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利島村告示第９号 

 

令和４年第１回（３月）利島村議会定例会を下記のとおり招集する。 

  令和４年３月１日 

 

 

 

利島村長  村 山 将 人 

 

 

                 記 

 

１ 日  時 令和４年３月７日（月） 午前９時３０分 

 

２ 場  所 利島村役場議会室 
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                〇 応 招 ・ 不 応 招 議 員 

 

応招議員 ５名 

   １番   前  田     清  君     ３番   笹  岡  壽  一  君 

   ４番   石  野     治  君     ５番   井  口     保  君 

   ６番   寺  田     優  君 

 

不応招議員 なし 
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令和４年第１回利島村議会定例会 

 

議事日程第１号                         ３月７日午前９時３０分開議 

 

日程第 １ 所信表明 

日程第 ２ 行政報告 

日程第 ３ 一般質問 
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出席議員 ５名 

   １番   前  田     清  君     ３番   笹  岡  壽  一  君 

   ４番   石  野     治  君     ５番   井  口     保  君 

   ６番   寺  田     優  君 

 

欠席議員 なし 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

  村  長 村  山  将  人  君 副 村 長 田  中  真  里  君 

  教 育 長 山  口  順  一  君 総務課長 鈴  木  広  一  君 

  住民課長 
  ・ 産 業 
  観光課長 
  （兼務） 

榎  本  雅  仁  君 
環境建設 
課  長 

上  野     崇  君 

  会  計 
  管理課長 

出  口  貴  司  君 
産業観光 
課長補佐 

荻  野     了  君 

 

職務のため出席した事務局職員 

  書  記 五  味  恵  介   
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    ◎開会及び開議の宣告 

 

                                   （午前 ９時３０分） 

〇議長（寺田 優君） おはようございます。定刻となりましたので、令和４年第１回利島村議会定

例会を開会いたします。 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

 

〇議長（寺田 優君） 初めに、議事録署名人を指名いたします。 

  今回の議会は石野議員と井口議員に議事録署名人をお願いします。 

 

    ◎会期の決定 

 

〇議長（寺田 優君） 会期をお諮りいたします。 

  どなたか。 

          〔「議長」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） おはようございます。会期ですけれども、本日７日から14日までの６日間と

することを提案いたします。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇１番（前田 清君） 訂正します。 

  期間は８日間ということを提案いたします。 

〇議長（寺田 優君） ただいま本日３月７日より３月14日までの８日間というご意見がありました。 

  ほかにございますか。 

          〔発言する人なし〕 

〇議長（寺田 優君） なければ、お諮りいたします。 

  会期については、３月７日より３月14日の８日間にすることで賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成ですので、会期は本日３月７日より３月14日までの８日間といたし

ます。 

  日程についてお諮りいたします。今、執行部のほうから日程表が配られていますが、この順番で
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やっていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

          〔「今配られたの」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 今ではない。前に配られたものです。 

  日程表のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいですか。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） １点だけ伺いたいのですけれども、先月２月８日の日、私ども議会が管内調

査視察をしたときに、終了後に議員の協議会、よそでいえば議会運営委員会みたいなものだと私は

理解しているのですけれども、名称としては全員協議会ということで、その際、人事の問題で教育

長の選任が出ていたのです。その理由が、退任によるということで、ところが先般送付されてきた

案件書を見ますと、それが脱落しているのですけれども、これは単純な脱落なのですか。その選任

同意があるのかないのか。これはどういうことになったのか。もし退任だけが決まったのだと。そ

れで、選任はしないと、しないというか、できないのか分かりませんが、いうことは、教育長は取

りあえずといいますか、空席になるのかどうか。あるいは現教育長が撤回されて、任期が誤ってし

まって、任期の誤認で退任ということになったのだけれども、確認してみたら、まだ任期はあった

ということなのか。その辺をちょっと説明いただきたいと思います。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 教育長に関してですが、現教育長の任期としましては本年の３月31日となっ

ております。一応退任のご意向といいますか、ことで、選任をしているところです、内部事情とし

ましては。 

  ただ、今議会に上程するまで至っていないということで、申し訳ないですけれども、日程から落

とさせてもらったという次第です。できるだけ早く教育長を選任するように努力してまいります。

申し訳ないです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） といいますのは、現時点で、個々の人事そのものについて、私は全く触れる

つもりはありませんけれども、それはそれで同意するかしないかという、それだけのことなので、

触れませんけれども、世間では、学校当局も含めまして、教育長の人事はどうなっているのだとい

うことは、ちょっとお伺いしましたので、住民の中でも、非常にそれなりに人事というのは影響力

が大きいわけで、どうでもいいのではないかみたいなことにならないわけですから、その辺で、早

急に、誰をとは言いませんけれども、もちろん村長の権限で、我々はただ同意するかしないかで、

選任されるべきだなということは申し上げておきたいと思います。 
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  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 日程については、このとおりでよろしいですか。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、日程に沿って会議を始めていきたいと思います。 

 

    ◎日程第１ 所信表明 

 

〇議長（寺田 優君） それでは早速、日程１、所信表明を行います。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 令和４年度村長所信表明、利島村長、村山将人。 

  令和４年第１回３月定例議会の開会に当たり、これからの村政推進に当たって私の基本的な考え

方や所信の一端を申し上げ、議員各位並びに村民の皆様のご理解を賜りたいと存じます。 

  まず、これまで厳しい自然環境の中で、島民の安定した生活を願い、英知と努力を注いでくれた

祖先に対して、また国や東京都、関係機関などの諸先輩の皆様に対しまして心より感謝申し上げま

す。 

  地方自治法が施行された1947年（昭和22年）、当時第10代利島村長、梅田常吉氏が就任されてから

今年で75年。これまでも様々な課題を乗り越え、今の利島があるものだと認識していますが、令和

２年、令和３年と新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経済活動や社会活動をはじめ、学校教

育や島内外でも夏まつりなどの各種イベントが中止・延期となり、皆様にはさらなる我慢を強いる

年となりました。 

  このようなさなかの昨年11月に利島村長選挙が執行され、私は第28代村長として就任を果たすこ

とができました。多くの意味でも利島村にとっては大きな転換期となる年でもあると思います。 

  こうした「転換期」にある本村において、当面の課題に適切な対応を図りながら、新しい時代に

向けた変化に柔軟に対応し、村政発展の新たな展望を見据えた政策の構築・取組が肝要であると考

えます。私自身就任し、はや３か月が過ぎ、改めて村政運営の重責を認識しているところでござい

ます。 

  前田前村長の「島民みな幸せ」の政策を継承しつつ、その実現に向けて、新たなアプローチで、

長期的なビジョンを構築し、自らの政策に反映させ、その結果については、全ての責任を負う覚悟

をもって村民の皆様の期待に応えられる村政運営を推進してまいる所存です。 

  それでは、まず３つの基本方針についてご説明申し上げます。 

  １つ、将来世代に対し持続可能な島づくり。 

  時代の変革期の真っただ中にある現在の利島村、今後の「利島」を形成する上では今が大変重要
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な時期であると思います。国連で採択されたＳＤＧｓに向けて、世界的に取り組むところではあり

