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小笠原村告示第７号 

 

 平成２７年第２回小笠原村議会定例会を下記のとおり招集する。 

 

  平成２７年５月２５日 

 

                       小笠原村長  森  下  一  男 

 

記 

 

  １、期  日  平成２７年６月１１日 

 

  ２、場  所  小笠原村議会議事堂 
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○ 応 招 ・ 不 応 招 議 員  

 

応招議員（８名） 

      １番  清 水 良 一 君   ２番  安 藤 重 行 君 

      ３番  一 木 重 夫 君   ４番  鯰 江   満 君 

      ５番  杉 田 一 男 君   ６番  稲 垣   勇 君 

      ７番  佐々木 幸 美 君   ８番  池 田   望 君 

 

不応招議員（なし） 
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平 成 ２ ７ 年 第 ２ 回 小 笠 原 村 議 会 定 例 会 会 議 録  

 

議 事 日 程 （第１号） 

                    平成２７年６月１１日（木曜日）午前１０時開会 

 

第 １ 議案第３８号 平成２７年度小笠原村一般会計補正予算（第１号）（案） 

第 ２ 議案第３９号 沖村浄水場改良工事（管理棟設備）請負契約の締結について（案） 

第 ３ 議案第４０号 財産の取得（ホイールローダー）について（案） 

第 ４ 発委第 ２号 小笠原村議会会議規則の一部を改正する規則（案） 

第 ５ 発委第 ３号 小笠原村議会傍聴規則の一部を改正する規則（案） 

第 ６        小笠原村選挙管理委員及び同委員補充員の選挙について 
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出席議員（８名） 

      １番   清 水 良 一 君    ２番   安 藤 重 行 君 

      ３番   一 木 重 夫 君    ４番   鯰 江   満 君 

      ５番   杉 田 一 男 君    ６番   稲 垣   勇 君 

      ７番   佐々木 幸 美 君    ８番   池 田   望 君 

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

欠席議員（なし） 

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

出席説明員 

村 長 森 下 一 男 君 副 村 長 石 田 和 彦 君 

教 育 長 伊 藤 直 樹 君 総 務 課 長 渋 谷 正 昭 君 

総務課副参事 鈴 木 敏 之 君 
総 務 課 
企画政策室長 樋 口   博 君 

財 政 課 長 江 尻 康 弘 君 村 民 課 長 村 井 達 人 君 

医 療 課 長 佐々木 英 樹 君 産業観光課長 牛 島 康 博 君 

環 境 課 長 深 谷 雪 雄 君 建設水道課長 篠 田 千鶴男 君 

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

教 育 課 長 大 津   源 君   

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

欠席説明員（なし） 

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

事務局職員出席者 

事 務 局 長 セーボレー 孝 君 書 記 菊 池 ひろみ 君 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（池田 望君） おはようございます。 

  ただいまから平成27年第２回小笠原村議会定例会を開会します。 

  これより本日の会議を開きます。 

（午前１０時） 

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

◎会議時間の延長 

○議長（池田 望君） この際、あらかじめ会議時間の延長をしておきます。 

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

◎会議録署名議員の指名 

○議長（池田 望君） まず、会議録署名議員の指名を行います。 

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

満君を指名します。 

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

◎諸般の報告 

○議長（池田 望君） 次に、事務局長より諸般の報告をさせます。 

○事務局長（セーボレー孝君） ご報告いたします。 

  村長より、平成27年５月25日付、小笠原村告示第７号をもって、本定例会の招集通知があ

りました。 

  次に、村長より、６月４日付で議案３件の送付がありました。 

  次に、選挙管理委員長より、５月11日付で選挙管理委員及び選挙管理委員補充員の選挙に

ついての通知がありました。 

  次に、教育長より、５月26日付、議会説明員出席者の通知が、また５月28日付で平成26年

度分の「小笠原村教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及び評価」に

ついての報告がありました。 

  次に、村長より、５月28日付で議会説明員出席者の通知がありました。 

  次に、議長池田 望君の出張等についてご報告いたします。 

  ５月13日、議員７名とともに、都議会自由民主党、都議会公明党、日本共産党都議会議員

団、都議会民主党を、また、東京都港湾局多羅尾局長、産業労働局山本局長、総務局行政
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部西村部長を訪問し、村政諸課題についての情報・意見交換を行ってまいりました。 

  ５月14日、島嶼町村議会議長会第１回臨時会に出席しました。 

  ５月15日、都町村議会議長会定期総会に、また同日、議員７名とともに都町村議会議員講

演会、意見交換会に出席しました。 

  ５月18日、議員７名とともに中川雅治参議院議員、松原 仁衆議院議員、石原宏高衆議院

議員、丸川珠代参議院議員、山口那津男公明党代表を訪問し、村政諸課題についての意見

交換を、また同日、海上保安庁佐藤雄二長官を訪問し、中国密漁船に関する情報・意見交

換を行ってまいりました。 

  ５月19日、議員７名とともに国土交通省国土政策局、港湾局、厚生労働省社会・援護局を

訪問し、小笠原諸島振興開発事業、沖ノ鳥島、南鳥島における港湾整備事業、硫黄島に係

る遺骨収集帰還事業について、情報・意見交換を行ってまいりました。 

  また同日、国立研究開発法人海洋研究開発機構を訪問し、西之島火山周辺での地震・津波

観測体制についての情報・意見交換を行ってまいりました。 

  ５月20日、議員６名とともに小笠原海運株式会社を訪問し、伊豆諸島開発株式会社の役員

にも同席いただき、定期航路等に関する情報・意見交換を行ってまいりました。 

  ５月21日、議員６名とともに環境省関東地方環境事務所、防衛省北関東防衛局を訪問し、

小笠原諸島世界自然遺産、硫黄島関連事業について情報・意見交換を行ってまいりました。 

  次に、小笠原村監査委員、稲垣直彦君及び鯰江 満君より、６月５日付で例月出納検査の

報告がありました。 

  以上でございます。 

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

◎会期の決定 

○議長（池田 望君） 次に、会期についてお諮りします。 

  本定例会の会期は、本日６月11日から６月12日までの２日間としたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、本定例会の会期は、本日６月11日から６月12日まで

の２日間と決定いたしました。 

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

◎一般質問 
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○議長（池田 望君） これより一般質問に入ります。 

  質問のある議員は、挙手をしてください。 

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

          ◇ 佐々木 幸 美 君 

○議長（池田 望君） 佐々木幸美君。 

○７番（佐々木幸美君） おはようございます。 

  質問に先立ちまして、５月30日、午後８時24分に起きました小笠原西側のマグニチュード

8.1、母島で震度５強、また震源の深さは682キロメートルということで、幸い津波の発生

は伴わず、棚から品物が落ちるというような状況の中で、最小限の被害にとどめたことは、

村長をはじめ非常に安堵したと思っております。 

  また、太田国土交通大臣をはじめ国会議員の先生方、都議会議員また関係部局から心配の

ご配慮をいただき感謝申し上げます。 

  また、東日本大震災被災地であります気仙沼、陸前高田市からも、素早く心配の声をいた

だき、ここに改めてお礼を申し上げます。 

  それでは、今回１件、私の質問が出ていますけれども、沖港の外防波堤に関する件という

ことで、まず質問したいと思います。 

  ご存じのとおり、来年の７月には、新しいおがさわら丸、それからははじま丸が、新造船

となって就航する運びとなっております。村民の皆様の、それぞれの期待を抱いておりま

す。 

  今回の私の質問が取り上げましたのは、資料を配付してありますんですけれども、白抜き

でちょっと描いた防波堤の絵ですが、新しくもう一つ、その沖に防波堤を設置いたしまし

て、沖港の静穏性を保つということで、これをぜひ実現したいということで提案申し上げ

ております。 

  以前より、母島・父島間の海上アクセスについては、東港を活用することが浮上しており、

それなりに整備もなされてまいりましたが、東京都港湾局といたしましても、既に東港は

完了岸壁として位置づけられており、現在四種避難港ということで、現状のまま利用とす

る状況になっております。 

  私たちも以前から、母島の東港に、冬期におけるははじま丸の就航を、特定目的岸壁とし

て利用したらどうかということを、議会はじめ行政側として、何度となく東京都に要望し

てまいりましたが、一度、港湾局で完了岸壁として位置づけられている岸壁を、これ以上
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手をつけるというのはなかなか難しいということで、今は現状のままということでなって

おります。 

  今回の私の要望につきましては、これは決して思いつきではなくて、前回５月の連休に、

東京都の多羅尾港湾局長、小野離島港湾部長が、５名で来島した折に、ちょうど現場を見

れる私の組合の位置から、そこの説明をして、今すぐではないけれどもとりあえず、今お

手元に配付のところに、何とか外防波堤をもう１個つくっていただきたいということでお

話しした経緯はございます。 

  私もその後、こんな急にやるとは思わなかったんですけれども、ちょうど小笠原諸島返還

50周年という節目もあり、また新しくおがさわら丸、ははじま丸が、新造船ができるとい

う時期もありまして、今後、新しくははじま丸ができたとしても、現状のまま冬期の、冬

場の状況は変わらないというのはご存じのとおりであると思います。 

  新ははじま丸の就航に合わせて、母島の島民に限らず、小笠原を訪れる観光客、また来ら

れた方は、父島、母島を一度に見たいという方はかなり多いと思うんですよね。そして、

私たちも、父島から母島に渡るときに、今日は着岸するかわからない、また途中で戻るか

もわからないということで、母島、沖港内の静穏性が保たれるかどうということが、観光

客またそれに付随する民宿の方、それから観光協会はじめいろいろな方が、不安を抱いて

冬場は就航日程を組まなければならないというのが現状でございます。 

  そこで、そのような状況を解決するために、お手元に配付のように、ぜひ行政が、また議

会ともあわせて、そこに一つの区切りとして、外防波堤の沖に、もう一つ防波堤をつくり

たいというのが、今回の提案でございます。 

  八丈島に行った方もございますけれども、八丈島でも必ず、防波堤の外側にもう一つある

という。どこの離島へ行っても、１つで済むところはなかなかないわけで、ぜひ小笠原に

おいても、今後母島が安定した生活、安心の生活ができる、また地震とかそういう災害に

も、多少対応できるように、岸壁をつくっていきたいというのが、私の質問の趣旨でござ

います。 

  あとは自席でお願いします。 

○議長（池田 望君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 佐々木幸美議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  その前に、冒頭、先日の地震のお話がございました。 

  私も、上京中でございましたので、まず島からの電話の一報を受けたのと、テレビにテロ
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ップが出るのがほとんど同時でございまして、まず心配をしたとともに津波はないと、津

波は大丈夫だということで安堵をしたところです。 

  電話を受けて２分ぐらいでありましょうか。今度は東京が揺れまして、これも震度４ぐら

い、大変な揺れでございました。 

  今回、本当に何事もなかったこと、これは幸いだったんですが、前から言われている近地

地震というのが、やはり現実として起こり得るんだなということを、改めて感じたところ

でございます。 

  また、大変、その前の台風と今回の地震で私が感じたことですが、上京中であってもテレ

ビ会議ができる、そして現状を、ＮＨＫですとか民放のテレビ局の定点カメラを今、島の

ほうに設置していただいております。それらの映像が、ニュース等を通して東京でも見れ

るということを、改めて、この海底光ケーブルの敷設ということが大きいことだったなと

いうことを思っています。 

  東京にいて以前ですと、じだんだを踏むような状況でも、幹部全員が対策会議をやってい

る、その場に私が東京で、またテレビ会議を通して会議にも出席できるということは、長

としては、一つの安心感を得ることでございまして、その辺のことも、今の状況は過去に

比べたら数段よくなっているなということを感じたところでございます。 

  また、佐々木議員からご指摘がありましたように、各方面からご心配の声、何かあったら、

いつでも言ってくれというような励ましの声もいただきまして、本当に各方面の皆様に、

改めて私の、この場をおかりまして感謝を申し上げるところでございます。 

  さて、ご質問にございました沖港の防波堤の件でございます。 

  定期船ははじま丸は、父島・母島間の唯一の交通アクセスであり、その安定した運航の確

保は母島の村民の方々にとって、また母島を訪れる方々にとって、大変重要な課題である

ことは言うまでもございません。 

  母島、沖港の現状につきましては、議員ご指摘のとおり、特に冬の時期に、北西側からの

風や、その影響による波が港内に入ってくる状況があり、そのことによりははじま丸が接

岸しづらい状況が生じております。 

  その結果、ははじま丸の運航が、着発運航や欠航になるなど、定期航路としての運航に少

なからず影響が出ている状況にあります。 

  ははじま丸の、より安定した運航を確保するためには、港内の静穏を、さらに確保するこ

とは不可欠なことであり、その手段として、新たな防波堤を整備することは有効で現実的
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な方法だと考えているところでございます。 

  来年度には、ははじま丸の新造船も就航する予定でございます。新しい船だからこそ、よ

り安定した運航を確保し、より多くの方に乗船していただきたい、そう思うところでござ

います。 

  東港の現状については、議員からご指摘がございました。また、私も、先月の上京の折に、

多羅尾港湾局長をはじめとして幹部の方、ご挨拶に参った折に、このお話が出たところで

ございます。 

  村といたしましても、防波堤の新設について、東京都や国に対し、村議会とともに要望し

てまいりたいと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（池田 望君） 佐々木幸美君。 

○７番（佐々木幸美君） 今、村長から、前向きな答弁いただきまして、村長が港湾局へ訪れ

るという話を聞きまして、港湾局としては、まず一つ、どのような感触を受けられたかと

いうことと、私も、ご存じのとおり稲垣議員と、もう前々から、このははじま丸の就航と

いうことに関して、先ほどお話ししましたように東港を、何とか使えないかということで、

いろいろ要望してまいりましたけれども、結局あそこに船が着いた場合に、現実的に、で

は荷物の運搬をどうするのか、それから距離的な問題もありますし、道路の拡張の問題も

あって、なかなか難問が山積している状況でございまして、当初は電気を引くことさえ難

しいというような状況もありましたけれども、電気については今ソーラーというようなこ

とでありますけれども、実際に、あそこを第２のははじま丸の拠点とすると、いろいろ問

題が生じるということで、今回は、そこはもう思い切って忘れて、ともかく沖港を重点的

にやろうではないかということで、稲垣議員とも、このような形で要望を出した次第でご

ざいますけれども、村長が、港湾局へ行かれたときの様子ですか対応ですか、それをちょ

っとお聞かせいただければと思います。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） まず、東港の活用ということを、これはもう十数年、議会もともに、

１島２港という形での定期船の活用ができないかということは取り組んできたわけですが、

今言ったように電気の問題、また北港線道路の問題等々ありまして、非現実的な、直近で、

それが可能になるということは、ちょっと難しいなということから、今回の案は、そうい

う意味で現実的な、ははじま丸の運航安定のための案だと思っています。 



－１１－ 

  港湾局に行きましたときに、実際、村長、どういうふうなときに一番困るんですかという

ような具体的なことを聞かれました。 

  私としては、特にここ３年ぐらい、お正月の便に影響が出ていて、お客様がせっかく行っ

たのに連れて帰ってこざるを得なくて、福祉センターにお泊めをするとか、いろいろなこ

とがあったんですが、ここ３年、毎年私が父島で海開きに出席するために、副村長に母島

のほうの海開きに、出ていただいているんですが、ここ３年、欠航が続いていたりとかい

う状況がございます。 

  とにかく、数字的な就航率の問題ではなく、おがさわら丸との接続等々のときにこういう

事案が起こるということが、観光、それから生活の面からも、母島の方は大変苦労されて

いるというお話をさせていただきました。 

  ああなるほどというようなところから、現地視察もあって、私の感触としては、皆さんの

お声を受けとめて考えたいというような前向きな姿勢であったと、そのように思っていた

ところでございます。 

○議長（池田 望君） 佐々木幸美君。 

○７番（佐々木幸美君） 防波堤計画になりますと、国の振興費補助ですか、村が行っている、

今、振興事業の中で、これで取り組んでいくかということが、やはり一番大きな課題にな

ると思うんですよね。国が９割、都が１割ということで、港湾もその辺を非常に、一番気

にしていることで、村が、ではこれを、あそこの浄水場あたりに、事業の中で行っていく

という方向性を示していただければ、東京都港湾局としても、やはり国が、東港もそうだ

ったように、防波堤計画の中で９割補助ということであれば、たとえ５億円かかったとし

ても、これはわからないですよ。かかったとしても、5,000万円で都は済むわけです。 

  そういう計画性が立てられれば、恐らく東京都も、港湾局も、その方向で進むと思うんで

すけれども、この辺を、まずはっきり、ちょっと村長に、しっかり聞いておきたいと思う

んですがいかがでしょうか。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 今まで、前議長と私とで出ました国の振興審議会、ここにおいては、

質問の中にありました東港の活用ということを当時訴えてきたわけでございます。 

  具体的な数字のことはともかく、この６月26日に、今月のですね、26日に、振興審議会が

ございますので、ここでやはり振興審議会の皆さんと、それから国土交通省、そうした東

京都、出席の皆さんにまず、そういう考え方を示すということが第一歩になろうかと思っ
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ております。 

  そういう意味では、まず私と議長に発言の機会がございますので、この質問を受けた中で、

議会のほうの合意形成もしていただければ、その第一歩をまず踏み出すということは、こ

の６月26日の審議会の中で、まず始めるということが肝要かと思います。 

○議長（池田 望君） 佐々木幸美君。 

○７番（佐々木幸美君） 振興審議会の中で、この前、ちょっと国のほうへ行ったときに、私

もいきなり言ったもので、まだ岩下振興官も、この話初めてだということで、答弁してい

ましたけれども、ぜひ議長、村長、特にこの時間が、短い時間ですけれども発言の機会が

あるので、ぜひこの問題を大きく取り上げていただきたいと。 

  実は、９日の日に港湾局が母島に来られまして、支庁のほうでも、これは新宿に上げたい

ということで、まるっきり資料がないので、船を出してくれないかということで、私も休

んで、今、この白抜きの、この場所に、船を２杯持っていきまして、とめて、航路と、そ

れから水深とか、そういうのを一応見たわけですよね。それからＧＰＳから港に入る航路

もとりまして、航路にぶつからないような、この白抜きは完全なものではないんですけれ

ども、一応その辺で事前の、早く言えば下調べみたいなことをやった経緯があるわけです

よね。 

  ですから、何かちょっといい方向に進むのではないかという期待を持っておりますので、

ぜひ振興審議会の中で、この問題を早期に、どうも東京都のほうも前向き、村長の先ほど

の答弁でも前向きということなので、私ももう調査に、調査というよりはこういう感じで、

現場に行って水深をはかったりＧＰＳで航路に当たるかどうか、ははじま丸の航路とか、

一応全部お示しして写真も撮ってありますので、ぜひ次の６月の振興審議会の中で、これ

を取り上げて国のほうでやるというような方向づけられれば、東京都も足並みそろえると

思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

  以上です。 

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

          ◇ 鯰 江   満 君 

○議長（池田 望君） 次に、鯰江 満君。 

○４番（鯰江 満君） ４番、鯰江 満です。 

  質問の前に、先ほど佐々木幸美議員のほうからもありましたが、小笠原の震度５強の地震

のことについて、ちょうど私は東町にいたわけですけれども、津波がないという発表のこ
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ろには、高台の、自宅に避難したわけですけれども、実は携帯電話の、メールと着信が鳴

