民健康保険特別会計繰出金を
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増額したものでございます。 

  目、介護保険費繰出金の４万1,000円につきましては、介護保険、介護サービス事業勘定

特別会計への繰出金増額分を計上いたしたものでございます。 

  項、児童福祉費、保育所費、給料の８万1,000円、職員手当等の35万9,000円、共済費の５

万2,000円、計49万2,000円につきましては職員人件費増額分を計上したものでございます。 

  目、乳幼児医療費、扶助費、90万5,000円につきましては乳幼児医療助成事業費の増額分

を計上したものでございます。 

  目、義務教育就学児医療費、扶助費の28万9,000円につきましては、義務教育就学児医療

助成事業費増額分を計上したものでございます。 

  衛生費、保健衛生費、火葬場管理費、委託料の43万5,000円につきましては、火葬場酸素

濃度計交換に要する経費増額分を計上したものでございます。 

  目、診療所運営費、給料の20万8,000円、職員手当等の94万6,000円、共済費の18万6,000

円、計134万円につきましては、職員人件費増額分を計上したものでございます。 

  項、清掃費、下水道費、繰出金のマイナス８万円につきましては下水道事業特別会計への

繰出金減額分を計上したものでございます。 

  106の13、106の14ページをお開きください。 

  目、浄化槽費、繰出金のマイナス4,000円につきましては、浄化槽事業特別会計繰出金減

額分を計上したものでございます。 

  項、上水道費、簡易水道費、繰出金の312万4,000円につきましては、簡易水道事業特別会

計への繰出金増額分を計上したものでございます。 

  農林水産業費、水産業費、水産業費、こちらにつきましては、先ほど歳入のほうで説明さ

せていただきましたサメ駆除対策の東京都の補助金が増額となったことから、財源更正を

させていただいております。急を要する事業であったため、歳出予算につきましては、既

存の予算、予備費充当をもちまして事業のほうを執行いたしております。 

  商工費、商工費、観光費、こちらは先ほど歳入でもございましたその他助成金が計上され

たことに伴いまして財源更正をさせていただいております。歳出事業費につきましては、

当初予算において計上させていただいておるものでございます。 

  土木費、都市計画費、都市計画総務費、工事請負費の362万3,000円につきましては、法定

外公共物管理費の増額分でございます。父島の屏風谷の河川、春先の大雨によりまして近

くの民家に雨水が流れるような状況になってしまったことから、流路の開削、また一部護
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岸の改修等に要する経費を計上させていただいております。 

  失礼しました。項、住宅費、用地造成費、繰出金の155万8,000円につきましては、宅地造

成事業特別会計繰出金増額分を計上したものでございます。 

  教育費、教育総務費、事務局費の給料２万5,000円、職員手当等18万8,000円、共済費の３

万5,000円の計24万8,000円につきましては、職員人件費を計上したものでございます。 

  項、小学校費の教育振興費、報償費として６万2,000円。 

  次のページをお開きください。 

  需用費として24万7,000円、役務費として６万8,000円、使用料及賃借料として３万円、備

品購入費として18万5,000円。 

  続きまして、項、中学校費、教育振興費、報償費といたしまして14万3,000円、需用費と

いたしまして52万円、備品購入費として25万4,000円。 

  小学校費がトータルで59万2,000円、中学校費が91万7,000円でございますけれども、それ

ぞれ歳入でもご説明させていただきましたスーパーアクティブスクール事業、道徳教育推

進校事業、オリンピック・パラリンピック教育推進校事業を実施するための経費を計上さ

せていただいたものでございます。 

  項、保健体育費、体育施設費、需用費の35万円、工事請負費のマイナス36万1,000円、こ

ちらは父島の社会体育施設の運営事業費減額分、トータルとして減額分を計上させていた

だいております。 

  需用費におきましては、改修後のフェンスの維持管理に必要な用品を購入するための経費

35万円を計上してございます。 

  工事請負費につきましては、テニスコートフェンス改修工事の差金をマイナス計上してご

ざいます。 

  続きまして、公有財産購入費の604万3,000円でございますけれども、母島評議平運動場の

グラウンド用地を購入するための経費を計上したものでございます。 

  公債費、公債費、利子、償還金利子及割引料のマイナス72万6,000円につきましては、地

方債償還利子減額分を計上したものでございます。昨年度、平成27年度起債を起こす際に、

起債のための利子の計上をしたところでございますけれども、予算編成時にはまだ利率が

決まっておりません状況で利子の計上をしてございました。利子決定に伴いまして、不用

額を減額させていただいたものでございます。 

  諸支出金、基金費、その他基金費、積立金の58万9,000円につきましては、特定防衛施設
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周辺整備調整交付金事業基金積立金を計上したものでございます。当初から増額いただき