ますが、利島村としても将来世代にわたって持続可能な「明るい未来の島づくり」を目指して、様

々なことに前向きに取り組んでまいりたいと考えます。 

  ２つ、健全な財政運営を目指す。 

  現在の利島村財政は国や東京都の交付金もあり、歳入歳出合わせて15億円にも上ります。近年は

大きな事業が続いたことによるものですが、その財源の多くは地方交付税や国都支出金などの依存

財源によって成り立っております。 

  村と、国や東京都の政策に足並みを合わせつつ、引き続きの交付金確保のために、より厚みのあ

る要望を実施していくとともに、事実に基づく客観的な視点・科学的な判断により、あらゆる施策

の再検証をしていきたいと考えます。 

  ３つ、公正な村政運営を目指す。 

  社会的規範に従い、公正・公平な利島村運営に取り組みます。行財政運営に限らず、小さな島が

ゆえの許容で成り立っていた部分が多分にあると感じます。一般社会のルールからは望ましくない

ことも多くあったと思われます。それがいい部分でも悪い部分でもあったかとも思います。しかし

ながら、同時に、それらに対してモノが言えないような雰囲気になるような傾向もあるように感じ

る部分もありました。今や島内人口構成ではＩターンの方々も多くなってきており、公正で公平な

運営が求められる現在の利島村。反発や抵抗もあるかとは思われますが、説明を尽くし、島全体が

ルールを遵守するように取り組んでまいりたいと思います。 

  続きまして、個別方針についてご説明申し上げます。 

  ①、住民とのコミュニケーションの場の創設。 

  本来、本年度、今年度行うべきであった「利島村第４次総合計画」の後期計画策定に向けて、利

島村総合開発審議会へ諮問し、その後の状況変化をキャッチした上で、現状に見合った形の計画へ

再構築してまいります。 

  また、防災会議や各世代の住民との交流・意見交換の場を増やし、コロナの影響により分断され

てしまった島内交流を構築し、具体的なアイデアを掘り起こし、政策に反映、行政運営に生かして

まいりたいと考えます。 

  また、意見を聞くだけではなく、行政の動きや考え方についても説明し、双方が理解し合いなが

らむらづくりをしていく機運の醸造をしていく取組を考えております。島の振興全般にわたって、

共通する問題としては、人材不足、それから後継者問題となると考えられると思います。未来の利

島を形づくる上では最も重要な部分でもあると捉えており、特に若い世代には、対話を通じて、よ

り自分事として考えていただくような場を設け、村政運営に生かしていけるような仕組みを構築し

ていきたいと考えます。 

  ②、コロナ感染症対策に関して。 
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  昨年はコロナワクチン接種など、行政としては全国にも先駆けて迅速に対応してきたと思います。

今後も予測が難しい状況の中、医師１名体制に変わりはないものの、小離島・小自治体という「逆

の強み」を生かし、さらに柔軟かつ迅速に対応してまいりたいと考えます。東京都や保健所との連

携を一層深めていき、引き続きの支援・感染予防をお願いするとともに、状況の変化に適切に対応

してまいります。 

  ③、行政改革として。 

  慢性的な人員不足による個々への業務負荷低減をするべく、積極的な職員の増員を図ります。事

業の推進を強力に進めていくための土台を整備してまいります。また、テレワークや電子決済など

のＩＴ技術の導入により、業務の効率化や人材育成体制の強化により、やりがいを持って業務に取

り組める職場環境を整備し、住民サービスの向上を目指します。 

  また、コロナ感染拡大の影響によって控えられていた職員の研修に関しても感染症の状況が改善

後には積極的に実施し、得た知識や経験を住民サービスに還元するように取り組みます。 

  職員に対しては、コミュニケーションの場を増やしていくとともに、人材育成にも取り組むよう

に働きかけます。また、大きな事業などは全課横断のプロジェクト化して、進捗状況などが常に確

認できるようにし、相互フォローしていく仕組みを構築します。 

  同時に、基本方針でも述べたように、村役場職員として「コンプライアンス」の意識を再度徹底

し、村民の皆様も訪れやすい、明るい村役場、職員も働きやすい職場環境の整備に努めます。 

  ④、定住化促進事業に関して。 

  長年にわたって住宅不足が利島村の大きな問題の一つであったと認識しております。これまで空

き家活用など様々な形で問題解決に取り組まれてきましたが、抜本的な解決には至っていないと認

識しております。 

  そのため、今年度中に単身用住宅の整備を最重要政策として早急に整備するとともに、入居室状

況に見合った入居の平準化、単身なのに世帯用住宅に入居している、世帯なのに単身用住宅に入居

しているなどのギャップ解消を図ります。 

  また、今までの空き家活用定住化事業の継続を含めて、村内の空き家利活用に関しましても様々

な検討を進めて、最適な居住環境の整備を目指します。 

  さらに、島内にて新築をされる方に対しましても真の意味での「定住化」であると捉えて、積極

的に支援してまいります。離島がゆえの高コストとなってしまうことから、これらに対しましても

新たな支援を検討・実施してまいります。 

  ⑤、産業振興に関して。 

  利島村の基幹産業の椿関連事業については、前田前村長の大きな政策でもある「椿油製油センタ

ー」の更新・整備を継承し、進めてまいります。また、令和２年度に作成した「利島村椿産業振興

行動計画」を軸に、椿に関連する各支援事業を各関係団体と連携し、実態に合った形で進めていく
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とともに、現状把握に努めてまいります。椿の島の未来に向けて、先進的なＩＣＴ技術の活用がで