りっ放しで、その中で、やはり小笠原に関心のある元大臣や、それから現職の衆参両院議

員の先生、それから都議会議員という方たちを優先して、すぐにご返事して、無事である

というようなことを報告をさせていただいたわけですけれども、その小笠原を思う気持ち

というものが、非常に伝わってきて、とてもうれしくて、その後翌日も、何か被害が出た

ら、すぐさま言ってほしいと、できる限りはしたいというふうに言葉をいただいておりま

して、この場をかりて御礼を申し上げ、またこれから先も、小笠原のことを、ぜひ、その

ように優しいというか温かい目で見ていただきたいというふうに思っております。本当に

ありがとうございました。 

  それでは、質問に入りたいと思います。 

  小笠原村の安全・安心について質問をいたします。 

  対外的には、昨年の中国サンゴ密漁船のことは、もう皆さん周知の事実でございますが、

今年に入って総数が減り、そして海上保安庁、水産庁、東京都、防衛さんも入っていると

思いますが、この海域を、巡視を頻繁にしていただくことによって、ほとんど見かけられ

なくなったというのが昨今というか、この時期だと思います。 

  村長、そして全議員で、年末年始にかけて、それぞれ議員活動、それから公式にも窮状を

訴えて、その効果が、それなりにあったのではないかなと。それのまた一つのあかしとし

て、先日６月２日に、海上保安庁、警視庁、その他関係支庁、村役場、その他関係官庁が、

父島の青灯台、そして青灯台沖の二見湾内で、洋上の不審船、そして陸上の不審者と、そ

の取り締まりの合同訓練が行われました。 

  どうやら、その、240名近くの職員が、また警察官が、青灯台に集結して訓練を行ってい

ただいたと。これは、実際の効果はともかく、皆さんは当然おがさわら丸や巡視艇で来島

して、その日に合わせて訓練ということですが、これはやはり小笠原という、やはり名前、

そして国境離島である、そしてかつ、東京から1,000キロも離れていると、遠隔なんだとい

うようなことのあかしで、よりこういうようなことが、小笠原のこれから先の海域、

領土を守ることに、ぜひいい形でつながっていってほしいというふうに思っておりま

す。 

  このような状況なので、一応対外的なことについては、一旦、一休憩というか一休みとい

うような今、そのようなムードなのですが、気を緩めることなく、私の前の任期の最後の

辺で質問をさせていただいた、やはり海上保安庁及び警視庁、ああ警察署ですね。それと、
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できれば防犯協会、その他の島内での、そういう団体などに、やはり自警団的なもの、あ

るいは一部、今、業者、事業所が監視カメラを敷設しているところが数カ所ございます。

その監視カメラの効果というものも、それなりにあるということも聞いております。例え

ば、その監視カメラ的なものも、もうそろそろこの小笠原でも必要なのではないかなとい

うようなこと、それからまた、先ほど言った連絡網をもって、そして対応をするというよ

うなことです。こういうことが何か必要なのではないかと。 

  自然災害のほうの津波の避難道、また避難するというようなものも、そこには、過激です

が、上陸をしてくるというようなことがあったら、そういう道を使って、津波訓練、避難

訓練と同じように逃げるというようなことも想定してやっていただければいいのではない

かなというふうに思っております。 

  そのような村の安全・安心について、村のほうはどのように考えているかということと、

島内のことについては、自席で再質問させていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 鯰江 満議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  冒頭、やはり鯰江議員のほうにも、地震の際、多くの方がご連絡をしてくださったという

ことで、もちろんそれぞれの人間関係もございますでしょうが、改めて小笠原のことをい

ろいろ気にかけている皆さんが大勢いらっしゃるということに対して、感謝を申し上げた

いと思います。 

  小笠原村の安全・安心ということについてのご質問というふうに解釈をいたしましたが、

まずサンゴ密漁船につきましては、昨年来、議会の皆様とも陳情要望活動を繰り広げた結

果、対応していただいた中で現在、小康状態を保っているというふうに考えています。 

  かといって、気を緩めてはいけない、いつ何時、またこういう、あのようなことがあるか

わからないので、気を引き締めてやっていただきたいということは、それぞれの関係機関

にお願いをしているところでございます。 

  ６月２日に行われました訓練でございますが、これは、猪瀬知事が来島をされた際、村民

の方から、やはり上陸をしたらどうなるんだとか、本当に大丈夫かとかという不安の声が、

住民の間から大変出ました。 

  そのような不安の声に、どのように応えていくかということを、海上保安庁そして警視庁

のほうで、いろいろ勘案していただいた結果、先般の、なるべく多くの村民に見ていた

だきたいということでの父島での逮捕訓練とか、それらのことがあったわけでございま



－１５－ 

す。 

  見ていただいた方には、少しでも安心していただけたのではないか、そういう意思を、各

関係機関が持っているということは、村民の皆さんに伝わったのではないかなというふう

に思っているところでございます。 

  さて、ご質問の中の村内のことでございますが、平成26年６月に、村と小笠原警察署の間

で、小笠原村安全・安心まちづくりに関する覚書を交わし、将来にわたって、安全・安心

な島小笠原の実現に向けて、さまざまな事案に相互協力することになっております。 

  あわせて防災、防犯はじめ交通環境、そのほか地域の安全に係る環境などの整備にも、警

察庁の協力や助言を受けて整備に努めることとしております。 

  関係機関や村民の皆様にも協力をいただきながら、今後も安全・安心な村を構築できるよ

う努力をしてまいります。 

  議員ご提案の事案につきましては、担当課長より答弁をさせますので、よろしくお願いを

申し上げます。 

○議長（池田 望君） 総務課長、渋谷君。 

          （「議長、すみません」と呼ぶ者あり） 

○議長（池田 望君） では先に、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 都知事の名前を「猪瀬」知事と言ってしまったようでございまして、

大変失礼を申し上げました。「舛添」知事でございます。 

○議長（池田 望君） 渋谷君、どうぞ。 

○総務課長（渋谷正昭君） 鯰江議員のご質問の中で、具体的に監視カメラの件、それから自

警団のようなお話がございました。 

  まず、監視カメラの件でございますが、公共の場に設置される街頭防犯カメラにつきまし

て、警視庁が新宿の歌舞伎町など繁華街に設置するような場合と、区市町村が条例や要綱

に基づいて交通の要所などに設置する場合があるかと思います。 

  設置に当たりましては、その必要性、正当性の検証と設置する場合のプライバシー保護へ

の十分な配慮が必要であります。必要性の検証をするとすれば、先ほどの村長の答弁にあ

りました安心・安全まちづくりに関する覚書にのっとり、警察署と相談をすることから始

めることになりますが、小笠原の現状の事件、事故の状況を勘案しますと、今現在、担当

者としましては、街頭防犯カメラの設置は必要ないのではないかというふうに考えており

ます。 
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  また、自警団のことでございますが、自警団と言いますと、災害等の非常の場合に、民間

人の皆さんが、民間の皆さんが、自ら安全を守るために組織される私的な警備団体という

ような定義づけができるかと思います。歴史的には、有効に機能する場合もあれば、やや

もすると司法手続によらない実力行使が見られるようなこともございました。 

  ご質問の趣旨からは、他国からの、例えば侵略やテロなどに備えた自警団のレベルという

ことを考えると、ある程度の武力装備を前提にすることになるとすれば、この法治国家の

日本においては、なかなか成り立ち得ないのではないかと考えられます。 

  本来業務として、警視庁や海上保安庁などによる警戒態勢を、より強化していただいて、

いざというときの対処を引き続きお願いをしていきたいというふうに考えております。 

○議長（池田 望君） 鯰江 満君。 

○４番（鯰江 満君） 今、ちょっと、その対外的なほうに触れてしまいますが、その今言っ

た自警団及び監視カメラですが、警察と海上保安庁には限りがあると思うんです。人数的

な限り、マンパワーに限りがあると。そういうものは、やはり島のほうで、フォローでき

るものはフォローしようではないかと。自警団という、一言で言うとね、ちょっと過激と

いうか、というふうに捉えられますが、いわゆるそういうような意味合いで私は言ってい

るわけで、例えば、このサンゴ船のときに、一番早く反応をしていただけたのが警視庁の

機動隊です。皆さんご存じのとおり、海べり、水際の辺を重点的に巡回をしていただいた

わけです。そしてその後、小笠原警察署は３人の、プラス３人配置を増やしていただいた

というようなことです。今回のまた訓練というようなこともございましたので、島のほう

でできること、例えば先ほど漁業協同組合とか漁師とかということを私は言いませんでし

たが、例えば海上保安庁の船と船の巡視、巡回の警戒の合間、間に来るようなことがあっ

ても、もしやすると漁師がそれをいち早く発見すれば、何らかの通報と、その連絡のシス

テムを組んでいれば、そういうものがいち早く、村か警察か海上保安庁か、その辺のとこ

ろのまとめが、どこか全部に知らせるという、そして対策をどうするんだというようなこ

とが、すぐに行われるというようなことでございますね。 

  ですから、これから先、今ちょっと収束というか静かになっているわけですから、この間

に、何かそういうものを、みんなで相談をしていただければというふうに思っております。

引き続き、ちょっと検討をいただければというふうに思います。 

  実は、その当日、６月２日の夜、小笠原の警察の、ある応援する団体があるんですが、私

がそれの設立準備委員で、当時やっていた関係もありまして、その訓練で携わった方たち、
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洋上の方は無理、ヘリの方も当然無理ですが、出られる方だけということで、たしか20名

か30名程度はおられたと思いますが、先ほど私がお礼を言ったように、みんなとても愛国

心が固まっているんです。だから物すごい、すばらしい、22、23歳ぐらいかと思うんです

が、本当に私はうれしくなりました。 

  そういう応援があるということが、すばらしい。それに対して、村民は、ただ黙って、黙

っているのかというようなのが、私が言いたいことなので、できれば村が、できればイニ

シアチブというか、そういうのをとって、何らかの形の、いい形の組織を固めていただけ

ればというふうに思います。 

  村内のほうに、ちょっと移りたくて、今度は交通事故、これも安心・安全の中に入るかと

思うんですが、自動車の数、それから路上駐車での安心・安全が守られるのかというよう

なことも以前取り上げましたが、今回は、私が８年前に議員になってすぐさま、一番気に

している島内の交通関係のことで、小・中学校の前の都立大のところの生け垣とタマナの

木、これが視界を遮るということから、指摘をして質問をして、その後ハイビスカスだけ

は移植をしていただいたかと思うんです。 

  今は確かに、見通しはかなりよくなって、事故も聞いていませんから、ここ８年間くらい

は、これといったものはないのかなと。 

  しかしながら、昨日もおとといも、私は追いかけていって注意しました。それは、あそこ

の制限速度20キロ。これは役所の人ですが、１人は女性でしたが見ていないんです。あそ

こは小・中学校で、そういうゾーンなんだということすら、知っているのか急いでいるの

か。 

  そこで、起きてからでは遅いので、タマナを抜いて移したって、しょせんはあの幅員が増

えるわけでもないし広がるわけでもないわけですが、左側に河川があるんです。これは東

京都の二級か三級かわかりません、河川で、以前私はごみの件で、それから異臭がすると

いうことで頻繁に掃除、その他、河口口の改善をしろというような質問をさせていただい

たと思いますが、この際、東京都にちょっと諮って、あの場所、つまり上のトイレ、宮之

浜との十字路のトイレの周辺から、できれば小笠原総合事務所あるいは河口付近まで暗渠

といって、ふたをするような形、その上を何かそういうロード、道のように、通学路、そ

の他に転用できないかというようなことを私は思ったわけです。 

  というのは、その改善されないからです。いつ子供が、あるいは他の方がはねられてもお

かしくないということなんですが、その辺のことというのはタマナも含めて、その後何か、
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支庁あるいは警察その他と、相談その他されましたでしょうか。 

○議長（池田 望君） 建設水道課長、篠田君。 

○建設水道課長（篠田千鶴男君） ８年前ですか、質問されまして、その後、先ほど言いまし

たハイビスカスについては、移植して、あとはタマナの枝ですけれども、それを剪定をし

たり、あとはカーブですので、警察のほうでカーブ注意の掲示、それと役場のほうでカー

ブミラー等設置しております。 

  それで、先ほどの質問の中で、大村川につきましては、砂防河川に指定されておりまして、

東京都が管理しております。 

  それで、議員質問の暗渠化につきましては、維持管理上、課題が多いと、担当の支庁から

聞いております。 

  それで、ＮТТ前の通学路の確保、先ほど言った大村川の清掃につきましては、また再度、

関係機関と協議してまいります。 

○議長（池田 望君） 鯰江 満君。 

○４番（鯰江 満君） わかりました。 

  狭小な小笠原の狭いところなので、限りがあるわけですから、皆さんの、運転者のマナー

がきちんとしていれば、そんな必要も、当然ないかと思うんですが、過失ということもあ

りますし、疾病やその他で気を失うと、最近ややこしい病気も、何かあるみたいなので、

そういうようなことも含めて、できれば隔絶というかな、分けたほうがいいような気もし

ます。 

  これ決まるまで、私も警察のほうに言いますが、あそこはスピード違反の対象地域にした

ほうがいいですね。これ村のほうからも、ちょっと言って下さいよ。 

  私はもうこの後、警察のほうにお邪魔して、スピード違反の取り締まりをやってくれと言

おうと思っています。特に朝夕です。これはもう、何か起こらなかったことが不思議なぐ

らいですよ。 

  一応、そんなこんなで、防災のほうの安心・安全ということに今回は触れていません。ご

めんなさい。１つ忘れていました。その川の暗渠の問題です。 

  相変わらず、異臭まではいっていないようですが、あそこは何とか抜本的な河口口の何ら

かの排水関係というか、それを改善をしないと、また西町住民から苦情が上がってくるか

と思うので、これもあわせて、暗渠とあわせて検討できればしていただければと思います。 

  私の質問は以上です。 
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───────────────────────────────────────────────── 

          ◇ 清 水 良 一 君 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） １番、清水良一。よろしくお願いします。 

  今回、初めて一般質問やることになりまして、かなり緊張しております。何分デビュー戦

ということで、失礼な部分もあるかと思いますが、ご容赦のほどをよろしくお願いしたい

と思います。 

  さて質問ですが、ちょっと欲張ってしまったのか４点ほど質問をさせていただくことにし

ております。 

  まず、１番目の質問といたしまして、今回私が、選挙というものを体験して、初めて議員

になることができたんですが、その前まではお恥ずかしながら、一村民として、なるべく

選挙には携わらないように、何か逃げていたような部分がございました。 

  それはなぜかというところですが、今回もこの壇に立ったときに、執行部の方、議員の方

たちのお顔を見ると、皆さん知っている顔、知り合いの中でやっております。 

  こういう狭い社会において、この選挙という、一人一人が一票しかないということで、非

常に人間関係を壊してしまうのではないかという危機感がございます。そういったことを、

今回初めて候補者として、なったときに、何かこれをやっていかなければいけないのでは

ないかという気持ちになりました。 

  選挙活動というのは、公職選挙法によって、かなり厳しく決められているようでございま

すが、やれることというのは、はがきを出すとか街頭演説、そして個人演説、そういった

形、この島では新聞広告や、衆議院や参議院のようにテレビの政見放送もできないような

ことになっているようなんですが、なかなか村民の方たちと接点というのが、非常にとり

にくい場でもございます。 

  そして、特に個人演説会については、非常に重要なファクターではある部分ではないかと

思います。そして選挙というのが、村政にとって、そして村民と執行部、議員とのつなが

りにとって、非常に重要な場所でございます。 

  執行部のほうから、個人演説会についての、最近の、４回ぐらいの実施状況を見ると、村

議選については非常にやはり少ない現状でもあります。村民の方たちから、できれば合同

にやっていただけると非常に行きやすいと。 

  公職選挙法を調べますと、合同演説会はできるんだけれども、第三者が決めてはいけない
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と、こういういろいろな部分があるということに勉強させていただいたんでございますが、

できれば候補者同士が合同で、なかなか候補者というのは、ちょっとそういうことをした

くないのかなという感じが今回出てみてわかったんですが、それをあえて今後の村政、こ

の島をよくする上で、必要なことではないかと感じております。 

  直近ではございますが、今回一番近い選挙、村長選がございます。できれば、村長にとい

うよりも一候補者として、また挑戦者の方にも、候補者同士で合同演説会をやるというこ

とはできるようなので、一度でも、そういったものが開いていただけたらと思います。 

  これはもうもちろん、候補者のお考え方によるものなので、そういうガイドライン的なも

の、また村民が選挙に対して、どういう気持ちでいられるか、そういうガイドライン的な

ものを、広く村民だよりなり何なりに知らせていくということができないかというのが、

まず１点でございます。 

  続きまして、２点目が、電力等のエネルギーの政策についてということで質問させていた

だきたいと思います。 

  今、地方創生という言葉がかなり言われている中で、私の考えといたしましてはこの島に

とって、エネルギーと食糧、これを地域でつくっていくということが最も地方創生につな

がる鍵ではないかと考えております。 

  そして、エネルギーについては、特に電力については、もう村民にはなくてはならないも

のでございます。 

  そんなことで、村長には、今後のエネルギー政策について、全般的なことをお伺いしたい

のとともに、環境課の深谷課長からもいろいろな資料をいただきまして読ませてもらいま

した。 

  その中で、この小笠原エネルギービジョンというもの、この、もとがこれだそうですが、

これが要約版ということでいただきました。 

  その中で、本当にこれよくできているなと思って感心して読ませていただきました。その

中で、この参考資料、ここに、将来ということで、再生可能エネルギー100％というような

目標が掲げられております。 

  これを実現するには、残念なことに、ここに、タイムテーブルが記されておりません。

1,000年後なのか100年後のものなのか。現状がどのぐらいなのかというのも記されていな

い状況にあります。 

  なかなかこれを、調べようと思ったんですが、なかなか私のほうの調べ方がまだまだなん
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でしょうが、よくわからない部分があるので、この辺を環境課のほうに聞きたいというこ

