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平成２８年度決算特別委員会速記録 

 

平成２９年１２月１３日（水曜日）午後５時４５分開会 

 

出席委員（５名） 

    委 員 長  清 水 良 一 君     副委員長  一 木 重 夫 君 

    委  員  稲 垣   勇 君     委  員  杉 田 一 男 君 

    委  員  安 藤 重 行 君 

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

委員外出席議員（１名） 

    議  長  池 田   望 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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議事日程 

  日程第１ 委員長互選について 

  日程第２ 副委員長互選について 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開会の宣告 

○議長（池田 望君） ただいまから平成28年度決算特別委員会を開会します。 

（午後５時４５分） 

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

◎座長着席 

○議長（池田 望君） 本日は、正副委員長互選のために委員会を招集しました。 

  委員会条例第９条第２項の規定により、年長委員が委員長互選の職務を行うことになって

おります。 

  稲垣 勇委員が年長委員でございますので、委員長互選のための職務をお願いします。 

  稲垣委員、座席にお着きください。 

（座長着席） 

○座長（稲垣 勇君） ただいま議長から指名をいただき、年長ゆえをもちまして、暫時、座

長を務めさせていただきます。 

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

◎委員長互選 

○座長（稲垣 勇君） ただいまから委員長の互選を行います。 

  その方法についてお諮りします。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 座長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたい

と思います。 

○座長（稲垣 勇君） ただいまのご意見にご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○座長（稲垣 勇君） 異議なしと認め、委員長には清水良一委員を指名します。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○座長（稲垣 勇君） 異議なしと認め、委員長には清水良一委員が当選されました。 

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

◎委員長挨拶 

○座長（稲垣 勇君） 委員長から就任のご挨拶をお願いします。 
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○委員長（清水良一君） ありがとうございます。微力ではございますが、委員長を務めさせ

ていただきます。何分初めての経験なので、皆様のご協力をお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。（拍手） 

○座長（稲垣 勇君） 清水委員、委員長席にお着きください。 

  ご協力ありがとうございました。 

（委員長着席） 

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

◎副委員長互選 

○委員長（清水良一君） 次に、副委員長の互選を行います。 

  その方法についてお諮りします。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきた

いと思います。 

○委員長（清水良一君） ただいまのご意見にご異議はございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認め、副委員長に一木重夫委員を指名します。これにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認め、副委員長には一木重夫委員が当選されました。 

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

◎副委員長挨拶 

○委員長（清水良一君） 一木副委員長から就任のご挨拶があります。 

○副委員長（一木重夫君） 微力ではございますが、清水委員長を補佐して頑張りますので、

よろしくお願いします。（拍手） 

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

◎資料請求について 

○委員長（清水良一君） 次に、本委員会の審議のため、資料請求をしたいと思います。資料

請求の内容については、正副委員長に一任していただけますでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認めます。 
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  よって、資料請求の内容については、正副委員長に一任されました。 

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

◎視察内容について 

○委員長（清水良一君） 次に、本委員会の審議のため、平成28年度決算に係る父島及び母島

での視察をしたいと思います。視察の内容については、正副委員長に一任していただけま

すでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認めます。 

  よって、視察の内容については、正副委員長に一任されました。 

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

◎散会の宣告 

○委員長（清水良一君） お諮りします。 

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

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認めます。 

  よって、本日の委員会を閉じます。 

  次回は、12月19日火曜日、午前９時から会議を開きます。 

  本日はこれにて散会します。 

（午後５時４９分） 

 



－７－ 

平成２８年度決算特別委員会速記録 
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代表監査委員 稲 垣 直 彦 君 監 査 委 員 鯰 江   満 君 

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

欠席説明員 

建 設 水 道 課 
副 参 事 岩 本 弘 幸 君   

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

事務局職員出席者 

事 務 局 長 大 津   源 君 書 記 荻 原 佳 代 君 
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議事日程 

  日程第 １ 委員会開会 

  日程第 ２ 説明員の出欠報告 

  日程第 ３ 審議方法・説明・決定 

  日程第 ４ 村長発言 

  日程第 ５ 委員会要求資料の内容説明 

  日程第 ６ 決算審査意見書の説明 

  日程第 ７ 決算審査意見書に対する質疑 

  日程第 ８ 質疑（個別） 

        １ 一般会計歳入全般 

        ２ 財産（公有財産、出資金、物品、債権、基金） 

        ３ 一般会計歳出 

          （１）議会費、総務費 

          （２）民生費 

          （３）衛生費 

          （４）農林水産業費、商工費 

          （５）土木費、消防費 

          （６）教育費 

          （７）公債費、諸支出金、予備費 

        ４ 国民健康保険特別会計歳入歳出 

        ５ 簡易水道事業特別会計歳入歳出 

        ６ 宅地造成事業特別会計歳入歳出 

        ７ 介護保険（保険事業勘定）特別会計歳入歳出 

        ８ 介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計歳入歳出 

        ９ 下水道事業特別会計歳入歳出 

        10 浄化槽事業特別会計歳入歳出 

        11 後期高齢者医療特別会計歳入歳出 

        12 保留回答答弁 

  日程第 ９ 質疑（全体） 

  日程第１０ 意見開陳 
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  日程第１１ 採決 

  日程第１２ 委員会報告書 

  日程第１３ 村長発言 

  日程第１４ 閉会 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開会の宣告 

○委員長（清水良一君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから平成28年度決算特別委員会を開会します。 

  出席委員が定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

（午前９時） 

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

◎会議時間の延長 

○委員長（清水良一君） この際、あらかじめ会議時間の延長をしておきます。 

  なお、本日は稲垣代表監査委員並びに鯰江監査委員にご出席いただいております。よろし

くお願いします。 

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

◎説明員の出欠報告 

○委員長（清水良一君） 次に、説明員の出欠について事務局長に報告させます。 

○事務局長（大津 源君） ご報告します。 

  村長、教育長及び監査委員に説明員の出席を求めましたところ、建設水道課岩本副参事が

欠席で、それ以外については全員が出席との報告を受けております。 

  以上でございます。 

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

◎審議方法・説明・決定 

○委員長（清水良一君） 次に、本日審議方法について事務局長に説明させます。 

○事務局長（大津 源君） 審議方法についてご説明させていただきます。 

  お手元に配付いたしました平成28年度決算特別委員会議事日程の第３を現在行っており、

この後、日程第４、村長の発言、日程第５、委員会要求資料の内容説明、日程第６、決算

審査意見書の説明、日程第７、決算審査意見書に対する質疑、そして日程第８、各会計決

算の質疑に移ります。 

  質疑の順番につきましては、最初に一般会計の歳入を一括して行い、次に財産に関する質

疑を行った後、一般会計の歳出に移り、款別に区分して質疑を行います。最初に、議会費

と総務費を併せて質疑を行います。次に民生費、次に衛生費、次に農林水産業費と商工費

を併せて、次に土木費と消防費を併せて、次に教育費、次に公債費、諸支出金、予備費を
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併せて、順に質疑を行います。 

  次に、国民健康保険特別会計以下８つの特別会計につきましては、それぞれの会計ごとに

歳入歳出を併せて質疑を行います。 

  次に、保留回答がありましたら、その答弁をしていただきます。 

  次に、日程第９、全体にわたっての総括質疑を行った後、日程第10から日程第12、意見の

開陳、採決、委員会報告書の取りまとめについてを行います。 

  最後に日程第13、村長から発言をいただき、閉会するという審議予定になっております。 

  以上です。 

○委員長（清水良一君） ただいまの説明のように進めていきたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認め、審議方法についてはそのように決定しました。 

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

◎村長発言 

○委員長（清水良一君） 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） 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28年度小笠原村各会計歳入歳出の決算につきましては、稲垣、鯰江両監査委員にもご

出席をいただき、本特別委員会においてご審議をいただくこととなりました。委員の皆様

には、父島、母島の現場視察も既に終了されていると伺っております。 

  厳正なご審議を経て認定をいただきますよう、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

  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した。 

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

◎委員会要求資料の内容説明 

○委員長（清水良一君） これより平成28年度小笠原村各会計歳入歳出決算の審査を行います。 

  決算書の説明は、13日の定例会本会議において既に聴取しておりますので、本委員会で要

求した資料の説明を求めます。 

  総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 私のほうから、平成28年度事務事業報告について報告させて

いただきます。 
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  ページをめくりまして、２枚にわたり事務事業報告書の目次が記載されております。 

  その次、１ページでございますけれども、沿革、そして村の概要を記載しております。 

  次に、２ページから５ページにわたりまして、平成28年度の主な出来事を記載しておりま

す。平成28年度は７月に参議院議員選挙、そして東京都知事選挙がございました。また、

10月には2020年オリンピック・パラリンピックの東京都内全区市町村を巡回するフラッグ

ツアーが小笠原でスタートしました。その際、小池都知事が来島されました。 

  次に、６ページに村の組織を記載してございます。 

  次に、７ページから９ページにわたりまして、議会の状況について記載してございます。 

  また、９ページの中段から10ページに監査についての状況を記載してございます。 

  また、11ページから15ページにわたりまして、庶務から情報通信まで、総務課の所管事項

について記載してございます。 

  次に、16ページから23ページにわたりまして、財政会計についての状況を記載してござい

ます。 

  また、23ページの９番、村営住宅の状況につきましては総務課所管でございます。財務会

計につきましては財政課の所管でございます。 

  次に、24ページから38ページにわたりまして、民生から後期高齢者医療につきましては村

民課の所管事項でございます。 

  次に、39ページの医療につきましては医療課の所管事項でございます。 

  次の40ページから41ページの清掃・環境衛生・環境保全につきましては、建設水道課の所

管事項でございます。 

  次の42ページの動物愛護につきましては、環境課所管の事項でございます。 

  次の43ページから49ページの農業から観光商工につきましては、産業観光課の所管事項で

ございます。 

  次の50ページから55ページにわたりまして建設の状況について記載しておりますけれども、

こちらにつきましては建設水道課の所管事項でございます。 

  次に、56ページから最後の62ページまで、教育委員会の所管事項、学校教育、そして社会

教育、文化財、こちらの状況について記載しておりますけれども、教育委員会の所管事項

でございます。 

  私のほうからの報告は以上でございます。 

○委員長（清水良一君） 財政課長、江尻君。 
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○財政課長（江尻康弘君） 続きまして、項目の２番目、収入、それぞれの徴収率推移表以下、

私のほうから説明をさせていただきます。 

  まず、徴収率の推移表の①でございます。こちらにつきましては、税及び保険料の徴収率、

５年間の推移表でございます。 

  次のページをお開きください。 

  こちらは使用料、それから奨学金の徴収率の推移表、同じく５年間の推移でございます。 

  １枚おめくりください。 

  続きまして、項目の３番目になりますけれども、財政援助団体の補助の一覧でございます。

こちらは団体名、それから補助事業名、補助金額を読み上げまして説明にかえさせていた

だきます。 

  まず、総務費に区分される補助の一覧でございます。 

  小笠原交通安全協会、事業費補助７万円。 

  次に、小笠原防犯協会、事業費補助７万円。 

  次に、財団法人小笠原協会、事業費補助450万円。 

  次に、父島返還祭実行委員会、事業費補助49万5,361円。 

  次に、全国硫黄島島民の会、事業費補助95万円。 

  次に、平成28年度小笠原諸島返還50周年記念事業実行委員会、事業費補助847万579円。 

  続きまして、総務費、上に含まれない部分の総務費の補助金の説明をさせていただきます。 

  第43回小笠原返還記念祭母島実行委員会、事業費補助92万円。 

  次のページお願いいたします。 

  民生費に関する補助金の一覧でございます。その１、その２とございますけれども、続け

て説明のほうをさせていただきたいと思います。 

  まず、第一東京弁護士会、事業費補助12万8,000円。 

  社会福祉法人小笠原村社会福祉協議会、運営費補助3,823万9,000円。 

  次に、小笠原村民生児童委員協議会、活動費補助14万8,530円。 

  次に、社会福祉法人小笠原村社会福祉協議会、高齢者ゲートボール大会及びグラウンドゴ

ルフ大会参加助成事業費補助32万3,000円。 

  次に、父島クラブ・母島クラブ、老人クラブ運営費補助、それぞれ27万3,600円。 

  次に、社会福祉法人小笠原村社会福祉協議会、夏季等子育て支援事業費補助178万5,000円。 

  次のページをお願いいたします。 
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  農林水産業費に区分されております補助金の一覧でございます。 

  まず、東京島しょ農業協同組合、農業振興事業費補助34万7,404円。 

  次に、東京島しょ農業協同組合、農産物生産・販売促進事業費補助150万円。 

  次に、東京島しょ農業協同組合、ネズミ食害対策事業費補助36万9,434円。 

  次に、小笠原母島漁業協同組合、漁業振興事業費補助27万4,791円。 

  次に、小笠原島漁業協同組合・小笠原母島漁業協同組合、水産物生産・販売促進事業費補

助、小笠原島漁業協同組合150万円、小笠原母島漁業協同組合72万5,616円。 

  次に、小笠原母島漁業協同組合、水産業振興事業費補助365万円。 

  次に、父島漁業集落・母島漁業集落、離島漁業再生支援事業費補助、父島漁業集落554万

3,767円、母島漁業集落312万8,000円。 

  次に、小笠原島漁業協同組合・小笠原母島漁業協同組合、サメ被害防除対策事業費補助、

小笠原島漁業協同組合112万5,000円、小笠原母島漁業協同組合101万3,250円。 

  次に、エバーラスティング・ネイチャー、アオウミガメ保護増殖事業費補助1,297万円。 

  次に、小笠原島漁業協同組合・小笠原母島漁業協同組合、中国船違法操業被害対策事業費

支援金、それぞれ100万円でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  商工費及び教育費に区分される補助金の一覧でございます。 