きないか検討していくとともに、諸問題に対しては積極的に取り組むため、コミュニケーションの

場を増やしてまいります。 

  漁業分野において、地球規模の環境変化に伴う水温上昇により水揚げ量が大幅に減少し、従事者

にとって危機的な状況であると認識しています。国や東京都からの支援をお願いしつつも、関係者

各所と協議した上で、今までの漁法から別の視点も含めた、あらゆる可能性を模索していきたいと

考えます。 

  そうした中、今までの資源保護や調査などの補助事業は継続しつつ、新たな魚種への転換や、新

たな漁法への調査支援、新たな加工品等の開発促進に伴う加工施設の利用促進など、利島の「海洋

資源」を生かした事業の推進、再構築に積極的に取り組んでまいりたいと考えます。 

  観光分野において、観光協会の設立を見送り、行政主体で「産業観光課」を設置し、動き出そう

としています。村役場としても新たな情報ツールであるツイッターを開始し、情報発信に力を入れ

ていきたいと考えます。感染症の終息具合によるところもありますが、ＳＮＳ以外にも、各種イベ

ントなどにも積極的に参加していきたいと考えています。島しょ関係各所の協力を得て、強力に「利

島」をＰＲしていくことで、交流人口を増やし、「利島ファン」を少しでも増やしていくように努め

てまいりたいと考えております。 

  そのほかに新たな仕事の創出として、ワーケーションなどの検討も進めていきたいと考えます。

今や国の大きな政策の一つとして推し進められている事業でもあり、利島ならではの働き方を考え

ていきたいと思います。 

  ⑥、医療分野に関して。 

  引き続き、医療体制の整備を図ってまいります。看護師３名体制を目指して人員の確保、各種専

門診療などの継続はもちろん、ＩＣＴを使っての診察や電子カルテの導入をさらに進めることによ

り、可能な限り島外で受診しなくても済むようになる環境の整備を目指します。 

  ⑦、福祉分野に関して。 

  社会福祉協議会の運営に関して、介護や高齢者・障害者福祉など、事業内容は多岐にわたります

が、深刻な人員不足により事業実施への影響が利用者に出てくると認識しております。今後は、利

用者が増えていくことや、より要介護が増していくことも想定される中、行政として「質」、「量」

双方で連携・支援をしていき、利用者や利用者家族への負担軽減に努めるよう、協力をしてまいり

たいと思います。また、人員確保や研修などの人材育成につきましても支援してまいります。 

  ⑧、教育分野に関して。 

  昨年度実施した体育館への空調設備導入に伴い、体育館避難所機能の向上としても有効でありま

した。今年度は、さらに体育館トイレの改修も行い、さらなる機能向上を図ります。 

  また、小学校と中学校が一体となった利島ならではの教育支援を引き続き継続するとともに、さ
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らなる学力向上や機会創出を目指し、ふるさと教育などとともに学校と協力して支援してまいりま

す。 

  オリンピックが閉幕したことにより、関連の教育補助金も終了してしまいましたが、ＡＬＴ派遣

や海外ホームステイ事業など、新たな補助アイテムを模索しつつ、継続に向けて検討してまいりま

す。 

  そのほかに、ＧＩＧＡスクール関連事業では、昨年度までで大規模な施設整備は進み、児童生徒

１人１台端末を配布し、リモート授業なども実施してまいりました。今後もさらなる活用に向けて

支援してまいります。 

  ⑨、ごみ処理関連事業に関して。 

  基本的に令和３年３月に策定しました「利島村一般廃棄物処理基本計画」に沿って取り組んでま

いります。 

  ごみに対する住民の方々の意識も少しずつ変化してきているところではありますが、３Ｒ（リデ

ュース、リユース、リサイクル）に加え、最近では新たに４Ｒとして（リフューズ：買わない・断

る）といった新たな考え方も村政運営に必要となってまいります。 

  そうした中、ごみ収集事業につきまして、令和３年１月より村直営によるごみ収集が行われるよ

うになり、可燃ごみ、生ごみ、資源・その他ごみの分別回収が実施されております。これは、新た

に整備予定である「焼却施設」の適正スペックを図る目的によるものであるのと、東京島しょでは

先進的な取組となる分別再資源化を目指し、島内から排出されるごみの量を減らすとともに、焼却

量そのものを減らすことにより二酸化炭素排出量も減らす取組であります。住民の皆様からは様々

なご意見があるものの、日々の協力もあり、順調に進んでいると思います。 

  今後は、回収委託業者を選定することにこだわらず、柔軟に対応していくことを目指します。ま

た、新たな焼却施設については、令和４年度測量・地質調査及び実施設計、令和５年度整備工事、

令和６年度供用開始を目指して取り組んでまいります。 

  また、「まだ使えるのにもったいない」を解消する無料の不用品バザーなども実施し、リユース・

リサイクルを実践していきます。 

  ⑩、再生可能エネルギー事業に関して。 

  前田前村長の大きな政策の一つであった再生可能エネルギー政策について、国や東京都の「ゼロ

エミッション東京戦略」の考え方に沿って進めてまいります。昨年度からの債務負担行為事業とな

る浄水場設備への再生可能エネルギー整備を実施し、ランニングコスト削減や、環境負荷低減へ向

けての未来を見据えた事業として取り組んでまいりたいと考えます。 

  ⑪、その他各事業に関して。 

  令和４年度におきまして、利島村としてはヘリ運賃助成を実施します。具体的には東京都離島住

民航空割引に加え、新年度より村独自で25％助成として東京愛らんどシャトルの利用促進を目指し



 - 12 -

ます。 

  合併処理浄化槽事業におきましては、汚泥再生処理センターの稼働から３年が経過し、計画どお

り新年度より使用料金の見直しを図ってまいりたいと考えます。そのほかにも水道施設や焼却施設

の再整備等、島内主要ライフラインにおける維持管理費の負担が大きくなってきております。住民

の方々にも丁寧にご説明をし、ご理解、ご協力をお願いしてまいりたいと考えます。 

  そのほか、無電柱化事業につきまして、堂山線を対象に浄水施設への給電設備に対する事業実施

に向けて、国や東京都の無電柱化チャレンジ事業を活用しつつ、進めてまいります。 

  これらの政策を村政運営に反映し、事業実施するには皆様のご理解とご協力が何よりも必要不可

欠であります。より一層のご指導、ご協力をお願いし、所信の表明とします。 

〇議長（寺田 優君） 所信表明がなされました。 

  これより質疑を行ってまいります。 

  初めに、書面で笹岡議員より質問が届いておりますので、初めに笹岡議員より行ってください。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 所信表明に対する質問、なるだけ要領よく、要領よくというと表現があれで

すけれども、スムーズに進むようにと思って事前に、事前といいましても、いろいろ相談事もあっ

たり、確認なんかもありまして、本日、昨夜でもよかったのですけれども、間に合っていたのです

けれども、本日早朝、早朝といっても７時頃、村長には届けられていると思います。届けました。

それで、検討する間もなかったのでしょうけれども、いずれにしても村長が出した所信表明に対す

る質問ですので、重々承知してのことだと、答弁できるだろうという具合には認識しております。 

  そこで伺います。ただ、所信表明が、先般の議会の運営委員会で、先ほど言った協議会ですな。

そこで１時間というような話もありまして、これは片道の話だろうと思うので、往復で１時間だっ

たら、質問はほとんどできないということになると思いますけれども、そういう具合に認識してお

りますので、その辺を意識しながら、時には、はしょったり、そういうこともあるかもしれません

けれども、質問させていただきます。 

  最初に、文面どおりには、文面は文面で皆さんにお届けしてありますので、ご理解いただくとい

うことで、必ずしもこのとおり朗読するということはないかもしれません。簡単に言いまして、ま

ず言葉のことが分かりにくいということで、お伺いしたいと思うのです。 

  ２番というところで、それなりに国語辞典を引けば客観的とは何だとか、視点とは何だ、科学的

とは何だということは、それは解説があるわけですけれども、ここで言う、村長が述べる、ここは

ご答弁いただかなくても結構ですけれども、どうも私はつかみどころが分からないと。何をもって

科学的と言っているのだかよく分からぬ。何をもって客観的な視点というのは、どういうことなの

だろうと。言葉は辞書を引けば分かりますけれども、何をおっしゃりたいのか、ちょっと分からぬ
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ということで、その説明は取りあえず結構ですけれども、問題なのは、問題として私が認識してい