とでございます。 

  平成12年ぐらいから、この自然エネルギー、再生エネルギーについては、議論があったか

とは思うんですが、残念なことに、現状の今、目標値なり何なりを見ますと、数パーセン

トぐらいの状況を立てているのではないかなという感じがします。再生エネルギーのパー

セントですね。 

  それが何なのかなということで、ちょっと私のほうでも調べてみましたところによると、

東京電力の限られた閉鎖的なグリット、系統ですね、系統電力に影響が、ソーラーパネル

なり何なりに影響があると。最低の電力量の10％以下にするという方針があるということ

に気づいて、これがこの平成12年から始まって平成27年、15年続いた中でブレーキになっ

ているということがわかったわけでございますが、このことについても、かなりいろいろ

な島や場所で、例えば宮古島、沖縄の宮古島では、もう実験は終わったそうですけれども、

この６月で。メガソーラーということで4,000キロワットのソーラーパネルを入れて、そし

て系統がどういうふうに影響を及ぼすかということで実験が終わったそうです。そこでは、

ほとんどもう蓄電池を入れることによって影響がないと。 

  それから、今回、議員研修に行った際に、自由時間があるということで、ちょっと見てき

た場所があるんですが、大磯というところと、それから藤沢のサスティナブルースマート

タウンというところを見てきたんですが、そこはパナソニックと三井物産か何かがやって

いる、三井商事かな、失礼します。それちょっと忘れましたが、が企画しておりまして、

大体3,000人ぐらい、家が600世帯、1,000世帯ぐらいの家が、今建っておりまして、そこに

ソーラーパネルがばーっと並んでおりまして、いろいろ説明を聞くと、何か事故があった

ときに、３日間の電力と、さらにそれが、それを使って余った分を売電するというような

システムになっておりました。それがなぜ可能になったのかというと、やはり最近の技術

革新ということで、蓄電池がかなり進んでおります。 

  この蓄電池のことを調べてみますと、リチウムイオン電池というものが、結構今、家庭用

に、大体家庭で使われているのが、例えば40アンペアだったら４キロワット、50アンペア

だったら５キロワット、30アンペアだったら３キロワットぐらいの容量の蓄電池があれば

いいようなんですが、５キロワットぐらいで、大体100万円ぐらいするようなんですが、こ

れが国のほうで補助が、国と都の補助はつけるらしいんでございますが、半額ぐらいにま

でなるような情報もあるようです。その辺も、後でちょっと確認したいと思うんでござい
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ますが。 

  そういったものも利用しながら、村も、この島の場合は、やはり1,000キロ離れている、

輸送コストが非常にかかると。そして、今回、なかなか東京電力の10％という枠の中で苦

しんでいるようなんですが、新しく交流センターのほうにソーラーパネルを設置するとい

うことで、値段を15キロワットだったかと思ったんですが、それが大体2,000万円とか

3,000万円とかというようなことを聞いたと思うんです。ちょっとそれも後で確認したいと

思いますが。 

  大磯に、エネシフトということで、市民電力会社が今、かなり立ち上がっているそうなん

ですが、そこで15キロワットぐらいのが、大体600万円ぐらいでできたということを聞いて

いるので、相当高い値段で、この小笠原ではかかってしまう。技術的に変わってくるから、

それが変わってくるのではないかと思うんですが、そういった部分を、やはり東京都なり

村なりが補助することによって、民間の活力というか民間の投資意欲も増えていくと思う

んです。 

  そして、この後、明日、総務委員会があるんですが、平成28年度の東京都への要望につい

て検討するようなんですが、20あるそうなんですが、その中で、東京電力の発電所を、防

波堤で囲うというような案がございました。 

  確かに、東京電力には、この島ではかなりお世話になっています。今後も、送電部分につ

いては、もう東京電力に頼っていかなければいけない部分なので、うまくやっていかなけ

ればいけないんでございますが、ここで今までの電力システムを守るよりも、新しく、そ

の蓄電池を使った形で、例えば都営、清瀬の都営住宅、それから高台にある１軒屋を持っ

ている方たち、それから特に宿泊施設なんか持っているところに、オフグリッドでもいい

ので、オフグリッドというのは系統から離れているので、その10％の枠から外れるわけで

ございますが、そういうところに投資を喚起できるような施策。それによって、もし津波

が起きたときに、そういうところが起点となって村民を安全に誘導できる。そして村民が

必要な電気を、一気にやるというわけではなくて、これもういつ津波が来るかわかりませ

んので、少しずつ足し算をしていくということが、最もいいやり方ではないかと、今私が

考えている部分でございます。 

  それから……、失礼しました。欲張りで大変恐縮です。３番目に、扇浦の浄水場跡地につ

いての今後の使用方法というか、その辺をちょっと聞きたいと思っております。 

  扇浦の浄水場の跡地については、平成22年と平成25年に、鯰江議員のほうからも質問があ
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ったのではないかと思うんですが、平成22年から、今５年たって、扇浦地区の村民の人た

ちが、夢を膨らませ、どんどん膨らみ過ぎているのではないかという気もするんですが、

そろそろ何か計画が決まりつつあるということで、ここの部分について、村民の意見を吸

い上げるようなＰＩ活動、そういったものを、そろそろやっていただきたいというのがご

ざいます。 

  夢がどんどん膨らんだ部分、それがどういうことなのかということなんでございますが、

その辺の、扇浦を今後どうするかという部分を村長にお聞きしたいということと、地方創

生に当たって、そのエリアの中で人が動くということが非常に重要なことではないかと思

っております。 

  人が動くということは、小笠原の場合ですと、奥村、大村、そして扇浦、小港、そのあた

りを動いていくということが重要ではないかと思うんですが、現在、公共のバスが通って

おります。この公共の、村営のバスが通っているんですが、村営のバスを、本当に必要と

しているのは、扇浦地区に住んでいる子供たちでございます。子供たちが年々増えていま

して、今バスの椅子に、もう座れないぐらいの子供になっているのでございますが、ただ

残念なことに、村営バスの本数は微弱、少しずつ減らされているような状況にあります。 

  これは、採算をとるのは非常に難しいということで、すごくわかるんでございますが、そ

こで、扇浦地区に何か、大村地区、奥村地区の、清瀬地区の人たちが行きたくなるような

もの、これをぜひ扇浦地区に誘致できないかと。 

  そして、いろいろな方たちの意見を聞いて、まず子供たちからの意見はスケートボードパ

ークみたいなものが欲しい、それからお年寄りの方たちには温浴施設が欲しいとか、そん

なような意見をたくさん聞きます。 

  何が、本当に村民が必要なものを、そこにつくることによって、双方向で扇浦奥村、扇浦

清瀬、そういう動きがあることによって、また新しい、では扇浦地区に何かつくろうかと

いう民間の意欲も出てくるのではないかと思います。 

  まずバスを使うには、子供とお年寄りなので、そういった部分で検討をしていただければ

ということでございます。 

  最後に、何か欲張って大変申し訳ございません。キャンプ禁止条例について、ちょっとご

質問したいと思っております。 

  このキャンプ禁止条例というのは、この島の、ある意味特徴でもあったわけでございます

が、そのために、今島民が、非常に自由を束縛されているような感覚に陥っている方たち
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がいるということを、ちょっとお伝えしたいと。 

  それは、どういうことかといいますと、世界自然遺産になりまして、かなりのエリアが、

規制がかかっております。それ自体が、非常に自由を束縛されている。 

  そして、このキャンプ禁止条例というのを……、キャンプ禁止条例ではなかったですね、

禁止地域条例ということだそうですね。これを調べたところ、昭和47年に決まって、昭和

48年から何か施行されているそうなんですが、確かにキャンプを禁止することによって得

られるものもあったかと思いますが、現在この島では、家族旅行や友達との旅行、１泊や

２泊の旅行というのが、母島、父島というエリアがあるんでございますが、なかなか１泊、

２泊の手軽な旅行というのができません。 

  内地の方ですと、やはり家族旅行というのは、月に１回ぐらいはしようと、周りにあるん

でございますが、この島の方たちは非常に、それがやりにくい状況にあります。そして１

泊するということによって、家族の奥さんとか、それから子供たちとか、一つのサイクル

ですね、夜をともにする、別のエリアで。こういうチャンスを、島民に、ぜひつくってい

ただきたいというのが、今回のキャンプ禁止条例についての質問なんですが。 

  このキャンプというのが、いかに環境教育、それから子供たちに対しての自然教育、そし

て今言われている地方創生に重要なことかということなんですが、今多くの過疎地がござ

います。はっきり言うと、その人たちは、うちの村には何もないと、何もない。だから都

会に出ていくと。どんどん都会に出ていく。 

  それはどういうことかというと、私、観光業やっていまして聞くんですが、よくいい年配

の方が、この島には何もないねという方が、たまにおられます。私にとっては東京に行く

と何もないねと言いたいんですが、要は、こういう場所で遊び方を知らないんです。パチ

ンコ屋もない、飲み屋もない、ディズニーランドもない、遊園地もない、そういう方たち

にとっては何もないんではと思います。 

  私にとっては、この島のほうが、もう全てのものがそろっているという感覚があります。

それはどういうことかというと、私の子供体験でキャンプの体験、それは自然の中で遊ぶ

技術、そういったものを体験していたおかげではないかなと感じております。 

  私らの世代が、この島ではキャンプをやっていた最後の世代ぐらいなんじゃないかなとい

う気がするんでございますが、学校教育で、たくさんの方たちとキャンプをするというの

は、教育長、学校の方たちの努力によって、小学生は小港キャンプ、ただ中学では、何か

中止になってしまったそうですが、何とか高校で兄島キャンプが復活したということを聞
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きます。そういうのもなるべく、これからもどんどんやっていただくことが必要だと思い

ます。 

  それとともに、キャンプの特性として、家族のキャンプ、それからだんだん子供たちが大

きくなっていきますと自主性、自分で何かをやるということを、場所を提供してあげない

といけないのではないかと思います。中学生、高校生になると、何となくこの島の子たち

が、ちょっと元気がない。都会に行きたいみたいな風潮になってきます。 

  そういうときに、友達同士でキャンプに行けるような、そんな仕組みを何とかできないか

なと。これが今回の質問の内容でございます。 

  とりとめもないようなお話ではございますが、執行部の方、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  あとは自席でしたいと思います。どうもすみません。失礼します。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 清水良一議員のご質問に答弁をさせていただきます。４つのご質問を

いただきました。 

  まず、再生エネルギーのことについて答弁をさせていただきます。 

  地球温暖化対策のための再生可能エネルギー導入の必要性については、ご指摘のとおりで

ございまして、小笠原に関しても、東京都の振興開発計画や村の総合計画において、その

推進がうたわれております。 

  小笠原村における具体的な方向性につきましては、平成24年度の国土交通省直轄調査を踏

まえつつ、平成25年度に新しいエネルギービジョンを作成しており、一貫して災害時のエ

ネルギー確保という課題に対応する観点から検討をされております。 

  主な内容としましては、ポテンシャルに恵まれた太陽光発電について、公共施設への導入

を進めること、さらに、蓄電池と連系した導入方法を検討することとしており、これらの

点については、順次施設の更新、改築に合わせた導入を実践に移してきているところでご

ざいます。 

  蓄電池に関する技術革新については伺っております。それによって、従前から課題となっ

ている系統、連系に関する制限が、どの程度クリアできるのかといった点などを、さらに

調査をしまして、詳細なポテンシャルを見定める必要があると考えているところでござい

ます。 

  詳細な状況等については、担当課長から後ほど説明をさせます。 
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  続きまして、扇浦地区の跡地利用、浄水場の跡地利用についてのご質問がございました。 

  扇浦地区につきましては、平成元年に、改正延長された小笠原諸島振興開発特別措置法の

振興開発計画において、初めて１島２集落の方針が打ち出された際に、母島、静沢と同様、

父島における第２集落として位置づけられました。 

  それ以降、分譲事業などの定住のための住宅政策や道路整備など、扇浦地区において、集

落として必要な整備を、段階を踏みながら進めてきたところでございます。 

  整備に当たっての基本的な計画として、扇浦地区整備基本計画及び実施計画がございます

が、そこで設定された扇浦地区の３つの基本コンセプトは、今も踏襲をしているところで

ございます。 

  その３つのコンセプトでございますが、１つ目は、海に親しみ自然を満喫できる観光交流

拠点、２つ目は、ゆとりとくつろぎの住宅地、３つ目は、自然との新たな共生を目指す扇

浦でございます。 

  これらの３つのコンセプトは、扇浦地区の特性をあらわしているものと捉えており踏襲し

ているものでございます。 

  なお、個々の具体的な整備の施策につきましては、これらのコンセプトや計画を立てた後

の社会環境または状況の変化を踏まえつつ検討をしていくべきものと考えているところで

ございます。 

  選挙についてのご質問がございました。 

  選挙につきましては、選挙管理委員会が所管でございますので、選挙管理委員会に、担当

事務局長から答弁をさせます。 

  また、キャンプについても答弁をさせます。 

  選挙につきましては、もし私にご質問があるとすれば、再質問という形でしていただけれ

ばと思うところでございます。 

○議長（池田 望君） 総務課長、渋谷君。 

○総務課長（渋谷正昭君） 清水議員の選挙に関するご質問について、選挙管理委員会の事務

局長として答弁をさせていただきます。 

  初めに、村政にとって重要な選挙について、村民の方々に積極的に参加していただくこと

は、選挙管理委員会としても大変重要なことと認識しております。選挙に参加していただ

くための努力は、引き続き検討をしたいと考えております。 

  ご質問の際にもありました個人演説会については、公職選挙法の規定により、公営施設を
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利用する場合は届け出が必要となります。また、この個人演説会を複数の候補者が合同で

開催することは可能でありますが、実施主体はあくまでも候補者本人でなければなりませ

ん。 

  合同の個人演説会は、立候補者の主張などが同時に比較できる反面、過去に立会演説会が

搬出された経緯に見られる、候補者同士が公平性などを担保しながら演説会を運営する難

しさなども考えられます。 

  これらのことを踏まえて、選挙管理委員会が、この合同個人演説会を、村民だよりなどと

いうことでおっしゃっておりましたが、推奨するようなガイドラインを示すべき立場では

ないというふうに判断をしております。 

○議長（池田 望君） 総務課企画政策室長、樋口君。 

○総務課企画政策室長（樋口 博君） ３点目の扇浦浄水場跡地利用の計画について答弁をさ

せていただきます。 

  旧扇浦浄水場の跡地の利用につきまして、過去、平成22年３月、平成25年９月の定例会に

おきまして、鯰江議員からもご質問をいただき、その延長線上で検討を進めてきたところ

でございます。 

  現在の跡地利用に係る村の考え方でございますが、昨年の９月定例会におきましてご報告

させていただいておりますが、簡易水道施設の一つでございます第２原水調整池、これを

当該地に整備することを計画しております。これは、平成23年の渇水経験を踏まえまして、

その対策の必要性から計画したものでございます。既に、振興開発事業として、整備を進

めているものでございます。 

  ただし、当該地につきましては、その利用に関する議会からのご質問や村民の方からのご

要望もあることも承知しております。 

  そのため、第２原水地の整備につきましては、地下に基本的に整備するものとしまして、

地上部分については調整池の上には、建物はちょっと建てられないという制約は出てきま

すが、利用可能な範囲において利用を検討していくと、そういう方針で進めているところ

でございます。 

  ご質問の跡地利用の検討の進め方につきましても、清水議員も委員として策定に参加され

ました、平成12年度の扇浦地区整備実施計画、それの考え方を踏まえ、またその後の周辺

域の状況変化、それらを加味した上で村民のご意見を聞きながら検討を進めてまいりたい

と、そのように考えているところでございます。 
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  具体的な進め方の方法については、現在検討をしておりますが、それほど遠くない時期に

実施し始めたいと、そのような考え方を持っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（池田 望君） 環境課長、深谷君。 

○環境課長（深谷雪雄君） ２番目のエネルギー政策についてご質問いただいたところで、少

し細かなところを、補足をさせていただきます。 

  まず１つ、ご紹介いただいたエネルギービジョンに関して、現状がどういうものになって

いてという、そのところと、どういう数字を目指すかというところについて記載がないと

いうことでございましたが、確かにおっしゃるとおりというところではあるんですけれど

も、まずはその現状ということで、ご報告をさせていただきます。 

  父島では、診療所、地域福祉センター、情報センター、小笠原高校、奥村交流センター等

で、ビジョンに基づいて太陽光発電施設というのを導入してきております。先般完成した

浄水場においては、独立型で太陽光発電設備を導入しています。 

  母島については、小・中学校で導入済みでございます。 

  今年度については、扇浦交流センターに初めて蓄電池とセットで太陽光発電施設を導入す

るということで、こちらも先ほどご紹介いただいたとおりでございます。 

  ただ、こういった数字を積み上げていきますと、先ほどと同じくおっしゃっていただいた

ように、10％という系統連系への制約については、もう父島では残り10数キロワットぐら

い、母島ではもう制限いっぱいになっているというような状況がございます。 

  もう一つ現状の数字としては、先ほど、現在小笠原の発電電力量というのは、年間１万

7,560キロワットアワーです。 

          （「父島」と呼ぶ者あり） 

○環境課長（深谷雪雄君） 父島、母島両方です。 

          （「合わせて」と呼ぶ者あり） 

○環境課長（深谷雪雄君） はい。 

          （「何年度」と呼ぶ者あり） 

○環境課長（深谷雪雄君） 平成26年度です。 

  その数字については、ちなみに、平成21年度に関して１万8,763ということで、大体５年

間で６％から７％減ってございます。 

  発電電力量ですので、厳密に消費電力量ではないんですが、大体バランスをとって発電を



－２９－ 

しているということを考えると、省エネ家電の普及などによって、そういった部分は削減

できているところもあるというのが現状です。 

  その再生可能エネルギーを、その中でどのぐらいということに関しては、あくまでもちょ

っと推計にしかならないんですけれども、現在村内で導入している太陽光発電施設の設備

容量に基づいて１万8,000程度の電力量のうち、どのくらいかというのを試算すると、恐ら

く１％とかそのくらいになって、このまま現状のプランで進めていくと、先ほどおっしゃ

ったように数パーセントというのが、目指せる幅ということになってございます。 

  あと幾つかご質問、具体的なところいただいたと思うんですが、蓄電池に関しては村長か

らも申し上げたとおり、かなり進歩しているというのは、こちらでも承知をしております。 

  補助についても、確かに個人が導入する場合にも、国での補助もあれば、東京都で、さら

にそれに追加して補助をするという枠組みもございます。 

  ただ、それでも、やはり10％という連系への制約がある以上は、なかなか村内で、それを

支援していくというのが、実際に量として導入する後押しになるかというのが、ちょっと

難しいところが１つ。 

  さらに、連系、系統に接続しないオフグリッドの形で導入するということになると、補助

金があったとしても、やはり個人でメンテナンスをしたりとか、電池を交換したりとか、

そういったところでかなりコストがかかってきますので、そういった進め方が、個人にど

のぐらいインセンティブがあるのかというところも、こちらとしても、まだちょっと治験

が十分ではないというのがございます。 

  そういったところも含めまして、いずれにしても、電力の安定供給に問題が生じることの

ないことを基本として、そういった島特有の割高導入コストに対する改修見込みの具体的

な検討ですとか、先ほどの系統連系に関する制限がどれくらい今後改善されるかというこ

ととか、というところを、国の政策とか技術開発動向の変化も見きわめながら検討を進め

ていくことが重要だというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（池田 望君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 清水議員のキャンプ禁止条例について答弁させていただきま