ました交付金もあわせて、当初予算とあわせて基金に積み立てるために計上させていただ

いたところでございます。 

  歳出合計、既定額43億6,206万4,000円、補正額4,332万8,000円、計44億539万2,000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） 提案者の説明は終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

  よろしいですか。 

  清水良一君。 

○１番（清水良一君） 教育振興費、スーパーアクティブスクール事業費、道徳推進校事業費、

オリンピック・パラリンピック教育推進校事業費、これは具体的にどんなことをやるんで

すか。 

○議長（池田 望君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） まず、スーパーアクティブスクールですけれども、こちらは学校

の生徒の体力向上を目指した事業でございまして、陸上教室とかそういったものの、講師

の派遣だとかそういったものの予算計上ですね。 

  オリンピック・パラリンピックも昨今の東京オリンピック準備に関わるそういうスポーツ

振興に関する事業として、スポーツ用品等の計上をしています。 

  道徳推進校事業については、道徳が一般教科化されます。それに先立って道徳授業の推進

を図る学校に対して事業費の補助がいただけるということで、そちらを活用させていろい

ろな用品等、教材等を購入させていただいております。 

  以上です。 

○議長（池田 望君） よろしいですか。 

  ほかに質疑のある議員は挙手をしてください。 

（挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

（発言する者なし） 



－７７－ 

○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53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５４号から議案第５９号までの上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第７、議案第54号から日程第12、議案第59号までの議案６件を一

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、議案６件を一括議題とします。 

  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54号から議案第59号までを一括して提出させていただきます。 

  議案第54号は平成28年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）（案）、議案

第55号は平成28年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）（案）、議案第56

号は平成28年度小笠原村宅地造成事業特別会計補正予算（第１号）（案）、議案第57号は

平成28年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補正予算（第２号）

（案）、議案第58号は平成28年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第２号）（案）、

議案第59号は平成28年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）（案）でござい

ます。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） それでは、特別会計６つの補正につきまして説明をさせていただ

きます。 

  最初に109ページをお開きください。 
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  平成28年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算、予算総則。 

  平成28年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ186万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ３億9,986万2,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成28年12月12日。小笠原村長、森下一男。 

  110ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正、歳入の款項ごとの補正内訳でございます。 

  歳出につきましては、次の111ページにございます。 

  続きまして、111の３、111の４ページをお開きください。 

  第１、歳入歳出予算補正、総括でございます。 

  111の５、111の６ページをお開きください。 

  説明につきましては、一般会計同様の方法をもちまして説明をさせていただきます。 

  国庫支出金、国庫負担金、特定健康診査等負担金、特定健康診査等負担金のマイナス114

万5,000円につきましては、特定健康診査等負担金減額分を計上したものでございます。都

支出金、都負担金、特定健康診査等負担金、特定健康診査等負担金のマイナス114万5,000

円につきましては、特定健康診査等負担金減額分を計上したものでございます。 

  繰入金、一般会計繰入金、一般会計繰入金、その他一般会計繰入金の415万3,000円につき

ましては、その他一般会計繰入金増額分を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額３億9,799万9,000円、補正額186万3,000円、計３億9,986万2,000円。 

  111の７、111の８ページをお開きください。 

  後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等、後期高齢者支援金等、負担金補助及交付金の

マイナス20万3,000円につきましては、後期高齢者支援金減額分を計上したものでございま

す。 

  介護納付金、介護納付金、介護納付金、負担金補助及交付金のマイナス10万9,000円につ

きましては、介護納付金減額分を計上したものでございます。 

  保健事業費、特定健康診査等事業費、特定健康診査等事業費、委託料の106万円につきま
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しては、特定健康診査等事業費増額分を計上したものでございます。 