  商工費、まず、小笠原村商工会、運営費補助645万円。 

  次に、小笠原村観光協会、運営費補助1,879万5,500円。 

  次に、小笠原母島観光協会、運営費補助1,130万円。 

  次に、小笠原ホエールウオッチング協会、運営費補助1,013万4,000円。 

  次に、小笠原イベント協議会、サマーフェスティバル2016事業、事業費補助300万円。 

  続きまして、教育費でございます。 

  まず、小笠原文化サークルネットワーク、文化団体振興補助26万3,869円。 

  次に、小笠原村体育協会、社会体育振興補助128万8,000円。 

  次に、小笠原柔剣道親睦会、児童生徒内地遠征試合補助30万9,970円。 

  続きまして、その後ろに、今説明いたしました補助金の中に人件費補助が含まれている団

体につきまして、指導検査を実施してございます。その検査の実施報告書、資料といたし

まして添付をさせていただいています。また、その後、決算状況といたしまして、平成24

年から平成28年の５年分の決算カードを資料として添付をさせていただいております。 



－１５－ 

  続きまして、項目の５番目になります。平成28年度の地方債の現在高の状況でございます。 

  最初に、普通会計とございますけれども、こちらは一般会計と下水道事業特別会計を合わ

せたものを普通会計の記載額の一覧とさせていただいております。 

  一番右下をご覧ください。 

  平成28年度末残高が25億9,196万1,836円でございます。この額は昨年、平成27年度末と比

較いたしますと２億8,174万2,289円減、マイナスとなっております。２億8,000万円減額と

なってございます。 

  次のページをお開きください。 

  続きまして、簡易水道事業特別会計の地方債の現在高でございます。一番右下の数字をご

覧いただきたいと思います。平成28年度末の現在高が12億665万12円です。 

  簡易水道事業特別会計につきましては、浄水場の整備、父島・母島含めて行われていると

ころでございまして、昨年度と比較いたしますと7,343万1,443円、7,000万円強の地方債の

残高の増がございました。 

  次のページをお開きください。 

  浄化槽事業特別会計の地方債の現在高でございます。平成28年度末現在高が4,995万1,474

円、前年度、平成27年度末と比較いたしますと294万3,861円の減でございます。約300万円

の減でございます。 

  トータルいたしますと、昨年度比２億1,125万4,707円の減となってございます。 

  続きまして、収入未済額の繰越通知書をご覧ください。 

  まず、一般会計という表記が真ん中より少し下にございます。一般会計の収入未済額の一

覧が1,927万832円という数字がございます。こちらは昨年度比約700万円の増となってござ

いますけれども、手数料の欄に衛生手数料の建設発生土処理手数料というのがございます。

こちらが946万3,392円、平成29年度へ繰り越されているところでございますけれども、こ

ちらは公共工事に伴い発生した残土の受け入れの際の手数料ということで、こちらは平成

29年度早い時期に収入をされております。大きな額ですけれども、こちらのほうは平成29

年度入りまして早い時期に歳入をされているところでございます。 

  国民健康保険特別会計の収入未済額が390万9,624円、続いて簡易水道事業特別会計が258

万3,745円、介護保険、事業勘定ですけれども、こちらが80万1,896円、介護保険、サービ

ス事業勘定が1,760円、下水道事業86万6,834円、浄化槽事業3,113万7,000円、後期高齢者

医療特別会計が22万1,700円、合計で2,768万7,528円でございます。 



－１６－ 

  続きまして、決算審査における指摘事項につきましての報告でございます。 

  今回、財政関係が多いということから、私のほうで説明させていただきます。 

  昨年度、全般的な指摘事項におきまして、以下２項目のご指摘をいただいてございます。 

  最初に、人件費におきます経常収支比率につきましては、0.1ポイント減少いたしまして

33.9ポイントとなっております。この結果につきましては、昨年度同様に、給与改定に伴

うベースアップ及び期末勤勉手当支給月数増等により歳出決算額は約600万円増となってい

るものの、経常一般財源でございます村税、地方交付税の増及び全体の歳出決算額の減少

に起因するものと言えるところではありますが、財政指標の悪化を招くことのないよう、

今後とも常に注視を続けてまいります。 

  次に、今後予定しております大規模建設事業による起債が将来に過大な負担を残さぬよう

努めるようご指示いただいた事項につきましては、全体の事業調整、財源確保、有利な起

債の選択等を常に念頭に置き対応をしているところでございます。また、基金の積み立て

に当たり、減債基金を優先にし、任意の繰上償還を実施できるよう対策をとっているとこ

ろでございます。 

  最後になりますが、予備費の執行状況でございます。 

  まず、一般会計でございますけれども、合計で799万円の予備費の充当をしてございます。

大きなものといたしましては、昨年度から今年度の初めにかけまして渇水の状況が続きま

して、そういった状況の中で簡易水道特事業別会計へ600万円の繰り出しを行いました。 

  続きまして、簡易水道事業特別会計でございます。こちらは50万9,000円の充当をさせて

いただいております。 

  次のページをお願いいたします。 

  介護保険、保険事業勘定の特別会計でございますけれども、こちらは8,000円の予備費充

当をさせていただいております。 

  次に、下水道事業特別会計でございます。こちらは2,000円の予備費充当、その次の浄化

槽事業特別会計でございますけれども、こちらは50万1,000円の予備費の充当をさせていた

だきました。 

  説明につきましては以上でございます。 

○委員長（清水良一君） 委員会要求資料の説明は終わりました。 

  ただいまの資料についての質疑は、問題が全般にわたりますので、それぞれ該当する質疑

の部分でお願いします。 



－１７－ 

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

◎決算審査意見書の説明 

○委員長（清水良一君） 次に、稲垣代表監査委員に決算審査意見書の説明を求めます。 

  代表監査委員、稲垣直彦君。 

○代表監査委員（稲垣直彦君） 代表監査委員の稲垣です。よろしくお願いいたします。 

  平成29年８月10日付、29小笠原総第874号で審査に付された平成28年度小笠原村各会計歳

入歳出決算について、地方自治法第233条第２項の規定に基づき審査を実施し、意見書を提

出いたしました。お手元に資料があると思いますので、それを見ながら説明いたします。 

  平成28年度小笠原村各会計歳入歳出決算審査意見書として、第１、審査の概要。審査の対

象としては、平成28年度小笠原村一般会計歳入歳出決算、平成28年度小笠原村国民健康保

険特別会計歳入歳出決算、ほか特別会計７件があります。平成28年度小笠原村実質収支に

関する調書、平成28年度小笠原村財産に関する調書、以上11件が審査の対象となっており

ます。 

  審査の期間は、平成29年８月29日から９月26日、また、それ以前に８月23日から25日の間、

事務局で書類審査をいたしました。 

  審査の手続きでございます。審査にあたっては、村長から提出された各会計歳入歳出決算

書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書について、関

係法令に準拠して調整されているか、財政運営は健全か、財産の管理は適正か、更に予算

が適正かつ効率的に執行されているかなどに主眼をおき、関係諸帳簿及び証拠書類との照

合等、通常実施すべき審査手続きを実施したほか、必要と認めるその他の審査手続きを実

施いたしました。 

  続きまして、審査の結果として、審査に付された一般会計、特別会計の歳入歳出決算事項

別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は法令に準拠して作成されており、

決算計数は関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りが認められませんでした。 

  なお、下記指摘事項を踏まえ、今後の財政運営により一層努力されたいと思います。 

  全般的な指摘事項としまして、平成28年度の決算は、前年度と比べて歳入決算額は約64万

円の減少、歳出決算額は約3,808万円の減少で、歳入歳出ともに前年度をわずかに下回る決

算となりました。また、実質収支は約3,744万円の増加となりました。 

  平成28年度の実質公債費比率は、昨年度に引き続き、平成24年度、平成25年度の村債任意

繰上償還の効果が表れ、前年度からさらに0.7ポイント低下し、10.5％となりました。 



－１８－ 

  一般会計においては、歳入決算額は前年度と比べて約２億1,701万円の減少、歳出決算額

は約２億６万円の減少となり、歳入歳出ともに前年度より下回りました。決算規模が下回

ったのは、補助事業費の減少が大きく寄与しており、その他各施設の新設、改修、維持補

修等、事業費の減少が要因となりました。 

  一般会計の歳入のうち、村税は個人住民税、固定資産税、村たばこ税が前年度より減少し

たものの、法人住民税及び登録台数の増加、税率の引き上げなどによる軽自動車税が増加

したことなどにより、前年度比約375万円の増加となりました。村税の徴収率は非常に高い

水準で推移しており、努力の成果が伺えます。引続き、この徴収実績を維持していただき

たいと思います。 

  使用料及手数料については、インターネット使用料の増加がありましたが、保育料、建設

発生土処理手数料等の減少により、前年度比約369万円の減少になりました。 

  一般会計の歳出については、農林水産業費が補助事業及び施設整備事業の大幅な減により、

前年度比約２億4,418万円の減少、土木費が道路整備の減少などにより約3,118万円の減少、

教育費が施設整備事業等の減少により約8,830万円の減少、諸支出金が基金積立額の増加な

どにより約１億8,776万円の増加となっております。 

  歳出のうち人件費については、給与改定に伴うベースアップなどにより、全体で前年度比

約1,411万円の増加となりました。なお、人件費における経常収支比率は、前年度から0.1

ポイント低下し33.9％となりました。この比率が40％を超えると財産運営が厳しくなるの

で、引き続き留意していただきたいと思います。 

  今後、父島・母島両島の児童福祉施設の整備、ごみ処理施設の整備、小・中学校の整備が

予定されていて多額の借り入れが想定されるため、引き続き、将来に過大な負担を残さな

いよう、慎重かつ計画的な財政運営に努めていただきたいと思います。 

  続きまして、補助金交付団体について。補助金交付関係事務については26団体、31補助事

業について審査を行いました。人件費補助団体に対する指導検査は、指導検査要領に基づ

き適正に実施されておりました。 

  なお、補助金交付要綱の中には実態と合っていない部分も見受けられるため、随時見直し

を図っていただきたい。また、庁内の稟議書類に多くの不備が認められましたので、早急

に改善に努めていただきたいと思います。各補助金については、今後とも必要性の検証、

民間との役割分担、費用対効果、補助率の適正化について十分に精査をされたいと思いま

す。 



－１９－ 

  抽出事業につきましては、平成28年度に実施された事業のうち、主要な21件を抽出し、審

査を行いました。それらの事業については、執行・支出等について概ね適正に実施されて

いました。審査時に個々に指摘した部分は、それぞれ改善をしていただきたいと思います。

契約書の記載事項は各担当者がよく確認し、添付書類や日付の整合性等不備がないように

留意していただきたいと思います。 

  平成28年度の決算状況は、決算カードを参照していただきたいと思います。 

  以上でございます。ありがとうございました。 

○委員長（清水良一君） 決算審査意見書の説明は終わりました。 

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

◎決算審査意見書に対する質疑 

○委員長（清水良一君） ただいまの意見書について質疑のある委員は挙手をしてください。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 決算監査本当にご苦労さまでした。これだけの資料を全部見なければ

いけないわけですから、本当に大変な思いでされているんだろうと思います。 

  私のほうの認識不足もあるのかもしれませんが、２点だけお伺いしたいと思います。 

  決算規模が下回ったのは補助事業費の減少が大きく寄与しており、その各施設の新設、改

修、維持補修等事業費の減少が要因となったと言われていたんですが、施設に関してはや

はり老朽化しているものがかなりあるのではないかという観点なので、この維持補修費の

事業費の減少というのがちょっと理解できていないのです。この辺についてはどのように

お考えだったのか１点お伺いしたいのと、それから、ふるさと納税の活用についてはこの

中でご指摘がなかったのですが、その辺についてはもっと活用しろとか、何かそういうふ

うなことがあったのかなかったのか、その辺をお伺いしたいと思います。 

○委員長（清水良一君） 代表監査委員、稲垣君。 

○代表監査委員（稲垣直彦君） 今の安藤委員の質問にお答えします。 

  施設の維持補修といいますか、この補助金については、一番大きな要因は平成27年度のと

きには小笠原島漁業協同組合の、施設を壊すお金が２億円近くありました。そういった事

業がなかったため、補助事業のお金が減ったということであります。 

  もう一点、ふるさと納税につきましては、なるべく島から離れた方、あとは小笠原を注目

されている方に活用されるようになっていただきたいとは思います。ただ、今現在目立っ

たようなものはないように見受けられました。 



－２０－ 

  以上でございます。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） そうですね。ふるさと納税が今各地でいろいろ表面化して、かなり金

額を稼いでいるというか、そういうところが多いかなと思うので、何か小笠原でもそうい

う活用ができないかなというところがあったので、その辺のところをお伺いしたというこ

とです。いろいろ本当にご苦労さまでした。ありがとうございます。 

○委員長（清水良一君） ほかに意見書について質疑ある委員は挙手お願いします。 

  ございますか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） 質疑がもうないようですので、これにて質疑を終了します。これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認め、決算審査意見書に対する質疑は終了しました。 

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

◎質疑（個別） 

○委員長（清水良一君） これより各会計決算の質疑に入ります。 

  なお、監査委員に対する質問がある場合は、委員会要求資料と同様に、それぞれ該当する

質疑の部分でお願いします。 

  まず、一般会計歳入について質疑を行います。 

  お手元の決算書のうち92ページから125ページまでです。 

  なお、質疑の際には決算書の資料のページ数をお知らせください。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  92ページから125ページまでです。歳入の部分です。 

  質疑ございませんか。 

  一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 資料の、地方交付税交付金なので96、97ページですけれども、当

村では人口が増えまして、地方交付税交付金も大分増えたと思うんですけれども、この増

えた分の活用の方針について教えていただければと思います。 

○委員長（清水良一君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 地方交付税につきましては、普通交付税でございますけれども、
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昨年度と比較いたしますと5,892万4,000円が増額となっています。 

  活用の方針につきましては、これ一般財源という形でいただいていますので、いろいろ行

政需要が増えたところ、事業の増額した部分に充当させていただくという形で対応させて

いただいています。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 地方交付税交付金の算定の内訳を見ると、どちらかというと国と

か東京都からなかなか直接補助とか交付金をもらえない部分が、地方交付税交付金の算定

の基準になっているではないですか。例えば消防とか、あと教育とか、そういった部分に

もうちょっと振り分けてもらえればというふうに自分は考えていますので、その点よろし

くお願いします。 

  引き続き、東京都の総合交付金は何ページですか。そこを質問したいんですけれども。 

（「109ページ」との声あり） 

○副委員長（一木重夫君） 109ページですか。東京都の総合交付金について質問したいと思

います。 

  小池都知事になって、この内訳が公開されるという話を聞いたんですけれども、もう公開

はされたんでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 東京都の総合交付金につきましては、昨年度、平成28年度から各

自治体の総額のみ公表をされてございます。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） わかりました。総額ということだと、余り詳しい状況はわからな

いままということですね。 

  自分が聞きたかったのは、公開されたことによって何か有利な点、不利な点が出てきたの

かなと心配したんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 先ほどお答えしましたとおり、総額のみということですので、ほ

かとの比較というのは非常にしづらいところもございますので、そういった意味でわから

ないところです。昨日、東京都町村会からの招集により、東京都から平成30年度の総合交

付金についての説明会をやるという通知をいただいていますけれども、こちらからの参加

ができませんので、東京連絡事務所の職員に代理での参加を依頼しました。 
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  午後だったものですから、まだ詳細はこちらには伝わってきていないんですけれども、文

章を読む限りこれまで以上に、透明性という言葉が記載されていましたので、少し変わる

ところも出てくるのかなという感じがしています。ただ、説明会につきましては年内に１

回と、それから年明けにも開催されるのではないかと思っています。 

（「ありがとうございます」との声あり） 

○委員長（清水良一君） ほかに質疑はございますか。 

  稲垣 勇委員。 

○委員（稲垣 勇君） 先ほど説明があった収入の未済、繰越額のところで……。 

（「資料は」との声あり） 

○委員（稲垣 勇君） 資料の最後のほうです。 

（「何の資料」「先ほど財政課長が説明した中で……」との声あり） 

○委員（稲垣 勇君） 平成28年度決算特別委員会に伴う事前資料の中で、先ほど建設発生残

土の900万円というのは説明があったんですけれども、一番上の村税の滞納のところで、平

成27年度はちょっと増えていて今年度というか平成28年度300万円と、多いんですけれども、

これの要因は何かあるんでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 先ほどの建設発生残土の関係と類似するところもございますけれ

ども、納入の遅れというんですか、年度またぎ等がやっぱり発生することもございますの

で、平成28年度については突出した数字ということではございません。また、滞納者への

納付依頼等を進めながら、数字のほう整理をさせていただきたいと思っております。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ほかに質疑のある委員はおられますか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） 歳入についての質疑はよろしいでしょうか。歳入は歳出と一体です

ので、もし後で気づかれた部分があれば、後ほどの歳出の審議の際に質問してください。 

  次に、財産についての質疑に入ります。 

  お手元の決算書のうち321ページから324ページをご覧ください。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  何か、財産について質疑がございますか。 

  委員長から一つ聞きたいんですが、324ページです。 
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  基金の部分、それからあと主要な施策の成果報告書の５ページに基金のことが書いてある

んですが、平成28年度、一般会計の部分だけですと初めて村債を上回ることになったんで

はないかと思うんですね。非常にいい状況なんだなという感じがしたんですが、この基金、

どんどん積み立てていただいて非常に安心感があるんですが、この特定目的基金という部

分で、その目的に合わせて基金を積み立てていくんだと思うんですが、この目標値とか、

前年にも聞いたかと思うんですが、どのぐらい積み立てていくかという何か指針というの

はあるんでしょうか。 

  財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 特定目的基金につきましては名称のとおりと申しますか、公共施

設であったり、役場庁舎であったり、災害対策であったりとか、大まかな枠というのはあ

る程度考えてはいるところでございますけれども、現在、特定目的基金の中で動きのない

基金が非常に多くございます。と申しますのは、現状といたしまして財政調整、それから

減債基金に重きを置くという状況がございます関係でそのような形になっています。 

  今こちらに資料を持ち合わせていませんので、全ての特定目的基金ではございませんけれ

ども、おおむねの額は後ほど説明させていただければと思います。 

○委員長（清水良一君） 目標のおおむねの額ということ、後ほどで。 

  ほかにございますか。財産についての質疑。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） 財産についての質疑はよろしいでしょうか。 

  次に、一般会計歳出に移ります。 

  まず、議会費、総務費について質疑に入ります。 

  お手元の決算書のうち126ページから145ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 今日の支出の質問については、私、今日はこの主要な施策の成果

報告書を中心にして、ここからいろいろ質疑、指摘をしていきたいと思います。 

  主要な施策の成果報告書のまず26ページです。 

  硫黄島関連事業費についてですけれども、先日の硫黄島調査特別委員会でも少し話をした

んですけれども、このヘリコプターの運用、今こちらに書いてあるのは年５回分程度しか

確保されておらずということが出ております。これはもともとは何回だったんでしょうか。 
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○委員長（清水良一君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 硫黄島の祈念会館を建設する際に、本庁と私自身が交渉に当たった

わけですけれども、ここに書かれているものとは別の、東京都の墓参ですとか平和祈念墓

地公園の管理、それから遺骨収容の際の支援、そういったのを合わせて全部で年10回とい

う約束になっていて、それは守られています。 

  ただ、ヘリコプターの運用時間の残数が非常に少ないということで、空荷で帰るとか、空

荷で行くとか、そういうことがないような工夫をしてくれというのは常々言われていると

ころです。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） ヘリコプターの運用がなかなか厳しい状況になっている。また、

今後もより一層厳しくなるのかなという危惧をしております。硫黄島調査特別委員会で指

摘をしたときも、またその後もいろいろ考えてみたんですけれども、やはりこの課題はす

ごく重要だなと改めて思ったんです。また、この部分の文章を見ても、これはすごく大き

な課題だなと思いました。 

  改めて村長にお伺いしたいんですけれども、これは議会と一緒に、政治的に積極的に、も

っと働きかけていかなければだめだなと。次の２月の出張とか、次の５月の出張とか、そ

ういうときにもっともっとやっていかなければだめだなと自分としては感じたんですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） このヘリコプターの運用については、平成11年度でしたか。硫黄島で

の３軍合同訓練というのがございまして、その際、当時の執行部、それから議会、硫黄島

特別委員会、私委員長をやっておりましたけれども、そのときにさまざまな課題を議論す

る中で年に10回ということを決めたわけです。経緯はそこから始まって、今もそれは守ら

れておりますので、少なくとも硫黄島、旧島民が訪島できる機会を幾らかでも増やすとい

う中でやってきたお約束事でございます。 

  いろいろな経緯がありましたけれども、その後、硫黄島でのＮＬＰの暫定受け入れも、暫

定ということですから、防衛のほうから議会も含めて旧島民、また執行部に来年度の事業

説明という形で毎年報告と、それから事業予定も説明してもらっているわけでございます。 

  ヘリコプターの運用について、回数が多ければいいということではないと思っていまして、

要するに我々が目的とするところの必要な回数を確保できればいい。まず、大変状況が厳
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しい中でも、その当時の、そのとき約束した10回ということをきちっと守っていただける

ということは、我々も具体的に今のヘリコプターの耐用年数が大変厳しい状況下にあるこ

とを考えれば、お互いの約束事をきちっと守っていただいているということ、また、守っ

ていただくという姿勢を我々持っていけばいいのではないかというふうに、現在は思って

いるところでございます。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 今、ＮＬＰの暫定利用ということで、そういった背景もあって、

今のヘリコプターの運用回数というのもあるのかなと考えておりまして、一方で、今、馬

毛島のほうになりつつあるという中では、馬毛島になったら減らされてしまうのかという、

そういう危惧も持っているんですよ。馬毛島に決まる前に、ちゃんともう一度、防衛省と

の約束、あるいは新たな機種への変更というのを強く言っていかないとだめだなという思

いもあるんですけれども、その辺はいかがですか。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 一木委員が危惧しているところは私もよくわかりますが、暫定措置が

なくなったからといって回数が減るということはまずないと。それはなぜかというと、帰

島できない旧島民の訪島の機会をつくるということが前提にございますお約束事なので、

まずそこの部分ですね。 

  それから、先ほど申し上げ忘れましたけれども、実は今ＵＳ２が急患搬送で使用されてい

ないということで、急患搬送については全て硫黄島経由で行っていただいています。これ

がヘリコプターに対して相当な負担をかけているということですね。母島のほうは、従前

からヘリコプターでやっておりましたが、父島についてはＵＳ２の運航が可能であればＵ

Ｓ２でやっていたわけです。そういういろいろな状況を勘案しながら、国の立場も理解し

つつ、しかしながら、私たちが求めるところはきちっとやっぱり要望していくという活動

は、まさに大事だと思っています。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 了解しました。 

  続きまして、主要な施策の成果報告書の29ページ、上段の小笠原諸島振興開発ビジョン検

討事業費ですけれども、ここの中に書いてある課題、特別賃借権、農地法の未施行、硫黄

島の帰島問題、これの解決を図らなければならない。その手段を見つけるための調査を昨

年度やってきたわけですけれども、この辺の課題解決、まずこの３つ、どのような調査を
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やって、どういう道筋を立てているのか教えてください。 

○委員長（清水良一君） 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） 小笠原諸島振興開発ビジョン検討事業としましては、

平成27年度、平成28年度２カ年で調査を実施したものでございます。 

  ご指摘の特別賃借権、農地法、硫黄島帰島問題については平成27年度の調査で対応したの

ですが、ここに書いてある課題とは、このこと自体が課題だと。それを何とか解決する方

向での模索をということで記載しているということです。調査の中におきましては、過去、

返還以降、特に返還後10年たって復興法から振興法に変わる頃、時代背景もありまして、

当時の東京都と農林水産省が、これらの問題をどうしようか頻繁に議論されています。 

  とりあえず私ども調査の中では、返還以降から今に至るまで、これらの課題について国の

関係省庁と、あるいは東京都がどういった議論をしてきたのかというのをまず整理させて

いただきました。結果は、復興の10年後において結論が出ないまま今に至っているという、

大きく流れを言えばそういう形で現在に至っているという状況がわかりました。 

  今後どうするかということにつきましては、今、法延長に対する検討を進めているところ

ですが、国・東京都との話の中では、ベースが小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定

措置等に関する法律寄りの課題であるということと、それからずっと長く残ってきている

課題であるということ、それからそれぞれの直接所管する、例えば国であれば農林水産省

だとか、そのあたりの状況を踏まえて、今、小笠原諸島振興開発特別措置法の延長とは切

り離した形の中で整理・検討をしていこうというふうに、私ども村としては、今までの交

渉してきた中ではそう考えています。 

  具体的にどう交渉していくかというのは、今改めて模索しているところでございます。ま

ずは東京都のご理解をいただくべく検討を進めていきたいと思っております。それぞれの

立場でこれらの課題に対する思い、あるいは所管する役所としての考え方、それぞれ温度

差もあり、考え方の違いもあるようです。そういった状況を踏まえつつ、解決できないに

しろ、今後具体的にどのようにどういった形でこの課題に対応していくか、模索はしてい

きたいというのが今の状況でございます。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） この課題、一般質問でも過去に何度もやっておりますけれども、

返還50周年がこの課題解決の大きなチャンスだということを、この何年間かずっと言い続

けてきています。 
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  村長にお伺いしたいんですけれども、その具体的な解決方法として、過去に東京都議会が

その特別賃借権を東京都で買い取れという決議までをしているんですね。それぐらいの勢

いがないとこの問題は解決できないと思うんですよ。それは行政の積み上げでできるよう

なものではなくて、やっぱりこれは政治なのかなと思うんですけれども、返還50周年に向

けて、この課題解決のための意気込みをお聞かせください。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 以前も答弁させていただいたと思いますが、この課題であること、課

題抽出をためらわずしてきたのは今の我々でございます。何とか返還50周年、50年という

本当に一つの、節目ですよね、として解決をしたいと思ってはおりますし、先ほど担当も

いろいろ模索してきたと言ってきましたが、文字どおり模索をしております。国の立場、

東京都の立場を考えると本当に難しい課題なんですよ、これは。難しい課題なんです。 

  特別賃借権のことで具体的なご質問をいただきましたけれども、政治的な、本当にえいや

ということがなければ解決が難しいでしょう。しかし、そのえいやを、誰がどこでできる

のかということが大変難しいですね。それは、返還以前の旧島民の方々の思いとかを一方

的に切ってしまうことにもなりかねません。今まで決して引き延ばしにしてきたとは思い

ませんけれども、この課題を解決するときに、そういう今まで携わってきた方も、なかな

か解決の道筋が見出せなかったというところが本当のところだと思うんですよ。 

  ですから、返還50年という節目で解決したいのはやまやまですけれども、少なくとも大き

な問題提起というか、国・東京都・小笠原村、３者の共通課題として踏み込んだところで、

協議ができるようなところをつくり上げていきたいというところが今の段階と申し上げた

らいいかと思います。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 現時点での思いは了解しましたけれども、何とか解決していきた