す。 

  キャンプ禁止条例につきましては、当村の誇る美しい自然と静かな村民生活を守る目的で、

昭和48年２月から、小笠原村キャンプ禁止地域に関する条例として施行されております。 
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  現在に至るまで、村や観光協会等のパンフレット及びホームページで周知してきたことに

より、小笠原村ではキャンプが禁止されていることが浸透しておりまして、小笠原の自然

を守る取り組みとして、島を訪れる多くの観光客の皆様にもご理解いただいているところ

でございます。また、エコツーリズムを推進する本村の象徴的な取り組みとしての役割も

果たしている側面もございます。 

  なお、学術調査、学校教育など、広域上必要と認められるものであれば、許可を受けキャ

ンプを行うことが可能でございます。 

  清水議員ご提案の、村民に対しキャンプができるようにというご提案でございますが、村

民にも広くキャンプ禁止条例が浸透している中にあっては、観光客や村民の区別なく現状

において、本条例の趣旨に鑑み、自然環境の保全や生活環境の維持のために、キャンプ禁

止地区の廃止等を検討することは、今のところ考えておりません。 

  ただ、条例制定から40年以上が経過する中で、清水議員ご提案のキャンプに関する検討を

行う場については、小笠原村キャンプ禁止地域に関する条例に、キャンプ禁止地域の指定

や廃止を行う場合には、小笠原村キャンプ禁止地域審議会の意見を聞くと定められており

ます。 

  この審議会については、漁業、農業、または商業を営む者、村議会議員、関係行政機関の

職員という幅の広いメンバーで構成されておりますので、議員ご提案のキャンプに関する

検討の場につきましては、この審議会を活用しキャンプのあり方を含めて議論できると考

えております。 

○議長（池田 望君） 先に清水議員、時間が、かなり来ておりますので、再質問のほうは要

点をきちっと受け取れるように考えて質問されたほうがいいと思います。お願いいたしま

す。 

  清水良一君。 

○１番（清水良一君） ちょっと欲張ってしまって、ちょっと時間が来てしまっているような

ので、では、今、牛島課長からあったキャンプのことについて、一つ再質問させていただ

きたいんですが、キャンプ禁止によって、いいイメージをつくったというのは、確かにあ

ると思います。そして、防災の観点、たき火やそういうことによって火事なり何なりとい

うことも考えられるので、非常に重要なことだったとは思います。 

  ただ、世界を見ると、キャンプの先進地である、例えばアメリカの世界遺産、グランドキ

ャニオンだとかああいったところに行きますと、キャンプの仕方は、やはりかなりパーミ
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ンション制で厳しくやるんですが、全く禁止という形ではなく、こういう条件のもとにや

ってくれと。そして、私の知り合いも、そのグランドキャニオンのコロラド川を下る上で、

キャンプを申請して、10年ほど待っているというやつがいます。それはどういうことかと

いうと、パーミットされるまでに、もう世界から、集まってきていますので、かなり難し

いと。幾らお金出しても、それが欲しいと。 

  今、観光客向けに、村民だけを許して観光客だけということは問題ではないかという部分

もあったんですが、現在、今世界自然遺産で、この島に来られている方たち、失礼ですが、

かなりお年を召されている方たちが非常に多いと。 

  今後、この方たちで、あと10年、20年してずっと来るわけではないので、新しい、これか

ら世界旅行なり何なりしている方たちが、また今度小笠原に来る世代になってくるんでは

ないかと思いますが、そういう方たちにも納得のいくサービスというかステータスになる

ようなことで、例えばキャンプ、父島一周をできるキャンプとか、そういうようなものが

ステータスになれば、10年たたないとパーミットがおりないよと。その中で、島民枠とい

うものをつくっていただいて、島民はそういうことができると。そして子供にそういう体

験ができると。そういうような形にできればということを願っています。 

  今回、審議会、キャンプ禁止地域審議会ですか、これをぜひ村長のほうに委嘱していただ

いて、審議会を早急に開いていただくようにお願いしたいということが、まず１点でござ

います。 

  まだ大丈夫ですか。 

○議長（池田 望君） 大丈夫ですよ。 

○１番（清水良一君） それから、先ほどの…… 

○議長（池田 望君） 今のは答えはいいですか。 

○１番（清水良一君） では。 

○議長（池田 望君） そうですね。１点ずつやりましょう。 

  村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 先ほど担当課長が申し述べましたように、構成員の中に議会というこ

とがございます。 

  私のほうから議会の皆様、議員の皆様どなたということは、いつも議会のほうにお任せを

しておりますので、私から直接どなたをという委嘱ということはかないません。 

  ですので、ぜひ議会の中で皆さんの賛同を得られるような活動をされたらいかがかと思う
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ところでございます。 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） たしかそのキャンプ禁止地域条例の中で、村長が委嘱し指定していた

だくということを書いてあります。書いてありましたので、議員のほうは議員２名という

ことなので、議会のほうで決めていただいて、あとの方たちを、指名なり何なりをしてい

ただいて、その審議会ができるように段取りをお願いしたいと思います。 

○議長（池田 望君） もうちょっとあるよ。いい。 

          （「それでは」と呼ぶ者あり） 

○議長（池田 望君） はいどうぞ。 

○１番（清水良一君） それから、先ほどの電力、ソーラーについての答弁の中で、今後…… 

          （「終わりですか」と呼ぶ者あり） 

          （「いやいい」と呼ぶ者あり） 

○１番（清水良一君） ずっと、この予算書なり何なり見たところに、中に入っているんでし

ょうが、なかなか見えにくいような状況なので、ぜひ、具体的な、予算組みなり何なりを、

自然再生エネルギーについての予算、使っていますよとか、今年はこれだけ使う、そして

このぐらい今、パーセント、最初は少なくてしようがないんだと思うんですが、なってま

すと。 

  そういうのを、村民だよりなり何なりに、村民に広く知らせていっていただく。そして、

今後どういうふうに行動していくかというのを、やはり村民の皆様にわかりやすく説明し

ていただくような仕組みをお願いしたいと思います。 

  大変、時間をオーバーして失礼いたしました。 

○議長（池田 望君） いいですか。では、今これは、答えはなくていいですね。 

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

          ◇ 杉 田 一 男 君 

○議長（池田 望君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） ５番、杉田一男です。 

  １点、漁業振興という観点から、ちょっとお聞きします。 

  １定でも、私質問させていただきました。その後、国等の対応案が出されまして、それを

受けて、ちょっと改めてもう一度質問させていただきます。 

  この漁業振興、根本的に何を言いたいかというと、やはり中国船に絡んだ漁業振興が滞ら
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ないようにどうすればいいかという部分も含めて、ちょっとお聞きしたいと思います。 

  昨年来、中国船による理不尽な介入により、漁業が大きな打撃を受けました。 

  その中で、国を含めた対応策の遅れも、やはり大きな災害が禍根を残すような形で、今小

笠原村にもあります。 

  そして、国土交通省から、そして海上保安庁含めて、緊急補正が出されました。しかし、

内容を見ると、ほとんどが、海防を含めた尖閣、海上保安庁の状況、小笠原村関係で言え

ば、水産庁の調査、その中国船の漁場を荒らすことによって生まれました漁場の変化を調

査するための調査費のみでございます。 

  村長も常日ごろ、一次産業と言われる漁業に関しては、やはり小笠原の数少ない産業の核

として、そしてまた観光離島、小笠原の核としても、漁業振興は常日ごろ、振興に力を入

れていかなければいけないと言っている中で、改めて村長にお聞きします。 

  この中国船による漁場の荒廃により、漁業者の漁場の拡大が相当進んでおります。200隻

からの中国船が、父島、母島に渡って縦横無尽に走り回り、半径は100キロを超えておりま

す。その中で、漁場の荒廃は、物すごいものがあると思います。 

  水産庁で調査して結果も報告されるそうですけれども、果たして私から見ると、どこまで

の調査をしたのか、全海域の、本当に半分以上網羅したかどうか。そういう部分も含めて、

まだ私は不安は残っております。 

  村長にお願いしたいのは、私は小笠原島漁業協同組合が受けた被害というのは、今、国や

東京都が示している対応策では、私は何の意味もないと思います。ある意味、漁業者が、

直接的に支援を受けられるような、そういう支援が、私はぜひとも必要だと思っておりま

す。 

  半年以上にわたり、中国船に占拠された自分たちの漁場、出るに出られない物心両面の負

担、今、漁業関係者が求めているのは、国の示した間接的な支援ではなく、直接的に漁業

者が、いい支援をしてもらったなということを感じる支援を、ぜひともしていただきたい

と。１つの例を挙げれば、ТＳＬが白紙に戻ったとき、商工業者等に、利子補塡等もいた

しました。しかし、私は、さらにそれよりも今の漁業者が抱えている問題は深刻だと思い

ます。 

  そういった中で、ぜひ、直接支援、どういうものができるか、ぜひ村長に庁内で議論して

いただき、前向きに直接支援していただきたいと思っております。村長の明確な答弁をお

願いいたします。 
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○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 杉田副議長のご質問に答弁をさせていただきます。 

  サンゴの密漁問題で起きた漁業協同組合へのご支援というお話でございました。 

  中国船への対応といたしましては、昨年から、国や東京都に対し、さまざまな陳情・要望

活動を行ってきたことにより、海上保安庁や水産庁による警戒監視活動が継続され、影響

調査や漁業者による監視活動への支援を、平成26年度の補正予算で計上し実施していただ

いているところでございます。 

  漁業者の皆様に対する支援につきましては、１定でもご提案のあった漁礁の設置や運賃補

助などさまざまな方法が考えられます。村としましては、何らかの形で支援をしたいとい

うふうには考えております。 

  今、議員ご指摘の、というより議員の胸の内を拝察して、漁業者に役立てるような、役に

立っていただけるような支援ということに焦点を当てますと、両漁業協同組合と意見交換

をしながら、どういうことが漁業者の皆様のお役に立てるのか、その辺のことを事務方同

士話し合いをさせて、今後進めてまいりたいと思うところでございます。 

○議長（池田 望君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 村長の前向きな答弁だと思います。 

  私は、今回のこの中国船の問題は、自然災害と違い、人為的にできた災害だと思っており

ます。 

  そういった中で、父島・母島両漁業協同組合とも、漁業協同組合として順調な歩みを進め、

そしてこれからというときに一気に漁場が荒らされて、今現在、漁業者はどうしているか

というと、やはり荒らされた海では魚は釣れません。 

  先ほども言いましたけれども、半径100キロ以上出かけないと、そして泊まり込みで行か

ないと燃料費がかかり過ぎるという部分も含めて、今漁業者は物心両面で、相当ご苦労さ

れていると思います。その中でもやはり、端的に言えば、燃料代は今は、倍ぐらいかかっ

ている。 

  よくお役所は、前年と比較してとか、いろいろと、そういう比較対照を出しますけれども、

今回に限って言えば、例えば去年と同じぐらい被害を受けても今年も同じぐらいの水揚げ

があったと。しかしそれは、漁業者のたゆまぬ努力のおかげだ。 

  そして、もう一つ言わせてもらえれば、倍の距離の漁場へ行くのに、燃料代も倍かかって

いる。しかし、対比されるパーセンテージの中には、燃料代が倍になったとか、そういう
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部分は入っておりません。多分、水揚げの数字だけであらわされると思います。 

  そういった中で、皆さん観光へ行くとよくわかるでしょうけれども、地方へ行って何が一

番大事か。やはり地のもの、特産品、それを皆さん求めていくわけです。それが根本から

だめになったわけですから。 

  確かに巡視船を増やすのも必要でしょう。でも今まで、国境離島と言われる小笠原に対し

て、考え方が甘過ぎたのではないかと私は思います。ただ中国船が、ああいう形で、常識

外のことをやってきたので、それに対応するには上京するしかないと。端的にそういう形

で国としてはやらざるを得ないんでしょうけれども、私は、それによって被害を受けた弱

者支援は、東京都や国ができない間は、ぜひ村のほうで支援していただいて、そしてそれ

をもとに、東京都や国にもぜひ要望していただきたい。 

  農業と違って、漁業の一番問題点は、漁場が荒らされたら、回復するのに20年、30年単位

なわけです。その間、生活は待ってくれません。 

  そういう意味で、東京都や国の支援が追いつくまで、ぜひ村として支援していただきた

い。 

  私、上京した折も、東京都や国でも、少しお話しさせていただきましたけれども、余り実

感としては受け取ってもらっていません。 

  改めて村長、もう一度明確な答弁お願いします。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 私どもは、こういうときに、いろいろな苦労をされた皆様に…… 

          （「マイク入っているか」と呼ぶ者あり） 

○村長（森下一男君） 失礼しました。 

  私どもは、こういう事案が起こったときに、さまざまな苦労をしている皆様に寄り添って

行政を進めていくというのは骨子であると思っています。 

  まず、何ができる、どれだけのことができるということはさておきまして、気持ちは、そ

ういうところに持っていくことが大事なことだと思っておりますので、杉田議員からいた

だいたご質問、そしてその意思、それを酌み取っていくのには、先ほども答弁させていた

だきましたが、両漁業協同組合とご相談をさせていただいて、どういう形のものが皆さん

の意に沿うのか、その中で考えていきたいということでございます。国や東京都にも、今

まで以上にもお願いはしてまいりますが、村は村としてできることを、そのような形でや

っていきたいと思っているところでございます。 
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○議長（池田 望君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 漁業協同組合に関しては、東京都や国からは今までも、いろいろな補

助や支援はしていただいていると思います。しかし、これはケースが違うということを認

識していただいて、村長、陣頭指揮で、ぜひいい支援ができるようにお願いしたいと思い

ます。 

  そしてそれを受けまして、担当課長にちょっと聞きます。 

  今、村長も言いましたように、やはりこの、どう積み上げていくかは、事務方の調整、協

議調整だと思います、検討も含めましてね。 

  そして、そういう意味では、両漁業協同組合と、やはり事務方同士、腹を割って話して、

ではどういう支援ができるのか。 

  私は、あえて言わせてもらえば、できれば燃料油の補助をぜひと思いました。しかし、そ

ういう中で、いかに緊急とはいえ、今までのいろいろな補助をしている中で、そういう部

分が、果たして改めて燃料油という形でできるのかどうかわかりませんけれども、やはり

一番手っ取り早い直接的支援というと、そういうことだと私は思っています。 

  そういうことも含めて、両漁業協同組合の事務方とも、いい話をしながら、なるべく早く、

どういう支援ができるかというのを、時間かけないで、迅速にやっていただきたいと思っ

ています。 

  そこで、産業観光課長、牛島課長の考えを、改めて聞かせてください。 

○議長（池田 望君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 小笠原島漁業協同組合の方と、意見交換は、つい先日、させ

ていただきました。 

  父島の漁業協同組合としても、他の地域でよその島、他の島で行われているような一般的

な支援というわけではなくて、やはり杉田議員おっしゃったように、中国船に限定した支

援をお願いしたいと。 

  村が、東京都とか国に、要望や陳情を行っているというのは、もうもちろん重々わかって

いると。 

  ただ、やはりどうしても間接的なという支援、思われているようですので、やはり目に見

える支援というのは、ぜひお願いしたいという話は伺っております。 

  担当課としましても、こういったご意見踏まえまして、いろいろさまざまな支援の方法あ

ると思うんですが、漁業者の皆様が前向きに役立てられるような事業も含めまして、今後
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とも両漁業協同組合と相談しながら検討してまいりたいと考えております。 

○議長（池田 望君） 杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） これ、緊急対策事業的な形で、進めていかない限りは、なかなか予算

もつけづらい部分もあると思います。 

  担当課長のほうも、今までも、漁業協同組合関係者とお話ししたということですので、母

島のほうも、これからどういう問題があるか含めまして、ぜひやっていただきたいと。 

  先ほども言いましたように、私は迅速に進めていただきたいと思っているので、必要があ

れば、９月の定例会前にでも、何か問題があれば、ぜひ私も話を聞きたいと思うし、そう

いう意味では、私も漁業協同組合とお話をさせていただきたいと思いますし、これは突発

的な緊急事態ということで、村長と担当課長にはよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（池田 望君） 暫時休憩したいと思いますが、異議がございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、暫時休憩したいと思います。 

  14時から開催いたします。よろしくお願いいたします。 

（午前１１時５０分） 

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

○議長（池田 望君） 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

（午後２時） 

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

          ◇ 稲 垣   勇 君 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） ６番、稲垣 勇です。 

  農業振興について、３点ほど、よろしくお願いします。 

  １点目でございますが、再選を目指す村長にお聞きしたいと思います。 

  父島の農業振興策について、そして父島の農業振興について、どのような対策を考えてい

るのでしょうか、お聞きしたいと思います。 

  ２点目でございますが、中ノ平の自立農業支援団地の使用について。 

  今年度中に利用者が２名ほど、使用期間を終えて２区画が空く形になりますが、新たな希

望者がない場合には、継続して使えるような形を考えてもいいのではないかなと思います
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けれども、いかがでしょうか。そして、農業団地を含め、母島の農業者、新規農業者を入

れる考え方が村としてあるでしょうか。 

  ３点目でございますが、地産地消について。 

  今後、どのような取り組みを考えているのでしょうか。現在、トマトが主流でございます

が、島内で消費できる多品目野菜を、もっとつくってもらえる取り組みを考えてもいいの

ではないかと思いますがいかがでしょうか。よろしくお願いします。 

○議長（池田 望君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 稲垣 勇議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  父島の農業振興について、どのような対策を考えているのかというお尋ねをいただきまし

た。 

  父島の農業振興についてでございますが、母島の農業の充実ぶりと比較をいたしますと、

なかなか動きが見えにくいということで、稲垣議員もご心配をなさっているのだというふ

うに思います。 

  さて、これまでも、父島の農業についてご質問をいただき答弁をさせていただいておりま

すが、父島の農業振興を図る上で、一番の課題は、農地の問題であるということは、共通

の認識であると理解をしております。 

  村では、農地流動化を促進するため、主に農用地利用集積計画という制度を活用し、これ

までも鋭意努力をしてきたところでございます。 

  これら取り組みにより、父島でも、かつて農地だった原野が農地によみがえるなど、徐々

にではございますが成果が出てきております。また、就農間もない若い農業者に対する全

国的な支援策である青年就農給付金では、父島に２名の受給者がおり、日々精力的に農業

にいそしんでおられます。 

  父島の農業振興を図るためには、今のところ短期間で大幅に改善できるような方策は見当

たりませんが、このような地道な取り組みを積み重ねていくしかないというふうに考えて

いるところでございます。 

  中ノ平農業団地の使用、また地産地消の答弁につきましては、具体的な内容でございます

ので、担当課長から答弁をさせていただきます。 

○議長（池田 望君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） ２つ目の中ノ平自立支援農業団地の使用について答弁させて