  諸支出金、償還金及還付金、国庫支出金返納金、償還金利子及割引料の111万5,000円につ

きましては、前年度交付を受けておりました国庫支出金返納金の増額分を計上したもので

ございます。 

  歳出合計、既定額３億9,799万9,000円、補正額186万3,000円、計３億9,986万2,000円。 

  続きまして、114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補正予算、予算総則。 

  平成28年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ445万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ６億2,088万1,000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。 

  （継続費の補正） 

  第２条 継続費の追加は、「第２表 継続費補正」による。 

  平成28年12月12日。小笠原村長、森下一男。 

  115ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正、歳入の款項ごとの補正内訳でございます。 

  次の116ページに歳出の内訳がございます。 

  117ページをお開きください。 

  第２表、継続費補正、追加、款、建設改良費、項、建設改良費、事業名、沖村浄水場改良、

総額５億4,613万2,000円、年割額、平成28年度０円、平成29年度５億4,613万2,000円でご

ざいます。ここのところ毎年国の補正をいただきまして、事業をエントリーしているとこ

ろでございますけれども、昨年までと要件が変わりました。昨年までですと今回補正で計

上した上で翌年度へ繰り越して事業を実施するという方式をとってございましたけれども、

今年度の補正につきましては、平成28年度中、今年度中に契約までを求められてございま

す。今回、この継続費の補正をさせていただきました上で、この後、契約事務に移ります。

この契約事務には、金額が多いこともございまして、日数が必要となります。また金額的

に議会の承認が必要な案件となってございます。速やかに契約の事務のほうには取りかか
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りますけれども、承認につきましては３月の補正で上程をさせていただきまして、３月中

の契約で、事業執行につきましては来年度という予定でございます。 

  続きまして、117の５ページ、117の６ページをお開きください。 

  歳入でございます。 

  繰入金、繰入金、繰入金の一般会計繰入金の312万4,000円につきましては、一般会計繰入

金増額分を計上したものでございます。また、簡易水道事業基金繰入金の132万9,000円に

つきましては、簡易水道事業基金繰入金増額分を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額６億1,642万8,000円、補正額445万3,000円、計６億2,088万1,000円。 

  歳入につきましては以上でございます。 

  117の７、117の８ページをお開きください。 

  総務費、総務管理費、総務管理費、給料の３万5,000円、職員手当等の16万6,000円、共済

費の３万3,000円、こちらの計23万4,000円につきましては、職員人件費増額分を計上した

ものでございます。 

  また、公課費の114万1,000円につきましては、消費税、地方消費税増額分を計上したもの

でございます。 

  目、業務管理費、原材料費の546万円につきましては、父島の簡易水道施設管理経費の増

額分を計上したものでございます。渇水対策の経費につきまして、一部既存の予算の中か

ら必要な部品等を購入した経費を今回計上させていただき、当初予定していた事業を行う

ために補正をさせていただいたところでございます。 

  公債費、公債費、利子、償還金利子及割引料のマイナス238万2,000円につきましては、地

方債の利子確定に伴いまして不用額を減額させていただいたものでございます。 

  歳出合計、既定額６億1,642万8,000円、補正額445万3,000円、計６億2,088万1,000円。 

  簡易水道事業会計につきましては以上でございます。 

  続きまして、120ページをお開きください。 

  平成28年度小笠原村宅地造成事業特別会計補正予算、予算総則。 

  平成28年度小笠原村宅地造成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871万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ1,753万6,000円と定める。 
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  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28年12月12日。小笠原村長、森下一男。 