るのは、あらゆる施策の検証と、再検証だと、これは文面でも書きました。 

  これもどこまで何をやろうとしているのか分かりません。あらゆる施策といいますと、極端に言

えば職員の給料までそうです。人事までそうです。施策もそうですけれども、これには、それこそ

村長も答弁の中で先ほど述べている、75年の新憲法の下での歴史が日本国中あるわけですけれども、

この間になされてきた施策を全て見直す、あらゆるというのですから、何でも見直すのだと。これ

は私は文面でも書きました。４年や５年でできる仕事ではないだろうと、１代や２代で、歴史を調

べなくてはいけない、住民の中で、どうなっているか調べなくてはいけない。勝手に文面を書き換

えれば、それでいいというものでもないと思うのです。 

  だから、そういう点で何を考えていらっしゃるのかなということをお伺いしたいと思います。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 答弁に先立ちましてですが、笹岡議員にちょっとお願いといいますか、やは

り村長の所信表明なので、村長が答弁する、お答えするのは、もちろんなのですが、やはりと細か

いところに関しては、担当の課とも協議をしたいところもありまして、できましたら早めに質問状

を頂けると、より具体的なお答えができるかなというところで、今回、本日の７時半ぐらいに頂い

たのですけれども、ちょっと満足なお答えができないところがあるかもしれませんが、そこら辺は

ちょっとご容赦願いたいなと思います。 

  その上で、先ほどの質問ですが、全てといいますが、確かに全てをやるには時間がかかるという

ところでありますが、私なりに例えば今、村長の決裁で回ってくる伝票に関しては、一応副村長な

り、担当の課長にそれぞれ、私も分からないというので、どうしてこうなっているのですかという

のを、手間ですけれども、聞いていくとか、そういったところで、あ、そういう意味なのだとか、

これは何かおかしくないですかとか、そういうような、今のこの感覚を大事にした上で、それは客

観的というように表現させてもらったところです。 

  それだけではないのですけれども、事業に関して、科学的にという表現をさせてもらったことに

関しましては、この先、新年度以降に焼却場の整備、それからあと科学的なところでいきますと、

産業の部分で水温の状況とか、調査に関しまして、そういったところで科学的な数値、データを基

に判断したいというようなことでございます。なので、ちょっと抽象的になってしまって分からな

いと言われるところは大変申し訳ございませんが、一応そういう意味合いということです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。了とします。 

  それで、次なのですけれども、これも２回も３回も抽象的というのも変だなと思って省きました
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けれども、行政運営に限らずということは、今おっしゃっているようなことが含まれているのかな

という感じが、今、答弁を聞いていて思いますけれども、小さな島がゆえの許容で成り立っている

部分って、これはどういうことを言いたいのかなと思ったのです。 

  だから、今、行政内部の話とすれば、一々どうなのだということの、そのチェックといいますか、

そういう機能が複雑過ぎてということをおっしゃりたいのかなということが、あるのかなとも思い

ますが、簡単でいいです、この辺は。 

  行政運営に限らずという、行政運営では、それでは何があったのだと。これを読みますと、行政

には問題があるよと。しかし、それには限らないと。行政の中に問題があるのは、先ほど村長が述

べられたようなことなのかどうかわかりません。これは何をおっしゃっているのか、ちょっとお聞

きしたい。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） ちょっと具体的なところは、非常にデリケートなところなので、ご理解でき

るところまでご説明できるか、ちょっと分かりませんが、私としましては、まず職員の方には、ハ

ラスメント防止に関する要綱、これが設置されまして、例えば言葉遣いですと、強い者が下に対す

る態度とか、そういったところから、まずは始めていこうかと。 

  当然新しい方も採用されるという中で、やはり今の常識、昔ではいいところでもあり、悪いとこ

ろでもあったというのは、島ならではの、お酒を飲んで、あのときは、ああだったけれどもとか、

体育会系みたいな形で、いや、先輩、すみませんと。そういうような雰囲気があったのですが、そ

れを少しでも、それはいい部分もあるかもしれませんが、少しでも今の時代に合った形に直してと

いうか、修正していけたらなと。それが全てではありませんが、そういったことも一つというとこ

ろで捉えております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。確かにおっしゃることは分かります。 

  これは今の答弁をもって、以下については、大体そういう視点なのかなと。例えば小さな島で寄

り合い時に飲酒の席で何かあった、無礼があった、暴言があった、それもいい面もあるのだろうけ

れども、そういうところはやめて、慎んでいこうではないかと、べきであろうと。それがいわゆる

島のルールなのだと、これを遵守するということのようですけれども、そういうことにつながるの

ですか、そうでもないのですか、それとは別ですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） これは私のできるところでいきますと、村長として、役場職員の上に立つ人
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間として職員にお願いをするというところをもって、まずは村役場から、そういう姿勢を見せ、村

全体がそういう雰囲気になるべきだなというふうな意味合いで書かせてもらっております。なので、

窓口において、村民の皆様が時に叱責を受けるとか、そういった場面、今のところ、まだ私が就任

してからはありませんが、そういったことに関しましても、逆に職員を守るというような意味合い

も含まれています。そういったことで、島全体がルールを守るという雰囲気になったらいいなとい

う思いで書かせてもらっております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それはそうでしょう。住民の皆さんの、私の耳に入っている範囲内というこ

とになるかもしれませんけれども、昨今、職員に対する、特に庁舎に来たときの印象といいますか、

対応というか、かつて確かに議会でも問題になりました。村長が議員のときも聞いていると思うの

ですけれども、これも近年では結構改善されているという声を聞きます。それも完璧にということ

では、もちろんないのかもしれませんけれども、皆さんにひとしく対応を、好感を持たれるように

ということは、そういう点で若干、若干というか、改善の状況は見られているという話は聞きます。

結構なことだと思うのです。 

  島のルールというのは、それを広げていきたいと、全体に、そういう印象を。これは住民のこと

ですから、村長の命令でとか、方針でもって島が動くということでもないでしょうけれども、住民

の中で、相仲よくということも、それは理想的なむらづくりではあるということで、理解して、よ

しとします。 

  それでは、次の伺いですけれども、この文面に書いたとおりです。これは、さらに定数を増やす

ということですか。これはまとめて言いますけれども、ここでは詳しくは聞きませんけれども、後

の条例と関連します。それも含めて答弁いただきたいと思います。条例というのは、お分かりです

よね。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 定数条例を昨年９月の議会にて増員の改正をしたというところで、現在、そ