いただきます。 
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  中ノ平自立支援農業団地につきましては、自立を目指す農業者の経営基盤の強化と新規就

農者の研修の場の提供を目的として設置されております。 

  現行の制度では、使用期間が６年となっており、６年経過後も引き続き就農の必要性が認

められる場合には、６年間の延長が可能となっておりますので、最長で12年間の継続利用

が可能ではございます。 

  使用者の方には、この12年間の間に、技術の習得と経営基盤の強化を図るとともに、農地

取得を進め自立していただくということが本施設の役割であり、これまでも複数の農業

者が、この農業団地での経験を生かし、今では中心的な農業者として自立されておりま

す。 

  さて、中ノ平自立支援農業団地では、今年度中に使用期間12年を迎える農業者が２名おり

ますが、この２名が農業団地を出られた後に、利用される、利用を希望されている方につ

いて、現在のところ村では相談を受けておりません。まだ、正式に募集の案内を行ってお

りませんので、今後希望者が出てくる可能性はないわけではありませんが、村が把握して

いる情報では、その可能性は低いと考えております。 

  現在、産業観光課では、稲垣議員からご指摘をいただいている方法を含め、制度の見直し

の検討を行っております。 

  制度の見直しには、条例改正が必要になることから、９月議会には条例改正案をお示しす

る予定でございます。 

  次に、新規就農者の中ノ平自立支援団地への受け入れについてお答えいたします。 

  既に、就農されている農業者にとっても、経営規模の拡大を図ることが容易ではない状況

の中、村外からの移住希望者が、いきなりなりわいとして就農することは非常に厳しい環

境にあると言えます。だからこそ、新規就農者に対する支援を厚くするべきという考えも

ございます。 

  しかし、移住希望者が、短期間で転出してしまうケースが多くあるという本村の実情を考

えますと、全くの新規移転者に投資することは、行政としても大きなリスクを背負うこと

にもなります。 

  これらのことから、全くの新規ではなく、ある程度の期間、村に居住し、一定の農作業従

事の経験を求めている中ノ平自立支援農業団地の現行規定は、本村のこうした状況を十分

に考慮した上で制定された制度であると言えます。 

  担当課としましては、新規就農者の支援につきましては、従前どおり、ある程度の期間を
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村に居住し、本村の環境になじんだ方に対し行っていくとの考えを踏襲し、中ノ平自立支

援農業団地についても同様の考えのもと運用していきたいと考えております。 

  ３番目の地産地消に関するご質問に答弁させていただきます。 

  農産物の地産地消に関してですが、最近は以前に比べ、飲食店においても、地元の食材を

使ったメニューが数多く用意されております。また、店側としても、地元産の食材を使っ

ていることを前面に出すなど、付加価値をつける形で提供されており、消費者側の嗜好も、

このような流れを歓迎しているように思われます。また、農産物自体の販売につきまして

も、農業協同組合、直売所だけではなく、スーパー等でも購入することができるようにな

っており、消費者としても選択の幅が広がっている状況です。特に、おがさわら丸のドッ

ク期間中には、村民が野菜不足にならないようにとの農業者の思いから、出荷量を多くす

るなどの配慮をしていただいており、村民からも高い評価を得ています。 

  これらの取り組みを見ますと、本村の地産地消は、行政が主導するのではなく、事業者や

農業者が主体となって推進されるという非常に望ましい状況にあると言えます。 

  村としましては、こういった流れがさらに進むように、必要な調整や支援を行ってまいり

たいと考えております。 

  トマト以外の野菜の生産につきましては、担当課としましても、稲垣議員のご意見のとお

り、地元のさまざまな農産物が通年で購入できる環境になることを望んでおります。 

  しかし、作目の選択は、農業者の農業経営に直結してくるものでございますので、村とし

ましては農業健康をその指標に掲げた営農類型を推奨しながらも、作目の選定など最終的

な判断は、各農業者の裁量にお任せするべきではないかと考えております。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） 最初の村長にお聞きした件について再質問させていただきます。 

  この問題、確かに、難しい問題であります。農業協同組合ができる当時は、父島のほうが

生産が拡大して、どちらかというと母島のほうがお荷物的な存在でしたけれども、いつの

ころか、それが逆転する形になって久しいわけでございまして、確かに、これをどうしろ

という、いい知恵が浮かばないわけですけれども、７月の村長選を目指して再選を考えて

いると思いますけれども、難しい問題ですけれども、何か村長の考え方がありましたら聞

かせてください。 

○議長（池田 望君） 村長、森下君。 

○村長（森下一男君） 父島の農業をどうしていきたいかというご質問でございました。 
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  現在、小笠原の農業の生産の中心は、稲垣議員ご指摘のとおり母島という状況になってお

ります。 

  私としましては、将来的には、父島の農業を取り巻く状況を改善することによりまして、

父島と母島の両島で、それぞれの特性を生かした農業振興ができればよいと願っておりま

す。 

  そのためには、繰り返しになりますが、地道な取り組みを積み重ねていくほかないという

ふうに思っておりまして、父島におきましても、そういった取り組みを緩めることなく進

めていく、そういう決意をしているところでございます。 

  また、農業協同組合のことでございますけれども、現在、島しょ農業協同組合においては、

信用事業の譲渡及び店舗の廃止を含めた抜本的な経営改善計画が進められているというふ

うに聞いております。小笠原村における農業振興の多くは、振興開発計画により、農業協

同組合が事業主体となり進められてきたという経緯がございますので、今回の改革によっ

て、農業協同組合の経営基盤が強化され、各島の農業振興について、より積極的に参画し

ていただける体制になることを、一つは期待をしております。 

  その上で、村といたしましても、これまで以上に、農業協同組合、そして東京都との連携

を密にしてまいりたいと考えております。 

  振興事業の中で、どうしていくかということが、切り離して考えることができませんので、

私としましては、農業協同組合、東京都、そして村が緊密な連携をとって今後のことをい

ろいろ相談をしていくと、その中で道を開いていきたいと、このように思っているところ

でございます。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） 確かに今、農協改革、全国的に進んでおります。その中で、当村の組

合は、当初から、振興事業を受け皿として東京都が主体的な形でつくられた組合でござい

ます。そして、平成の大合併において、組合が望まない形で合併が進み現在に至っている

わけですけれども、やはり今の組合の形は、決していいわけではありません。ただ、そう

かといって、もとに戻すとか、そういう変な考え方だけはしていかない形をとっていかな

いと、本当に小笠原農業、農業協同組合そのものがだめになってしまうし、農業そのもの

が、せっかくここまで積み上げてきた先輩たちの努力も空しい形になってしまうと思いま

す。今後とも東京都と連携を組んで、よりよい形をとっていただきたいと願っておりま

す。 
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  ２点目のことですけれども、地産地消の件に関して。 

  今まで、いろいろな形で観光客の方から、島の物が小笠原にいても食べられない、あれだ

け自然にバナナがあったりパパイヤがあるんだけれども食べられない、そういう話を聞き

ます。そういう取り組みを、今後すべきだろうと思いますけれどもいかがでしょうか。 

○議長（池田 望君） 産業観光課長、牛島君。 

○産業観光課長（牛島康博君） 稲垣議員の質問にお答えいたします。 

  これまで、地産地消ということで、さまざまな、農業協同組合はじめ漁業協同組合、観光

協会、そういったところで会議をやってきたところでございます。最後で言いますと、平

成24年度に、各団体から意見を徴収したこともございます。 

  なかなか、まとまって話をするということになりますと、お互いの、ちょっと余りこうい

う、立場の違いによって、意見の乖離も非常に多くて、なかなかまとまって意見を交換す

るということが難しい状況にあります。 

  例えば、村と漁業協同組合、村と農業協同組合とか、そういった個々に今対応している状

況でございまして、直近で言いますと、平成26年３月に、村と漁業協同組合と観光協会と、

一緒になってメカジキフェアというのをやっております。 

  そういったところで、直接的なというよりは、後方支援として、メカジキフェアに協力し

ているお店について、村のほうで、ちょっとタペストリーみたいなのを配布していること

もございます。 

  そういった形で、ちょっと後方支援的な役割を、村は担っていきたいなと、今のところ考

えております。 

○議長（池田 望君） 稲垣 勇君。 

○６番（稲垣 勇君） わかりました。確かに、地産地消の件は、農業協同組合だけでなく、

漁業者、観光業者と組んでいかなければならないということで難しい問題と考えておりま

す。 

  それで、最後に、中ノ平の農業団地の件ですけれども、今まで村の農業団地のおかげで数

人の方が実績を上げ、12年間の中で自分で土地を探して自立して、今では中心的な農業者

に育っております。本当に感謝をしたいと思っておりますけれども、この中で今年度、３

月の予算の中でも認めていただき、鉄骨ハウスの補修が決まっております。 

  空きがない形の使われ方、これを目指して今後ともやっていっていただきたいと思ってお

ります。要望して一般質問を終わります。 



－４３－ 

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

          ◇ 安 藤 重 行 君 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） すみません。村議会で初めての質問ということで、多少の緊張感とわ

くわく感が入り混じって、質疑での失礼な言がありましたら、不慣れなため大変申し訳あ

りませんがお許しいただければと思います。そうならないようにしていくつもりではござ

います。ご容赦のほどよろしくお願いいたします。 

  さて、村長も３期12年の長期政権の中で、３期目が、あと一月ということでございます。

再度出馬されるということを、昨日教えていただきましたが、村長選も控えています。ま

た、１日の審議が長く最後のほうです。あと２人ですので、ご答弁よろしくお願いしま

す。 

  質疑に入らせていただきます。２点ほどございます。 

  １点は、村長として、この３期目、４年間の福祉施策を顧みて、どのようなことを重点的

な課題として取り組み、そしてその成果あるいは今後の動向についてお聞かせいただけれ

ばと思います。特に、高齢者福祉、障害者福祉、子育て支援について見解をお伺いしたい

と思います。 

  ２点目は、危機管理対策についてです。 

  今回の地震のように、大変近場が震源地の場合の危機管理対策についてお伺いしたいと思

います。防災対策に伴うハザードマップの見直し、あるいは本部体制の要綱のようなもの、

つまりマニュアルが作成されているのかなどもお伺いしたいと思います。 

  実は、今回の地震のときに島の方から、どこに逃げればいいのかとの電話の問い合わせを

いただきました。ハザードマップは配られているけれども、見方がよくわからないという

のが要因だったように思います。 

  また、以前母島に住んでいるときに、地震が来たときには、高齢者の方に連絡がとれて、

すぐに逃げてという話をしました。そしたら民宿にお客さんがいて、お客さんが大丈夫だ

からと言って逃げないから、私も逃げられないというお答えでした。実際には１メートル

ぐらいの津波だったと思います。実際には大丈夫だったんですが、ただやはり危険を察知

したときには、その方には、お客さん放り投げてもいいから逃げてというふうに言ったよ

うな記憶があります。 

  実は、そのときに、もう１人の高齢者の方がいて、その方は、その日は全然連絡がとれま
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せんでした。翌日になって連絡がとれたら、実は耳が遠かったということもあるんですが、

全然気がつかなかったと言われてしまいました。かなり大きいサイレンが鳴ったんですが、

それでもそういうことがありました。 

  そういうことも受けて、今回のどこに逃げればいいのかということで、恐らく一般的に考

えれば、我々が考えれば、高いところに逃げてで終わるのかなというふうに思っていま

す。 

  でも、実際には、津波の警戒もさることながら、揺れの長さ、余震なども、もろもろのこ

とを考えた場合、本当にどこに避難してくださいと指示したらよかったのかというのは、

どこか崩れるのではないかということも考えると、どこに避難していいのかという中途半

端な答えを出してしまったのかなと、避難してくださいと指示した割には、後で結構疑問

に思ってしまったというのが現状でした。 

  そして島民の命を守るのであれば、やはりもっと丁寧に、そしてもっと細かく村民の皆さ

んに説明していくということが必要ではないかと考えます。村長の見解をお伺いしたいと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 安藤重行議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  福祉政策についてお尋ねがございました。 

  ３期目、この４年間でということではございましたが、もう少し長い年次でもって答弁を

させていただきたいと思います。 

  まず、高齢者福祉でございます。 

  小笠原村におきましては、ホームヘルプサービス、デイサービス等の各種在宅サービスを

実施してまいりました。その他、介護予防事業や高齢者地域支え合い事業など、村内の資

源、人材を有効に活用しながら、高齢者福祉の充実を図ってきたところでございます。 

  また、これまでは、在宅サービスのみでは生活が困難となる高齢者の方々は、村外の施設

に入所せざるを得ない状況でございましたが、平成23年に有料老人ホーム太陽の里が開設

したことにより、島で暮らし続けていただける道も開けました。 

  しかしながら、今後ますます高齢化が進んでいく中においては、現状の体制では十分に対

応し切れなくなることが予想されます。 

  介護保険制度では、今般、介護保険法が改正され、小笠原村におきましても改正法に基づ

き、第６次介護保険事業計画を策定したところでございます。 
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  今回の法改正では、できる限り要支援、要介護状態にならない、あるいは重度化しないよ

う、介護予防を重視したシステムの確立を目指したもので、高齢者が住みなれた地域で、

自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提

供される体制を構築するため、地域支援事業を充実させることとなっております。 

  地域支援事業の充実としましては、医療、介護、連携の推進、認知症施策の推進、地域ケ

ア会議の充実、生活支援、介護予防の充実等の取り組みがございます。 

  村におきましても、これらの地域支援事業の実施に向け体制づくりに努めてまいります。 

  続きまして、障害者福祉についてでございます。 

  村の障害者福祉としましては、現在、介護保険によるサービスのような体系的なサービス

の提供は実施しておりませんが、障害児を含め、個々の……、失礼しました。すみません、

私の整理がちょっと。 

  個々の事例につきましては、社会福祉協議会、明老会等、村内関係機関の協力をいただき

ながら支援を行ってきたところでございます。 

  今後の村の障害者支援につきましては、支援内容、実施方法等について、社会福祉協議会

をはじめ関係機関と協議を進めているところでございます。 

  子育て支援につきましては、保育園運営、ちびっこクラブ、学童保育の実施のほか、新規

事業として、子育てセミナー、子育て相談、巡回児童相談を実施してまいりました。また、

これらの相談事業につきましては、実施回数の増や内容の充実に努めてきたところでござ

います。 

  今後は、国の進める新たな子ども・子育て支援制度に基づき、村における子育ての支援の

充実を図ってまいります。 

  続いて、危機管理対策についてのご質問に答弁をさせていただきます。 

  ５月30日に発生した地震は、母島で震度５強を記録するなど、比較的地震の少ない小笠原

では非常に大きな揺れとなりました。 

  幸い、けが人もなく、津波の心配なしというテロップが、地震発生から間もなく流れたこ

とから、大きな混乱もなかったと承知をしております。 

  なお、地震が起きてすぐに、奥村交流センターや母島診療所などの高台に避難した方が多

くいたことは、大きな揺れがあったら、まず高台へ避難という、近地地震の際の基本的な

行動ができたと、防災意識の高い方々だと思っております。 

  一方で、安藤議員のもとに、どこに逃げたらいいかという電話があったことは、まだまだ
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村民全体に、災害状況に応じた対応などが浸透していないことをあらわしていると考えら

れますので、村としては、さらに何かできることはないか検討をしてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） ありがとうございます。 

  村長が、普段からお考えでの答弁内容と思いますので、少し不明なところもありますけれ

ども、福祉に関して言わせていただければ、小笠原の福祉分野は今のままでよいと思って

いるのかなと、実は思っていたんですが、この答弁を聞いて、そうではなく、いろいろな

ことをまた考えられているということで少し安心もしています。ただ、まだまだ多くの課

題を抱えていますということを申し上げておきたいと思います。 

  そんなことは言われなくても十分わかっているよとおっしゃりたいのではと思いますけれ

ども、ただ今後の対応によっては、村の長としての真価が問われますので、ぜひ真摯に取

り組んでいただければありがたいと思います。よろしくお願いします。 

  それから、危機管理については、最初の佐々木議員、鯰江議員のときにもお答えになられ

ましたので、どのようなお気持ちでいるかということも少しわかりました。確かに、被害

がほとんどなかったことというのは、奇跡的なのかなというふうな気持ちでいます。です

が、母島の方々の話を伺いますと、被害報告がされていないだけで、やはり多少のものが

壊れたりということはあったということを伺っています。 

  島の方々のお話では、本当のダメージというのは、とても怖かったという意見が非常に多

かったということです。この怖かったという心への負担、ダメージがあったというふうに、

私のほうでは受け取っています。 

  ご存じのとおり、メンタルケアが、やはり必要なのかなと、これからそういったことにつ

いても少し考えていただければいいのではないかというふうに思います。 

  今の日本は、どこへ行っても、安全なところがないのではないかと思うぐらい、火山の噴

火、地震、津波、それから局地的大雨災害、竜巻など、自然が猛威を振るっていると思え

るような事象が次々と出現しています。 

  村としても、緊急事態の予測を、かなり厳しい状態まで煮詰めて対処するようにして頑張

っていただきたいと思います。 

  本当でしたら、細部にわたっての質疑をやっていきたいなと思っているんですが、今回ち
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ょっと長いので、それでは多分、最初の部分で終わってしまうという懸念もありますので、

今回、その部分については今後の課題とさせていただきます。 

  村長に対しての質疑は、この程度とさせていただきます。再質問ということでやらせてい

ただきます。よろしいでしょうか。 

○議長（池田 望君） どうぞ。 

○２番（安藤重行君） それでは、村民課長のほうにお伺いしたいと思います。 

  選挙戦の中で、ともに安心して暮らせる島をつくろうをスローガンにしてきました。福祉

の問題はたくさんあります。先ほども申し上げましたけれども山積みといったところです

が、本日はその中の３点について村としての方向性等を示していただければと思います。 

  高齢者支援についてです。 

  自立した高齢社会をつくることを目指す、これを念頭に置いてきました。これは、何を言

っているのかというと、最近、私たちの団塊の世代を前後しての生活保護世帯が増えつつ

ある現状があるということでございます。 

  これまでの経験から言わせていただければ、これにはまってしまうと、なかなか抜け出せ

なくなってしまう、こういう方が結構多いのではないかと思います。その一歩手前で救済

できるようなシステムを、構築していく必要があると感じています。その１つが、やはり

シルバー人材センターの設置です。 

  都内で設置されていないのは、伊豆諸島、小笠原の全部で４カ所のみです。特に、2,500

の人口を持っていて設置されていないのは小笠原だけということになります。 

  生活の、このような現状を、やはり解消していくということが急務になるのではないかと。

生活の安定を図っていくことが、自立の第一歩と思います。 

  このシルバー人材センターは、決して就労対策ではないということです。他の意味合いも

持っています。シルバー人材センターについては、社会福祉協議会の関わりが重要になっ

てきます。社会福祉協議会では、実は平成元年から、一部先取りをしながら、この問題に

は取り組んできています。 

  地域福祉の一翼を担う意味でも、このセンターの活用が、他の事業に与える影響も大きい

のです。特に、障害者問題、村が推進しているリサイクル、リユース、リデュース等につ

いてもかかわりが出てくるかと思います。雇用も生まれます。 

  設置には、村のバックアップがなければ立ち上げることができません。ぜひその必要性か

らの観点をお答えいただければと思います。よろしくお願いします。 
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○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 今、議員のご案内いただいた部分の中で、生活保護が増えている