  121ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正、歳入の款項ごとの補正内訳でございます。 

  次の122ページに歳出の内訳がございます。 

  122の３、122の４ページをお開きください。 

  第１、歳入歳出予算補正、総括でございます。 

  122の５、122の６ページをお開きください。 

  事業収入、土地売払収入、土地売払収入、宅地売払収入の265万8,000円、宅地造成負担金

の450万1,000円につきましては、宅地売払収入、宅地造成負担金それぞれ増額分を計上さ

せていただいております。 

  繰入金、繰入金、繰入金、一般会計繰入金の155万8,000円につきましては、一般会計から

の繰入金増額分を計上させていただいております。 

  歳入合計、既定額881万9,000円、補正額871万7,000円、計1,753万6,000円。 

  続きまして、歳出でございます。 

  122の７、122の８ページをお開きください。 

  総務費、総務管理費、業務管理費、償還金利子及割引料の871万7,000円につきましては、

業務管理費の増額分を計上したものでございます。11月から宅地分譲の募集を始めたとこ

ろでございますが、その募集の広報を始めた時期に、既に購入されていたお客様から解除

の申し出がございまして、今回この宅地造成事業特別会計の補正につきましては、契約解

除に伴いまして返還金を支出するための経費の計上をさせていただいたということで、ご

理解をいただきたいと思います。当て込んでいる歳入等ございますけれども、こちらにつ

きましては現在２名の方の応募がございましたけれども、その方々との契約内容によりま

して、また財源等も変わってまいります。購入であったり、賃貸であったりして収入も大

きく変わってくることもございますので、次回、３月の補正の際に、この会計につきまし

ては改めて整理のほうをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

  歳出合計、既定額881万9,000円、補正額871万7,000円、計1,753万6,000円。 

  宅地造成事業特別会計につきましては以上でございます。 
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  125ページをお開きください。 

  平成28年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補正予算、予算総則。 

  平成28年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ４万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ１億7,463万5,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成28年12月12日。小笠原村長、森下一男。 

  126ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正、歳入の款項ごとの補正内訳でございます。 

  次の127ページに歳出の内訳がございます。 

  127の３、127の４ページをお開きください。 

  第１、歳入歳出予算補正、総括でございます。 

  127の５、127の６ページをお開きください。 

  繰入金、一般会計繰入金、一般会計繰入金、一般会計繰入金の４万1,000円につきまして

は、一般会計繰入金増額分を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額１億7,459万4,000円、補正額４万1,000円、計１億7,463万5,000円。 

  続きまして、127の７、８ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  総務費、施設管理費、一般管理費、給料の7,000円、職員手当等の２万8,000円、共済費の

6,000円の計４万1,000円につきましては、職員人件費増額分を計上したものでございます。 

  歳出合計、既定額１億7,459万4,000円、補正額４万1,000円、計１億7,463万5,000円。 

  介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計につきましては以上でございます。 

  続きまして、130ページをお開きください。 

  平成28年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算、予算総則。 

  平成28年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額からそれぞれ８万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞ
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れ３億6,162万6,000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28年12月12日。小笠原村長、森下一男。 

  131ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正、歳入の款項ごとの補正内訳でございます。 

  次の132ページに歳出がございます。 

  132の３、132の４ページをお開きください。 

  第１、歳入歳出予算補正、総括でございます。 

  132の５、132の６ページをお開きください。 

  繰入金、繰入金、繰入金、一般会計繰入金のマイナス８万円につきましては、一般会計繰

入金増額分を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額３億6,170万6,000円、補正額マイナス８万円、計３億6,162万6,000円。 

  歳入は以上でございます。 

  歳出、132の７、132の８ページをお開きください。 

  総務費、総務管理費、総務管理費、給料の１万1,000円、職員手当等の４万8,000円、共済

費の１万円の計６万9,000円につきましては、一般職人件費の増額分を計上したものでござ

います。 

  公債費、公債費、利子の償還金利子及割引料につきましてはマイナス14万9,000円の減額

をさせていただいております。地方債償還金の利子不用額分を計上したものでございます。

職員人件費として増額をさせていただいておりますけれども、利子の不用額がそれを上回

ったことからマイナスの補正となってございます。 

  歳出合計、既定額３億6,170万6,000円、補正額マイナス８万円、計３億6,162万6,000円。 

  続きまして、135ページをお開きください。 

  平成28年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算、予算総則。 

  平成28年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額からそれぞれ4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ2,076万5,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金
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額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成28年12月12日。小笠原村長、森下一男。 

  136ページをお開きください。 

  第１表、歳入歳出予算補正、款項ごとの歳入の補正内訳でございます。 

  歳出につきましては、次の137ページに内訳がございます。 

  137の３、137の４ページをお開きください。 

  総括でございます。 

  続きまして、137の５、137の６ページをお開きください。 

  まず歳入でございます。 

  繰入金、繰入金、繰入金、一般会計繰入金のマイナス4,000円につきましては、一般会計

繰入金減額分を計上したものでございます。 

  歳入合計、既定額2,076万9,000円、補正額マイナス4,000円、計2,076万5,000円。 

  続きまして、137の７、137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、総務管理費、給料の4,000円、職員手当等の１万6,000円、共済費の