いなとは思っておりますので。 

  もう一つ、この課題の中に、新たな振興開発を推進するための仕組みについて具体化させ

る必要があると書かれておりますけれども、これは我々も奄美に視察に行きまして、この

振興開発、新たな法延長の後に、おがさわら丸やははじま丸の運賃の軽減ということを一

つの目標として視察をしてまいったわけですけれども、何とかこれを奄美のように交付金

を創設してかち取るように、今どのような動きをしているでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 総務課企画政策室長、樋口君。 
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○総務課企画政策室長（樋口 博君） ご指摘のその運賃、よく行政のほうでは運賃低廉化と

いう言葉を使いますが、今、国土交通省と、それから東京都と法延長の議論の中で、その

課題については意見交換をさせていただいています。それが可能とか、そういう方向性が

出る段階にはまだ至っていないというのが現状ではございますが、特にほかの法律で新た

に導入されている交付金という仕組み、そういった中では、小笠原諸島振興開発特別措置

法における交付金の導入については、国からは規模が小さいということは指摘を受けてい

ます。予算の規模が小さいということでございます。 

  私ども村の担当課としましては、交付金という仕組みにとらわれず、既存のソフト事業の

予算の中でそういったものに対応できるメニューが設定されれば、要は実をとる方向の新

たな動きができないかというところは模索しています。ほかの法律で導入されているから

というところを背景にしつつも、まだまだいろんな状況があって、即一律に小笠原に導入

可能だという話にはなかなか、簡単にはならないという状況の中で、今模索しているとい

う状況でございます。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 了解しました。 

  この新たな振興開発を推進するための動きとして村長にお伺いしたいんですけれども、や

はり政治的な動きも大事なのかなと。さっき、議会事務局の机の上にも置いてあったんで

すけれども、奄美では自民党の中に委員会があって、先日もその委員会が行われて振興法

の延長に向けて活発な議論が行われている。 

  小笠原でも、自民党の中で小委員会があったと思うんですけれども、その辺の動きと、あ

と小笠原を応援する会との関係について、村長のほうから教えてください。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 自民党の中に離島委員会が常設してあるんですけれども、小笠原の場

合には法延長を迎えるときに、その中に小委員会として小笠原の小委員会をつくっていた

だきまして議論をしていただいています。 

  奄美は常設として、市町村数が多いですから。ご質問の趣旨の政治的な活動が必要だとい

うことはもう当然で、毎回のことでございますけれども、今度の法延長のときにも、まず

離島委員会の中に小委員会として小笠原小委員会をつくっていただくことと、それとはま

た別な形で小笠原を応援する会をつくっていただいていますので、そちらのほうと連動し

ながら有機的に機能していただけるよう、そこはまたそういうお願いを通しながら、議会
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と一緒にということでございますが、当面のことは一緒に出張する機会が多い池田議長と、

執行部、議会ということで、そのような要請はかけてまいりたいと思っています。 

○委員長（清水良一君） 稲垣 勇委員。 

○委員（稲垣 勇君） 今の一木副委員長の特別賃借権の関連で質問させてください。 

  この特別賃借権のおかげで土地を自分のものにした経緯も私はあります。そういう関係で、

何とか特別賃借権を含めて、やっぱり延長する方向で来年の法延長に向けて、いっていた

だきたいと思うんです。その辺は今どのようになっているでしょう。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 課題として、この特別賃借権、いろいろな形がございますよね。硫黄

島の場合とか。先ほど難しいと言ったのは、事情がそれぞれあるということなんです。で

すから、えいやという形にしないと、なかなかこういうことはできないかもしれませんけ

れども、そのえいやがいいのかどうかということを私は先ほど申し上げたわけでございま

す。 

  そういう意味では、今これらの課題を課題と認識しつつも法延長はしていただくと。です

から、この課題解決というのは、多くの方々にきちっと解決という、それぞれの方の中で

傷つくような人が出ないようにということを必ず配慮しなければいけないというふうに私

は思っておりますので、課題と認識しつつ法延長は求めてまいりたいというところでござ

います。 

○委員長（清水良一君） 稲垣 勇委員。 

○委員（稲垣 勇君） その中で一つ質問させていただきたいんですが、戦前から小作でやっ

ていたから、そのまま小作で使っている人、現在もいますよね。母島なんかいるわけです

けれども、そういうところで現在、旧島民がだんだん亡くなって、いわゆる旧島民と言わ

れている人は、私を含めて本当に数える程しか島の中にはいませんよね。そういう中で、

村として今、今のうちにその旧島民のそういう考え方、そういう聞き取りを現在している

んでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 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） しているかしていないかでいえば、現在していないと

いうのが実情でございます。 

○委員長（清水良一君） 稲垣 勇委員。 

○委員（稲垣 勇君） なぜ聞くのかというと、来年法延長になりますので、村としてこうい
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うふうに旧島民は考えていますよということを、やっぱり持っておく必要があると思うん

ですけれども、どうでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 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） ご指摘はごもっとものことかと存じます。どういう形

でご意見を聞けるか、そのあたりの方法も含めまして、ちょっと検討させていただければ

と存じます。 

○委員長（清水良一君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） すみません、私のほうから少しお話をさせてもらいたいと思うんで

すが、特別賃借権とか農地法については小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等

に関する法律の中で規定されておりますので、この小笠原諸島振興開発特別措置法の法延

長とはまた別の問題だというのをまず認識していただきたい。 

  それと、先ほども樋口からありましたように、過去に東京都や農林水産省、そういったと

ころがいろいろなことを考えている、議論をしてきた。それはやっぱり法律の中で規定さ

れていますので村だけではなくて国が、動く必要がある。そのときに今のような旧島民や

権利として継承している方々の意見というのをきちっとまとめていただかないと、村だけ

がこれをやるべきではないし、やれるものではないと考えております。 

  特に特別賃借権の場合は、実際に父島・母島の実態と硫黄島の場合は賃借料が入るという

ことで、その格差の部分もどうやって解決するのかという、先ほどから村長も言っている

ように非常に大きな問題を抱えていますので、今のご意見などをやはり担当から国・東京

都と一緒になって動き出すことをまずやらないと、私もずっと過去に経験していますが、

本来なら農林水産省が動くべきところが全然動かないとか、そういうことになっておりま

すので、ぜひこの返還50年をきっかけに、そういう動きをまずは始めてみるということが

必要だと思います。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ほかに。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） それでは、私は成果報告書の26ページと、それから事務事業報告書の

14ページを開いていただくとわかるかと思います。 

  硫黄島関連事業ですが、事務事業報告書の中には、硫黄島旧島民の一時宿泊所が出てくる

んですが、こちらの関連事業には全然載ってこない。その一時宿泊所は、かなり老朽化し



－３１－ 

ていて、ここに住んでいらっしゃる方の中からいろいろと不具合があると伝え聞いていま

す。その辺の改修工事等については、今後何か計画されているのかどうかお伺いしたい。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 硫黄島旧島民の一時宿泊所の件で、改修計画があるかどうか

ということでございますけれども、修繕等は行いますが、改修計画というのは今、総務課

としては持っておりません。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） それは年次計画的なところで、大体いつぐらいになるとかいうのも計

画はされていないということでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 安藤委員がおっしゃるような年次的な形での計画というのは、

今持ち合わせておりません。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 改修等についても、できるだけその年次的なものを見据えて、計画的

にきちんとやっていただきたいなと思います。その辺についていかがですか。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 今後どのような形で一時宿泊所を村として運用していくかと

いうことが課題となっております。その辺の方向性をしっかり決めた上で、今後どのよう

な形で改修等行っていくかということを決めていきたいと思っております。 

（「理解しました」との声あり） 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） すみません。それではまた成果報告書の31ページですが、防災対策事

業と、それから先ほどの事務事業報告書の12ページを開いていただければと思います。 

  この１点目は、事務事業報告書の中に、消防団の出動状態ということで、訓練というのが

18回あってということで書かれているんですが、これは通常訓練のことでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） まず、消防団自ら行う訓練というのがあります。それから内

地の東京都消防庁から教官が来て行う訓練というものもございます。 
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○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） そうすると災害時の訓練というのは、ここで災害訓練をやったときに

一緒に消防団も参加してやっている１回だけなんでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 普段の訓練の中で、そういった災害がある場合の訓練も想定

しているかと思いますけれども、防災訓練のときには必ず要支援者の対応ということと、

あと情報通信の訓練に参加しております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） なぜその災害時のことを伺うのかというと、母島は消防団も同じよう

な区域に全員住んでいるので、どこに集まれと言っても全部集まれるとは思うんですが、

父島でもし何か災害があったときに、扇浦地区と大村とか、地区が分かれてしまう可能性

がまだあるかなと思います。そのときに、扇浦地区には何人ぐらいの消防団員がいて、ど

こに集まって誰が指揮系統をとるのかとか、そういった訓練をきちんとしておかないと、

いざ何かあったときには本当に動けないのではないかなと思うのですが、その辺の訓練は

されているのか伺いたいと思います。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 今、指摘された件ですけれども、具体的にどのような内容の

訓練をやっているのかというのは把握しておりませんので、その辺を把握して、安藤委員

が心配されているようなことがないように対応するようにお願いしたいと思います。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） その辺についてはきちんとしたシミュレーションをして、皆さんの意

識がきちんとできていれば、いろんなことがあっても何か対応できるのかなという感じが

しますので、ぜひやっていただきたいなと思います。 

  それからもう一点ですが、この31ページの備蓄品というのがあります。最近、東京都のほ

うで備蓄品を放出するということがありました。それも期限が切れてから出すのではなく

て、期限が切れる前に一般の都民に対して配布をしたということです。それでかなりの方

が取りに来て、何日もたたないうちにみんななくなってしまうような状況があったという

ことを伺っています。 

  ここの場合にはアルファ米とかいろいろあるかと思います。乾パンとか。そういうものは

期限後に廃棄しているのか、それとも何かそういう有効活用されているのかお伺いしたい。 
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○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 有効利用に供するための対応もしておりますけれども、基本

的には期限が切れた後に処分というか、特に保存水は期限が切れましたら村民に広報して、

持っていってもらっており、有効活用していただいております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 食品ロスというのをなくすということで今東京都も取り組んでいるよ

うですけれども、全国的にそんなことが出ているので、ぜひ有効活用していただきたい。

例えば、学校で子供たちに、そういう訓練の中で実際にご飯をつくってもらうとか、水を

入れればできるとか、お湯を入れればできるとか、そういった訓練とかも実際に体験学習

の場でも活用できるのではないかなと思いますし、賞味期限とか消費期限とか保存期間と

いうのがあるので、そういうことも子供たちにきちんと教える場でも活用できるのではな

いかなと思います。その辺については今後対応できるのかどうかお伺いしたい。これ教育

委員会なの。 

○委員長（清水良一君） 教育長、松本君。 

○教育長（松本 隆君） 今、委員からご指摘のあった件につきましては、今年度、母島では

防災訓練のときに家庭科の教員が中心になりまして、そのような対応をしております。父

島でも、実際には高校が中心になりますけれども、アルファ米の配布などを行っておりま

すので、学校教育の中にそういう形で生かしながら進めています。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 実際につくってみるということが大事だと思いますので、きちんと体

験をさせて、何かあったときにでも、親とはぐれても何かできるようにしておいたほうが

いいのではないかと思いますので、ぜひその辺のことも整備していただきたいなと思いま

す。 

  それからもう一点、防災に関して、今、北港に公衆電話、警報設備、すみません、32ペー

ジですね。設備設置工事ということで、これは衛星放送とか使っているということですが、

この辺についてもやはりできれば携帯がつながったほうが、もっと早くそういういろんな

ことが把握できるのではないかと思うのですが、例えば携帯がつながるようにするには、

どこに何をすればいいのかとか、そういう設置局をつくればいいのかとか、そういうもの

は全部把握されているのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 
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○総務課長（セーボレー孝君） 母島の北港に緊急用の公衆電話を設置したのは、安藤委員も

ご覧になっているかと思いますけれども、それ以外に防災行政無線のところですけれども、

あそこに防災行政無線の拡声局を設置したとしても電波が通じないという大きな課題があ

りました。その課題につきましては、今までいろいろと検討しておりましたけれども、今

現在行っております防災行政無線の更新に向けた調査の中で、父島のほうから電波を発信

して、母島のほうで電波を受けることが可能だということがわかってきましたので、北港

のみならず東港も何らかの形で聞こえるように、その辺は改善していきたいと思っており

ます。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 山に登るとわかるんですが、石門でも一部、父島局へ直接つながると

か、それから東台に上がればそこから父島局へ直接つながる、高いところに行けば父島局

とつながって実は携帯が使えるということがわかっているんですね。ですから、その辺の

ことも含めて、何かちょっとしたことでできるのであれば、そのクリアする課題が何であ

るのかというのをきちんと出していただいて、検討していただきたいなと思います。 

  それから、課題として防災行政無線のことが書いてあるんですが、拡声子局を設置してい

るんですが、これも風の流れによって聞こえなかったり、いろいろ問題があるんだなとい

うふうには思っています。また、村の施設がいっぱいあるんですが、そこに全部この防災

行政無線の告知端末が設置されているかどうか、それを今まで点検したことがありますか。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 今まで点検したことはあるかということですけれども、担当

のほうでは点検されているかと思いますけれども、詳細については確認しておきます。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） では、点検したかどうかわかれば教えてください。 

  実は、奥村運動場の、管理者がいるところには何もありません。外に大きいスピーカーが

あるということで、それで終わってしまっているんですが、やはり風の流れで聞こえない

ということで、社会福祉協議会では一応、事務所からじかにそこに電話を入れて対応はし

ているようですけれども、それぞれのところに設置しておいていただけないのかなと思い

ます。また今後検討していただければと思います。 

  それから避難路についてですが、私が申し上げた小笠原高校のところの上がり口にはあん

な形で、黄色い板でかなり大きいものをつくっていただきましたので、かなり見やすくな
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ったんではないかと思います。ただ、観光立島という意味合いもありますので、外国語の

対応とか、そういったことも今後検討していかなければいけないのではないかなと思いま

す。あそこだけではないと思いますので、順次その辺についても検討していただけないか

と思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） まず、奥村運動場の告知端末の件ですけれども、これにつき

ましては確認して、何らかの対応をしたいと思います。 

  それから、委員からのご指摘があった福祉センターの前の、避難路の表示、それは早速対

応しましたけれども、今新たにまた、その他の分ですね。避難路への誘導表示といいます

か、そういったことも今後やっていきたいと思っております。また、外国語の対応につい

てという指摘がありましたけれども、それにつきましても今後考えていきたいと思ってお

ります。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） ぜひお願いしたいと思います。やっぱり非常時、何かあったときにど

う避難させるかだと思いますので、本当によろしくお願いできればと思います。 

○委員長（清水良一君） 特別措置法、防災関係、非常に総務費は多方面にわたりますが、ち

ょっとここで休憩をしたいと思います。 

  お諮りします。 

  暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認め、暫時休憩します。 

  審議の再開は10時50分からとします。よろしくお願いします。 

（午前１０時４２分） 

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

○委員長（清水良一君） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

（午前１０時５３分） 

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

○委員長（清水良一君） 今、議会費、総務費、126ページから145ページまでの途中ですが、

ほかに質疑のある委員はおられますか。 

  稲垣 勇委員。 
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○委員（稲垣 勇君） 成果報告書の27ページの返還50周年に関してですけれども、記念誌を

発行するということで、平成28年度の予算委員会のときに説明を受けていました。それで、

現在どのようなところまで行っているのでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 総務課副参事、杉本君。 

○総務課副参事（杉本重治君） 現在、実行委員会の中に記念誌部会を構成いたしまして、そ

ちらのほうで今、受託事業者と紙面の内容について進行させているところでございます。 

○委員長（清水良一君） 稲垣 勇委員。 

○委員（稲垣 勇君） もう発行に近いところまで行っているということですか。 

○委員長（清水良一君） 総務課副参事、杉本君。 

○総務課副参事（杉本重治君） 記念誌の発行は来年の返還記念日、６月26日に予定しており

ますので、まだその作業の途中という状況でございます。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 成果報告書の31ページ、防災対策事業費ですけれども、この中の

課題、２番、訓練の中に、近地地震・津波を想定した避難訓練も実施していく必要がある

とのことですけれども、たしか昨年度でしたか、小さな子供を連れた家族連れの近地津波

の避難訓練をやったと思うんですけれども、さらに大規模な形で近地地震の避難訓練を実

施してもらいたいと思いますけれども、総務課長、いかがですか。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） まず課題でありました近地地震・津波を想定した避難訓練を、

今年の７月に、とりあえず子供連れの家族を対象に、大神山公園で遊んでいるときを想定

して避難してもらいました。その後、高齢者がゲートボールをやっているときに近地地震

による津波が来襲するということを想定した訓練を考えておりましたけれども、結局雨が

降って、できていません。その高齢者向けの近地地震・津波の避難検証は、まだ検証の段

階ですが、１回やってみたいと思っております。 

  それらを総合的に、今やった中でちょっと課題も出てきて、その課題の解決に向けて、い

ろいろと東京都のほうと取り組んでおりますけれども、今委員がおっしゃったように、近

地地震のみの避難訓練というのも今後考えていきたいとは思っております。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 
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○副委員長（一木重夫君） 子供連れとゲートボールの高齢者ということですけれども、ぜひ

加えてほしいのが保育園と、あとちびっこクラブの近地津波の避難訓練をぜひやってほし

いと思います。あそこは本当に危ないので、５分、10分で逃げられる態勢の訓練をしても

らいたいと思っております。これは指摘事項なので、答弁は要りません。 

  続きまして、成果報告書の34ページ、村営バスの運営事業ですけれども、ここ最近、扇浦

の分譲地の子供が増加しておりまして、扇浦全体で子供が増えています。学校の帰りのバ

スが中型車なんですが、中型車で乗り切れるのかという保護者からの不安の声があるので、

来年度はそういう保護者の声を聞きながら運用を検討してもらいたいと思います。いかが

でしょうか。 

○委員長（清水良一君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） バスの関係ですけれども、今、扇浦・小曲地区から通学で利

用されている児童・生徒が22名です。来年の４月にまた増加するということで、逆に利用

者は減らないというような状況になっております。 

  ３号車のハイエース、中型車、その運用ですけれども、やはり児童・生徒の数が増えてい

くに当たって、なかなか３号車の運用の時間帯をどうするかというのは悩むところではあ

りますけれども、なるべく学校と連絡をとりながら、１年間の行事予定の把握だとか、事

前にわかるんでしたら今日は午前中授業ですよとか、そういった事前に情報をやりとりし

て、なるべく児童・生徒が多く乗る時間帯に合わせて１、２号車を充てるような対応をし

てまいりたいと考えております。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） ぜひそのようにお願いします。 

  総務課の予算の中で、最後になります。35ページの徴税費ですけれども、ここの課題の中

で、平成28年度の雇用ができなかった徴収指導員のことだと思うんですけれども、引き続

き人材の確保に努めながらという課題がありました。今年度は雇用ができたのか、また、

なぜ平成28年度の雇用ができなかったのか教えてください。 

○委員長（清水良一君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） これまで東京都のＯＢの方を雇用させていただいて、徴収の関係、

それから固定資産の評価の関係をお手伝いいただいたんですが、誰でもいいということで

はないものですから、いろいろ情報をいただきながらやっていただける方を探していると

ころではあります。平成28年度同様、平成29年度につきましても雇用できない状況は続い
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ています。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ほかに質疑。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 事務事業報告書の11ページですが、職員配置が載っているのですが、

会計室に管理職がゼロとあるんですが、その理由は何でしょうか。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 現在、会計室には、課長補佐という立場で再任用の職員を配

置しております。そのような形で対応しております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 今後になるのかもしれませんが、組織強化という観点から、きちんと

対応しておいていただきたいな思います。 

  それからもう一点ですが、成果報告書の35ページを見ていただきたいんですが、戸籍住民

基本台帳事務費とあるんですが、この中で、総合行政システムというのはどういうシステ

ムなのか、簡単でいいので教えてください。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） これまで各住民基本台帳ですとか戸籍、今現在では財政の税務の

関係もございますけれども、これまで手作業、電卓、そういった人的に行っていたものを

総合的に電算化して行うという、一言で言えばそういったものでございます。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） その中には、マイナンバーの関係は全部入っているわけではないので

すか。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） マイナンバー制度につきましては、その施行が本年、平成29年当

初からスタートということですので、そのシステム改修という内容も平成28年度の中では

入ってございます。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） マイナンバー制度もそうなんですが、村民課のこの部署では専門性が