れでも足りていない状況です。この春に何名か採用、今しようと準備をしているところですが、今

後どうするのかということに関しては、現時点では検討段階だと。具体的に言いますと、足りなく

なる可能性のある事業も少し今見えてきているというところもありまして、そういったところも含

めると、今の時点でお答えはちょっとできかねますが、柔軟に対応していきたいと考えているとこ

ろです。ちょっと曖昧かもしれませんが、現時点では、まず定数に、職員を充足するというところ

に力を注いでいるところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 
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          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは非常に微妙な問題でして、増員というのは、確かに一般的に定数にな

いところ、特に定数を決めていないと。例えば会社なんかでも、我が社の定数は、何人なのだとい

うことは決めていないのだというところでは、増員を図るということはあり得るわけです。 

  この場合は単純に数を増やすと。ところが、自治体の場合は、それが決められているわけですね、

条例で。その枠を増やさない限り増員はできないのですよ。それは欠員を補充するのは、定足数は、

定足数というのは議会か。職員は定数でしたっけか、用語は。 

          〔「充足とか」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 職員の数は。 

          〔「満ち足りる」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは、そこまで増やすのは、補充するといいますか、採用する権限が長に

与えられているよということなので。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） おっしゃることは、よく分かります。まだ検討段階でして、この場で発言す

るのが、どうかというところなので、控えようかなと思っておりますが、今の時点は検討段階です。

考えているのは、具体的には社会福祉協議会に関して、定数として、直営とか、そういうことも含

めて、今広く考えている段階でありまして、現時点では何とも言えないというところが正直なとこ

ろです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） まずいかな、村長とね。 

          〔「いいです。大丈夫です」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そこまで聞いていないのだけれども。 

          〔「そういうことです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。 

  それでは次に、定住化促進で伺いますけれども、これは短絡的というか、私の認識が誤っていた

ら、ごめんなさいですけれども、これはあくまでも聞いているという話ですから、村役場で確認し

たことではないので、２件の空き家を購入したと聞いているのです。まず、これは事実なのかどう

かということと、それでいずれもこれは職員用だと聞いています。職員住宅だと聞いているのです。

これもわざわざ書きました。事実は違いますけれども、書きました。ここからひとつお伺いしたい

と思うのです。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 
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          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 職員用ではありませんというところで、一応村営住宅を考えております。今、

２件の空き家といいますが、１件は解体し。さらにその関連のところで新築を考えているところで

す。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは後に予算でも出てくるのかどうか知りませんけれども、これも正式に

は聞いていません。行政から、村から正式には聞いていませんが、ただあくまでも世間の、こうい

う話があるというところで漏れ聞いたということで、用地も買っていると、買ったのか、買うのか、

住宅用地としてですね。場所は、もちろん聞いていますけれども、それはそれで、別にそれがどう

だというわけではない。 

  ここは質問では、そこには触れていないのです、私は。今、２件の空き家を購入したということ

は事実であって、それは職員住宅ではないのだと。職員は、そうすると、あそこには入らないので

すね。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 職員とか、一般とかを、特に切り分けて考えておりません。というのは、今

というか、ずっと過去、村役場だけでなく、島内事業者で採用する際に、繰り返しになりますが、

住宅がないことによって採用できないとかという、いろいろなあつれきとか、そういったところの

根本的な解決のために単身用を用意するという考えなので、職員だけとか、一般とか、特にそうい

う縛りは考えていません。ただ、公営住宅とかというようなことは考えていなくて、特に補助金を

目がけてやると、事業を実施するというものではなく、取りあえずスピード速く用意するというこ

とを第一に考えて計画をしているところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは先ほど冒頭に述べたように時間の関係がありますので、後に一般会計

で出てくるのだろうと思います。そこで質問してもいいのですけれども、取りあえず質問してみま

す。 

  村長が所信表明で述べている、単身用住宅を優先的に施策として取り組んでいくという方針が述

べられているわけですけれども、この単身用住宅という意味が分からないのですよ。どなたかこれ

は、所管課長でいいのですけれども、単身用住宅ってどういう住宅ですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 
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〇村長（村山将人君） 単身用住宅、曖昧な表現になってしまうかもしれないですけれども、具体的

には１人で住むのに十分な機能、１Ｋ、１ＤＫ、狭いといいますか、そういったところで、今逆に

メゾネットの２階建てのところにお一方で住まわれるという方もいて、当然家賃も上がってきてし

まう。そのギャップの是正をしたいなと。 

  強制ですか、強制的ですかというふうなことも書かれておりますが、強制ではなく、それはコミ

ュニケーションを取った上で、双方納得した上でやっていきたいなというふうなイメージをしてお

りますが、具体的にどうこう、家賃の設定はどうだというところまでは話は進んでおりません。 

  あと、最初にちょっと申し忘れましたが、２月の議員視察の際に、予定地に皆さんご案内するつ

もりでしたが、すみません。少しばたばたしまして、忘れてしまって、そこは申し訳ないなと思い

ます。時間がありましたらご案内します。よろしくお願いします。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） どうもこれは予算審議でやったほうが、より具体的になると思ってはいます

よ。先ほど言ったようにいますが、概略だけでも伺っておきたいと思っています。 

  ここにも書きましたけれども、単身用住宅、何か18部屋分ぐらい、世帯というのですか、造って、

２棟ですか、私が思っているのは、用地は別にして、今、住宅を、空き家を２軒購入していると。

そこに２棟造って、１棟ずつとか、どうだか分かりませんけれども、棟の数で言えば２棟だけれど

も、片っ方、敷地の大きいほうは12部屋分造り、狭い敷地のほうの民家を購入したところには８室

造るとか、あるいは６室とか、そういうこともあるのかなと。それはあり得るでしょうけれども、

そういう細かい内部に立ち入った話というのは予算審議のときでいいと思っていますが、それはそ

ういう意味で聞いたのですけれども、今言った、敷地もほかに購入しているようだと、購入するよ

うだと、したのかどうか分かりませんけれども、そのことは留保させてもらったほうがいいと思い

ます。今ここでやっていくと、長くなって、時間がなくなるので。 

  ただ、一言文書に書いたので、含めて、申し上げてお伺いしておきたいのが、単身用住宅を、今

言ったワンルームだか、１ＤＫだか分かりませんけれども、２ＬＤＫ、２ＬＤＫになると、世帯に

なると思う。これを18造って、部屋を。ここは単身用になる。これは家族世帯は入れないのでしょ

う。ここは空き室が出ても、仮に。ところが、18室、単身用を造ると。 

  しかも、強制的ですかと書きましたけれども、今いらっしゃるところが単身用なのか、単身者が

います。島だから分かるけれども、10人以上いるのではないですか、単身者で。今の村営住宅に住

んでいる人が、単身用住宅だか、どこか分かりませんよ、今のところが。それだから単身用住宅と

は何だと、どういうことですかと聞いたのですけれども、10人以上いるのだと思うのです、恐らく。

村はつかんでいるはずですよね。 

  それを強制ではないけれども、今度造った新しい部屋に転居させるということなのでしょう。そ
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れはそれで合意ということなのでしょうけれども、それも家賃との関係があるでしょう。便利性の