3,000円、計２万3,000円につきましては、職員人件費増額分を計上したものでございます。 

  公債費、公債費、利子、償還金利子及び割引料のマイナス２万7,000円につきましては、

平成27年度借り入れ利子の不用額分を計上したものでございます。 

  前の下水道会計と同様に、職員人件費として増額計上いたしましたけれども、利子の不用

額がそれを上回りましたために減額補正となってございます。 

  歳出合計、既定額2,076万9,000円、補正額マイナス4,000円、計2,076万5,000円。 

  説明につきましては以上でございます。 

  ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（池田 望君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

  清水良一君。 

○１番（清水良一君） 117の８ページなんですけれども、簡易水道施設運営事業費というこ

とで渇水のための部品を546万円買うということなんですけれども、もうどんなものを買っ

て今あるのかないのか、その辺のことをお聞きしたいと思います。 

○議長（池田 望君） 建設水道課長、篠田君。 
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○建設水道課長（篠田千鶴男君） 清水議員、ちょっと聞き取れなかったので、もう一度お願

いします。すみません。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） 117の８ページなんですが、簡易水道施設運営事業費546万円というこ

とで、渇水対策のための部品等を買ったということなんですが、その内容をまずちょっと

お聞きしたいんですが。 

○議長（池田 望君） 建設水道課長、篠田君。 

○建設水道課長（篠田千鶴男君） 予備費を充当しまして、部品類を購入しております。例え

ば、部品類は逆浸透膜が一番多くて、200万円ほどかかっております。その他いろいろ、海

水の取水ポンプとか、薬品とか、もろもろ含めまして500万円弱の購入をしております。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） もう既にこれは準備されているものですか。 

○議長（池田 望君） 建設水道課長、篠田君。 

○建設水道課長（篠田千鶴男君） すぐにでも対応できるように準備しております。それと、

備品類につきましては、今の新しい浄水場にきちんと保管を行っておるところでございま

す。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） 準備されているということで安心したんですが、以前使ったときに浸

透膜等を保管するのにいろいろ努力されていたみたいですが、やっぱり何年かたつとだめ

になってしまって使えなかったということもあるので、一度入って使うかどうかはまだわ

からない状況ではあるので、保管のほうをうまくやっていただけるように、また準備をよ

ろしくお願いしたいと思います。 

○議長（池田 望君） よろしいですか。 

  ほかに質疑のある議員は挙手をしてください。 

  よろしいですか。 

（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。 
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  議案第54号から議案第59号までの議案６件を一括して採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第54号から議案第59号までの議案６件に賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第６０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第13、議案第60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60号 東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の

数の増加、及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更について（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成28年12月12日。小笠原村長、森下一男。 

  （提案理由） 

  平成29年４月１日に西東京市、柳泉園組合及び多摩六都科学館組合が東京都市町村公平委

員会に加入することに伴い、共同設置規約の変更が必要とな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） 139ページをお開きください。 

  改正条文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

  東京都市町村公平委員会共同設置規約の一部を改正する規約。 

  東京都市町村公平委員会共同設置規約（昭和42年４月１日都知事届出）の一部を次のよう

に改正する。 

  別表中「あきる野市」を「あきる野市 西東京市」に、「稲城・府中墓苑組合」を「稲

城・府中墓苑組合 柳泉園組合 多摩六都科学館組合」に改める。 

  附則。 
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  この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

  次の140ページに新旧対照表を添付しております。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（池田 望君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

（挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

（発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第60号に賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

◎認定第１号から認定第９号までの委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第14、認定第１号から日程第22、認定第９号までの平成27年度小

笠原村各会計歳入歳出決算の認定について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、一括議題とします。 