かなり必要になる部署だと理解しています。職員育成というのが結構大変なんだろうなと

思いますが、その辺の研修とか、そういった形での専門性の育成をされているのかどうか



－３９－ 

お伺いしたい。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 戸籍、住民基本台帳、あるいは医療費助成、福祉の係でいえば児

童福祉ですとか障害、それぞれの担当者につきまして内地での専門的な研修会に参加をさ

せています。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 専門職員がなかなか配備できないのかどうかわかりませんけれども、

もし専門職員がどうしても必要だという話であれば、それは住民サービスになるわけです

から、その職員がもともと担当していた事務的なところを、その辺は直接の対応というこ

とになりますので、ぜひ臨時職員の対応でも何かできないのかなというふうに思いますが、

そのような対応は今まで考えられたことはありますか。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 個々の担当のほかに、村民課でいえば窓口の業務が非常に多いと

いう部分では、窓口の発行作業等を、臨時職員を雇って実施しているのと、あと医療費の

レセプト点検、そういったものについても集中的に、時期を限定して臨時職員を雇用して

対応しているところでございます。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） そうですね。住民サービスが一番大切だと思っているので、その辺に

支障のないように、対応していただければと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（清水良一君） ほかに議会費、総務費について何かございますか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） すみません。また成果報告書ですが、28ページを開いていただければ

と思います。 

  テレビ事業費ということですが、自主放送事業ということで、当初予算が129万6,000円で

すが、執行が66万2,904円ということで、ほとんど半分ぐらいしか使っていない。これは活

性化していないのではないかというふうに感じられるわけですが、これはなぜこのような

形になったのかお伺いしたいと思います。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 自主放送事業が、予算に対して執行が半額近いというご指摘

でございますけれども、当初予定しておりました番組について、録画したものを放送する
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予定だったんですけれども、機械が一部故障という時期があったもので放送できないこと

がありました。それについては至急改善しております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 機械の不具合とかもあったということですが、そういうことも本当に

クリアして、これから返還50周年に向けていろんなプレイベントから、何かいろんなイベ

ントがたくさんあると思いますので、そういったことをぜひ放送して、村民の士気を高め

るという方向に持っていっていただきたいと思います。その辺の取り組み、これからどう

しようか、特に今年度からもう始めているとは思うんですけれども、その辺の取り組み状

況をお伺いしたいと思います。 

○委員長（清水良一君） 総務課副参事、杉本君。 

○総務課副参事（杉本重治君） ケーブルテレビの自主放送の中で返還50周年ということでご

ざいましたので、私のほうからお答えをさせていただきます。 

  総務委員会でも話題になりましたけれども、返還50周年の記念事業、主催の事業につきま

してはケーブルテレビのほうで放送するように予算化をしていきたいと考えております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） ぜひ活性化させていただければなと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。 

  私から一つ最後に、今の部分の補足なんですが、成果報告書の30ページ、地方創生加速化

事業費というところで、今、安藤委員が指摘された部分で、ＣＡＴＶの活用で、自主放送

チャンネルの運用検討ということで1,334万8,800円という、こういった形で企画や総務課

では恐らくコンサルタントにかなりお支払いしたものではないかと思うんですが、こうい

うものが結構多いと思います。これは結構高いなと思ったんですけれども、どんな形でコ

ンサルタントに頼んでいるのか、その辺お聞かせ願いたいんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 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） どんな形かというのはあれなんですが、ここの資料に

載っております自主放送チャンネルの運用検討ということで、支援委託ということで、ご

指摘のとおりコンサルタント会社を使った形で運用を検討したと。その中身がそこにも書

いてあるんですが、放送法に基づく番組編集の方針計画、そういったものを小笠原に当て

はめたとき、どういう形でつくればいいかですとか、放送コンテンツ、番組ですよね。そ
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れをどういう方面でどういった番組の種類をどういうふうにつくろうかというようなこと

を含めまして、今後進めていこうとするに当たって、今後の見通しを含めてどういったこ

とを整理し、どういった計画等持ち、どういった形で具体的な番組づくりをし、どういっ

た放映を目指すのかというような基本的なところをコンサルタントを交えながら一緒に検

討したという使い方をしました。 

○委員長（清水良一君） そういう検討で1,300万円というのは、やっぱり人件費が多いんで

しょうか。何人ぐらいの方が来られてどんな会議をしたのか、その辺はどうでしょうか。 

  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） 経費の内訳的な観点かとは思いますが、実際に動いて

いただいた担当のコンサルタントの方は２名、その方を軸にしながら、それぞれの検討に、

例えば法律的な検討をする際にコンサルタント会社の法律担当の方々の部署、そういった

方々にかかわっていただいておりますので、人件費が多いという指摘に対してはそういっ

た傾向の内訳になっています。 

○委員長（清水良一君） こういうコンサルタントに頼む部分で結構大きなお金が出ているよ

うですが、それに対してＣＡＴＶの、安藤委員が指摘された部分で、実際につくる部分に

は66万2,000円ということです。計画を立てるのに一千何百万円で、実際に事業するのに何

十万円という、非常にバランスが悪いなという感じがします。 

  はっきり言うと、66万円ぐらいで計画を立てて、1,000万円ぐらい番組制作に使っていた

だいたほうがいいのではないかという気もするんですが、こういうことは非常に重要なこ

とで、コンサルタント、プロに頼んでしっかりつくっていかなければいけないと思うんで

すが、コンサルタントに頼む部分がかなり多いので、今後ともコンサルタントをうまく使

う方向で、そしてその事業バランスを考えながらやっていただけるとありがたいと思うん

ですが、その辺はいかがでしょうか。 

  総務課企画政策室長、樋口君。 

○総務課企画政策室長（樋口 博君） そういった意味では、自主放送チャンネルのコンテン

ツづくりという観点では、我々なかなか不慣れな分野でございます。通常業務では扱って

いないところでございます。通常の、既存のＣＡＴＶ映像制作で六十何某というのは、こ

れも恐らく島内事業者に委託をしてつくっていただいている部分かと思います。 

  地方創生のＣＡＴＶでは当面職員でといったときに、映像をつくること自体はさほどお金

は要しない性質のものかと思います。量をつくればお金がかさむというのは当然ですけれ



－４２－ 

ども、ただ、今後の計画を検討するという上では、やはり相応の費用はかかるという、バ

ランスを考えながらというのはご指摘のとおりかもしれませんが、かかる性質にかかる費

用というのはやっぱりついて回るものだと思っていますので、そういうふうにご理解いた

だければ幸いでございます。 

○委員長（清水良一君） ほかに総務費、議会費ございますか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） ないようなので、次に民生費について質疑に入ります。 

  お手元の決算書内146ページから157ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 成果報告書の37ページです。 

  心身障害者福祉事業費です。この中で課題として、障害者支援の必要性が高まっており、

サービスの実施が必要となっているというふうに課題で書かれてあります。 

  島の障害者でサービスを受けなければいけないという状況の家族が、残念ながら島では不

十分だということで、内地でこのサービスを受けている世帯、もしくは過去にそういうサ

ービスを内地で受けたという、そういう村民がおります。その中でやはり困るのは、内地

での滞在の費用なんですね。その保護者からいろんな話を聞くと、そういうニーズが出て

きます。 

  今、このページに書かれてあるいろんな、給付の事業費のメニューがありますけれども、

この中にそういう内地でサービスを受けるための何か支援のメニューというのは、あるん

でしょうか。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 心身障害者福祉費の中には、内地滞在のための負担軽減の項目は

ございません。内地滞在、障害者だけではなくて、慢性疾患、内地で治療・加療しなけれ

ばならない、あと急患搬送で行かれた方、そういった方も含めまして、島嶼会館の滞在の

補助ですとか、そういったメニューが上の社会福祉総務費の中で措置をされているもので

ございます。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 慢性疾患とか、そういう部分ではおがさわら丸の補助とか、急患

搬送での滞在の補助とかいうのはありますけれども、なかなか障害者で半年とか１年間と
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かいう部分での補助というのは現状ないわけなんですね。 

  先月、教育庁の特別支援課というところに行きましてこのような内地での滞在の補助とい

うのは、東京都のほうでないのかというのを聞いてきたんですよ。そこは東京都が障害児

の支援サービスをやっていて、特別支援学校を運営しているところなんですけれども、伊

豆諸島の事例を聞いてみたら、伊豆諸島でもやっぱり、伊豆諸島の中で必要な支援を受け

られないから内地の特別支援学校の寄宿舎に入ってという方は結構いるそうです。それで、

障害児に対しての支援というのは充実していて、ほぼ100％、実質お金を払わないでその特

別学校に入学できて、食費も全部賄えると言うんですけれども、その保護者に対しては、

東京都でも一切補助はありませんと言っていました。 

  では、伊豆諸島の保護者は子供を預けた後どうするんですかと聞いたんですよ。そうした

ら、すぐに帰ります、伊豆諸島に戻りますと。子供に何かあったときはどうするんですか

と。いや、すぐ来られますと。では、小笠原はどうなんですか、来られないですよね。帰

れませんよと。そうですよねと言われました。それは確かに保護者が子供を支援学校に預

けたら、そのすぐ近くで、アパートで暮らさなければいけないという実態、わかるでしょ

うと。確かにそうですと。子供に何かあったとき、すぐ来られない場所なんですよという、

そういう話をしてきて、小笠原には特別な事情があるので、何とか東京都も特別なものを

考えてよという、そういう話を今回してきたんです。ぜひ東京都を巻き込んだ形で、何か

しらのそういう補助メニューをつくることができないのかなというふうに考えているんで

すけれども、村長、その辺いかがでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） まず、議員活動として直接活動されているところに敬意を表すわけで

ございますが、せっかくそうして得た知見でございますから、これはやはり政治的な動き

こそが解決に近づく道だと思いますので、島嶼選出の都議会議員もおられますし、今のよ

うなお話を議会の場だけではなくて、ざっくばらんに執行部のほうと打ち合わせをし、議

員の皆さんとの協議も済ませて、東京都のことであればまず都議会議員にもご相談をしな

がら、その担当の部署とどういう解決の道があるかということは模索していくというとこ

ろではないかと、このように思うところでございます。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 村長のサジェスチョンのとおりだと私も思っていますので、今後

まず三宅正彦都議会議員に相談しなくてはいけない、また、公明党の都議会議員たちにも
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相談しなくてはいけないなと考えておりますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いしま

す。 

  続きまして、39ページの有料老人ホーム運営費ですけれども、ここの課題の中に、この財

源は老人ホーム使用料のみであるため赤字補塡対策が解決できていないと。当初の予算が

約8,000万円、使用料が1,300万円、残りの赤字補塡ができていないと。国・東京都からの

補助はこの部分はないんでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 医療課長、佐々木君。 

○医療課長（佐々木英樹君） ただいまのところ、国・東京都からの補助のメニューはないと

いうことで、この使用料のみということになります。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 了解しました。毎年指摘している介護サービス事業勘定を含め、

これもごめんなさい、勉強不足で。ほかからの補塡ができていないというのを初めて知っ

たので、ここも何とかしなければなという思いで今おります。了解しました。 

  もう一つ、ここの中で資格取得の機会を検討することが必要になっていると。島内での人

材雇用は限界を超えている。有料老人ホームですね。これはどのような方法でこの資格取

得の機会を設けようとしているんでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 医療課長、佐々木君。 

○医療課長（佐々木英樹君） 実際のところ、まだ具体的なところはないんですけれども、こ

の資格を取るに当たっては、ヘルパー的な勤務経験が３年以上必要ですと。これについて

は、老人ホームの非常勤という形で対応はできるんですが、その資格を取るための研修で

すとかその試験、それに関してはやはり内地のほうへ行かないとできないということにな

ります。それについてもやはり年間数カ月要するということもありますので、それぞれに

その助成といいますか、補助体制がどれだけ必要なのかというのはそれぞれまだ、受ける

方の状況にもよりますけれども、その辺がどのような形で対応できるのかというところが

今課題になっております。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 了解しました。そうやって資格取得に数カ月かかるとかという部

分で大変な部分が、有料老人ホーム運営でもあるというところなので、先日一般質問でも

やった障害児の対応についてもやはり専門性の確保が課題になっているので、同じような

対応で、資格が要るんだったら資格を取りにいこうよという発想で、ぜひお願いをしたい
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と思います。お願いします。 

  続きまして、40ページの高齢社会対策事業費、上の段です。介護予防事業費、平成27年度

460万円、平成28年度450万円、下がっているんですよね。一般質問でも前々からやってい

ますけれども、介護サービス事業勘定の事業費が増えている中、この介護予防が大事だと

いう指摘をいつもしてきています。もっと増やしませんか。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 現在行っている介護予防事業につきましては、診療所の送迎サー

ビス、あるいは紙おむつ支給、理髪サービス、介護予防の体操教室、あと生活における高

齢者のお手伝い、草むしりですとか、そういった簡単な作業等を行っているんですが、こ

れも過去に一般質問でもお話ししたこともあるんですけれども、来年度から始まる新たな

地域支援事業という中での総合事業というメニューがございまして、それにつきまして今、

現状よりもさらに充実した介護予防事業というのを行っていくという準備を進めていると

ころでございます。平成30年以降については介護保険の枠の中にもありますけれども、そ

れ以外の部分の予防事業というところで今準備を進めているところでございます。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） ぜひそういう形で幅を広げていってほしいと思います。こういう

ときのための地方交付税交付金の増額だったり、硫黄島の調整交付金、介護でもいっぱい

使っていますけれども、こういうときのためのお金ではないかと思います。ぜひ財政課の

ほうも考えてみてください。 

  続きまして、最後になりますけれども、41ページ、保育所費の中で、父島保育園の在園児

数が定員いっぱいの60名になっております。今、子供がさらに増えている、人口が増えて

いる中、これ定員大丈夫でしょうか。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） この何年か、父島保育園に関しましては定員60名のところ65名で

すとか、65名の後半、受け入れを行っているところです。当然、予算も確保しまして非常

勤の増員、あるいは障害児を受け入れた経緯もありますので１名加員ということで対応し

たこともございます。 

  ただ、今、人的な定員を超えて受け入れることに関しましての人員的なことももちろんで

すけれども、施設としてのスペース、安全に受け入れるためのスペースというのもなかな

か苦しいところがございますので、今後の父島保育園の定員の考え方につきましては、お
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子様が増えていく中では定員増ということも視野に入れながら、また、父島保育園の施設

の建て替えに合わせた形で、定員をどのように増員していくかということも、その辺も含

めまして今後計画的に検討はしていきたいと考えております。いずれにしても、今の定員

60名という中ではなかなか無理といいますか、厳しい状況が続いておりますので、その辺

については定員の見直しというのも今後は考えていきたいと考えているところでございま

す。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 今65名とか67名とか、そういう数字にもなっているということで

すけれども、一方で、ちびっこクラブのほうの人数が減っているという話を聞いたんです

けれども、私が11年ぐらい前にやった政治活動で、40人になるから人数を増やしてよとい

うのを私さんざん言って１名増やした経緯があるんですけれども、今二十何人ぐらいにな

っているという話も聞いているんですけれども、そっちのマンパワーを保育園のほうに移

すということはできないんですか。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） ちびっこクラブと保育園の関係といいますか、それにつきまして

は、その年度にもよるんですけれども、選択肢が２つあるという中では、保護者の方々の

考え方によってどちらを選ぶかという部分がございます。父島保育園では２歳から５歳ま

でを受け入れているというところと、ちびっこクラブは３歳、４歳までというところの違

いがありますけれども、保護者の方々の考え方により、その年度によってちびっこクラブ

が多かったり、その変動はあるんですが、村としましては、父島保育園の人数が非常に多

くなった場合については、非常勤なり任期付の職員ということで対応してきておりますの

で、現状ではそのような形で、今後も必要があれば村が独自に雇用する形で行っていきた

いと考えております。 

○委員長（清水良一君） ほかに民生費についての質疑ございますか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） それでは成果報告書の40ページをめくっていただければと。高齢社会

対策事業費の中で、先ほど一木副委員長が介護予防費をもっと増やせということで、いい

ことを言うなと思って聞いていましたが、お金はあるんだろうと私自身は思っています。

対応できるんではないかというふうに思っています。 

  やはり予防事業は、これからある程度メインになってくる部分だろうと思います。特に
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我々のような団塊の世代がこれから寝たきりにならないためにどうするかという課題を抱

えているので、やはりもっと体を動かすとか、そういったことを考えていかなければいけ

ないということでいえば、この辺については本当にこれから最重要化していかないといけ

ないんだろうと思っています。 

  介護保険制度が平成27年度に改正されたかと思います。その予防事業については自治体そ

のものが考えていいというような形になってきたかと思います。取り組みがそういう形で

かなりやわらかい方向に行っていると思います。 

  それで、村が主体となって地域特性を生かした事業を推進していく必要があるというふう

に課題の中でも書かれています。この２年間、どのような事業を推進してきたのかお伺い

したいと思います。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 特に目立つといいますか、特に大きく予防事業について拡充した

とか、そういったことはございませんで、介護保険枠の中で行われている事業、それ以外

の部分での予防事業という中では、既存の事業の内容を充実させるようなことをやってき

ました。 

  これも先ほど申し上げましたが、来年度からの新しい地域支援事業という中では、具体的

な、展開していくメニューというものを、今、課内及び社会福祉協議会、明老会も含めて

話し合いを進めているところです。第７期の介護保険事業計画というものを今策定中でご

ざいまして、その中においてはその地域支援事業、総合事業といったものも計画すること

になっておりますので、これにつきましては３月議会あたりでは具体的なものとしてお示

しすることができると思います。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 今の段階、２年間ではまだ従来からやっていることの推進をしている

ということだと思うんですが、今高齢者の生活支援事業のメニューを検討されているとい

うことですので、それは３月まで、具体的なものについてはしばし待ちたいと思います。 

  その中に、筋力トレーニングとか、いろんなことが今うたわれています。やはり高齢者に

なるという自覚、意外と後期高齢者、75歳以上でなければ高齢者ではないと思っている方

もかなり多いので、なかなかそういう意味で老人クラブに参加する人が少なかったり、そ

ういう時代でもありますので、これからその辺はいろんな方向で考えていかなければいけ

ないんだろうなと思っていますが、その中で、これからヘルパーの養成事業というのがこ
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の中でもうたわれているんですが、こういった専門職がまだかなり必要になってくるんだ

ろうと思います。この平成28年度では412万2,000円の予算の中で97万9,000円という支出に

なっているわけで、約23％ぐらいでしょうか。これは何か理由があってこうなったんでし

ょうか。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） ホームヘルパー養成事業、これは名称が変わりまして介護職員初

任者研修というものでございまして、旧ヘルパー２級と言ったらいいんですか、その程度

の技術を身につけるものでございまして、これを父島・母島の開催を予定しておりました。 

  五、六年前にヘルパー２級の養成講座、試験を行ったときは25名からの申し込みがありま

して、全員資格を取られて、現に明老会なり太陽の郷で働いている方もいるんですけれど

も、新たにさらに島の方に資格を取得していただきたいということでは定期的に行わなけ

ればならないということで、平成28年度行ったものです。対象人数もやはり25名程度を予

定していたんですけれども、実際父島での申し込みが６名にとどまったというところと、

あと母島については応募者がなかったということで、実際事業が縮小されたということで

の決算になっております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） だんだんとほかの仕事もいっぱいあって、なかなかこういうところで

働くという人が少なくなっているのかどうかですね。この辺はこれからまたいろいろな形

で発掘していかなければいけないんだろうというふうに思います。ぜひその辺の検討もこ

れからしていただければなというふうに思います。 

  それから、その下の児童福祉事業費の中で、こどもまつり事業というのがここに書いてあ

るんですが、これ父島ではこどもまつりというんですが、母島では一切こどもまつりとは

言いません。父島に対抗するという意識も昔ありまして、子供の日の集いという名前で、

名前を絶対にこどもまつりにしないということで、随分私も言われ続けてきましたので、

こういうのは子供の日の事業費ということで別にいいのではないかと思うんですが、母島

の人から見たら、父島でやっている事業だけで母島のは出ていないのではないかと感じる

部分もあるようですので、その辺は今後気をつけてやっていただけたらいいのかなと思い

ます。 

  この辺の事業費についても、子育て支援事業とか、ここにいろいろ出ているんですが、そ

の中で障害者の支援事業というのは児童福祉事業費の中では計上されていないのでしょう
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か。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 障害児の支援につきましては、その前の37ページのほうです。心

身障害者福祉費の中で計上をしています。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） さっきこの部分については、一木副委員長のほうからかなり細かく質