問題もあるでしょう。家財道具はあるけれども、単身用のところへ行けと言ったって、体は１つだ

けれども、家財道具があって入れ切れないとか、いろいろ問題はあるのかなと想定できます。 

  私、懸念するのは、何で長々とこんなことを言っているかというと、18の単身用を造って、余っ

てしまうのではないかと、これは。18ですよ。そういう懸念を一つはしているということです。そ

れは具体的には、後でもう少しやらざるを得ないと思っています。答弁は結構です。後にやります。 

  ここでお伺いしたいのは、ですから妻帯、家族用も含めたらどうかという意味合いを含んでいま

す、この質問には。まだ部屋が決まってできたわけではないでしょうから。何よりも、これは体育

館を造ったようなシステムですよね、空調を。メーカー名は書いてありませんけれども、そこから

いわゆる不動産みたいなものです、不動産屋さんみたいな。要するに村がお客さんだ。住居人は村

ですよ、言わせれば。 

  それで、それを個々に提供するという、分かりやすく言えば。それを何システムというか、そん

なものはどうでもいいので、それは予算との関係でどうなのだという疑問がありますが、これも予

算のときやります。ただ、この２点だけ申し述べておきます。これは非常に高いのです。村長、副

村長、副村長と言っては失礼かもしれませんけれども、村の説明によると、非常に高い。それは、

そうですよ。不動産屋さんは商売ですから、利益を見込まなくてはやりっこないのだ、これは。そ

の利益分も負担するわけですよ。村が建築すれば、そこには利益はないのですね。建築屋さんに払

うだけですよ。その利益は、もちろん業者に払うわけだ。ところが、将来にわたってリースだか、

レンタルだか知りませんけれども、することによって利益なしでは、そういう商売はやりませんよ、

業者さんは。そういうことも含めて、後に質問させていただきます。 

  次に行きます。これもかいつまんで言います、全部読んだら時間がかかるので。この事業を、読

んでいただいたと思うので、お伺いしますけれども、いわゆる放置林です。ここは触れていないの

ですか、放置林対策というのは。触れていないので、またくどくど書きました。私この質問をした

ときに村長も、それも書きました。村長は、継続性だか、何だか、ＳＤＧｓという意味なのでしょ

う。そぐうのか、そぐわないのか、検証するという、こういう答弁をいただいているのです。ここ

にも書いておきました。 

  製油工場は、いいですよ。それはそれで造ってください。そういうところで質問しています。こ

れは議員の皆さんには申し訳ないけれども、後に読んでもらってご意見を賜れば、当然村にも反映

するでしょうしと思っています、生産者は。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議員時代から、この問題が大きく改善されることなく進んできたと私自身は

認識しております。ただ、その改善されることなくと言ってしまいましたが、そこに至るまでには
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関係者がかなりいろいろな形で協議を進めてきて、問題点も明らかになったりとか、人の問題とか、

お金的な問題、いろいろなところが明らかになってきているというのは、就任して３か月ですが、

お話を伺っています。 

  今後も、私も協議に参加させてもらいながら、何がいいのかというのを模索して進めていきたい

なという中で歴史的基幹産業、もちろん歴史的基幹産業は重々承知しておりますが、それをこのま

ま続けていくのかどうなのかというところも、一番大事な問題としてあるというところもお話を聞

いている限りあります。出てきております。 

  実際誰がやっていくのか、どういうふうにやっていくのかというところも含めて、担当の課長、

それから農協、それから生産者、そういった方々と具体的に、実際、ではどうしていくのかという

のは、ちょっと私は、まだ不勉強な部分で、こうですと、先ほどの住宅のように私の考え方、政策

として、こうですというふうに明確に述べられればいいのですが、今の時点では、コミュニケーシ

ョンの場を増やしていきというところでとどめさせていただきたいなというところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それでは、これも一般質問で触れるかもしれません。大体基本的には、今の

村長の言わんとするところは了としました。分かりました。 

  次は、産業の問題で、続いて今度は漁業ですけれども、これも村長も同じ認識です。書きました

けれども、これはここの文章に書きましたけれども、いろいろおっしゃっていますけれども、そう

はいうものの、この状況からして、結構長期化するのではないかと、これは。今、今年、来年、何

かをすれば、こうなるというような問題でもなさそうなのです。要するに行政とか、何らかの政治

的といいますか、行政的な支援がないと立ち行かなくなるという状況にあると。 

  仕事をして何ぼではないのですね、漁業は、極端に言わせると。操業して何ぼということではな

くて、そこに言うなら海産物ですよ。これがなかなか作るわけにいかない。もちろん、作ることも、

養殖という手もありますけれども、自然界を相手に収穫することによって成り立っているのが漁業

の一つの特徴ですよ。畜産だとか、林業だとか、農業だとか、これは作ることはできる。ところが、

海産物だけは、どっこいそうはいかない。 

  もちろん、養殖を大がかりにやれば、それが成功すれば一つの漁業というか、事業というか、こ

とにはなろうかと思うのです。本村なんかの場合に、村長が述べている、いろいろな施策を講じる

上で、相当長期的な展望、計画と財政的にも、もちろん制度の宣伝やら取り込みやら、それは可能、

もちろんいいことですけれども、しかし漁法を変えたり、いろいろな施設を造ったり、ほかの議員

からも、それに類するような質問がありますけれども、缶詰工場ですか、ありますけれども、いず

れにしても相当高額な費用が、財政を投入するということなので、その辺はどういうご認識なのか、

お伺いしたいと思うのです。長期化するでしょうと、これは。 
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〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） これも先ほどの椿産業と似たようなご回答になるかもしれませんが、担当の