  平成27年度決算特別委員会から報告を求めます。 

  委員長、稲垣 勇君。 

○決算特別委員長（稲垣 勇君） 平成27年度決算特別委員会審査報告書。 

  本委員会に付託された平成27年度各会計歳入歳出決算は、審査の結果、次のとおり決定し

ましたので、会議規則第77条の規定により報告いたします。 

  平成28年12月14日。平成27年度決算特別委員会委員長、稲垣 勇。 
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  小笠原村議会議長、池田 望様。 

  １ 件名。 

  １、平成27年度小笠原村一般会計歳入歳出決算。 

  ２、平成27年度小笠原村国民健康保険特別会計歳入歳出決算。 

  ３、平成27年度小笠原村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算。 

  ４、平成27年度小笠原村宅地造成事業特別会計歳入歳出決算。 

  ５、平成27年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特別会計歳入歳出決算。 

  ６、平成27年度小笠原村介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計歳入歳出決算。 

  ７、平成27年度小笠原村下水道事業特別会計歳入歳出決算。 

  ８、平成27年度小笠原村浄化槽事業特別会計歳入歳出決算。 

  ９、平成27年度小笠原村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算。 

  各会計歳入歳出に関しては認定するものと決定しました。 

  ２ 意見。 

  平成27年度決算は、これまでの村債の任意繰上償還の効果が表れて、実質公債費比率は昨

年度に引き続き下がっております。今後とも、将来の財政負担を慎重に分析しつつ、健全

な財政運営に努められたい。 

  なお、個別具体的に指摘・要望のあった次の点について、必要な見直しをされたい。 

  １、老朽化した施設の改修については、耐用年数、更新時期等を見極め、無駄がないよう

適正に執行されたい。今後の予算編成の際にも、その旨を反映していただきたい。 

  ２、村営施設の利用許可に関しては、一律的な判断ではなく、個別の事情を考慮し判断し

ていただきたい。 

  ３、水道料金見直しについては、村民生活に直結していることから慎重に検討されたい。 

  その他、本委員会での指摘事項、また監査委員の決算審査意見を踏まえて、なお一層効率

的な行財政運営に努力されたい。 

  以上でございます。 

○議長（池田 望君） 委員長報告は終わりました。 

  これより委員長報告に対する質疑に入ります。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

（挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 
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  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

（発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより認定第１号から認定第９号ま

での認定９件を一括して採決を行います。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、認定９件を一括して採決します。 

  認定第１号から認定第９号までの認定９件について、委員長報告のとおり認定することに

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、本案は委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

  村長から発言を求められておりますので、これを許します。 

  村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 発言の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。 

  平成27年度小笠原村歳入歳出各決算につきましては、ただいま認定をしていただきました。

決算特別委員会の審査でいただいた意見、また認定に当たって付された意見、これらを念

頭に、私を筆頭に執行部一同これからも健全な行財政運営に邁進してまいるつもりでござ

います。今後ともどうぞよろしくお願いを申し上げます。 

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

◎発議第４号の上程、採決 

○議長（池田 望君） 日程第24、発議第４号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求め

る意見書（案）を議題とします。 

  案文はお手元に配付してあります。 

  朗読は省略し、直ちに採決を行います。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。 

  発議第４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。 



－９０－ 

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

◎発議第５号の上程、説明、採決 

○議長（池田 望君） 日程第25、発議第５号を議題といたします。 

  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（大津 源君） 議員の派遣について（案）をご説明いたします。 

  次のとおり議員を派遣する。 

  １、奄美大島行政視察。 

  （１）派遣目的は、奄美群島振興開発特別措置法に関する実態等を把握するため。 

  （２）派遣場所は、奄美大島でございます。 

  （３）派遣期間は、平成29年２月19日から２月21日まででございます。 

  （４）派遣議員は、池田議長をはじめ議員７名でございます。 

  ２、意見書の提出。 

  これについては、この後の追加日程第２、発委第１号の意見書（案）が可決された場合で

ございます。 

  （１）派遣目的は、環境省に「西之島の早急な立ち入り制限と世界遺産区域の拡張を求め

る意見書」を提出し、要望活動を行う。 

  （２）派遣場所は、環境省でございます。 

  （３）派遣期間は、平成29年２月16日でございます。 

  （４）派遣議員は、池田議長をはじめ議員７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

異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、発議第５号は原案のとおり決定いたしました。 

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

◎日程の追加 

○議長（池田 望君） 次に、日程の追加についてお諮りします。 

  議案第61号及び発委第１号を日程に追加し、追加日程第１及び第２として議題としたいと

思います。これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、議案第61号及び発委第１号を日程に追加し、追加日