問されていたので、その程度にしておこうかなと思っていたのですが、やっぱり内地に行

かれている親御さんからしたら、本当にせつない問題がいっぱいあります。父島でもそう

いう方もいらっしゃいますので、しっかりと考えていただきたいと思います。これからの

検討課題としてぜひやっていただきたいと思います。その辺についてお伺いできれば。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 父島・母島、障害児の支援ということでは、予算も通していただ

きまして、平成27年度につきましては専門職を雇って支援に当たってきました。 

  内地で専門機関にかかるとかもありまして、通年を通して村が支援したというのは平成28

年度についてはなかったんですけれども、今後、また島で生活をされるというところにお

いては、一般質問でもご質問いただきましたけれども、既存の施設の枠の中で、法改正に

よりやれるやれないというやりとりをしたと思いますが、そのときも申し上げましたけれ

ども、現段階で実際に帰島されてこちらで生活を続けるとなったときに、それから準備す

るのではなくて、どのような支援をしていくかということについては、今現状でも社会福

祉協議会なり明老会なりと、今から準備ということでお話し合いをさせていただいている

ところでございます。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） そうですね。私が少し懸念している部分というのは、学校の中で、例

えば専門職が配備されて対応ができています。でもその後、学校が終わった後、その後の

課外時間の間での対応が、専門職がまだいないのではないかと。その辺の確保を今後どう

やっていくのか、その辺の検討はどうされるのか伺います。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 当然、障害児というところから、障害をお持ちの成人、高齢者、

ここに住み続ける限り、そういった何らかの支援が必要になってくるということは十分承
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知をしています。それについての対応をどのようにしていくかということについては、当

然私以下スタッフの中、あるいは関係機関の中でも、地域でどうやって支えていくかとい

うことについては頭の中にはございます。ただ、具体的にそれがどのような形で支援する

かというような絵はまだ描かれていないのが現状ですけれども、それはそういった方々が

この島で生活される以上、村ででき得る支援というのは関係機関とも連携して行っていく

必要があろうかということで、それはやはり今後も継続して話し合いを進めさせていただ

きたいと考えています。 

○委員長（清水良一君） ほかに民生費について質疑のある委員はいますか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） それでは次に、衛生費についての質疑に入ります。 

  お手元の決算書のうち158ページから167ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をしてください。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 42ページの保健衛生事業費ですが、感染症疾患ということで、今回は

全然違うんですが、外国からのヨットとかが入港するとか、そういったときの感染症患者

への検疫強化とか、そういうことが必要になってくるのではないかと考えております。課

題の中に関係機関の密な連携で対応していると書かれていて、それはこの関係機関と細部

にわたって話をされているんだということで考えているんですが、その辺の話は、どのよ

うな話し合いをされているのか、差し支えない範囲で聞かせていただければと思います。 

○委員長（清水良一君） 医療課長、佐々木君。 

○医療課長（佐々木英樹君） ここでの課題につきましては、感染症患者、もしくは精神科の

疾患の患者の搬送ということで述べております。 

  先ほど安藤委員がおっしゃった外国からの来島者に関しては検疫の関係になります。検疫

に関しては、国の職員がおりませんので、それに代わる島しょ保健所の、ここでいえば出

張所ですね。島は保健所出張所の医師が国の職員に代わって検疫を対応します。その先生

がたまたま不在ですとかいう場合は、村の診療所のドクターがその委嘱を受けております

ので、その対応はさせていただいております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 検疫のドクターがいないときは診療所のドクターが対応するというこ

とで、安心ですが、この前みたいに、検疫を逃れていろんな種を持ってきたりとか、いろ
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んなことが起きるようです。やっぱりすり抜けるということがあるのかもしれません。あ

の福祉センターの裏に停まるので、福祉センターの中にいきなり大勢外国の人が入ってき

たり、ごみをその辺に捨てたり、いろいろ大変な思いもありました。だからそういったこ

とも含めて、やっぱり何かきちんとした対応が必要なんだろうと思っているので、ここは

保健衛生ということなので、感染症の問題というのが一番気になるところかなと思ってい

ます。 

  それから、西側から来ればどうしてもコミバエだとか、いろんなそういうものを持ってく

るということもありますので、昆虫とかに関する感染症とか、そういったこともこれから

検討しなければいけないのではないかと考えています。その辺の話し合いは環境課のほう

でもされているんでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） 海外からの虫とかを媒介としたような感染症、あるいは虫自体の

感染症とか、そういったご趣旨かなと思いますが、動植物が持ち込まれてしまうことへの

影響については、先日の総務委員会の中でもご質問があってお答えしましたが、心配はさ

れております。ただ、まだ実際に虫の感染症とか、そういった細部にわたっての検討とい

うのはまだ知見も余りなくて、議論は十分にはされていないというのが現状かと思います。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 成果報告書の43ページ上段の母子衛生事業費です。これ前の決算

でもたしか指摘したと思うんですけれども、執行率が54.4％、本年度。前年度59.2％、や

けに低いなというのがあるんですけれども、まずこの原因をもう一回教えてください。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 執行率は村が独自に行う母親教室ですとか、乳幼児健診ですとか、

島で行う部分については予算並みの執行を、回数が減になったとかそういうことではなく

て、村事業としてはきちんと執行はしているのですが、この中で乳幼児医療ですとか、そ

ういった医療費助成の部分がございます。例えば内地の東京都内で受けた医療費を助成す

る、そういった部分の実績がこの程度であったということが、実績が54％であったという

ことでご理解いただければと思います。 

○委員長（清水良一君） ほかに衛生費について。 

  安藤重行委員。 
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○委員（安藤重行君） それでは、成果報告の43ページの予防接種事業ということでお伺いし

ます。 

  今、内地ではインフルエンザの予防薬が不足して、申し込んでもなかなかやってもらえな

いという状況があるようですが、小笠原ではどのような対応になっているのかお伺いした

いと思います。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 法定接種、任意の接種ともに島の診療所で接種をすることができ

ます。それが医療課に委託している部分、あるいは福祉係が直接ワクチンを購入して接種

する部分、種類はございますけれども、全ての予防接種について接種をすることができる

という状況でございます。 

（「ありがとうございます」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 稲垣 勇委員。 

○委員（稲垣 勇君） 成果報告書の44ページのシロアリの件ですけれども、たしか去年、３

月予算特別委員会の中で質問したときに、防除費がかなり増えた、これどういうわけです

かと聞いたら、年３回だったのを４回にするということで答弁がありましたけれども、今

回また年３回になっているんですけれども、ここら辺どうなんでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 建設水道課長、繁藝君。 

○建設水道課長（繁藝則仁君） これは、申しわけありません。この成果報告書が間違ってお

りまして、４回確実に実施しております。 

  それで、事務事業報告書の41ページを見ていただきたいんですが、これの下から３ですね。

シロアリ対策ということで、現地対策実施期間ということで第１回、第２回、第３回、第

４回実施をしております。申し訳ありません。これは誤記ということでご確認ください。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ほかに衛生費について質疑ある方はおられますか。 

  私のほうから１点、成果報告書の47ページ、塵芥処理事業費、父島クリーンセンター、母

島リレーセンターについてですが、今回、母島に視察に行ったときに生ごみ資源化を見て

きて、焼却ごみをゼロにしている、母島ではそういうような状況です。父島についてはま

だまだ難しい部分があるんだと思うんですが、その辺の焼却ごみをゼロにするということ

のタイムスケジュール的なものは決まっているんでしょうか。 

  建設水道課長、繁藝君。 
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○建設水道課長（繁藝則仁君） 今、父島リレーセンターというのを検討しておりますが土地

がなかなか手に入らない。まず土地をどこにしようかということで、今一番検討している

ところは父島のＶＬＢＩ観測所跡地、この部分について今地権者と土地に関して譲ってい

ただけるかどうかという交渉中であります。その辺が片づいてくれば、このリレーセンタ

ーは計画にしっかりのってくるということで、もうしばらくお待ちくださいということで

お願いしたいと思います。 

○委員長（清水良一君） そうしますと、生ごみ資源化も父島でもやっていくということで理

解してよろしいでしょうか。 

  建設水道課長、繁藝君。 

○建設水道課長（繁藝則仁君） 父島においても生ごみを資源化するという事業を行うという

ことになります。 

○委員長（清水良一君） ありがとうございます。 

  ほかに衛生費について質疑ある方はおられますでしょうか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 成果表の45ページ、墓地管理運営事業ですが、ここで草刈りとかいろ

いろ実施しているかと思いますが、年何回計上されているのか教えていただければと思い

ます。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 回数は年６回だったところを８回に増やしております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） ８回に増やしていただいているならば、ぜひやっていただきたいなと

思うのが、雑草の種がはじけてから刈っているというのが結構見受けられる状況です。草

刈りのときに種をはじいてしまうと、雑草はまた全部生えてくるので、できれば実をつけ

る前に刈っていただくというのがベターなのではないかと。そういったことを検討なり、

業者に指示をしているのかどうかお伺いしたい。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 種の関係については、そこまでは確認はしておりませんけれども、

生える時期、気候、季節によって集中的に行う部分とそうでない部分、またさらに、伸び

方がひどくならないようにというところでは、業者とは遂次連絡をとって実施をしていま

す。 
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○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） ぜひその点についても、今後検討していただければと思います。 

  それからもう一点、その下の火葬場の管理運営事業ですが、この目標及び成果という中に、

火葬取扱状況と書いて、死胎件数、死胎の胎は児童の死胎件数ですが、結構言葉がきつい

のではないかなと思うんですが、火葬件数とか、何かほかの言い方ができないのかなと思

うんですが、その辺は検討されたことありますか。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 法的な名称をそのまま使っているところで、特にその辺について

は意識したことはなかったんですけれども、そのような印象を持たれるということであれ

ば、特にこの表現にこだわっているわけではございませんので、工夫はしてみたいと思い

ます。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） ぜひこの辺もちょっと検討していただければなと思います。 

  それからもう一点、遺骨件数とありますが、これはどのような場合を指しているのか教え

てください。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 亡くなられたご遺体が土葬等なされた場合に、新たな村の墓地で

すとか、そういったところに移しかえるときは、遺骨ではなくて焼骨、衛生法の墓地、埋

葬等に関する法律に規定されている焼骨でなければ納めることができない、納骨すること

ができないということで、そのような件が発生する場合もございますのでこういった表現

になっております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） そうですね。昭和51年ぐらいまではここも土葬でやっていたわけです

から、当然そういうことも出てくるかと思います。私は戦時中の遺骨収集もやったので、

それがそういう形でやっているのかなというふうに思っていたものですから、その辺は了

解いたしました。 

  それから、母島の火葬場管理運営について、焼却炉の老朽化というのはかなり進んでいる

と思っているんですが、この更新予定は考えているのかどうか教えてください。 

○委員長（清水良一君） 母島支所長、湯村君。 

○母島支所長（湯村義夫君） 今現在は考えておりません。ただ、委託に出している業者とは、
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機器の具合等、いろいろと話し合いはしています。今後、必要に応じてお願いしたいとい

うふうには考えております。 

○委員長（清水良一君） 活発な質疑で午前中来ましたが、時間が来ましたので、最後に村民

課長、村井君のほうから答弁で訂正したい部分があるということなので、村井君、お願い

します。 

○村民課長（村井達人君） 先ほど一木副委員長からご質問いただいた、成果報告書43ページ

の上段、母子衛生事業ということで、言葉の使い方を間違えまして、乳幼児医療というよ

うな表現をしてしまったんですけれども、この母子衛生事業の中では内地における妊婦健

診、助成券等をお渡しして年何回という形で内地での受診を助成しているんですけれども、

その件数が実態としてこの五十何％であったという、その件数の実績です。 

  それともう一つ要因がございまして、育児支援事業ということで内地から専門職を招聘し

て、育児相談、子育てセミナーのような、そういったものを行っているんですけれども、

それが台風等の関係で回数が１回減ってしまったというのが原因でございます。大変失礼

しました。 

○委員長（清水良一君） 衛生費、最後に質疑ある方おられますか。 

（「ありません」との声あり） 

○委員長（清水良一君） お諮りします。 

  暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認め、暫時休憩いたします。 

  審議の再開は午後２時からとします。 

  衛生費が終わりましたので、次の農林水産業費、商工費から始めたいと思います。ありが

とうございました。 

（午後１２時５分） 

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

○委員長（清水良一君） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

（午後２時） 

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

○委員長（清水良一君） 衛生費まで終わりまして、次に農林水産業費、商工費についての質

疑に入ります。 
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  お手元の決算書のうち166ページから171ページまで、質疑のある委員は挙手をしてくださ

い。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 成果報告書の49ページをお開きいただければと思います。 

  この目標及び成果の１の（２）。ネズミ食害対策事業と殺鼠剤購入費用とあるんですが、

これが36万9,434円使われています。これについては母島でも父島でもだと思うんですが、

農作物の被害がかなり増加しているという話を農業者の方からも大分聞いているのですが、

逆に36万9,000円しか使っていないのかなと、ちょっとびっくりしています。 

  この部分については、農地だけで実施してもだめだということもあるのかもしれません。

やはり環境保全のほうとも一体となって実施していかないと効果がないのかなというとこ

ろもあります。ネズミに対する認識、対応するということではしっかりしていったほうが

いいのではないかと思うんですが、その辺について、ネズミ食害対策事業についてはどの

ような方向で考えているのかお聞かせください。 

○委員長（清水良一君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） ネズミ食害対策事業費補助については平成27年度から、もと

もと農産物生産販売促進事業補助から独立させて補助をつくったものです。当面はネズミ

食害対策事業費補助として継続していく予定でございます。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） ネズミ食害というか、道路でもかなりのネズミがひかれて死んでいる

ような状況で、昔はカエルだったのが今はネズミかというぐらい多いかなというふうに思

います。この辺はいろんな問題が出てくる、感染症の問題とかいろんなことに波及するの

で、ぜひ対策を強化していただきたいと思います。 

  それから、下の課題の１番のところで、（１）の農産物、主要産業物の付加価値をつける

ような事業に対して助成を行うことが重要であると書いてあるんですが、この中で、例え

ば菊池レモンと書いてありますけれども、これは八丈島から持ってきて、八丈島で言われ

ている言葉だと思うんです。最初八丈島から母島に持ってきた方がいるので、その方の名

前をつけたり、地域に根差した名前とか、何かそういう形でこういうアピールするものが

あったら、もっと観光・農業振興に役立つのではないか。今皆さん島レモンと言っていま

すけれども、そういう方向性をもう少し検討してもいいのではないかと思うんですが、や

っぱり郷土愛というのは重要かなと思います。その辺の地物としての印象づけというのが
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大事だと思うんですが、そういう観点をどのように考えているのかお聞かせください。 

○委員長（清水良一君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 島レモンですけれども、農産物でも商標登録みたいなものが

ありまして、すみません、名称を忘れてしまいましたけれども、そういった登録が可能か

どうかというのを産業観光課でも調査しているところでございます。 

  あとは農業協同組合のほうのやる気というか、変な言い方になってしまいますけれども、

農業協同組合もその辺はきちっと考えていただいて、もしそういった登録したいというこ

とであれば、村も協力していくというようなところでございます。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） ぜひその辺のことも検討していただきたいと思います。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 先ほどの安藤委員の続きで、同じくネズミ対策事業ですけれども、

農業関係のお話は今聞いたんですけれども、環境課のほう、集落のネズミ対策、今後何か

新しい取り組みはないんでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） もともとご案内のことだと思いますが、農業関係でいうと産業観

光課のほうで対応して、あとは集落等の環境衛生ということでいうと、村だと建設水道課

のほうで対応しています。これまでの定例会でもご報告していますように、生態系保全の

事業との関係で増えていることもあるのではないかというような指摘も受けて、環境課の

ほうでもかかわって、課を横断する形でいろいろと検討しています。 

  課だけ、庁内だけではなくて、関係行政機関、保健所とか支庁、国の機関も含めて行政連

絡会というのを平成27年から開催しております。基本は、先ほどの殺鼠剤購入補助もそう

ですが、自主防衛を支援するというのが原則だろうとは思っています。プラスアルファで

いろんな試行をすることも重要だろうということで、昨年度から集落の中で一部、関係機

関と一緒に防除をやってみるというようなことをやっていますけれども、今年度、村で予

算を少し計上していまして、年明けにでも集落内の公共施設周りでネズミ対策というのを

やる予定にはしております。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） まず年明けに集落内での、ネズミ駆除をやるということなのでぜ

ひお願いしたいんですけれども、村民からの要望が特に最近また多くなってきていますの
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で、来年度もこのネズミ対策事業、来年度予算に向けて膨らませてもらいたいなというふ

うに感じています。 

  以上です。 

○委員長（清水良一君） ほかに。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 同じ成果表の48ページで下の段ですが、農業振興事業費というのがあ

るんですが、この中に営農就農者、農業の就農者の住居に関するものが何もないというの

はなぜなのかが１点、東京都では平成29年度で、就農住宅をつくるような話がのっている

という話も聞いているので、その辺がどう対応されているのか伺いたい。 

○委員長（清水良一君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 農業者住宅に関しては、これまで一般質問でも質問が出てい

たと思われます。農業者住宅については振興事業のメニューにはありますが、振興事業に

ついては、農業協同組合と東京都・国の振興事業で行われてきたというところもあります

ので、基本は農業協同組合と東京都で調整しながら事業を進めていただくというようなこ

とになるのが現状でございます。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 東京都と農業協同組合で進めるんだということですが、そこには村と

して、地域住民がかかわるということで、何らかのそういう協議会とか何かに参加すると

いうことはないんですか。 

○委員長（清水良一君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） もしそういった協議会が開かれるようでしたら、村としても

参加して、いろいろ意見は述べたいかなとは思っています。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 今度東京都にも伺ってみようとは思っていますが、その辺については

これからまたいろいろ勉強させてもらおうと思っています。 

  住居がないと住むところがないと。特にひとりで来られている方、単身で来られる方が住

宅に入れるということがなかなかない。特に都営住宅は入れないということなので、かな

り苦労されているということをお聞きしていますので、その辺の対応をやはり今後もして

いかなければいけないのではないかというふうに思います。 

  それからもう一点ですが、49ページの有害鳥獣対策で、これに野ヤギの駆除実績で目標が
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全然入っていないんですが、これは何か理由があるんでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 村の野ヤギ駆除については農業被害対策ということで、農地

周りと都道周りで実施をしています。並行して東京都も父島の南側、そちらで重点的に野

ヤギ駆除をやっていますが、目標は当然全頭駆除ということで、東京都とも歩調を合わせ

てやっています。実際に駆除していると、農家周りとか都道周りですと撃つと危険な場所

も多々ございますので、ヤギを見つけても実際のところは思ったほど駆除できない場合も

あるというのが現状です。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 今、銃器を持っている方、要するに猟友会は、かなり少なくなってい

るということではあったと思うんですが、何名いるのか。それからわな猟を持っているの

が今何名いるのかお聞きしたいです。 

○委員長（清水良一君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） すみません。ハンターの人数ですけれども、後ほど正確な数

字はお知らせしたいと思います。そうですね、実際、毎回ハンターで参加されているのが

６名ぐらいいらっしゃいます。わなについては今１名です。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） それで、現状でこの野ヤギが今どの区域に何頭ぐらいいるのかという

把握というのはされているのか、産業観光課でもされているのか、鳥獣保護担当がしてい

るのか、その辺は伺っていませんか。 

○委員長（清水良一君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 小笠原支庁の土木課の自然公園担当でヤギ駆除のほうは実施

しております。父島にどれぐらいの頭数、どの地域にどれぐらいの頭数かというのは、正

直正確な数字は出せていないような状況です。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 昔、私がこれをずっとやっていたので、どこにいるかというのと、ど

ういう群れがいるかというのをずっと把握してやっていたわけですが、それが今されてい

ないので、実際にどのぐらいいるかというのが把握できていないと、どこまで駆除するの

かというのがきちんと出てこないのかなと思います。 

  昔から115頭という決まった数字だけの有害鳥獣保護の駆除ということで、ずっと申請を
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されていたわけですが、今回この目標が全然ゼロというのもびっくりしています。それか

ら実績が60頭、これプラス産業観光課がやっている部分でもう少し増えるんだと思うんで

すが、年に２回ぐらい子供を産みますから、一度失敗すると一気に増えるという例があり

ますので、その辺はかなりきちんとしていかないと、また一気に1,000頭、2,000頭増える

ことだって可能性としてあるわけですから、その辺はやはりきちんと対策をしていただき

たいと思います。 

（「すみません、ちょっと」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 先ほどの質問で、目標頭数というところで、毎年関東地方環