職員、それからこの所信表明、施政方針を作成するに当たって漁協の組合長とも協議をしました。

その上で何が効果的かというところを含めて作成したものでありまして、にかく今の時点でいろい

ろな時間がかかるか、短期的に解決するか、短期的にはちょっと厳しいと思いますが、いろいろな

方法を模索していこうというふうに考えて、ここに書かせてもらったまでです。 

  ただ、一方で、笹岡議員のおっしゃられたみたいに高額になってくる場合、公平性とかという観

点からも、やはり行政として、どこまで支援するべきかという視点はありますので、そのバランス

も見ながら協議して進めていきたいと思っております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。 

  次です。観光分野というところで、村長はるる述べられて、おっしゃられていますけれども、そ

れはそれで了とします。別に、特にということはありません。異論はないです。 

  ここに書いたのは、これは住民から、これは他の議員も相談を受けたという話は聞いていますけ

れども、私は取り上げてみましたが、標台松線上の西側のほうに近いほうに村落が一望に見渡せる

場所があると。私ども通行するとき、そんなもの、そんなものと言うとあれだけれども、そういう

ところを注意して見たことはないのですけれども、木の間からちょっとのぞくぐらいで。 

  皆さん、参考に見た人もいるかもしれませんが、写真を持ってこられて、これは小さい写真です

けれども、こういう具合に見えるのです。いろいろ写真が撮ってあります。これが桟橋の写真も撮

られたようですけれども、これの眺望が非常にいいので、眺望台とは言わない、展望台だね。それ

を設置したらどうだろうという要望を村長に署名人をつけて要請してあると。ぜひこれは実現させ

てほしいということです。 

  私もお話を伺い、写真も見て、現地へはカメラを持っていったわけではないですけれども、見た

ら、なるほど、うんという状況です。これは役場が見たかどうか知りませんけれども、これはぜひ

後の観光施策を考えたら、場所的にも、そんなに費用のかかる、大がかりな展望台でもないような

気がするのですよ。といって50万円や100万円でできるかどうかは別ですよ。その点はいかがですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） ご要望の件は、昨年末ぐらいに伺っております。ぜひ前向きに対応というか、

検討したいなと思うところですが、財源に関しましては、先ほどの住宅、そういったものとは別で、

なるべく島村の財政負担が一番少ない方法を考えながら、東京都のほうに要望という形で支援、補
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助金も含めた支援をお願いしながらやっていくのがベストだと今のところ考えております。なので

少し優先順位といったら失礼ですけれども、時間はかかってしまいますが、前向きに考えていきた

いなというふうに思っております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） この事案は、住民の方がいいところではないのかと提案したということは、

村長もおっしゃるとおり、つい最近のことだと思うのですけれども、村長が議員当時から承知のと

おり、山頂に展望台を造るということは、歴代の村長に対して議会から、何人かの議員から提起、

提案が、これは割に歴史は古いのです。少なくとも20年ぐらいたちますか、15年から20年ぐらいは。 

  数人の村長が、その要望を受けてきていると思うのですけれども、それで一時期、実はもっと長

いのです、あそこに展望台を造るというのは。それで、１回は木造で造りました。それは、あれは10年

か、15年ぐらい使えたのでしょうかね、木材ですから、腐って駄目になって、それでさらにまた鉄

骨か何かですか、造って、これが今でも使えているかもしれません。 

  さらに、それに高さも含めて展望台をという話は、議会では古くから出ています。それとの兼ね

合いもあろうかと思うのですね、展望台となると。ところが、西、東にあるのですね、それなりに。

今の村長の代ではないけれども、西のほうにもありますし、東のほうにも展望台らしきものはある

のです。ただ、真ん中にないと。西も東も村は見えないのです、部落は、村落は。 

  だから、そういう意味で、非常に手っ取り早いといえば手っ取り早い。そして、誰でも行きやす

い。山頂だと、なかなか殿上人でないと行けないと、これは。そういうことがあったりして、簡単

に行けると。村落が見えて、やはり人の集落が見えるというのは非常に見ていて気持ちがいい、自

然の野っ原を見るのも、それはそれなりにいいでしょうけれども、村落が一望に見えるというのは、

歴史も分かるし、生活ぶりも分かるということで、非常に関心の高いところだと思うのですけれど

も、ぜひご検討いただきたいと思います。 

  それから、次です。医療分野ですけれども、これも村長の所信表明に反論ではありません。違う

のではないかという意味合いに取れるかもしれませんけれども、そういう意味合いで書いてはいな

いのです。ぜひ誤解されないように意図するところを酌んでいただきたいと思うのです。 

  こういう現状でも、この程度の体制はあるのではないかということで、そこのところは私も書き

ながら、これは説明しなくてはいかぬかなと思ったのですけれども、というのは、それではなぜこ

れをわざわざ書いたのかと、誤解されるかもしれないようなことを。意図したものが正確には伝わ

らないかもしれないと思いつつ、なぜ書いたかというところを説明させていただきます。 

  これは本村では、限界があると私は見ているのです、いかに整備しようといったって。例えば医

者に、島外に行かなくてもいいと言ったら、今のこの時代ですよ、そう言っては悪いですけれども、

聴診器と打診、病気を判断できるような時代ではない。本村では、レントゲンはもちろん使えます。
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エコーもね。私は医者ではないから、その程度の知識しかないけれども、しかし今そこでは疾病状

況、病名は把握できないと。といってＭＲＩだの、ＣＴだの、あるいはその他の機材を使わなけれ

ば、検査機材を使わなければ、検査し切れないと。エコーだってそうです。利島村にあるのは簡易

的なエコーですわな。本格的になったら、今、病院なんかで使われているのは、もっと立体感があ

るものだろうと思っていますけれども、そういうことになると、えらい高価だし、それから操作す

る検査員、技術員、これも常駐しなければ、何といったってＭＲＩなんか、ここへ持ってきたら、

それだけで医療体制は、都が設定してくれればいいですけれども、人も必要です。 

  私は、幸いにして本村にはいないけれども、該当者がいないけれども、人工透析が発生したらど

うするかと思っています。小離島だけではないですか、今、伊豆諸島、人工透析のないのは。この

患者さんが発生したら、島ではどうにもいかない。これも始末が悪いこと、始末が悪いというか、

設備もさることながら、これをやるのは独特といいますか、特別の技術、免許というか、許可を持

った医師がいなければ勝手にポンプを動かすわけにはいかない。そうすると、そういうところに行

かなくてはならない。あと、新島、大島にもありますよ。そこへ行けばいいではないかと、こうな

るのだけれども、だからそういう点で、伊豆諸島なんか十五、六年前にはなかった、どこにも。最

初につくったのは、これは神津島ではないかと思う、設置されたのは。患者さんがいたから。 

  それはともかく、そういうことを含めまして、透析というのは、１週間か、長くても半月に一遍

ぐらい行かなくてはいけない。そういうときのことを考えて、なるだけ東京へ行かなくてもいいよ

うにといっても、私は後に質問していますけれども、旅費助成というのは、今のところまだ幸いな

うちだと思いますけれども、体制は考えていかなくてはいけない。もちろん、難病という手当ても

あります。 

  そういう点で、ここには透析は書きませんでしたけれども、そういう思いを内心しています。患

者さんが出てからでは、そのときにも旅費なんか、そのときに対応すれば、施策の問題ですから、

可能かもしれませんけれども、そういう意味で、いかような装備を考えているか、具体的に例えば。

医療機器というのは、ご承知のように高いです。レントゲンの機械を買うといったって大変なもの

で、今のところ、もちろん買う予定もないでしょうけれども、あるから。 

  そういう点で村長の構想を、島外で受診しなくても済むような環境の整備というのは、大体どこ

まで考えているのだろうと。どこまでといいますか、ちょっとそれも抽象的というか、村長自身が

どう捉えて、どう答弁していいか困るかもしれませんけれども、どういうことをおっしゃっている

のかということです。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 重ねて抽象的になってしまうかもしれませんが、まず島外通院旅費助成に関