という部分と、あと自立した、高齢者の自立した地域での生活ということでは、先ほど村

長の答弁にもございましたけれども、介護保険法が改正される中で、今まで体が弱った方

に手を施すという観点から、そういった状態にならないように予防に力を入れていくとい

うことにもリンクしますけれども、議員ご案内のとおり、シルバー人材センターにつきま

しては、高齢者の方々の自立生活や社会参加の促進としては、大変有効な事業であると考

えているところでございます。 

  また、村の福祉を、地域みんなで支えるという意味におきましても、その一員としてご活

躍いただけることも期待できるのではないかと、このように考えているところでございま

す。 

  先ほど議員からのお話もありましたが、平成元年からということですが、ここに来まして、

現在、社会福祉協議会のほうでは、シルバー人材事業の実施について検討をしていると伺

っているところでございます。 

  この事業の実施に向けましては、体制整備等のバックアップも含め村の関わりもございま

すので、今後も社会福祉協議会と相談をさせていただきたいと考えているところでござい

ます。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） 課長が言われましたように、一線を退いた方々に、地域での有用な能

力を、まだまだ提供していただき、また生きがいの一つとしての一面もありますので、障

害者や子育て支援などもつないでいければ、福祉で言うトータルケアあるいはトータルマ

ネジメントの手法に組み込んでいけることになります。全体を見据えた仕事をするという

ことになります。 

  さまざまな施策は、一つのことをすれば完結してしまうのではなく、いろいろなところに

波及していくということが多いと思います。そこを見る目を、また見る頭を、ぜひ村長と

執行部の皆様は柔軟にしていただいて、ぜひ職員の方々の育成を図っていただきたいと思

います。柔軟で確実な村政は、地域住民とともにあることを常に忘れないでいただきたい

と願っています。よろしくお願いします。 

  もう少し細部まで質問すればよいのでしょうが、今回は私が質疑をすることが初めてのた

め、時間配分が、どうもよくわかりません。あと20分しかありませんので、不安なので次
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の再質問に入らせていただきます。 

  さて、障害者支援についてですが、小笠原が一番立ち遅れている福祉分野だというふうに

理解しております。 

  今まで障害を持っていらっしゃった方が、同じ障害を持っていらっしゃる方が少ない、１

人が、大体１つの障害という形で、この島に住んでいる方は、そういう方が多いので、な

かなか同じ方々が集まってつくれる施設とか、そういうものができにくいところという観

点があります。 

  その、今までは、ご家族が面倒を見るということで済ませていた時代があります。しかし、

平等に受けられるはずのサービスが、昨今の国の施策でも大幅に変更され、サービス内容

などについても急激に変わったりします。そのため、障害者支援法そのものがわからない

方がほとんどではないかと思われます。 

  そこで、村ができることとできないことがあるとは思いますが、支援法では村からどのよ

うな施策が受けられ、どのような支援が受けられるのなどを、明確にしていただくという

ことが重要になってくるのではないかと思います。 

  ぜひ、わかりやすい要約版と思ったんですが、これはまだ国の法整備が不安定なので、難

しいのかもしれませんが、それにかわる説明資料を作成していただければと思います。 

  特に少なくとも、対象者の家族や関係者には、アナウンス、広報をしっかりとするべきで

あろうと考えます。そして、障害者が必要とする支援を把握して、関係機関団体と協議し

ながらバックアップしていってほしいと願っています。 

  そのことは、今後どのような方向でいるのか、その見解をお伺いしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 現在、村の障害者施策と言えるかどうかわかりませんけれども、

そういった対象の方の対応につきましては、先ほど村長の答弁にもありましたが、社会福

祉協議会や明老会の協力をいただきながら、個々の事例について対応をさせていただいて

いるところでございます。 

  法律、国の法も、障害者自立支援法から障害者総合支援法ということに変わりまして、そ

の内容については、細々としたところがございますけれども、それに合わせて、確かに村

が遅れている部分については、今、福祉係のほうで、今後の村の福祉施策、施策というか、

村の支援方法というのを、今、庁内、あと社会福祉協議会、明老会も含めて検討を進めて
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いるところでございます。 

  今後について、対象者の方が必要とする支援の内容等につきましては、喫緊の課題につい

ては、十分にご本人、ご家族と相談をさせていただきながら行っていくところなんですけ

れども、今ご指摘のあった周知、村がここまでやれる、こういったことをやれるというこ

とに関しましては、村民や関係者、関係機関の周知ということから、村の行う支援につき

ましては、説明資料の作成などについても、早急に検討していきたいと、このように考え

ております。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） ぜひ、対象者のご家族との対話から始まり、この島で生活できるよう

な施策が可能になるように、一家離散させないような方向を見出して、ともに暮らせる島

をぜひ構築していただきたいと思います。 

  そのためには、関わる関係機関や団体などとの情報の共有というものを進めていただかな

いと後手を踏むことになることがあります。そのおそれがあるので、対応をよろしくお願

いしておきます。 

  説明資料のほうについては、お忙しいでしょうが、できるだけ早く提示していただければ

と思います。 

  それからもう一つ、子育て支援についてですが、ちびっこクラブ、保育園、幼児の自主サ

ークルなどが活動しています。これらの運営は、今後もこのままでいくのか、それとも、

あるいは社会の変化に伴った形で、国が提案しているこども園のようなものに一本化して

いく方向なのか、またサービスの充実に伴って、今後どのように子育て支援の拠点づくり

なども進めていくのか、その見解をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） 村におきましては、お子様のニーズも増えておりまして、その子

育て、各子育て世代のニーズというのも多様化してきているところでございます。 

  村におきましては、これまでも、私どものほうに入ってくる要望としましては、土日・祝

日保育や一時保育、受け入れ対象年齢の引き下げなど、さまざまなご要望をいただいてい

るところでございます。 

  現在、村では、父島、母島の保育所の建てかえを計画しているところでございますけれど

も、今後これらの施設の更新に合わせ、多様化するニーズにお応えできるよう、今後の児

童福祉、子育て支援のあり方を検討しているところでございます。 
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  将来的に、さまざまな要望事項も含め対応できるよう、総合的な子育て支援の拠点整備に

向けて進めてまいりたいと思います。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） 父島・母島保育園の建て替えなど、ハード面の老朽化というのが、結

構目についてきていることです。その重要案件を抱えているということもあるでしょうけ

れども、本当に多様化している福祉ニーズに対応していただければと思います。 

  この島で、待機児童の問題は、どのようになっているのか、また障害児の子育て支援の問

題はどうするのかなどは、今年中に結論を、ある程度出していかなければならない問題で

すから、どのように検討をし、どう対処していくのかということが問われることになって

いきます。 

  また、子育て支援の中で生まれている福祉格差の問題、どのような状況の中でも、国民と

して、あるいは都民として、村民として受けられる施策は、本来平等であるべきだと思い

ます。 

  しかしそれが、何らかの状況でできないのだとすれば、それを補塡していくことが重要で

あると考えています。そのための地域特性を生かした取り組みも、今後進めていただきた

いと願います。 

  村民課長には、これで終わらせていただきます。 

  それと、子育て支援の関連質問として、子供の遊び場の遊具や砂場などの点検について、

具体的な点検状況はどうなっているのか、定期的な点検の対応についてお伺いしたいと思

います。よろしくお願いします。 

○議長（池田 望君） 総務課長、渋谷君。 

○総務課長（渋谷正昭君） ただいまのご質問につきましては、所管が分かれていたり、また

大きなものは東京都の公園内の施設などがありますので、私の、総務課長のほうから答弁

させていただきます。 

  村所管の施設で遊具を設置しているのは、父島では福祉センター、また保育園も入るかと

思います。母島では、元橋公園、村民会館の４カ所がございます。また、支庁所管では、

都営住宅内の公園や大神山公園内、また母島、脇浜のなぎさ公園内にも、この３月に新し

い遊具が設置されたと伺っております。 

  それぞれの所管課に確認しましたところ、点検方法等、全て統一されているということで

はございませんが、それぞれの施設において、目視や点検等、どの施設でも行っていると
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いうことでございました。 

  本土では、時々遊具の不具合から重大事故が報道されることもあります。各所管課におい

て、しっかりと管理をしていくとともに、利用者や保護者の皆様で、少しでも不具合がご

ざいましたら、村にご一報いただければ該当箇所の所管課につなぎたいと思っております。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） 村の主導で、ぜひお願いしたいと思います。 

  数年前、私が母島にいるときでしたが、遊具の鉄棒の棒が緩んでいて、それで遊んでいた

子供が落っこちて死亡したという事故が報じられたことがあります。たまたま村民会館の

鉄棒でも同じようなことがあって、緩んでどうにもとまらないという状況になってしまっ

て、その鉄棒の部分だけ使用禁止にしたという実例もあります。 

  放置していたら、同じようなことが起こったかもしれないと思うと、ぞっとしました。そ

の当時は管理者でしたので、事前に見つかって、本当によかったと思いました。 

  それから、かなり前ですけれども、これは父島だったんですが台風の後、遊具が壊れてい

て、子供が軽いけがをしたということがございました。これは支庁のほうだったと思うん

ですが、そのときに、遊具の点検をしていただいたことがあります。 

  また、砂場の猫のふん尿からの大腸菌問題があり、乳幼児は口に入れてしまうということ

が多いことから、保健所で注意を促していただいたということもございました。 

  そういったことを踏まえますと、やはり所管が村であったり支庁であったり、違うかもし

れませんけれども、それぞれの定期点検を、村の主導で子供を守るという、村の子供を守

るという観点から、ぜひ実施していただきたいと、重ねてお願いしておきます。 

  それから、全国的に、この子供の事故というのは、大体年間600件から700件ぐらいが出て

いるというのが現状です。ですから、その辺については、小笠原でも、子供が増えている

という観点からいけば、やはり少し気をつけて見ていかないといけないかなというのが現

状だと思います。その辺については、よろしくお願いいたしたいと思います。 

  時間も、あと10分ですので、すみません、危機管理について、また渋谷課長のほうからお

願いしたいと思います。 

  ５月30日の小笠原諸島西方沖地震の震源地が639キロの深さで起こり、マグニチュード8.1

の地震、初めて日本列島全体を揺らした地震として名をとどろかせました。６月３日にも

あったようなんですが、これは小笠原諸島西方沖地震の余震かとも言われましたけれども、

誰も揺れたということを言いませんので、余り感じていなかったのかな、幽霊地震なのか
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なと思いましたけれども。 

  最近の地質学者の中には、近い将来、小笠原近海でも大型の地震が起こるという予測をし

ている方もいるということです。また、西之島新島の拡大による津波発生の危険性の問題

など、小笠原にとっては、とても深刻な問題になっているのでは、いくのではないかとい

う懸念をしております。電話の件をとってもしかりですが、ふだんからシミュレーション

をいかに培っておくかということが、命を守る分かれ道となるのではないかというふうに

考えます。 

  常々、自問自答してきましたけれども、それが福祉と思って実践もしてきました。そこで、

村で実施している防災訓練、この訓練の見直しなども検討していかなければならなくなる

のではないかと危惧しています。普段から、危機管理ができている地区は、災害に強いと

いう思いがあります。これは全国の市町村の中でも、そういうことは見てとれるかなとい

うふうに思っています。 

  公共の責任、地域の責任、自分の責任というものが存在するとは思っています。それぞれ

がそれぞれの最大の立場で、命をつなぐ努力が必要だと思います。 

  そのために、役場としても、島民に対して細部にわたったきめ細かな対応をすべきであり、

村の緊急配備状況などのアナウンスや、広報など、西之島新新島の崩落、津波時問題など、

それを察知するためにいろいろ活動していただいている機関があります。その進捗状況の

アナウンス、村民を安心させるためのアナウンス、あるいは災害対応のアナウンスが不足

しているのではと思うことがあります。これらの点について、今後検討することや対応す

ることについて、見解をお伺いしたいと思います。 

○議長（池田 望君） 総務課長、渋谷君。 

○総務課長（渋谷正昭君） 先ほどの、最初の村長へのご質問、また今のご質問のことを踏ま

えて、村の考え方を、ちょっとご説明しますと、地域防災計画の中で、自助・共助・公助

という、自らを助ける、それからともに助ける、そして我々役場を含めた各機関がやれる

ことを、予防も含めてやっていくということを基本にして考えております。 

  今回の、小笠原で災害といった場合に、大きな自然災害は、やはり台風と津波、そして今

回改めて感じましたのは、近地地震の場合は、地震そのものによる被害も想定されるとい

うことを改めて感じたところです。 

  ふだん防災訓練で行っております遠地地震による、多少時間の余裕のある訓練というのは、

基本的に先ほどの自助・共助だけではなくて公助も取り入れた訓練ができるということか
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ら、毎年同じというご指摘も受けますが、機関によっては移動により初めて、この訓練に

関わる方も多くいらっしゃいますので、我々としては台風のように進路がわかる場合の対

策ではなく、やはり遠くからの津波を一つのパターンとして何ができるかということの備

えを、これからも続けていきたいと思っております。 

  そして、その自助・共助に当たる部分でございますが、やはり今回のような近地地震は、

基本は、その後に津波が起きる可能性があるということで、以前から大きな揺れがあった

ら、その揺れている最中に逃げろということではありませんが、高台、低いところに住ん

でいる方は高台に逃げるということを基本にしております。 

  先ほど、議員からきめ細かなということもございましたが、我々の考え方は意味合いがち

ょっと違うかもしれませんが、余りにいろいろなパターンをつくりますと、行動が単純化

されないで、むしろ混乱を招くことを避けたいというふうに思っております。 

  そういう意味で、今回の、村において本部体制でも、津波警報や震度５弱以上の地震が発

生した場合には、特に夜間等勤務時間外は、それぞれの人員の配備態勢を定めて、まずそ

こに向かうと。津波があるかないかとか、そういうことを抜きにして、そこの定められた

場所に向かうというような体制をとっておりますので、同様に村民の方々にも、先ほどの、

電話でどこに逃げたらいいのかということがあったようでございますが、低いところに住

んでいた方であれば、地震の揺れがおさまったら、とにかく一旦高いところに逃げなさい

というわかりやすい行動パターンを進めるような方策を、我々としては考えていきたいと

いうふうに思っております。 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） ありがとうございます。できるだけ簡素化した、やはり誰でもわかり

やすいような形で広報していただければと思います。 

  職員の混乱もあったということですから、やはりまだまだ訓練を積み重ねていかなければ

いけないのではないかと思いますので、ぜひその辺についても、よろしくお願いしたいと

思います。 

  私のほうからは以上で、ちょうど時間となりましたので、これで終わらせていただきたい

と思います。ありがとうございました。 

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

          ◇ 一 木 重 夫 君 

○議長（池田 望君） 一木重夫君。 



－５５－ 

○３番（一木重夫君） ３番、一木重夫です。 

  まず初めに、小笠原地震の際に、私も地震発生時からメールと電話が鳴りっ放しの状態で、

内地の皆様から、大変ご心配をいただきました。中には、丸川珠代参議院議員、盛山正仁

衆議院議員、保坂三蔵元経済産業省大臣、また都議会議員、区議会議員からも、ご心配を

いただきましたことを、ご報告申し上げるともに御礼を申し上げたいと思います。 

  まず最初に、児童福祉についてです。 

  ついに、この島でも、待機児童が発生をしました。今年の春に、島で育った島っ子が、こ

の島に子供を連れて戻ってまいりました。フルタイムで就職も決まっておりました。しか

し、保育園に入れないという事態が発生しまして、その就職も断って、今現在も大変な状

況が続いているという状況が、今現に発生しております。 

  出生率が高まる中、保育のあり方を根本的に見直す時期に今来ているのではないでしょう

か。村長に見解を伺います。 

  ２番目に、環境保全の財源確保についてでございます。 

  今年度、ふるさと納税の寄附金の上限額が２倍に増額をしました。これは、財源の確保に

とって、非常に大きなチャンスだというふうに私は考えております。研究者や環境保全に

村で携わっていただいている獣医師会の皆様、また観光客などに呼びかければ、この環境

保全のための寄附金額が、さらに増えるのではないでしょうか。ぜひ、この呼びかけを、

もっと強化していただければと思いますが、村長の見解を伺います。 

  また、昨年度ですかね、国会のほうで、地域自然資産法という法律が制定しまして、盛山

衆議院議員が手がけた法案ですけれども、入島税がきちんと取れる、国が、それに対して

お墨つきを与えてくれるという、そういう法案でして、この入島税導入に対して、非常に

追い風となる法案、法案ではないですね、法律が制定をされました。 

  自主自立の財源確保というのは、この村政の非常に大きな課題であります。以前に、一般

質問でもやっているんですけれども、少なくとも私は、環境の分野と観光の分野、この２

つについては自主財源で、つまり島の中で回せるお金で、これは賄えるのではないか。

この部分については、自主自立が果たせるのではないかというふうに私は考えておりま

す。 

  環境課もできたことですし、今、課題となっている保全管理団体、この立ち上げのときの

運営費、またホエールウオッチング協会や海洋センターなどの研究補助団体等の運営費補

助、また村独自でやっている環境の事業、これらの財源として入島税を検討してみてはい
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かがでしょうか。村長の見解を伺います。 

  ３番目の教育についてです。 

  学力向上についてでございます。 

  私は、小笠原村の出身であることを、より自信と誇りを持てるよう、僻地と呼ばれる地域

でも子供たちに恥ずかしくない学力をつけさせてやりたいと考えております。義務教育の

中で、学力日本一の自治体を目指したいと思っております。 

  学力日本一というと、では東京大学、京都大学行くような、将来、弁護士、医者になるよ

うな子供を育てるのかという、そういうことではございません。平均点、その全国の学力

で平均点に満たない子供たち、この子供たちを、せめてその平均点とれるぐらいのレベル

にまで持っていきたい。つまりミニマムスタンダードを上げたいということです。今の平

均点も、平均点をとれない子供たちが、みんな平均点をとれるようになれば、これはおの

ずと学力日本一の自治体になると私は考えております。教育委員会の学力に対する教育理

念と目標を伺います。 

  あとは自席で行います。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 一木重夫議員のご質問に答弁をさせていただきます。 