境事務所に鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第９条第２項の規定によって、銃器

による鳥獣捕獲許可申請及び従事者交付申請というのを提出しています。一応毎年提出し

ているんですけれども、捕獲しようとする数量として150頭ということで一応毎年申請をし

ております。あと、ハンターは６名で提出しております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 150頭という目標に対して60頭では対応ができていないのかなと思う

ので、これは本当にこれからきちんと対応できる方策を考えないと難しいのかなと思いま

す。この辺はもう肝に銘じてやっていただかないと、本当にまた自然保護区域の守らなけ

ればいけない貴重な植物がみんな食われてしまうということになりますので、その辺につ

いてはやはり認識を新たにしていただいて、東京都といろいろ検討してもらいたいと思い

ます。 

○委員長（清水良一君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） すみません、ちょっとだけ補足ですが、先ほど産業観光課長から

もご説明がありましたように、野ヤギの駆除に関しては支庁の土木課の自然環境担当が担

当してやっております。平成22年度ぐらいから今までで３回目ぐらいの本格的な駆除を実

施していて、かなり数量を減らしてきております。産業観光課、村の駆除というのはそれ

と歩調を合わせているということで、むしろ支庁の捕獲の数量のほうがかなり多いのが現

状かな思います。 

  一方で、ここ数年でヤギの駆除が進んだことで、外来植物の繁茂とかいうのが副作用とい

うか、反作用としても気にされてきているので、改めてモニタリングとかをどうやるかと

いうことも検討しながら、やり方を進めようということになっているのが現状です。ただ、
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そうはいっても、やはりご指摘のように、一気に根絶をしていかなくてはまたもとのよう

な状態になってしまうので、そこの目標ははっきりさせた上で、今後またしっかり進めて

いくというふうな考え方を伺っております。 

（「ぜひお願いします」との声あり） 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。 

（「委員長、ちょっとお願いしておきますけれども、これはあくまで

も決算委員会でしょう。予算委員会とか一般質問的なもの、そうい

う話はなるべく遠慮していただきたいと思うんですね。決算委員会、

要は予算委員会で組んで、その予算執行がどうなっているか、結果

がどうなったのか、どういうふうに予算執行したのか、その部分で

おさめていかないと、枝葉がどんどん広がっていくと、どんどん議

題が広くなる。その辺はやはり決算委員会の進行に沿って進めてい

ただきたい」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 予算、決算、プラン・ドゥー・シーということで、この決算委員会、

そのシーの部分で細かく言ってしまうと取りとめがない部分もあるので、その辺も考慮し

ながら質疑のほう、委員の方たちよろしくお願いしたいと思います。 

  ほかにございますか。 

  私から一つ。 

  農林水産業費ということで、事務事業報告書の次の部分です。ページが載っていないんで

すが、農林水産業費、財政援助団体補助一覧の、真ん中よりも少し後に入る部分ですが、

平成28年度決算特別委員会資料で、農林水産業費ということで、東京島しょ農業協同組合、

あとは母島漁業協同組合、小笠原島漁業協同組合ということで補助金額が書いてあるわけ

でございます。現在、農業については地産地消、そしていざというときのためのというこ

とで自給自足、あとは魅力ある観光ということでも非常に重要な一次産業ではあるんです

が、かなりいろいろな問題を抱えております。 

  父島では新規就農者、土地の問題等、なかなか難しい部分がある中、現在、農業協同組合

は東京島しょ農業協同組合ということになっております。内部的に今、分離独立というこ

とで話し合いがなされているわけです。今回この補助事業で見ますと、農業振興費計とい

うことで、農業協同組合関係には220万円ということで、水産振興費計では1,800万円ぐら

いの、かなり東京島しょ農業協同組合のほうには何か薄いかなという感じがあったんです
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が、実際問題、今後東京島しょ農業協同組合から分離独立して小笠原の農業協同組合にな

った場合、これは村として補助がしやすくなるのか、応援しやすくなるのか、その辺のと

ころを村長にお伺いしたいなと思うんですが、いかがでしょうか。 

  村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 現況の東京島しょ農業協同組合、それからそちらがどのような形にな

るかわからないですけれども、単独で小笠原農業協同組合ができた場合というのは、仮定

のことでございますし、農業協同組合の統合ですとか離合というのはまず行政主導で行っ

ているものではありませんので、農業協同組合自体が全体でどういう考えをお持ちかどう

かということにかかろうかと思います。 

  ただ、私どもの場合には振興事業の関係の整合性ですよね。先ほど安藤委員の質問にもあ

りましたけれども、住宅政策を村がやるということではなくて、振興事業上はそういう区

別がございますので、そのことが一つと、あと、やりやすくなるならないという問題では

なくて、どのような形になろうと農業振興について、村は村の立場でいろいろご支援、ご

相談を農業協同組合としていくということになろうかと思います。 

○委員長（清水良一君） ありがとうございます。今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

  ほかにございますか。農林水産業費、商工費について。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） ないようでしたらば、次に土木費、消防費についての質疑に入りま

す。 

  お手元の決算書の170ページから177ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 成果報告書の62ページです。消防費ですけれども、毎年、決算特

別委員会と予算特別委員会で質問しているんですけれども、消防団同士で無線をやり合う

ときに、山で人が張りついて中継しないといけないということで、中継の無線機を設置で

きないのかというところで毎回質問しているんですけれども、その検討状況、設置状況は

どうでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 一木副委員長から以前、消防団同士の通信について課題があ

るということで指摘を受けておりましたけれども、その後、携帯型のＩＰ無線機、これは
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免許が不要の無線機ですけれども、それが使えるということで既に４台購入して、実際に

防災訓練、それからその後の消防団独自の通信訓練を行って、もう既に活用しております。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ほかに、土木費、消防費について質疑ありますか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 61ページの自然公園管理事業の中で、これは多分母島の遊歩道だけだ

と思うんですが、歩道の清掃委託ということで予算が140万円に対して91万3,000円と、こ

れはほかの、静沢についてはかなりのパーセンテージで整備工事という形でやられている

んですが、ほかの遊歩道清掃委託についてはなぜこれだけ少なくなっているのかお伺いし

たいと。 

○委員長（清水良一君） 建設水道課長、繁藝君。 

○建設水道課長（繁藝則仁君） 申し訳ありません。今現在、資料を持ち合わせていませんの

で、後ほど調べて回答したいと思います。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） それではすみませんが、どの程度の日数で対応しているのかも、もし

わかれば教えていただければと。 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。 

  それではないようですので、次に教育費について質疑に入ります。 

  お手元の決算書のうち176ページから185ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 教育費ということで、成果報告書の63ページ、下の段になります。

奨学資金貸付事業費、あと内地受験者交通費補助事業ですけれども、この間の議会で奨学

資金の枠が大学院まで広がったということで、大変ありがたい話だと思います。 

  また、ここの、内地受験者交通費補助事業を見ると、平成27年度が59万8,000円、平成28

年度が22万4,000円ということで、内地受験者は大体毎年数十万円規模なのかなと。でも一

方で、これは毎年寄附がありまして、収入もすごく多いんですよ。当初、この基金は1,000

万円でしたよね。今現在、平成28年度の残高が、資料を見たら1,500万円あるんですよ。事

業としては内地受験者の支援をどんどんやっているんですけれども、寄附が多くて今どん

どん基金が増えていっている。これもうちょっと支援の幅を広げることができないでしょ
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うか。例えば、今、宿泊の補助が４泊とか、たしかそれぐらいだったと思うんですけれど

も、その幅を広げるとか、そういうことは考えられないでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） 進学助成基金の運用状況ですけれども、さらに今年度も300万円

の寄附がありまして、今日現在1,800万円ほどの残高があります。多い年は60万円ほどの支

出がありまして、さらに今の小学生たちが大学受験をするころ、１学年30人もおりますの

で、ここの支出は将来的には増えていくんだろうなというところがあります。宿泊費は１

人当たり４万円で、これは島嶼会館等に泊まると８泊ぐらいできるのかなというような積

算で、１人当たり大体７万4,000円から７万5,000円ぐらいの支給を今しています。 

  一木副委員長のご指摘のとおり、今支出よりも寄附が上回っている状況ですが、将来的な

見通しもありますので、より健全な運用ができるように考えたいなと思っています。あと

これまで29人の高校生がこの制度を使っているんですけれども、実は５人ほど所得制限が

ひっかかって諦めていただいている世帯があります。内地の受験には非常にお金がかかる

ので、その一律の所得制限というのはどうかなというようなところもありますので、寄附

者の杉田建設様、あとは個人的に寄附をいただいた方のご意向も確認しながら、そういう

より幅広い支援が可能かどうかというのは、いま一度考えていきたいというふうに考えて

おります。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） そのようにお願いしたいと思います。 

  続きまして中学校費、成果報告書の65ページです。 

  ここの中で課題として書いてあるのが、これは非常に重要な視点だなと思ったのですが、

小笠原小学校の特別支援学級在籍児童が中学校に就学する平成34年度には、小笠原中学校

の教室数が不足するため、早期に校舎改築に着手する必要があると書かれています。来年

度予算になるのかどうかですけれども、いろんな設計とか調査とか、早目にしていただき

たいなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） 小笠原小・中学校の建て替えは事業規模が非常に大きくなります

ので、他の保育園だとか、そういった大型事業との年度の兼ね合いもあり、単独には決め

ることはできないんですが、担当課の希望としては、平成31年度から基本計画等を定めて、

それでも平成39年供用開始というような計画を今担当課としては考えております。ただ、
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先ほども申しましたが、村全体の事業計画がありますので、今後調整をしてまいりたいと

考えております。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  そのほか、教育費について。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 予算書の178、179、それから成果報告書の64ページに、小学校の施設

管理事業費とかいろいろあるんですが、この中に予算が2,300万円。実質的には2,000万円

ぐらいということで、特別支援教室改修とあるんですが、障害児童の運営事業費とか、施

設管理という形で、別枠では計上されていないので、その辺が幾らぐらいかかっているの

かよくわかりません。こちらの決算書を見てもそこら辺がよくわからないという状況なん

ですが、教えてください。 

○委員長（清水良一君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） こちらの事業費の中で一番大きいのが、小笠原小学校の特別支援

教室の改修工事です。内装の改修や可動式の間仕切りを設けるなどの建築工事に約600万円、

さらに間仕切りを設けることで個別に照明の配置や空調の更新が必要になりましたので、

そちらが約270万円、合計869万円の改修工事が一番大きい事業内容となっております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） こちらの決算書を見ても読み取れなくて、どのぐらい使っているのか

なということだったんですが、それだけのお金が動いているということで、これ今度、母

島のほうでもまたそういう形で、もし帰ってくるということであれば、またそういう話が

出てくるということで理解しておいていいですか。 

○委員長（清水良一君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） 母島の特別支援教室の内装の工事は今年度終えております。さら

に、部屋を明るくしたいというような要望が学校から来ておりますので、来年度の予算で

照明の予算を計上したいと考えておりますが、今のところまだ決定はしておりません。 

  以上です。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  今の一木委員からの追記で、奨学金の利息というのはついているんでしょうか。 

  教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） 奨学資金の貸付条例は無利子となっていますので、年間30万円を
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お貸しするんですけれども、そのままその金額を10年間で償還していただくということに

なっております。 

○委員長（清水良一君） ありがとうございました。 

  ほかに何かございますか。 

  一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 先ほどの安藤委員の続きになるんですけれども、成果報告書の64

ページの小学校費で、４番の小学校施設管理事業費の平成28年度2,000万円の中で、小笠原

小学校の特別支援教室の改修をしていますよね。 

  この改修された教室ですけれども、私も視察に行きまして、保護者の話とか、あと先生の

話とかも聞いてきたんですけれども、この改修した教室、真ん中の仕切りの防音がちょっ

と弱い部分があって、どうしてもお互いの授業の音が聞こえてしまうというのがあって、

知的障害児の方はほかの音にすごく敏感なんですよね、特に。そういう傾向があって、ほ

かの音があると集中ができないというのが実際現場であるそうです。 

  これは大変なお金かけて改修工事をやっているんですけれども、もうちょっと何か今後の

ことを考えて見直しができないのかなと感じたんですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 教育課長、持田君。 

○教育課長（持田憲一君） こちらの改修工事は、当初、固定の壁で完全に仕切る計画でした

が、学校の要望により今のような形にさせていただいておりますので、しばらくはあの形

で、運用の仕方、音の出ない授業と組み合わせるだとか、そういった運用を工夫していた

だかないと、先ほども申しましたが、小笠原小・中学校は近々建て替えを予定しておりま

すので、そこにまた大きい金額を投資するというのは難しいかなというのは担当課として

の判断ですが、運用の面を含めて考えさせていただきたいなと思っております。 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。よろしいですか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） それではないようですので、次に、公債費、諸支出金、予備費につ

いて質疑に入ります。 

  お手元の決算書のうち184ページから189ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  184ページから189ページまで、公債費、諸支出金、予備費について質疑のある方は挙手を

お願いします。 
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  ありませんか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） それではないようですので、一般会計歳出についての質疑はよろし

いでしょうか。 

  杉田一男委員。 

（「いや、いいです」との声あり） 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  それでは次に、国民健康保険特別会計歳入歳出についての質疑に入ります。 

  お手元の決算書のうち194ページから215ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  何かございますか。国民健康保険特別会計歳入歳出についての質疑、194ページ、215ペー

ジまでです。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） ないようですので、次にいきたいと思います。 

  次に、簡易水道事業特別会計歳入歳出について質疑に入ります。 

  お手元の決算書の220ページから229ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  よろしいですか。 

  簡易水道事業特別会計歳入歳出、220ページから229ページ。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） ないようですので、次に移りたいと思います。 

  次に、宅地造成事業特別会計歳入歳出について質疑に入ります。 

  お手元の決算書の234ページから237ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  質疑ございませんか。 

  宅地造成事業特別会計歳入歳出、234ページから237ページ。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） ないようですので、次に移りたいと思います。 

  次に、介護保険（保険事業勘定）特別会計歳入歳出についての質疑に入ります。 

  お手元の決算資料242ページから255ページまで、質疑のある委員は挙手をお願いします。 
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  質疑ございますか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 決算書の242から243で、被保険者の保険料で滞納繰越分の収入率とい

うのが14％とかなり低いのかなと思うんですが、その辺については今どんな対応をされて

いるのかお聞かせください。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 一般の国民健康保険税ですとか、村の税の督促といいますか、対

応としましては、村の国民健康保険税、あるいは一般の税と同じように、督促なり収納に

関してのご相談ということで進めてはおります。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 調定額が85万6,000円ということですが、実際の収入済額が10万円ぐ

らいということなので、もっと、この辺の欠損分もいろいろ考えて、もう少し効率を上げ

ないといけないのではないかと思うんですが、これは来年度の予算にもかかわってくる部

分でもあるんだろうと思うので、その辺はこれからどう対応するか。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 上２つの現年度分につきましては、こちらに書かれてあるとおり

の96％何某ですけれども、滞納繰越とあります、過去何年にもわたった部分で、転出され

てしまっている方ですとか、そういったものもございますので、なかなか追いかけるとい

うか、交渉が難しいという部分もございますけれども、少しでも回収ができるように努力

はしていきたいと思っております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） そうですね。内地に引き揚げたり、そういう方についてはなかなか難

しいんだろうと思います。ただ、１年間督促しなければもう督促できないとかいろいろ出

てきますので、そういう方にも住所がわかっていればとりあえず出すとか、何らかの方法

を検討してほしいなと思います。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ほかに質疑のある委員はおられますか。 

  介護保険特別会計歳入歳出、242ページから255ページです。 

（挙手する者なし） 
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○委員長（清水良一君） ないようですので、次に移ります。 

  介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計歳入歳出についての質疑に入ります。 

  お手元の決算書の260ページから269ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 成果報告書の16ページです。16ページの一番上に、介護保険（介

護サービス事業勘定）特別会計決算の概要というところが一番わかりやすいので、ここを

見ていただきたいんですけれども、ここの数字で、平成27年度の決算額が、平成27年度の

サービス収入ですね。このサービス収入が約3,400万円。一方で、平成28年度の決算額は

2,800万円なんですね。これサービス収入は下がっているんですよ。 

  一方で、繰入金はというと、一般会計の繰入金は平成27年度が１億1,800万円、平成28年

度が１億4,000万円と、2,000万円ぐらい増えているんですね。サービス収入が減っている

のに繰入金は増えているというのはどういうことなのかなと思いまして、お願いします。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） サービス収入自体は、デイサービスですとか訪問介護、ショート

ステイ、それぞれの事業においてサービスの提供が下がったもの、上がったものがござい

まして、全体としては平成28年度の決算で下がってはいるんですけれども、これについて

はどうしても固定の経費というのがかかります。 

  サービスを受ける対象者が減ったとしても、それによってサービスを提供する側の組織の

職員を減らすとか増やすとかいうことではございませんので、この事業を行うに当たって

は、サービスの提供が下がったとしても、固定の人件費なり事業費というのがかかってま

いりますので、サービス収入に比例して繰り入れ額が上がる、下がるということではなく

て、固定の経費、運営経費がかかるということでございます。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） サービスの量は減っているんだけれども、でも固定費はかかるか

ら減らないんだという部分でいうと、では、その分のマンパワーは余分に何か別のところ

で使えるという解釈ができるかなと思うんですけれども、その中で、この介護保険事業特

別会計、成果報告書の今度75ページをご覧いただきたいんですけれども、ここの一番下、

課題の、介護保険制度が変更される中で地域の特性を生かし、制度に適応した施策を進め

ていく必要があると。 
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  まさにこの間、私一般質問した共生型、来年からできるような形になるので、そのマンパ

ワー、余っているとは言いませんけれども、ちょっと余分にあるマンパワーを、例えばで

すけれども放課後支援だとか、そういうところにまずは使えないのかなと。小学校１、２

年生の放課後支援ニーズは非常に高い部分があるので、お年寄りと一緒に子供が過ごせる

ような、そういう放課後支援のあり方をぜひ来年度検討してもらえないかなと、そう思う

んですけれどもいかがでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） まず前提としまして、ちょっと説明が足りなかったんですけれど

も、新たな地域支援事業を推進する中では、これまで介護保険のケアマネジメント業務、

ケアプランを作成する者は私どもの福祉係の介護支援専門員が行っておりました。 

  母島から、介護支援専門員を置いてもらえないかという要望を受けていたんですけれども、

介護支援専門員自体をもう一人増員するということは難しいということで、父島・母島の

明老会にそのケアプラン業務を担っていただく介護支援専門員を置くということで１名ず

つ増員をしております。そのケアプラン業務についても明老会に委託をしておりまして、

この課題に書かれている新たな地域支援事業に専念できるように、福祉係の介護支援専門

員の業務からケアプランを剝がした形で、新しい地域支援事業に専念できるようにしたと

ころです。 

  一木副委員長ご指摘の新たな地域支援事業の中で、放課後支援、あと障害児に対応できな

いかということですが、これも一般質問でも答弁させていただきましたけれども、現に父

島・母島の明老会において、どういった形で支援にご協力いただけるか、あるいはそれが

うちの業務委託につながっていくのかどうかということも含めて、今検討、話し合いをさ

せていただいています。 

  特に母島につきましては、その月、年によっては高齢者のサービスを提供する対象者が少

ないということもございますので、そういった意味では特に母島については、村の行う放

課後支援にどういった形で食い込んでいただけるのかという話し合いはさせていただいて

います。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  ほかに、介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計歳入歳出について質疑がありますで

しょうか。 

（挙手する者なし） 
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○委員長（清水良一君） ないようですので、次に、下水道事業特別会計歳入歳出について質

疑に入ります。 

  お手元の決算書の274ページから281ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  ございませんか。下水道事業特別会計歳入歳出について、274ページから281ページです。 

  よろしいですか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） ないようですので、次に移ります。 

  浄化槽事業特別会計歳入歳出について質疑に入ります。 

  お手元の決算書の286ページから293ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  ございませんか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） ないようなので、次に移りたいと思います。 

  次に、後期高齢者医療特別会計歳入歳出について質疑に移ります。 

  お手元の決算書の298ページから305ページまでです。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  後期高齢者医療特別会計歳入歳出について、298ページから305ページです。 

  質疑ある方はおられますか。 

（挙手する者なし） 

○委員長（清水良一君） ないようですので、次に移ります。 

  これまでの質疑の中で、保留になっておりますが、ここでお諮りします。 

  暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議ありますか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認め、暫時休憩いたします。 