程第１及び第２として議題とすることに決定いたしました。 

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

◎議案第６１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 追加日程第１、議案第61号を議題といたします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 議案第61号、職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例

（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成28年12月12日。小笠原村長、森下一男。 

  （提案理由） 

  地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律（平成28年法律第95号）が公布されたこ

とに伴い、職員の育児支援にかかる規定を改正する必要が生じたためでございます。 

  詳細につきましては担当課長に説明させます。 

  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） 142ページをお開きください。 

  職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例（案）。 

  説明資料でございます。 

  改正条文につきましては、次の143ページから146ページとなっておりますが、こちらの説

明資料をもって説明にかえさせていただきます。 

  １、職員の育児休業等に関する条例の一部改正。 

  （１）育児休業等の対象となる子の範囲の見直し。 

  育児休業等の対象となる子の範囲に、特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に

委託されている子等を加える。 

  第２条の２の追加は、対象となる子の追加でございます。 

  次に、第２条の３の改正につきましては、再度の育児休業を承認する特別の事情の追加で
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ございます。 

  次の第８条の改正につきましては、再度の短時間勤務を承認する特別な事情の追加でござ

います。 

  次の第14条の改正につきましては、部分休業の上限時間を介護時間と合算する規定の追加

でございます。 

  ２、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正。 

  （１）育児を行う職員の勤務時間規定の対象となる子の範囲の見直しでございます。 

  第４条の改正は、職員の事情を考慮した勤務時間の割り振りについての対象の見直しでご

ざいます。 

  第18条の２の改正は、早出遅出勤務の対象となる子の追加でございます。 

  第18条の３の改正は、条文の整理でございます。 

  ３、施行期日。 

  平成29年１月１日から施行でございます。 

  なお、147ページから154ページまでに新旧対照表を添付しております。 

  よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（池田 望君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

（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61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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◎発委第１号の上程、説明、採決 

○議長（池田 望君） 追加日程第２、発委第１号を議題とします。 

  提案議員の提案理由の説明を求めます。 

  一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） 西之島の早急な立ち入り制限と世界遺産区域の拡張を求める意見書

（案）。 

  上記の議案を、別紙のとおり小笠原村議会会議規則第14条第３項の規定により提出します。 

  提出者 総務委員会委員長、一木重夫君。 

  （提案理由） 

  国会及び政府に対し、早急に法整備をして西之島への立ち入りを規制し、また西之島を新

たに世界自然遺産地域に登録することを求めるため、本案を提出する。 

  以上でございます。 

○議長（池田 望君） 提案理由の説明は終わりました。 

  次に、事務局長に意見書本文を朗読させます。 

  事務局長、大津君。 

○事務局長（大津 源君） 意見書（案）を朗読いたします。 

  西之島の早急な立ち入り制限と世界遺産区域の拡張を求める意見書（案）。 

  平成25年11月以降、活発な火山噴火活動が続いた世界自然遺産地域の西之島は、一部の地

域を除き新しい溶岩によって覆いつくされ、それらの場所では生物相が一掃された。この

ような場所に、どのように生物が進出し、生態系を構築していくかは、小笠原諸島の生態

系の成り立ちと進化の最初のステップを解明することになる。現在の西之島の状況は、小

笠原諸島の世界自然遺産としての顕著な普遍的価値と認められた「重要な進行中の生態学

的過程又は生物学的過程を代表する顕著な見本」に合致するものであり、国際的にも高く

注目されている。 

  西之島の火山活動は国民的な関心が生じており、今後、これまで世界自然遺産管理に関わ

っていない関係機関、小笠原で調査したことのない研究者、マスコミなどの上陸が想定さ

れる。不注意に上陸すると随伴生物を持ち込むことになり、世界的にも希有な新しい生態

系の構築過程に人為的攪乱が生じてしまい、顕著な普遍的価値が不可逆的に損なわれるこ

とが強く危惧される。 

  そのため、国は自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域などの立ち入り制限を含め
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た適正な保護担保措置を早急に講じることとともに、世界遺産区域を拡張し、世界自然遺