  父島保育園についてのご質問がございました。 

  父島保育園は、定員60名として認可を受け、２歳児から５歳児までの受け入れを行ってお

ります。 

  園児数は、年度により変動がございますが、これまでも定員を超えて受け入れした年度が

何度かございました。特に、この２、３年は、お子様の数も増え、定員を６名から７名ほ

ど超えている状況でございます。 

  議員ご案内のとおり、村としましては、保育園の定員を若干超えましても、極力受け入れ

られるよう努力をしてきたところでございます。正規職員の保育士のほか、非常勤職員や

臨時職員を増員し、安全にも配慮しながら保育を実施してまいりました。 

  しかしながら、現状の保育園の体制、設備では、受け入れられる人数の限界もございます。

有資格者の非常勤職員、臨時職員の確保の問題もありますが、特に現在の保育スペース、

部屋の面積で保育できる人数に限りがあるということでございます。 

  先ほど、若干名と申し上げましたが、何名までなら受け入れが可能なのかという意味では、

在園児の各学齢の状況と入園を希望されるお子様の学齢によっても変わってまいります。
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そのため、線引きは、なかなか難しいのが実情であります。 

  平成27年度につきましては、途中入所も含め67名の園児が現在在園しておりますが、これ

以上の新規受け入れは残念ながら困難であると判断をしております。 

  次に、保育のあり方を根本的に見直す時期ではないのかというご質問でございます。 

  国では、日本の子供、子育てをめぐる、さまざまな課題を解決するために、子ども・子育

て支援法を制定いたしました。これにより、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援

の量の拡大や質の向上を進めるための新たな子ども・子育て支援制度が、平成27年４月か

ら実施されております。 

  村におきましても、現在、父島、母島の保育園の建て替え計画の中で、施設の機能、提供

するサービスの内容等を検討しているところでございます。 

  今後も引き続き子育て世代のニーズの把握や地域の皆様の声をお聞きするとともに、新制

度との整合性を図りながら、小笠原の実情に合った子育て支援を進めてまいりたいと考え

ております。 

  続きまして、環境保全についてのご質問がございました。 

  まず、ふるさと納税についてでございますが、１、世界自然遺産などの環境保全の推進に

係る事業、２、福祉施策の充実に関する事業、３、教育・文化活動及びスポーツ振興に関

わる事業を主な使い道といたしまして、平成24年度から平成26年度までの３カ年で494万

6,500円の協力をいただいているところでございます。 

  平成27年度税制改正により、議員ご案内のふるさと納税の枠の拡大とともに、手続を簡素

化する特例措置制度が創設されたことにより、寄附をされる方の負担も軽減されることに

なっております。 

  制度改正と合わせ、今一度、関係者等へ、関係者等とともに、ふるさと納税へのＰＲを実

施してまいります。 

  次に、地域自然資産法につきましてでございますが、入島税などの、いわゆる入域料によ

り、自然資源を守る取り組みについて、理念や枠組みを位置づけた初めての法律だと聞い

ております。 

  議員ご指摘のとおり、自然を守るためには、非常にお金がかかりますので、公的資金に加

え民間の資金を導入していく必要性があるのではないかという考え方が背景にあると承知

しております。 

  この法律について、まずどのような運用が可能なのか、私どもにとってどのようなメリッ
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ト、デメリットがあるのかといった点を情報収集し調査・研究していきたいと考えており

ます。 

  教育につきましては、担当課長が答弁をいたしますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（池田 望君） 教育課長、大津君。 

○教育課長（大津 源君） 教育委員会の学力に対する教育理念と目標についてのご質問につ

いてお答えさせていただきます。 

  小笠原村教育ビジョンにおける基本理念は、社会全体で子供の知、徳、体を育み、グロー

バル化の進展など変化の激しい時代における、みずから学び、考え、行動する力や社会の

発展に貢献する力を培うこととしています。 

  この中で、学力については、知、徳、体のうち、知の部分であり、小笠原村教育委員会で

は以前から、子供たちの確かな学力の定着と向上を教育目標の一番初めに掲げており、そ

れが最も重要なものであると位置づけております。 

  確かな学力の定着は、子供たちが抱いた夢を実現させる基礎となるものであり、学力を単

なる知識の量のみで捉えるのではなく、基礎的、基本的な知識や技能を身につけさせるこ

とはもとより、自ら学ぶ意欲や思考力、判断力などの資質や能力までも含めたものとして

捉えることが重要であります。 

  また、確かな学力だけではなく、豊かな心、健やかな体といった知、徳、体のバランスの

とれた子供たちに成長し、豊かな人間性や社会性を身につけた人間に育ってほしいと願っ

ております。 

○議長（池田 望君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） 再質問に移ります。 

  まず、待機児童の問題についてですけれども、まず、この待機児童が出たというのは、本

当に私、これは、大きな問題だというふうに感じております。議員になって８年間、この

問題は初めてでございます。 

  今回の待っている保護者、島で育った子供なんですよ。小笠原に戻ってきた、子供を連れ

て。そしたら保育園に入れられない。せっかく決まっていた就職先にも入れない。 

  村長、こういう町で、村で、いいんでしょうかね。そこを、ちょっともう一回お願いしま

す。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 今の保育園のスペース、これは、先ほどの答弁もいたしましたが、き
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ちっと法律、またそれに則ったものの中で運営をしていかなければならないものでござい

ます。それでも、先ほども申し上げましたとおり、６名とか７名とか、可能な限りの受け

入れを図ってきたところでございます。 

  今般の事例は、確かにおっしゃるとおりの、正確にはもう少し、ちょっと違うのかな。旦

那さんが島の方でということだと思いますが、いずれにしても年度の途中からでも、そう

いう方が来たときに受け入れをできないということについては、じくじたる思いでござい

ます。 

  この、福祉もそうでございますが、何とかしたいということと、できない、このジレンマ

というのは、当事者でないと、なかなかわかっていただけないと思うんです。 

  今の一木議員の質問を、素直に受けとめるとすれば、そんな村であってはいかんよという

のが、私の率直な思いでございます。 

  ですから、この保育園の建てかえ等にあわせて、父島、母島のことを考えていかなければ

ならないんですが、おかげさまで子供たちが多く出生をしている。こんなに未来があふれ

る行政地区として小笠原があるわけですから、そのために何かできないのかということを、

先ほどの答弁の中でもにじませていただきましたけれども、これからつくる計画の中では、

そういうものをオーソライズさせていきたいと思っているところでございます。 

○議長（池田 望君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） 余り個人のことを言ってしまうと特定されてしまうので控えますけれ

ども、旦那さんは島っ子だし、奥さんも数年、この島で育っています。そういう２人です。 

  これは、島っ子が戻れないという現状もそうですけれども、例えば、この島で暮らしてい

る親が介護状態になったときに、内地で暮らしている島っ子が戻ってこなければいけない

というパターンもあるんですよね。僕らは、よく友達で、内地にいる親の介護をやらなけ

ればいけないということで、子供を一緒に連れていくということ、よくあります。その逆

のパターンもあるわけです。 

  そうなったときに、保育園で受け入れができないということになると、戻れないという話

になってしまうんですよね。 

  確かに、保育園、今まで本当に頑張ってきたと思っています。私、内地の政治団体、区議

会議員の集まりに参加しているんですけれども、うちの保育園はすごいんだぞというのを、

自慢していました。柔軟に対応して受け入れてくれている、すごい保育園なんだというの

を、本当に自慢していたんですよ。今でも、自慢できると思います。 
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  これを、根本的に、本当に、解決していかないと、どうにもならない問題だと思っていま

すので、保育園の建て替えを契機に、ソフト面も変えていくという考えもありますけれど

も、これ社会福祉協議会とかそういうところと何か連携をして、緊急避難的にソフト面で

対応することはできないんでしょうかね、村民課長。 

○議長（池田 望君） 村民課長、村井君。 

○村民課長（村井達人君） まず、議員のおっしゃられた緊急的に島に戻るパターンもあると

いうことで、そういった意味では、父島保育園におきましては、お産の関係ですとか、あ

るいは親御さんが病気になったですとか、そういったときのために緊急枠と申しますか、

そういった方を受け入れるべき枠という、それは１名、２名程度ですけれども、そういっ

た枠というものも考えた上で、ここまでという、その年度で受け入れを決めています。 

  今回、待機児童出たということですけれども、やはり今年度につきましても、非常に人数

が多い中で、緊急的に戻られる方、あとは緊急で保育が必要になられる方が入れないとい

う事態はつくらない状況で運営をしているところでございます。 

  後段のご質問ですけれども、父島保育園で難しいというところで、では他に何か手だてが

ないのかという、社会福祉協議会とも協力してということですけれども、実情を申し上げ

ますと、社会福祉協議会における児童の事業といたしましては、ちびっこクラブというの

がございますけれども、これにつきましても、認可保育所ではないということと、父島保

育園と同等の受け入れが可能とは言えないところがございます。 

  これは、いわゆる学齢の問題で、３歳、４歳をお昼まで預かっているというところでござ

います。そこを少し工夫して何とかというところもあるんですけれども、なかなかその形

態が保護者の就業によってということではないものですから、今回のケースにつきまして

は、年齢の問題で、なかなかそういった受け入れは難しいということでございます。 

  しかしながら、一度、社会福祉協議会のほうともお話ししたんですけれども、逆に父島保

育園、あるいはちびっこクラブということ以外で、何か島内で人材ですとか、そういった

島内である資源で、何か他の手立てができないかということを、今後も、社会福祉協議会

のほうとも相談をさせていただきたいというところでございます。 

○議長（池田 望君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） ぜひ検討のほう、お願いしたいと思います。 

  この問題、私にも責任があると思っています。子供の出生の数、私、ここ数年、ずっと把

握してきました。把握していたにも関わらず、保育園の定員の課題について、こんな今、
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定員オーバーが日常茶飯事で続いている状態というのすら把握をしていなかったことに対

して、私すごく反省をしています。 

  この課題は、この１年間、しっかりと取り組んでまいりたいと思っていますので、どうぞ

よろしくお願いを申し上げます。 

  続いて、環境保全、財源の確保についてですけれども、今現在、ふるさと納税をすると、

お礼の粗品がいただけるんですけれども、今は確かポストカードだったと記憶しておりま

す。 

  この、ポストカード、今は、使う機会もそんなにないので、塩など、小笠原の特産品

を送るようにしたらいいのではないかと思うんですけれども、その点はいかがでしょう

か。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 今、一木議員から、ポストカードは、余り使われない時代になっ

ているというお話をいただきました。 

  このふるさと寄附に対しましては、お１人で複数回、寄附をいただいている方もいらっし

ゃいますので、そういう意味も考えますと、またポストカードかというようなことにもな

りかねないと思います。 

  ふるさと納税も、本来の趣旨を外れることのないようにといった基本的な考え方を押さえ

た上で、ご提案の内容につきまして検討をさせていただきたいと存じます。 

○議長（池田 望君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） ぜひお願いします。 

  また、寄附をしていただいた方に、こういう税金の使い方をしましたよという事後報告の

レポートを送付したほうが、また次に寄附をしてくれるという、そういう流れにつながっ

ていくのではないかと思います。いかがでしょうか。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） 現在は、村民だよりで、また寄附をいただく方、内地にお住まい

の方が多くいらっしゃいますので、ホームページ上で、寄附をいただきました方のお名前、

これは公表に同意をいただいた方のみでございます。それから、お住まいの都道府県、寄

附金額、また寄附金の寄附を申し出をいただいた際に選択いただいた使途、使い道につき

まして公表をさせていただいているところでございます。 

  今、議員からご提案いただきました、直接お送りすることによりというところでは、さら
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に、この寄附に対して、理解を深めていただけることも期待ができるのではないかと考え

てはおります。 

  先ほど、レポートということでご質問をいただきましたけれども、寄附いただく際に、選

択いただいた使途のみ今公表させていただいている状況でもございますので、その公表の

仕方等も含めまして整備をさせていただきたいと思います。 

○議長（池田 望君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） そのような形で、ぜひ検討をお願いします。 

  続いて、入島税の再質問に入ります。ちょっと語らせてください。 

  入島税に関しては、これ世界の国立公園では当たり前の制度になっています。オーストラ

リアとかバハマとかカナダとかエジプトとかインドネシア、イタリア、ミクロネシア、フ

ィリピン、こんなところでも入域料、入島税をやっております。 

  なぜ世界との比較をするのかといいますと、小笠原というのは、そもそも、もう世界的な

観光地なんですよ。 

  というのは、昨日も観光、産業観光課から報告ありました。小笠原に来る旅行者、１人当

たり平均額、使う金額は15万5,000円ですよ。これはヨーロッパ旅行に行くときの予算です

よね。夫婦２人で行ったら、もう30万円超えてしまうんですよ。 

  これは、去年は北海道に行きました、おととしは沖縄に行きました、では今年は小笠原に

行きましょうという話ではないんですよ。去年はイギリスに行った、おととしはフランス

に行った、今年は、ではちょっと小笠原に行ってみようかな、そういうここは観光地なん

です。 

  国内の観光地と比較する観光地ではないということは、ぜひ認識をしてもらいたいと思っ

ています。 

  私、去年、沖縄に行ってきたんですけれども、３泊４日でホテルも、飛行機代も朝食も全

部ついて、その値段が１万8,500円ですよ。もう値段でなんか勝負できないんですよね。そ

もそも入島料を3,000円とか5,000円取って、それで文句を言われる観光地ではありませ

ん。 

  これについては、観光の専門家も、その指摘はしております。小笠原についてです。平成

20年に、全国エコツーリズム大会ｉｎ小笠原をやりましたけれども、この中でも観光の専

門家は、私と同じような指摘をしてございます。 

  ２等の調整金が、最高１万1,000円上がりましたよね。あのときに、では観光客減りまし
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たか。増えたんですよ。増えているんですよ。そういう観光地ではないです。 

  また、入島料3,000円を、3,000円とか5,000円取られることが、逆にステータスになるん

ですよね。ガラパゴスに行った友達なんかに聞いても、いや俺１万円ね、取られたんだよ。

100ドルね、取られた。それが自慢なんですよ。小笠原というのは、そういう観光地だとい

うことを、執行部の皆様には、ぜひご理解をいただきたいと思っております。 

  そういう観点で、入島税の検討を進めていただきたいと思っています。これについて、村

長、見解をお願いします。 

○議長（池田 望君） 村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） なかなか鋭い視点での見方をされているということを、改めて私ども

も、目からうろこみたいなところがございます、正直。 

  先ほど、この件については、答弁をさせていただきましたが、改めてそういう視点も踏ま

えまして、この村にとってメリット、デメリットという言い方もしましたが、動向、それ

から情報を収集いたしまして、これは前から一木議員からは指摘されていることでござい

ますので、過去のいわゆる検討内容と、また違った視点も加味して、環境課を中心に、ち

ょっと精査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。 

○議長（池田 望君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） ぜひ精査のほう、また調査・研究のほう、よろしくお願いします。 

  続いて、教育委員会にお聞きしたいと思います。 

  学力向上についてですけれども、現在の小・中学校の学力の現状は、どうなっています

か。 

○議長（池田 望君） 教育課長、大津君。 

○教育課長（大津 源君） 小笠原村立小・中学校の児童・生徒の学力につきましては、児

童・生徒の学力や学習状況を把握し、調査を通して、個別の学習指導の充実を図るという

ことを目的として、国の全国学力学習状況調査、東京都の児童・生徒の学力向上を図るた

めの調査のほかに、村独自の学力調査を実施しております。 

  国の学力調査につきましては小学６年生及び中学３年生、また東京都の学力調査につきま

しては小学５年生及び中学２年生で実施されており、それらを補完する形で、平成20年度

から村の学力調査を、小学２年生以上の小・中学校の全学年で実施しております。 

  今年度は４月に国、５月に村の学力調査が終了しており、７月に東京都の調査が予定され

ております。 
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  今年度、既に結果が出ている村の学力調査及び昨年度までの、これら学力調査においては、

学年や教科、実施年度により、全国や東京都の平均値と比べて、高かったり低かったりと

ばらつきがあり、小笠原村立小・中学校の児童・生徒の学力が、全国や東京都と比べて一

概に高い低いといった傾向は見られておりません。 

○議長（池田 望君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） 高い低いという傾向が見られていないと。それは、全国の平均点と比

べると高い低いというのが見られていないという部分だと思うんですけれども、そのよ

うに学力の現状には、学年によって、またそういうばらつきがあるということですよ

ね。 

  ではこれを、もっと平均以上に、みんながいけるようにという部分で、その学力向上には、

家庭と学校の共通理解、共同作業が必要だというふうに私は思っています。 

  教育委員会が掲げる、生きる力という理念、また確かな学力という目標、これを実現する

ために、この学校教育、家庭学習に、この理念と目標をどのように反映させているのでし

ょうか。 

○議長（池田 望君） 教育課長、大津君。 

○教育課長（大津 源君） 子供の学力向上のためには、学校だけでは十分とは言えません。

家庭での取り組みが、非常に重要です。 

  まず学校においては、教職員の指導力や教える力によるところが大きいため、優秀な教職

員の人材確保が重要であります。そのため、人材の情報を常に収集し、また東京都教育委

員会による島嶼教員公募制度を最大限活用し、小笠原村立学校の子供たちの指導、育成に

熱意を持った教職員の確保を第一に努めています。 

  また、小笠原村に配属されている現職教員につきましては、島内外での継続的な研修等の

実施により、資質や能力向上を図っております。 

  さらに、各種学力調査や定期考査の結果等に基づき、各学年及び教科ごとに授業改善推進

プランを策定させ、指導の軌道修正を行うことにより、授業力向上を図っています。 

  授業改善推進プランにつきましては、各学校のウエブサイトに掲載されますので、どなた

でもご覧いただくことが可能です。 

  家庭においては、子供が毎日勉強をする習慣を身につけさせることが大切です。そのため

には、特に保護者の意識改革が必要です。保護者が、子供と真摯に向き合い、子供との信

頼関係を醸成することで、子供が家庭内で学習する環境が整ってきます。 
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  各村立小・中学校においては、それぞれの児童・生徒に対し、家庭学習が習慣化できるよ

う、さまざまな取り組みを行っており、保護者に対しましても、保護者会や学校だより、

学級通信などを通じて、家庭学習に関し協力要請を行ってきております。 

  保護者においては、保護者による家庭における教育の重要性を理解し、ぜひ各家庭におい

て、子供の教育に積極的にかかわっていただきたいと願っております。 

○議長（池田 望君） 一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） 学校教育に関しては、学校の先生の指導力の向上というところを上げ