  審議の再開は午後３時15分からとします。 

  お疲れさまです。 

（午後３時） 

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

○委員長（清水良一君） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 
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（午後３時１５分） 

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

○委員長（清水良一君） まず、財政課長から資料の差し替えについて説明をしたいというこ

とで問い合わせがありました。 

  財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） お配りしました差し替えをご覧いただきたいんですけれども、こ

れは委員会からの要求資料の中にございました地方債の現在高の状況でございます。その

うち浄化槽会計の金額に誤りがございましたので、差し替えをさせていただきたいと思い

ます。 

  内容につきましては、一番右下、310万円少なく表示されたものをお配りしておりました。

原因は、計算式の中に下から３つ目、２つ目の170万円と140万円が計算されていなかった

ということによりまして、平成28年度末現在高に310万円不足が生じていました。失礼いた

しました。差し替えのほうをよろしくお願いいたします。 

○委員長（清水良一君） 次に、これまでの質疑の中で、私と安藤委員の質疑の答弁が保留と

なっております。 

  まず、私のほうの特定目的基金について答弁を求めます。 

  財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） それでは、特定目的基金の目標額というご質問をいただきました。

お答えさせていただきます。ただ、この目標額が何に対して決めがあるとか、そういった

ものではございません。単に現時点でこのような目標を立てているということでご理解い

ただきたいと思います。 

  まず、公共施設等整備基金、こちらは目標としては４億円という目標を立ててございます。

ですので、こちらにつきましてはもう既に昨年度末で５億1,000万円という額が積み上がっ

ておりますので、現時点での目標は達成をしています。 

  それと前提といたしまして、この基金につきましては、この基金をもって全てを賄うとい

うことではございません。時に特定財源がある、または起債をするというような形で、こ

の基金についても事業費の一部として充当するということで考えてございますので、そう

いったことでご理解いただきたいと思います。 

  続きまして、役場庁舎建設基金、こちらはここのところなかなかほかの基金への積み立て

が優先しているということもありまして、5,800万円という積立額でございますけれども、
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こちらは５億円を目標としてございます。 

  災害対策基金、こちらは現在１億1,300万円でございますけれども、目標としては２億円、

それから土地開発基金、こちらは平成28年度末で5,300万円ほどの積み立てが、ございます

けれども、平成29年度におきましても既に先日の補正で、土地の買い入れということで充

当させていただいているところでございます。こちらとしてはいろいろなタイミングで必

要な用地というものが出てまいりますので、１億5,000万円ほどの金額を目標とさせていた

だいています。 

  続きまして、社会福祉推進基金ですけれども、こちらも今は動きの少ない基金ではござい

ますけれども、目標としては３億円としています。 

  次に、霊園基金でございますけれども、こちらは平成28年度末で2,000万円という金額で

ございます。こちらの霊園基金につきましては、大根山霊園、申し込みの段階で、利用者

の方から永代使用料として１区画40万円という金額を納付いただくんですけれども、その

１区画当たり40万円の永代使用料を、利用のあった年度に区画数分だけ積み立てをしてお

ります。それで、その霊園の改修等に必要な経費として事業に充当をさせていただいてお

ります。現在2,000万円ほどでございますけれども、目標としては5,000万円でございます。 

  産業振興基金、こちらは現在6,100万円ございますけれども、目標としては１億円、観光

振興基金、現在3,200万円ですけれども、目標としては5,000万円、それから農道維持管理

基金でございますけれども、こちらは東京都が整備した父島・母島の農道を今の村へ移管

するということで現在進行中ですけれども、東京都から移管を受けるに当たりまして、そ

の路線の維持管理費として東京都から補助金をいただいているんですが、それをこちらに

積み立てるという形をとってございます。ですから、名称等また違って、東京都からいた

だいた補助金をこちらに積み立てて、今後の農道の維持管理に活用するという基金でござ

いますので、こちらは大きな、これといった目標というのはないんですけれども、大規模

な維持管理等に必要な額といたしましては1,000万円の目標を立ててございます。 

  それから、先ほど質疑の中でも出ましたけれども、進学助成基金、これまでの寄附をトー

タルいたしますと現在2,000万円いただいてございます。平成28年度末では1,500万円です

けれども、今年度に入りまして300万円寄附をいただいておりますので1,800万円、あと今

年度中の利用がどれだけあるかということでございますけれども、こちらはなかなか、寄

附いただく方の意志等の関係もございますので目標は立てづらいんですけれども、長い目

で見て3,600万円ぐらい必要になるのかなと考えております。 
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  また次に、特定防衛施設周辺整備調整交付金の事業基金でございますけれども、こちらは

硫黄島の滑走路が補助対象になった平成23年度からいただいているものでございますけれ

ども、こちらは当該年度でいただいた補助金を積み立てて、その額はほぼ満額、村の介護

保険特別会計への繰出金として充当させていただいます。ですので、これは翌年度には前

年度分がなくなるということで、一応目標としては5,000万円という金額の目標を立ててい

ます。 

  次に、情報通信基盤整備基金、こちらは平成28年度末で9,236万8,000円ございますけれど

も、平成27年度に母島のＦＴＴＨ網の改修を実施しております。今年度は父島におきまし

て同様のＦＴＴＨ網の更新をしていますけれども、こちらに充当を予定していますので、

今年度末では大体半分になってしまうのかなと。それと、情報基盤にはいろいろな高額な

機器等が情報センター等に使われておりますので、それらの今後の更新等を考えまして、

目標としては１億円という金額を想定させていただいております。 

  次に、ふるさと寄附金基金でございますけれども、こちらは当該年度にいただいた寄附を

積み立て、翌年度にそれを取り崩し、それぞれ寄附いただいた方の意志に沿った事業に充

当させていただくという形をとっておりますので、特に目標というのは定めているもので

はございません。 

  あと、特別会計には簡易水道事業、それから介護保険の保険事業勘定に基金がございます

けれども、こちらにつきましてはまたそれぞれ事業に応じた積み立てをしています。 

  説明につきましては以上でございます。 

○委員長（清水良一君） ありがとうございます。 

  ちょっと聞きたいんですが、特定目的基金ということで、将来的に大きく出費するだろう

というものと、常に持っていなければいけないものということで、目的別になっているん

ではないかと思うんですが、先ほども質疑の中で、小・中学校の建て替えとかそういった

部分では、これは一番上の公共施設等整備基金が充当されるようなことになるんでしょう

か。 

  財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） ご質問の小・中学校の整備ということでございますと、特定目的

基金の中ではこの公共施設等整備基金が該当するものと考えております。 

○委員長（清水良一君） そうしますと、４億円でもう目標達成したということですが、かな

りの金額がかかるということで、まだまだ積み立てておいたほうがいいのではないかとい
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う気もするんですが、その辺も検討の部分だろうと思うんですが。あと、たびたび一木副

委員長からも質問があったところで、進学助成基金で3,600万円を目標にするということで

すが、これ寄附だけで積み立てているわけではなくて、村で積み立てることもできるわけ

ですよね。その辺はどうでしょうか。 

  財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 今、手元に資料がないんですけれども、条例の中ではいただいた

寄附を財源にという項目がございましたので、村独自で、村のほかの財源を使いまして積

み立てを行うということには、現在のところなってございません。 

○委員長（清水良一君） この奨学金については、やはり遠隔離島ということで、内地の学生

たちとかなりの格差がございます。一木副委員長からもありましたが、今後、しっかりこ

れを積み立てて、奨学金の幅をもうちょっと広くするというのはぜひ村としても充実させ

ていただきたいなと思います。 

  ほかに、このことについてはよろしいでしょうか。 

  次に、安藤委員の質疑の部分で、告知端末と遊歩道について保留がありました。その辺は

いかがでしょうか。 

  総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 安藤委員ご指摘の奥村社会体育施設クラブハウスにＩＰ告知

端末が設置されていないという件ですけれども、これには過去に、それの設置の有無につ

いてのやりとりがあった結果、現在設置されていませんけれども、改めて必要であるとい

うことでありましたら設置しますので、そのような形でご理解いただければと思います。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。 

  続きまして、遊歩道についてはどなたが。 

  母島支所長、湯村君。 

○母島支所長（湯村義夫君） 先ほど、安藤委員からの質問に対しまして１件保留にさせてい

ただいたものがあります。 

  それが主要な施策の成果報告書の61ページ、そのうちの母島の遊歩道、小剣先、石次郎海

岸、静沢の森というものがあるわけですが、そのうちの予算が140万9,000円何某、それと

決算として91万3,096円ということで、この差が大きいのではないかとのご質問もありまし

た。これにつきましては、この契約金額が102万8,000円ということでございます。これは

業者への委託金額ということになります。年間おおよそ５回ぐらいの清掃というようなこ
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とを想定して積算したものでございます。ただ、この年、結果的には４回の清掃で終わっ

たというようなことがあって、予算額と決算額に多少の差が生じたということでございま

す。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 遊歩道、私も母島へ行くとここを時々行ってみるのですが、そのとき

にちょっと汚れているかなとか、強風の後に行くと枝が落ちていてなかなか歩きにくいと

いうことがあったので、その辺についてはきちんと管理をしておいていただきたいと思っ

て質問させていただきました。 

  以上です。ありがとうございます。 

○委員長（清水良一君） 保留答弁の部分はただいま終わりました。 

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

◎散会の宣告 

○委員長（清水良一君） お諮りします。 

  本日の審議はこの程度にとどめたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認め、本日の審議を終了します。 

  次回は明日、12月20日水曜日、午前９時から会議を開きます。 

  本日はこれにて散会します。ありがとうございました。 

（午後３時３５分） 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○委員長（清水良一君） これより本日の日程に入ります。 

（午前９時００分） 

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

◎質疑（全体） 

○委員長（清水良一君） 初めに、決算書全般にわたる質疑、また、昨日の質疑の中で漏れて

いたものがあれば、ここで質問をしてください。 

  質疑のある委員は挙手をお願いします。 

  稲垣 勇委員。 

○委員（稲垣 勇君） 14日に母島で、この決算特別委員会の現地視察がありまして、そのと

きに中ノ平の村の敷地を、杉田建設がプラントとして借りた経緯がある。そこで少し話題

になったので確認しておきたいことがあります。というのは、あそこは一応村の土地です

ので、島民が生コンクリートをどうしても欲しいような事例があります。そのときには、

速やかに出してもらえるのかどうかと、ほかの業者のプラントが壊れたときに、譲り合い

というか、そういうことがきちっと覚書の中でできているのかどうか。まずそこを聞かせ

てください。 

○委員長（清水良一君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 覚書という取り交わしというのはしてはいませんけれども、あち

らを現在コンクリートプラントを稼働させている業者に決定する際に、ほかの地元に事務

所を持つ建設業者等含めまして、そのような打ち合わせをしました。ですので、公共の村

の土地を利用して事業をやっていただくという中で、今委員からご質問があったような内

容につきましては、対応いただけるような形でのお話をしています。 

○委員長（清水良一君） 稲垣 勇委員。 

○委員（稲垣 勇君） 小笠原の場合には、公共事業がかなり多く含まれる部分がありますの

で、できたらそこら辺はきちっとしておいていただきたいと思います。 

  それと、現地である委員から話が出ましたけれども、あそこは水道水が出るわけではあり

ません。プラントで使った水、それとミキサー車が最後に洗ったりするところで、汚れた

水ですね、そういう水の処理の仕方には問題がないんでしょうか。母島の島民として、気

になる部分がありますので、そこら辺のところもきちっとした指導をしていただきたいな
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と思います。というのは、いろいろ環境の面でも問題が出てくると、地元の人だけでなく

て、ほかの人からもそういう苦情というかそういうのが出された場合に、やっぱり村とし

ても困る部分が出てくると思いますので、そこら辺を聞かせていただきたいと思う。 

○委員長（清水良一君） 建設水道課長、繁藝君。 

○建設水道課長（繁藝則仁君） 今のお話ですが、私の記憶ですと、あのプラントを申請する

に当たって、東京都の環境局にも申請をしておりまして、そのときにこの排水処理につい

てはしっかりしたお墨つきが出ているはずです。私の記憶している範囲といたしましては、

プラント関係の敷地内に降った雨をため、タンクの中でずっと集水を行うと。あと、先ほ

どおっしゃられたコンクリートの残りかす関係ですね、その辺も一緒に一度沈砂させて、

上水が雨水タンクの中に入っていくようなシステムなので、基本的にはその施設の外へは

流さないような形になっていると思われます。 

  コンクリート関係で、分離されたものについては、しっかり処分を行っていただくように

しておりまして、残土は発生土処理場のほうに、分離した砕石として処分することになっ

ておりますので、その辺は大丈夫かと思います。 

○委員長（清水良一君） よろしいですか。ほかに。 

  杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） ちょっと建設水道課長に聞きたいんだけれども、決算書の165ページ

にあった塵芥処理費の建設事業は2,000万円ちょっとあるので、中身的には多分老朽化した

炉体の維持、メンテナンスだと思うけれども、それに間違いないですか。 

○委員長（清水良一君） 建設水道課長、繁藝君。 

○建設水道課長（繁藝則仁君） 今のお話ですが、これは今お話があったとおり、父島クリー

ンセンターのプラント関係の補修工事の中で、2,000万円入っております。これは、施設が

平成12年に開業しておりまして、約16年、17年程度たって、大体10年目あたりから大分老

朽化が進んできておりまして、過去５年間１年あたりで大体2,000万円前後で、施設のその

辺の補修、プラントの補修を行っております。今年度も行っておるんですが、来年、再来

年にかけて、ほぼ一通り補修関係は一巡するということで、この改修工事費は幾分は下が

ってくるとは思われるんですが、何分築17年の施設でありますので、またどこかで新たに

壊れてくるおそれがあることも考慮しておかなければいけないなというお話です。 

  あと、一方で持続可能な循環型社会構築の基本方針に基づきまして、昨日もお話がありま

したけれども、父島リレーセンターの整備工事というのも今計画中ではあります。土地問
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題が解決すれば、そちらのほうも順次計画を進めるということになっていますので、リレ

ーセンターが開業するに当たっては、今焼却している塵芥生ごみがもうほとんどなくなる

と。あとプラスチック容器の梱包物もほぼ中間処理で内地に出せるということで、焼却が

ほとんどなくなるのではないかということで期待しております。 

  その契機に、今のクリーンセンターに関してはどうするのかという議論をまた進めていき

まして、今の規模より、もっと縮小した小さな炉を新たに改築するのか。それとも相当量

が少なくなりますので、協力いただけるかどうかはこれからの課題にはなるんですが、そ

のごみをそのままどこか内地の都内で処理できるところに送るとか、そういう方向で今検

討しております。 

  そのリレーセンターが開設するまでは、何とか今の父島クリーンセンターを運営していか

なければいけないということで、多少の維持管理費がかさんでくるのかなということで、

こういうことになります。 

○委員長（清水良一君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 中まで入っての説明、ありがとうございました。 

  もう一度確認しますけれども、一般的に考えれば、ここ数年2,000万円前後の補修費を使

って補修してきたわけですけれども、お金を使っても古いものをただ補修しているだけだ

から、新品には戻りませんよね。だから一般的に考えれば、なぜ思い切って新しくしない

んだという疑問も出てきますよね。今課長の説明にあったように、将来的なごみゼロを目

指し、そして今の焼却炉自体はもっと縮小して、いい方向に持っていけるように、それま

でつなぎ的に何とか補修でごまかしていく。そして、いい結果を出せるように、これから

そういう方向性も見出していくということだと思うんですけれども、では、課長としては、

あと二、三年補修を続けることによって、母島のリレーセンター的な観点で、もう当然先

も見越しているという解釈でいいですか。 

○委員長（清水良一君） 建設水道課長、繁藝君。 

○建設水道課長（繁藝則仁君） 最終目的は、焼却ごみゼロを今目指しております。ただ、な

かなかハードルが高いもので、全てのものをゼロに持っていくということは、やっぱり内

地に送れるか送れないものもあると思うんですが、最終的には循環して、基本的には焼却

ごみゼロということで、今検討はしております。 

○委員長（清水良一君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） その、目標を目指して、ぜひ一生懸命やっていただきたいと、こう思
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います。 

  全体、総括ということで、ちょっと気になることをお聞きしますけれども、この監査委員

の指摘の中に、稟議書に不備があるとか、補助金交付要綱の中に実態にそぐわない部分が

あるとか、そういう指摘を受けていますけれども、その指摘を受けた後、改善策は講じて

いますか。 

○委員長（清水良一君） 総務課長、セーボレー君。 

○総務課長（セーボレー孝君） 監査委員から補助金要綱の随時見直し、稟議書の早急な改善、

また契約書記載事項の整合性等に留意するよう指摘がありました。このことについては大

変遺憾だと思っており、反省するところであります。指摘事項につきましては、早急に見

直し改善するよう、職員には周知徹底し、今後このような指摘がないように進めてまいり

たいと思います。 

  監査事務局のほうから、別途指摘いただくことがありますので、それにつきましてはもう

既にずっと承知しておりますけれども、引き続きまた改善に努めてまいりたいと思います。 

○委員長（清水良一君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 総務課長が適正に、次の対応策を講じているということですけれども、

本来監査委員からこういう指摘を受けること自体、どこかに緩みがあるように思えてなら

ないので、改めてこの部分に関しては徹底されるようにお願いしておきます。 

  そして、今回の決算の中で私が一番気になっているのが１件ありまして、この件に関して

は、ちょっと村長にお聞きします。 

  今年度の振興事業で、扇浦の第２原水調整池、この振興事業は不調に終わりました。同じ

不調でも、今回の場合は参加する企業がなかったという部分においては、一般競争入札の

ところまでもいっていないと。そういう流れの中で、なかなか応じてもらえなかった部分

を考えると、何が原因なのか。多分、はっきりした部分が表には出てこないと思いますけ

れども、考えられることは、やはり東北大震災。そして今、オリンピック。この前決まっ

たリニアモーターカー。大きな公共事業が目白押しです。そんな中で、当然人員不足、そ

して物価の高騰。こういう部分が、今小笠原にも迫っているんだろうという気がしてなり

ません。これは一小笠原村のみで解決できる問題ではなく、多くの問題が含まれておりま

す。 

  端的に村長にお聞きしますけれども、この結果を受けて、村長はどう考え、今後どういう

対応策をとっていきたいか。単刀直入にお聞きしたいと思います。 
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○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 平成28年度決算、それから今年度とまた来年決算審査を行っていただ

くわけですが、今ご指摘のあった物件以外にも、ここ数年入札が不調になっている案件は、

議会にもお諮りをしています。 

  まず、最近報道等でもなされているように、東京都の築地市場でも入札に応じる業者がい

ない。こういう状況を皆さんご存じだと思います。私どもの離島の町村にもそういう波は

押し寄せてきているということが、今回の現実でございます。 

  民需というのは需給のバランスでございますので、人手不足になれば、やっぱり人件費が

上がります。工事量が全体で多くなれば、原材料費も上がってくるということでございま

すので、私たちが行政事務の中で、例えば平成28年度に試算することと、現在の時点での

需給のバランスという、いわゆる現在の中のコスト、そういうものに合っているかどうか

ということがやっぱり問題になってくるわけでございまして、今日本全体が厳しい中で、

このように必要な案件をきちんと受注していただくためには、それなりの柔軟性を持った

考えをしていかなければならないと思っております。行政ののりを越えない範囲で、そう

いうものは何とか事業が執行できるよう、これからもいろいろ方策を考えてまいりたいと、

こう思っているところでございます。 

○委員長（清水良一君） 杉田一男委員。 

○委員（杉田一男君） 今年そういう応札がなかったということですが、今回のこの第２原水

池は振興事業ですから、事業自体がなくなるということはあり得ない話であって、これを

進めていく上で、これが来年好転するとはとても思えない。来年はさらに全体的な工事代

金が増額になるような気がしてなりません。 

  村長にお願いしたいのは、今、村長のお話にもありましたけれども、離島の置かれている

立場を考えると、小笠原の場合は工事に関しては小笠原単価的なものがあって、当然積算

基準があります。先ほど村長もおっしゃられていましたけれども、豊洲市場でも、開示し

たはいいけれども応札する会社がなくて、結果的に1.4倍ぐらいのお金が増になってしまっ

たと。端的に言うと、豊洲で1.4倍、東京で1.4倍というと、離島に置きかえた場合、多分

1.7倍ぐらいに増えるのではないかと思います。 

  そういった中で、入札に応じていただける環境づくりも大事だと思います。それは基本的

には、金額面が大きなものを占めると思うのと、やはり金額面で合わないとなると、小笠

原の単価表も一度見直す必要があると。これは東京都や国の基準もあることだから、そう



－８４－ 

簡単にはいかないでしょうけれども、今一番危惧しているところは、東京の物価に小笠原

の物価が追いついていかないと。お金に換算した場合、その差をどうやって埋めるかとか、

いろんな部分。そのためには、例えば入札時期を、小笠原の暇なときに出すような努力を

するとか、いろんな方法があると思うんですけれども、この振興事業は小笠原の経済の三

拍子の一つですから、これが衰退すると小笠原経済にとってもいい影響を与えないのと、

もう一つ心配するのは、やはり小笠原の場合、観光立島でもありますので、民間の仕事は

なかなか滞ってしまう。悪循環が悪循環を呼んでしまうような形にもなってくると思いま

す。 

  さらに言えば、これが今小笠原の悲願である小笠原航空路に関しても、極端に言ったら今

は500億円だったらできるというものも、こういう流れでやっていくと倍ぐらいかかってし

まうというような、そういう危惧も出てくるわけです。 

  ですから、来年の振興事業、公共事業のどうやったら実施をしていけるのかという部分で、

人的問題、単価的な問題、これをやはり東京都・国ともいろいろと議論しながら変えてい

かないと、なかなかいい方向には行かないと思います。そういう意味で、ぜひこの原水調

整池を機会に、そういう見直しもぜひ村長のほうで働きかけていただきたい。そう思いま

すが、いかがですか。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 今細部にわたり、杉田委員からご指摘をいただきました。 