産の価値を確実に保全することを強く要望する。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成28年12月14日。小笠原村議会議長、池田望。 

  提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、環境大臣、林野庁長官宛てでござい

ます。 

  朗読は以上です。 

○議長（池田 望君） 朗読は終わりました。 

  お諮りします。 

  本案は、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。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。 

  発委第１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。 

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

◎閉会中の継続調査の申し出 

○議長（池田 望君） 次に、議会運営委員会、総務委員会、小笠原航空路開設推進特別委員

会、硫黄島調査特別委員会の所管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。 
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  これをもって平成28年第４回小笠原村議会定例会を閉会します。 

  ありがとうございました。 

（午後３時４０分） 
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第 ４ 回 定 例 会 議 案等 審 議 結 果 表 

 

提出月日（平成２８年１２月１２日、１４日） 

議決月日（平成２８年１２月１４日） 

 

議案番号 件 名 審議結果 

議案第４８号 
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例（案） 
原案可決 

議案第４９号 
特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正する条例（案） 
原案可決 

議案第５０号 
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（案） 
原案可決 

議案第５１号 
非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例（案） 
原案可決 

議案第５２号 小笠原村村税条例の一部を改正する条例（案） 原案可決 

議案第５３号 
平成２８年度小笠原村一般会計補正予算（第４号）

（案） 
原案可決 

議案第５４号 
平成２８年度小笠原村国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）（案） 
原案可決 

議案第５５号 
平成２８年度小笠原村簡易水道事業特別会計補正予

算（第３号）（案） 
原案可決 

議案第５６号 
平成２８年度小笠原村宅地造成事業特別会計補正予

算（第１号）（案） 
原案可決 

議案第５７号 
平成２８年度小笠原村介護保険（介護サービス事業

勘定）特別会計補正予算（第２号）（案） 
原案可決 

議案第５８号 
平成２８年度小笠原村下水道事業特別会計補正予算

（第２号）（案） 
原案可決 

議案第５９号 
平成２８年度小笠原村浄化槽事業特別会計補正予算

（第２号）（案） 
原案可決 
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議案番号 件 名 審議結果 

議案第６０号 

東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団

体の数の増加、及び東京都市町村公平委員会共同設

置規約の変更について（案） 

原案可決 

認定第 １号 
平成年２７年度小笠原村一般会計歳入歳出決算の認

定について 
原案認定 

認定第 ２号 
平成２７年度小笠原村国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について 
原案認定 

認定第 ３号 
平成２７年度小笠原村簡易水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 
原案可決 

認定第 ４号 
平成２７年度小笠原村宅地造成事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 
原案認定 

認定第 ５号 
平成２７年度小笠原村介護保険（保険事業勘定）特

別会計歳入歳出決算の認定について 
原案認定 

認定第 ６号 
平成２７年度小笠原村介護保険（介護サービス事業

勘定）特別会計歳入歳出決算の認定について 
原案認定 

認定第 ７号 
平成２７年度小笠原村下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 
原案認定 

認定第 ８号 
平成２７年度小笠原村浄化槽事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 
原案認定 

認定第 ９号 
平成２７年度小笠原村後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について 
原案認定 

発議第 ４号 
地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見

書（案） 
原案可決 

発議第 ５号 議員の派遣について（案） 原案可決 

議案第６１号 
職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する

条例（案） 
原案可決 

 



－３－ 

 

議案番号 件 名 審議結果 

発委第 １号 
西之島の早急な立ち入り制限と世界遺産区域の拡張

を求める意見書（案） 
原案可決 
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一 般 質 問 一 覧 表 

 

氏 名 質 問 項 目 

一木重夫議 員 

１ 広報について 

２ 検疫体制について 

３ 津波対策について 

４ 高齢者ドライバー対策について 

安藤重行議 員 
１ 障害児支援及び子育て支援に伴う諸課題について 

２ 鳥インフルの対応について 

清水良一議 員 
１ 扇浦浄水場跡地公園整備について 

２ 農用地の確保について 

杉田一男議 員 
１ 高齢者対策について 

１ 時雨ダム管理道路について 

稲垣  勇議 員 １ 福祉施策について 
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