ていると。また、家庭教育については、保護者に対して訴えているという部分があります。 

  教育長にお伺いをしたいんですけれども、家庭教育の部分で、今現状、私が聞いている範

囲では、保護者に対して、プリントで、子供に勉強させてください、家庭学習やらせてく

ださいという、そういう広報はいただいているんですけれども、教育長自身の熱いメッセ

ージ、熱い言葉で、保護者に対して、確かな学力、この目標を身につけさせる、この目標

を、さらに実現していくために、何か方策ありませんか。 

○議長（池田 望君） 教育長、伊藤君。 

○教育長（伊藤直樹君） この家庭教育については、子供たちが、その学年によって学力がま

ちまちであるのと同じように、家庭の学習、教育力もまちまちなんですよ。 

  それで、子供の学力と、それぞれの家庭の環境が、ほぼ似ているのではないかなというふ

うに思うんですけれども、私が校長でやっていたころは、保護者会がある度に、家庭学習

の重要性を訴えてきましたけれども、でも教員には、家庭学習を、しっかりと子供たちに

指導することが大切だし、それから具体的に学習の仕方をしっかり教えることが大切だけ

れども、家庭学習には期待するなと、全部授業で完結するように教えろという話はしてい

ました。 

  ですから、なかなかやはり、直接子供に教えるよりも家庭の教育力を高めていくというこ

とは非常に難しい問題があって、校長として学校にいるうちは、まだ気持ちが伝えやすか

ったのですけれども、この教育長という立場から家庭教育を何とかしろというのは、やは

り学校を通してでないと言えないというものがあるので、その辺はご了承いただきたいと

思います。 

○議長（池田 望君） よろしいですか。 

          （「終わりました」と呼ぶ者あり） 

○議長（池田 望君） ただいまので一般質問は全て終了しました。 
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───────────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（池田 望君） 本日の会議を閉じます。これにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、本日はこれにて散会といたします。 

  明日、14時から再開いたします。 

  どうもありがとうございました。 

（午後３時４０分） 
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－６８－ 

出席議員（８名） 

      １番   清 水 良 一 君    ２番   安 藤 重 行 君 

      ３番   一 木 重 夫 君    ４番   鯰 江   満 君 

      ５番   杉 田 一 男 君    ６番   稲 垣   勇 君 

      ７番   佐々木 幸 美 君    ８番   池 田   望 君 

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

欠席議員（なし） 

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

出席説明員 

村 長 森 下 一 男 君 副 村 長 石 田 和 彦 君 

教 育 長 伊 藤 直 樹 君 総 務 課 長 渋 谷 正 昭 君 

総務課副参事 鈴 木 敏 之 君 
総 務 課 
企画政策室長 樋 口   博 君 

財 政 課 長 江 尻 康 弘 君 村 民 課 長 村 井 達 人 君 

医 療 課 長 佐々木 英 樹 君 産業観光課長 牛 島 康 博 君 

環 境 課 長 深 谷 雪 雄 君 建設水道課長 篠 田 千鶴男 君 

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

教 育 課 長 大 津   源 君   

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

欠席説明員（なし） 

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

事務局職員出席者 

事 務 局 長 セーボレー 孝 君 書 記 菊 池 ひろみ 君 

 

 



－６９－ 

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

◎開議の宣告 

○議長（池田 望君） これより本日の会議を開きます。 

（午後２時） 

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

◎会議時間の延長 

○議長（池田 望君） この際、あらかじめ会議時間の延長をしておきます。 

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

◎議案第３８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） これより本日の日程に入ります。 

  日程第１、議案第38号を議題とします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 議案第38号 平成27年度小笠原村一般会計補正予算（第１号）（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成27年６月11日。小笠原村長、森下一男。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） ご説明いたします。 

  ３ページをお開きください。 

  平成27年度小笠原村一般会計補正予算、予算総則。 

  平成27年度小笠原村一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額にそれぞれ4,795万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ43億3,671万8,000円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成27年６月11日。小笠原村長、森下一男。 

  ４ページをお開きください。 
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  第１表 歳入歳出予算補正。 

  歳入の款項ごとの補正内訳でございます。 

  次の５ページに歳出がございます。 

  説明につきましては、予算説明書の中で説明をさせていただきます。 

  ５ページの後ろに、１ページと書かれたページがございます。ここから予算説明書がスタ

ートいたしますのでご覧いただきたいと思います。 

  ２ページ、３ページをお開きください。 

  第１、歳入歳出予算補正、歳入歳出の総括でございます。 

  続きまして、４ページ、５ページをお開きください。 

  款項目を読み上げました上で、節の計上説明をさせていただきます。 

  まず、歳入でございます。 

  繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金、財政調整基金繰入金の3,567万2,000円につき

ましては、財政調整基金繰入金増額分を計上したものでございます。 

  目、産業振興基金繰入金、産業振興基金繰入金の24万4,000円につきましては、産業振興

基金繰入金増額分を計上したものでございます。 

  繰越金、繰越金、繰越金、繰越金の813万5,000円につきましては、繰越金増額分を計上し

たものでございます。 

  諸収入、雑入、雑入、雑入、こちら390万円の計上がございます。うち、240万円につきま

しては、一般財団法人自治総合センターコミュニティ事業助成金の計上をしたものでござ

います。 

  また、150万円につきましては、みどり東京・温暖化防止プロジェクト市町村助成金を計

上したものでございます。 

  歳入合計、既定額42億8,876万7,000円、補正額4,795万1,000円、計43億3,671万8,000円。 

  歳入につきましては、以上でございます。 

  ６ページ、７ページをお開きください。 

  歳出でございます。 

  総務費、総務管理費、一般管理費、委託料320万5,000円の計上がございます。うち、136

万9,000円につきましては、放射線業務従事者への電離放射線健診を村内で実施するための

経費を計上してございます。 

  また、183万6,000円につきましては、共済制度改正に伴いまして、人事給与システムの改
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修経費を増額したものでございます。 

  目、情報センター運営費、工事請負費の105万9,000円につきましては、情報センターサー

バー室の空調機取り替えに要する経費を計上したものでございます。 

  商工費、商工費、商工業振興費、負担金補助及交付金の24万4,000円につきましては、金

融支援対策事業費として実施いたしました利子補給額の不足分を計上したものでございま

す。 

  目、観光費、備品購入費、240万1,000円につきましては、コミュニティ助成を受け、テン

トほかイベント用品を購入するための経費を計上したものでございます。 

  また、この目におきましては、先ほど歳入、雑入で説明をさせていただきましたみどり温

暖化・プロジェクトの収入150万円を歳入として計上してございます。歳出につきましては、

既に計上済みのものがございますので、こちら財源更正をさせていただいております。 

  土木費、道路橋りょう費、道路維持費、委託料の507万円につきましては、村道にござい

ます橋梁の改修に要する設計費用を計上したものでございます。 

  教育費、小学校費、学校管理費の工事請負費といたしまして2,158万5,000円、また項、中

学校費、学校管理費の工事請負費として1,408万7,000円。こちらトータルの3,567万2,000

円につきましては、小笠原小・中学校の、小学校におきましては照明等の更新に要する経

費、また小・中学校共通でございますけれども、施設の内装の改修をするための経費を計

上してございます。 

  諸支出金、諸費。 

  次、８ページ、９ページをお開きください。 

  国有財産管理受託事業清算金、償還金利子及割引料の30万円につきましては、国有財産の

管理受託を受けてございます事業の清算金、当初見込んでおりました額よりも30万円ほど

増額となってございますので、この補正におきまして計上をさせていただいたところでご

ざいます。 

  歳出合計、既定額42億8,876万7,000円、補正額4,795万1,000円、計43億3,671万8,000円。 

  説明につきましては以上でございます。 

  ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（池田 望君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

  よろしいですか。 
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          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第38号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第３９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第２、議案第39号を議題とします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 議案第39号 沖村浄水場改良工事（管理棟設備）請負契約の締結につ

いて（案）。 

  上記の議案を提出する。 

  平成27年６月11日。小笠原村長、森下一男。 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例（昭和54年条例第24

号）第２条の規定により、議会の議決に付す必要があるためのものでございます。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） ご説明いたします。 

  ７ページをお開きください。 

  沖村浄水場改良工事（管理棟設備）請負契約の締結について（案）でございます。 

  沖村浄水場改良工事（管理棟設備）施行のため、次のとおり工事請負契約を締結する。 
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  ただし、設計変更に伴い必要があるときは、請負金額の２割以内において変更することが

できる。 

  記。 

  １、契約の目的、沖村浄水場改良のため。 

  ２、契約件名、沖村浄水場改良工事（管理棟設備）。 

  ３、契約の方法、指名競争入札。 

  ４、契約の金額、契約金額１億3,258万2,960円。 

  ５、契約の相手、株式会社ときわ。 

  次の８ページに契約に関する資料を添付してございます。 

  ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（池田 望君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第39号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第４０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第３、議案第40号を議題とします。 

  提案者の説明を求めます。 

  村長、森下一男君。 

○村長（森下一男君） 議案第40号、財産の取得（ホイールローダー）について（案）。 
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  上記の議案を提出する。 

  平成27年６月11日。小笠原村長、森下一男。 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例（昭和54年条例第24

号）第３条の規定により、議会の議決に付す必要があるためのものでございます。 

  詳細につきましては担当課長に説明をさせます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（池田 望君） 財政課長、江尻君。 

○財政課長（江尻康弘君） ご説明いたします。 

  10ページをお開きください。 

  財産の取得（ホイールローダー）について（案）でございます。 

  記。 

  １、取得の目的、既存備品の更新のため。 

  ２、取得財産、ホイールローダー一式。 

  ３、契約の方法、指名競争入札。 

  ４、購入金額、1,270万2,096円。 

  ５、契約の相手、有限会社フローラ。 

  次の11ページに契約に関する資料を添付してございます。 

  ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（池田 望君） これより質疑に入ります。 

  質疑のある議員は挙手をしてください。 

          （挙手する者なし） 

○議長（池田 望君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。 

  まず、本案に対する反対意見の発言を許します。 

          （発言する者なし） 

○議長（池田 望君） 反対意見がないようですので、これより採決を行います。これにご異

議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  議案第40号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 
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○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

◎発委第２号及び発委第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（池田 望君） 日程第４、発委第２号から日程第５、発委第３号までの発委２件を一

括議題とします。これにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、発委２件を一括議題とします。 

  事務局長に朗読させます。 

○事務局長（セーボレー孝君） 朗読いたします。 

  発委第２号 小笠原村議会会議規則の一部を改正する規則（案）。 

  小笠原村議会会議規則第14条第３項の規定により、上記議案を提出する。 

  平成27年６月11日。提出者、小笠原村議会議会運営委員会委員長、稲垣 勇。 

  提案理由。 

  全国町村議会議長会の標準町村議会会議規則の一部が改正され、議会における欠席の届け

出の取り扱いに関して、社会情勢などを勘案し、出産の場合の欠席の届け出について新た

に規定されたためでございます。 

  次のページでございます。 

  小笠原村議会会議規則の一部を改正する規則（案）。 

  小笠原村議会会議規則、昭和62年議会規則第１号の一部を次のように改正する。 

  第２条に次の１項を加える。 

  ２、議員が出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届け出

を提出することができる。 

  附則。 

  この規則は公布の日から施行する。 

  次のページに新旧対照表を添付しております。ご参照ください。 

  次に、発委第３号 小笠原村議会傍聴規則の一部を改正する規則（案）。 

  小笠原村議会会議規則第14条第３項の規定により、上記議案を提出する。 

  平成27年６月11日。提出者、小笠原村議会議会運営委員会委員長、稲垣 勇。 

  提案理由。 
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  全国町村議会議長会の標準町村議会傍聴規則の一部が改正され、議会の傍聴席に持ち込む

ことを禁止しているものに関して、社会情勢などを勘案し、つえについては削除されたた

めでございます。 

  次のページでございます。 

  小笠原村議会傍聴規則の一部を改正する規則（案）。 

  小笠原村議会傍聴規則、昭和62年議会規則第２項の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項第１号中、「つえ」を削る。 

  附則。 

  この附則は、公布の日から施行する。 

  次のページに、新旧対照表を添付しておりますのでご参照ください。 

  以上でございます。 

○議長（池田 望君） お諮りします。 

  本案は、議会運営委員会において全会一致により提出が決定した案件でありますので、質

疑、討論を省略して直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、直ちに採決を行います。 

  発委第２号から発委第３号に賛成の諸君の起立を求めます。 

          （起立多数） 

○議長（池田 望君） 起立多数と認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

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

◎小笠原空港開設推進特別委員会設置の動議 

○議長（池田 望君） 清水良一君。 

○１番（清水良一君） 動議を提出します。 

  小笠原空港開設推進のために、必要な事項を総合的に調査・研究をするため、小笠原空港

開設推進特別委員会を設置することを提案いたします。 

○議長（池田 望君） お諮りします。 

  ただいまの動議を議題とすることにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、小笠原空港開設推進特別委員会設置の動議を議題と
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いたします。 

  要綱（案）はお手元に配付してあります。 

  朗読は省略します。 

  本件は、動議のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、小笠原空港開設推進特別委員会を設置することに決

定いたしました。 

  委員はお手元に配付の名簿のとおり指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、委員はお手元に配付の名簿のとおり選任することに

決定いたしました。 

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

◎硫黄島調査特別委員会設置の動議 

○議長（池田 望君） 安藤重行君。 

○２番（安藤重行君） 動議を提出いたします。 

  硫黄島の諸課題について、総合的に調査・研究をするため、硫黄島調査特別委員会を設置

することを提案いたします。 

○議長（池田 望君） お諮りします。 

  ただいまの動議を議題とすることにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、硫黄島調査特別委員会設置の動議を議題といたしま

す。 

  要綱（案）はお手元に配付してあります。 

  朗読は省略します。 

  本件は、動議のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、硫黄島調査特別委員会を設置することに決定いたし

ました。 

  委員は、お手元に配付の名簿のとおり指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 
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○議長（池田 望君） 異議なしと認め、委員はお手元に配付の名簿のとおり選任することに

決定しました。 

  お諮りします。 

  この際、特別委員会の役員互選のため、暫時休憩したいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、暫時休憩いたします。 

  ２時35分から再開いたします。 

  暫時休憩いたします。 

  ありがとうございました。 

（午後２時２０分） 

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

○議長（池田 望君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後２時３５分） 

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

◎小笠原空港開設推進特別委員会より報告 

○議長（池田 望君） 小笠原空港開設推進特別委員会より報告があります。 

  一木重夫君。 

○３番（一木重夫君） 小笠原空港開設推進特別委員会では、委員長が私、一木重夫、副委員

長に清水良一君を選任されたことをご報告します。 

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

◎硫黄島調査特別委員会より報告 

○議長（池田 望君） 次に、硫黄島調査特別委員会より報告があります。 

  杉田一男君。 

○５番（杉田一男君） 先ほどの委員会におきまして、私、杉田一男が委員長に、安藤重行委

員が副委員長に選任されましたのでご報告いたします。 

○議長（池田 望君） ありがとうございました。 

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

◎小笠原村選挙管理委員及び同委員補充員の選挙について 

○議長（池田 望君） 次に、日程第６、小笠原村選挙管理委員及び同委員補充員の選挙を、
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地方自治法第182条第１項及び第２項の規定により行います。 

  定数は、地方自治法第181条第２項及び182条第２項の規定により、それぞれ４名となって

おります。 

  お諮りします。 

  選挙の方法につきましては、地方自治法第118条の第２項の規定により、指名推選により

行いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、選挙の方法は指名推選によることと決定いたしまし

た。 

  お諮りします。 

  指名の方法は、議長が指名することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、議長が指名することに決定いたしました。 

  早速指名いたします。 

  小笠原村選挙管理委員には、小笠原美恵子さん、田口 茂君、伊藤亜玲君、山田良一君の

以上４名の指名いたします。 

  お諮りします。 

  ただいま指名しました４名を、選挙管理委員の当選人にすることにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名しました４名の方が、小笠原村選挙管理委員に当選されました。 

  次に、小笠原村選挙管理委員補充員には、成田真人君、藤本美樹さん、吉井信秋君、菊池

武博君の以上４名を指名いたします。 

  お諮りします。 

  ただいま指名しました４名を、選挙管理委員補充員の当選人とすることにご異議ありませ

んか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名しました４名が、小笠原村選挙管理委員補充員に当選されました。 

  次に、補充員の順序についてお諮りします。 
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  補充員の順序については、ただいま指名しました順序にしたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認め、補充員の順序については、ただいま指名しました順

序に決定いたしました。 

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

◎閉会中の継続調査の申し出 

○議長（池田 望君） 次に、議会運営委員会、総務委員会、小笠原空港開設推進特別委員会

及び硫黄島調査特別委員会の所管事務及び調査中の事件について、各委員長より閉会中の

継続調査の申し出があります。 

  本件は、お手元に配付のとおり、閉会中の継続調査に付したいと思います。これにご異議

ありませんか。 

          （「異議なし」との声あり） 

○議長（池田 望君） 異議なしと認めます。 

  よって、本件は、申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決定いたしました。 

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

◎閉議及び閉会の宣告 

○議長（池田 望君） 以上をもって、本日の日程は全て終了しました。 

  本日の会議を閉じます。 

  これをもって、平成27年第２回小笠原村議会定例会を閉会します。 

  ありがとうございました。 

（午後２時４０分） 
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第 ２ 回 定 例 会 議 案等 審 議 結 果 表 

 

提出月日（平成２７年６月１１日） 

議決月日（平成２７年６月１２日） 

 

議案番号 件 名 審議結果 

議案第３８号 
平成２７年度小笠原村一般会計補正予算（第１号）

（案） 
原案可決 

議案第３９号 
沖村浄水場改良工事（管理棟設備）請負契約の締結

について（案） 
原案可決 

議案第４０号 財産の取得（ホイールローダー）について（案） 原案可決 

発委第 ２号 小笠原村議会会議規則の一部を改正する規則（案） 原案可決 

発委第 ３号 小笠原村議会傍聴規則の一部を改正する規則（案） 原案可決 
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一 般 質 問 一 覧 表 

 

氏 名 質 問 項 目 

佐々木幸美議員 １ 沖港外防波堤に関する件について 

鯰江  満議 員 １ 小笠原村の安全・安心について 

清水良一議 員 

１ 選挙という村政にとって重要なイベントをより村

民が積極的に参加できる方策について 

２ 今後の電力等のエネルギー政策について 

３ 扇浦浄水場跡地利用の計画について 

４ キャンプ禁止条例について 

杉田一男議 員 １ 漁業振興について 

稲垣  勇議 員 １ 農業振興策について 

安藤重行議 員 
１ 福祉の動向と対応について 

２ 危機管理対策について 

一木重夫議 員 

１ 児童福祉について 

２ 環境保全について 

３ 教育について 
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