  まさにそういうこと、それ一つ一つが、今我々が抱えている悩みでございます。この決算

審査の中で、予算がきちっと使われているかどうか、執行率はどうかというようなことを

ご審議いただくわけですが、今回、今ご指摘を受けている案件は、先ほども答弁させてい

ただきましたように、現在の需給のバランスと、今まで行政が抱えていた資産の基本とす

る計数が乖離をしていないかというようなことが根本にあるわけでございますので、今ご

指摘を受けましたように、私どもだけではなくて、東京都・国、もちろん相談をしながら、

先ほど申し上げましたように、行政ののりを越えないということを肝に銘じながら、現実

に応じた対応を何とか図っていきたいと。 

  我々は総合的な観点から村づくりを目指しているわけでございますので、そういうことに

年次計画においても影響が最小限で済むよう、最善の努力をしてまいりたいと、このよう

に思っているところでございます。 

○委員長（清水良一君） 杉田一男委員。 
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○委員（杉田一男君） これは当然担当課でこなせる問題でもありませんので、その辺を念頭

に置いて、ぜひいい方向に行くように善処していただきたいと、こう思います。 

  それと、私からちょっと苦言と言えば苦言ですけれども、この決算特別委員会の枠を超え

る部分があるかもわからないけれども、この跡地に関しては厳密に言うと、ひっかかって

いる部分がある。あの跡地、危険率を考えて全面埋めがベスト。しかし一般的に考えると、

その方法しかなかったのかということですね。半分埋めて、あと防護柵をちゃんとやれば

安く済むのではないかとか、いろんな考えがあります。 

  一言担当課にお願いしておきたいのは、これは議会の承認を得る部分もあるので、もっと

議会に対して早目に提議してもらって、私たちの意見も聞いてほしいという部分もありま

す。終わりが決まってから報告されても、それを変えることはできない部分が多いので、

その辺はやはり担当課１カ所で請け負うのではなくて、やっぱりみんなにいい知恵を出し

てもらう方法を、これからぜひとっていただきたいと、こう思います。 

  その点、担当課長、よろしくお願いします。 

○委員長（清水良一君） ほかにございますか。 

  一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 私は１点だけ指摘がございます。 

  村の全体的な財政状況について指摘します。毎年やっています。 

  うちの村は一言で言うと、財政状況が極めてよい状態になります。ここに「自治体の財政

指標の読み方」という本がありまして、財政状況がいい、悪い基準がここに載っかってい

るんですけれども、小笠原村の決算で出ている数字を当てはめると、もう振り切るぐらい、

超いい財政状況です。その一つの基準になる財政指標が、将来負担比率です。これの昨年

度の数字がマイナス105.4％です。まず将来負担比率というのは、自治体の借金の目安です。

借金の目安がマイナスなんだから、プラス貯金があるという話です。細かい計算の方法は

さておき、ではその金額が幾らなのか。計算したところ約16億円、実質的な貯金がこの村

にはあります。1,800自治体ありますよね、その平均が何％か。プラスの110％なんです。

つまりうちの村は大体35億円くらい、ほかの自治体と比べて貯金がある。貯金がというか、

まだ使えるお金があるという、そういう話です。ただ、それだけ持っているからばんばん

使えばいいのかというと、そういうわけでも当然ございません。この決算の話し合いの中

でも話が出ている小・中学校の建て替え、あと父島・母島の保育施設の建て替え等、今後

大きな事業が待っている。それに対しての備えが必要。 
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  そこで、今後小・中学校の建て替え、保育施設の建て替えで、どれだけの借金が降りかか

ってくるのか。その参考のために、まず財政課長にお聞きしたいんですけれども、何年か

前に、複合施設を建てました。そのときの総予算、事業予算と、そのとき実質的にうちの

村が負担をした、支払った金額をまず教えてください。 

○委員長（清水良一君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） すみません。細かな数字ということになるので、ちょっとお時間

いただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。 

（「ないんですか」との声あり） 

○財政課長（江尻康弘君） いや、総事業費としてはまだ確認ができていないんです。実質、

村の負担、建設当時に、いろいろな補助金、起債等を引いた額、それから有利な起債がで

きたということで、元利償還金の８割を交付税で算入されるということで、あらあらで計

算いたしますと、実質の負担が１億2,000万円ぐらいで済んだということでございます。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 大体あらあらの計算ということですけれども、私がその当時財

政課に聞いた金額は、20億円ぐらいの総予算で、村の実質的な負担というのは大体9,000万

円という話だったんです。ただ、それ以降事業費が膨らんで、今の金額１億2,000万円が実

質的には村の負担になる。振興開発の補助金で約半分が国、あと４分の１が東京都、４分

の１が村。でも、借金しても辺地債というのがあるんですよね。借金しても８割は地方交

付税で戻ってくる。なおかつ、その村の実質的な借金はしないで、払っている分の７割ぐ

らいを、また東京都の総合交付金で支払っている。だから20億円という事業をやったとし

ても、村の負担は１億円かそこらなんですよ。そういうこともきちんと頭に入れて、仮に

小・中学校が40億円とか50億円かかったとしても、恐らく村の実質負担は５億円はいかな

いですよ。３億円、４億円。しかも小・中学校の場合は、振興開発事業の補助率が３分の

２というすごく高い数字なので、もっと低くなるのかなと考えています。 

  まだまだうちの村には使えるお金というのはあると思います。五、六年前の決算のときで、

実質的な貯金がたしか８億円とか９億円だったんですよ。それが今や16億円。まだまだ財

政出動できるのではないですかね。事業全体で。村民の行政的なニーズ、たくさんありま

すよ。今はお金も私はあると思っています。 

  最後に村長にお聞きしたいんですけれども、まだまだやれること、お金の部分については

私はあると思っているんですけれども、伺います。 
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○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） まず、財政が健全であるというご指摘については、私ども執行部のみ

んながそういうことに努力をしているということを、ご理解いただきたいと思います。 

  それから、今一木副委員長がご指摘のハードの建物を建てるということと、それを維持管

理していくということは別のことでございまして、つくったものに対して、それを維持し

ていくということについては、毎年、今回の決算委員会でもご審議をいただきましたけれ

ども、かかるものはかかっていくわけでございます。 

  今回、大変細部にわたってご審議をいただきました。その中で私どもが成果報告書として

出しているものの中にも、予算それから実際に使って執行率等だけではなくて、各課題と

いうものを書いております。その事業を執行する、続けていくに当たっての反省みたいな

ものですね。それから次にどういうことを考えていかなければいけないか。今回審議の中

で大変いろいろなことをご指摘いただきました。私たちも、あれもやりたい、これもやり

たいというのはあります。もちろん村民の要望もございます。それが今一木副委員長のご

指摘の中で、私どもの中に余力があるからもっとできることがあるのではないかというの

は、なかなかそう一概にはいかないというところがございます。それは、限りのある財政

を使って何かをやるということですが、マンパワーのこと、それから僻地である離島とい

うことから、そこに存在する施設だけのことではなくて、人を増やそうとすれば宿泊費、

そういう宿舎も要るというような、付随してくるものがいっぱいあるわけですよね。そう

いう中で、全体を見ながら、今の財政の形があるということで、私は一概に余力があると

は思っていないんですよ。将来に対する備えもしているということでございますので、全

体の範疇の中で、これからやるべきことに優先順位をつけながら計画していくという、苦

しい思いもあるということはご理解を願いたいと、こう思うところでございます。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 確かに村長の言うとおり、執行部の皆さんの努力のおかげで、

これだけ貯金がたまってきたということがございます。 

  今から10年前の、平成19年度決算の資料を見ると、小笠原村将来負担比率128％なんです

よ。それプラスの借金、借金がすごくあった。それを皆さんの努力でこれだけ改善をされ

てきた。これは大変すばらしいことだなと思っております。 

  また、今マンパワーというお話があったので、一つ提言をしたいんですけれども、人口も

増え、地方交付税交付金も5,000万円でしたか、増えたという部分もありますので、ここら
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で職員１人、２人増やしてもいいのではないですかね。というような感じも持っておりま

すけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 以前にも定数のことでのご答弁をさせていただいたと思うんですが、

この定数増ということは、私ども村だけではいかないんです。そこが頭の痛いところで、

こういうご質問をいただくと、その辺の私の悩みもご答弁できるので、これは村民の方に

も知っていただくいい機会だと思うんです。私ども今は全国各地で、行政事務をもっと減

らせとか、簡素化しろとか、人を減らせという流れなんですよ。そういう中で、私どもの

ところは今一木副委員長ご指摘のとおり、人口増もしているし、行政事務がどんどん増え

ているわけです。ですから、定数を増やしていただきたいというお願いを、まず東京都等

と相談をさせていただいて定数増が図れるんです。 

  ですから、複合施設ができたときに大幅な定数増をお願いして、実現しました。その後、

定数の増についてはなされていないわけです。その今与えられた定数の中で、今の役場の

行政事務を行っているんです。ですから、私もやはり今の小笠原の行政ニーズをこなして

いくには、定数というものについては、いろいろ考えさせられているところではございま

すけれども、私どもの考えだけで定数増ができないという、そういうところはご理解をい

ただきたいと、こう思います。 

○委員長（清水良一君） 一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 議会の建前からまず言わせてもらいますと、地方自治法の中に、

職員の定数というのは議会が条例で定めるということになっていますので、一応建前上は

うちの村で決めることができます。その最終的な決断は我々議会です。でも、その村長の

お話も当然わかりますので、そういうところも調整しながらではあるんですけれども、そ

こはちょっと強引にやったとしても、総合交付金ですよね。総合交付金の中でもいろんな

メニューが分かれています。行政のそういう指導に従った部分で、金額が変わるという項

目があるんです。そこが幾らかというと、大体７億円のうち１億円なんですよ。だからも

う120％逆らったとしても、減らされるのはせいぜい１億円なんですよ。という話もあるの

で、行政需要は高まっていますので、東京都と相談しながら、ぜひ検討のほうお願いした

いと思います。 

  私の指摘は以上です。 

○委員長（清水良一君） 村長、森下君。 
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○村長（森下一男君） 一木副委員長は大変よくご勉強されているので、そういう建前論とい

っても、この建前というのが大事なことでございまして、また私の立場からすると、きち

んと申し上げなければならないところは、上部団体といえ申し上げるんですけれども、何

せ一緒に事業を執行していく上では、なるべくあつれきのない形で皆さんにご理解をいた

だいて、事業執行また定数増もできることが望ましいことだと考えておりますので、今の

ご指摘を胸に置きながら、これからも努力してまいりたいと思います。 

○委員長（清水良一君） ほかに質疑ございますか。 

  安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） １点お伺いしたいんですが、全員協議会のときも出てきたんですけ

れども、国民健康保険税の改正とか上下水道料金の見直しということで、この前説明がい

ろいろありまして、そのときお聞きするのを忘れてしまったのですが、公金の値上げとい

うことが、ほかの経済というか物価等の値上げに通じていくのかなというところの懸念が

一つあります。 

  そういうきっかけにならないように、その影響をどう小さくしていくかということも必要

なんだと思うんですが、その辺のバランスをどうとっていくのか、その辺については村と

してはどのような話し合いをされているのかお聞きしたいと思います。 

○委員長（清水良一君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 事務的な打ち合わせについては、私が頭になっていろんな相談をし

てまいりました。今回条例改正をしていただいた水道料金、これについては、本来一般会

計の繰り入れをゼロにしたいところ、やはり影響を緩和する意味で11％に抑えるのと、島

民の皆さんが先般の大渇水をベースに節水努力をしていただいた。これを料金にも反映で

きるようにということを考えてまいりました。今後検討される国民健康保険については、

一つは方針としてやはり同じように一般会計からの繰り入れを減らすように、なくすよう

にということがございます。こちらについては、段階的な値上げということを今検討して

いるところで、全員協議会ではまだご相談というところでさせていただいております。 

  なかなか我々もこういった皆さんへの公的な負担を、一律にすぐゼロにするために上げる

んだということは考えてはおりませんが、国民健康保険については逆にそれがしばらく適

正な金額に上げていなかったというところがあろうかと思っています。村民のご理解、ま

た議員の皆さんのご理解を進めながら、それぞれの案件で必要な案件については検討しな

がら、負担をなるべく減らしながらも、村の財政の負担も減らすというところで、今後も
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考えてまいりたいと思っております。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 説明いただいていた部分と重なっているんですが、村民の収入が増

えない中で、そういう公金が上がるということでは、やっぱり結構な負担増になる。特に

低所得と言われている人たちにはかなり負担が増えていくのかなというところもあるので、

その辺は、今、副村長からお話があったように、段階的とかいろんな形でその状況を見な

がら、そういう値上げ等については慎重にやっていただきたいと思いますので、その辺を

今後とも考えていただきたいということでお願いしたいと思いますが、その辺いかがでし

ょうか。 

○委員長（清水良一君） 副村長、渋谷君。 

○副村長（渋谷正昭君） 先ほどもそういう旨をお答えしたとは思っていますし、あと例えば

国民健康保険においては、お支払いをいただく金額に所得によってもともと差もあります

し、あとトータルでいうと、収入が増えるように産業を振興するとか、村の政策全体の中

で皆さんに気持ちよく払っていただけるような努力も含めてやっていきたいと思っており

ます。よろしくお願いします。 

○委員長（清水良一君） 安藤重行委員。 

○委員（安藤重行君） 本当に働ける場所の確保とかもやっぱりいろいろ考えていかなけれ

ばいけないとは思っていますので、その辺についても今後検討していただければと思いま

す。本当にその辺については今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（清水良一君） ほかに質疑はございますか。 

  私のほうからちょっと１点、先日聞き忘れた部分がございます。 

  実質公債費比率が繰上償還によって非常にいい状態にあるということで、財政上非常にい

い村の財政になっているんですが、ちょっと気になった部分があって、事務事業報告書の

最後の地方債で、一般会計についてはこの地方債を繰上償還でかなり減らしていただいて、

非常に安心感があるんですが、簡易水道のほうでは新しく借り入れがあるようで、7,000万

円増ということですが、利率が、ほかが0.数％ということですが、一番最後の28番目の財

源対策費、地方債の現在高２％というのは、これはなぜなのかちょっと気になったんです

けれども、細かい部分ではありますが、お聞かせ願いたいと思います。 

  簡水会計、地方債現在高。 

  財政課長、江尻君。 
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○財政課長（江尻康弘君） 申し訳ございません。資料の誤りです。同じ年度の同じ時期に借

りております借金でございますので、こちらの上の公共事業債と同様、0.2％でございます。 

○委員長（清水良一君） 0.2％ということでよろしいわけですね。 

  利息が高い部分から償還されて、非常に身軽な財務状況になっていると思います。一木副

委員長からの指摘もあります積極的な施策をこれからやっていただければありがたいと思

います。 

  ほかに質疑ございませんか。 

（発言する者なし） 

○委員長（清水良一君） 質疑がもうないようですので、これをもって平成28年度各会計歳入

歳出決算についての質疑は終了します。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認めます。 

  よって、平成28年度各会計歳入歳出決算についての質疑を終了します。 

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

◎意見開陳 

○委員長（清水良一君） 次に、決算の認定について意見の開陳を行います。 

  初めに、決算の認定に反対の委員からの発言を許します。反対の意見ございますか。 

（発言する者なし） 

○委員長（清水良一君） 反対の意見がないようですので、次に決算の認定に賛成の委員から

の発言を許します。 

  一木重夫副委員長。 

○副委員長（一木重夫君） 審査をしてまいりました平成28年度各会計決算の認定につきま

して、賛成の立場から意見を述べさせていただきます。 

  初めに、お二人の監査委員には、厳正なる審査意見書を取りまとめていただきまして、ま

ことに感謝申し上げます。 

  平成28年度決算では、村税収入は平成27年度と比べて若干増加し、徴収率においても高い

レベルを維持しており、徴税努力が成果にあらわれています。また、実質公債費比率もこ

れまでの任意繰上償還の効果があらわれて、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常に意識しながら、慎重な財政運営に努めていただきたいと思います。 
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  一方、将来負担比率が良好な状態ですので、各基金がそれぞれの目的に従って、適正かつ

計画的に運用されるよう、引き続きお願いをします。また、障害者や高齢者への支援の必

要性が高まっており、よりよいサービスの充実を、今後求めます。さらに、扇浦第２原水

池整備工事等、公共工事に係る入札不調への対応も求めます。 

  ２日間にわたる本委員会の審査の中で、今後、各種施策を進める上で留意や工夫をしてい

ただきたい事項、事業内容や成果を検証していただきたい事項、改善策や次年度予算への

反映を求める意見等がございました。これらについて、今後監査委員の財政運営上の指摘

も踏まえて検討いただくことをお願い申し上げ、私の賛成の立場からの意見といたします。 

○委員長（清水良一君） ほかに賛成の意見ございますか。 

（発言する者なし） 

○委員長（清水良一君） ほかに意見がないようですので、これをもって意見の開陳を終了し

ます。 

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

◎採決 

○委員長（清水良一君） お諮りします。 

  本委員会に付託された認定第１号から認定第９号までの平成28年度小笠原村各会計歳入歳

出決算９件の認定について、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） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認めます。 

  よって、本委員会に付託された認定９件を一括して採決することに決定しました。 

  認定第１号から認定第９号までの平成28年度小笠原村各会計歳入歳出決算の認定について、

賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

○委員長（清水良一君） 起立多数と認めます。 

  よって、本決算は認定すべきものと決定しました。 

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

◎委員会報告書 

○委員長（清水良一君） お諮りします。 

  決算審査報告書は、ただいま開陳された意見を参考に、正副委員長で取りまとめることと

し、正副委員長に一任していただきたいと思います。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） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認めます。 

  よって、決算審査報告書は正副委員長に一任されました。 

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

◎村長発言 

○委員長（清水良一君） ここで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） 発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。 

  平成28年度小笠原村決算、各会計歳入歳出決算につきましては、本委員会におきまして認

定をいただきました。まことにありがとうございます。 

  本委員会でのご審議に当たっては、大変細部にわたり質疑をしていただきました。また、

認定に当たって付されました意見、そして審議の中でいただきました意見等々を念頭に置

きながら、優先順位をきちっとつけながら、また限られた財政を有効に使うということを

念頭に置きながら、事業の立案をしてまいりたい、このように思っておりますので、今後

ともどうぞご支援、ご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。 

  認定をいただきましてありがとうございました。また、発言の機会をいただきましてあり

がとうございました。 

○委員長（清水良一君） 村長の発言は終わりました。 

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

◎閉会の宣告 

○委員長（清水良一君） お諮りします。 

  本日の委員会はこれをもって終了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） 

○委員長（清水良一君） 異議なしと認めます。 

  本日の会議を閉じます。 

  稲垣、鯰江両監査委員には、審査にご協力いただき、まことにありがとうございました。 

  以上をもって平成28年度決算特別委員会を閉会します。 

  ありがとうございました。 

（午前９時５９分） 