しては、かねてから笹岡議員が議員活動の中で述べられているという中で、当村としましても議長
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会、町村会でも要望を重ねてきておりますが、東京都としては、一貫して厳しい回答となっている

というのが現実でございます。であれば、村独自でということなのですが、これに関しても、私の

所信表明の中で述べられている持続可能、将来世代に負担を先送りしないとかという観点から、今

少し足踏みをしているというか、踏み切れないというのが現実でございます。 

  なので、別角度、視点を変えて、どうだろうというところで、確かに設備の導入、電子カルテと

かは、このコロナ禍によって、かなり充実したというところでありますが、別の観点というところ

で、要望事業ですとか、そういったところにシフトしていったほうが、公平性があって、村行政と

してはいいのではないかというふうに現時点では考えております。 

  具体的にどうするとかということは、今のところ決まってはおりませんが、今後担当の課、それ

から診療所のお医者さんともお話をしながら、現実的な方向で進めていきたいなと今の時点では思

っております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員の質問中ではありますけれども、休憩いたします。 

  ここで、５分休憩いたします。 

          （休憩 午前１０時４６分） 

                                           

          （再開 午前１０時５３分） 

〇議長（寺田 優君） 休憩を解いて会議に戻ります。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは、どこでお伺いしようかと思っていたのですけれども、先ほど観光と

いうことで申し上げたついでに、これは村長、行政のほうは承知している話なので、確認でお伺い

しますけれども、質問書には出ていません。 

  観光とは、この案件とは、村長の所信表明とは、直接的には関係ないかもしれませんけれども、

今、村長の知っていることですから、知らないことは聞きません、こういうときは。 

  同じように村内の電灯、電気の停電に関する問題なのですけれども、措置ね。これは私は電気屋

さんではないので、そういう細かい、詳しいことは知りませんけれども、特に焼却場のほうでトラ

ブルがあると、電気的な。そうすると、つなぐ、修理する作業が必要で、そうすると電気を落とさ

ないことには危なくてしようがないわけで、ブレーカーというのだか、何だか知りませんけれども、

落とす。それが村の土地の、あそこは何といったらいいのか、ある業者さんが今使っているのかな。

村では何と言っていますか、あそこを。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 保育園の上の。 

          〔何事か言う人あり〕 
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〇３番（笹岡壽一君） ええ。あそこの電柱に、変電機といいますか、トランスがのっていて、そこ

のブレーカーを落とせば、村内は関係なく電気は使えると。 

  ところが、以前は、何年前だか分かりませんけれども、そこで職員が、職員ということは村の職

員、村の職員って発電所のね。職員がそれをやって、だから島内は、民家は停電することなくなっ

ていた。 

  ところが、今は、それが電力関係の法律か、何か制度だと思うのですけれども、本村の職員、本

村というのは、発電所のね。農協の職員というのか、発電所の職員というか、にはできないことに

なっているのです。させないことになっているのです。そうすると、どこかからの発電所とか、職

員が来てやるのだと。それまでは停電のしっ放しになるわけですね、村内は、落とせないから。こ

れを村から要望してもらえないだろうかと。これは村長にもお願いしてあるというから、聞いてい

ると思うのですけれども、聞いていませんか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 恐らく昨年12月17日に起きた強風による断線の影響といいますか、ことだと

思います。その後、受託業者、それから東京電力関係者とともに協議しまして、おっしゃられるよ

うな操作ができないかと。いろいろ難しい問題、技術的とか、法的な問題で難しい問題があるにせ

よ、利島村が電線の担当窓口ではないのですが、利島村としましても重要な公共施設に送る送電の

関係もありまして、いろいろな細かい話はちょっと省かせてもらいますけれども、大島の発電所、

パワーグリッドのところにお願いをしました、その後すぐに。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それと、これも質問には書きませんでしたけれども、これは所信表明に載っ

ていることでお伺いしますけれども、無電柱化、要するに電柱のない、これは東京都の管理下に、

東京都の都道は30年までですよね。西暦でいうと。今は2022年でしょう。それが2030年が、これは

計画図が伊豆諸島、小笠原まで含めると、都道関係は全部出ていますよね。一番早く着工できるの

が大島かな。 

  それで、本村なんかは軒並み、多少2028年頃というのもありますけれども、2030年でしょう、こ

れは都道は。都道は、村は、手がつけられないから。都道については、電柱をなくする無電柱化は

2030年、まだ８年ぐらいある。それに先駆けて、この村道はやるということですか。堂山は、いつ

やるのですか。今年度ですか。 

  そうすると、村道についてもやるというのだけれども、これは都道に先立ってやるということで

すか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 
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          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 先ほどの断線の関係もありまして、とにかく山の上に電気を送るのが大事だ

と。急速ろ過施設の更新もあったりする中で、そういった中で、この後、予算書にも出ております

が、無電柱化事業、堂山線、あそこに関しては早急に新年度やっていきたいなと。と同時に、東京

都のほうから無電柱化事業ということ、都道をまずは中心にということになると思いますが、いろ

いろな電柱だけでなくて、埋設管の更新とか、そういったこともやらなければいけないので、今、

協議中なのですが、担当課、担当の職員、それから東京都のほうと協議しながら、一番いいやり方

で進めていきたいなという、村のほうとしては考えております。基本的には、東京都と足並みをそ

ろえる形で、財政負担がないような方向で、今検討というか、協議を進めている最中でございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私、ちょっと気になっていたのは、無電柱化、要するに柱のない、名称は何

というか、それに書いてあると思いますけれども、これはいつだかの議会で所管課長から来年度事

業計画として水道まで行く、あの線については10分の10だと、補助率は。ということで、施行計画

しているということはお伺いしているのです。ただ、今度配ったのは村道と出ていますから、それ

で先ほど言ったように、これは東京都は2030年、東京都の計画では、都道は2030年でないと手をつ

けないわけですよ、逆に言えば。そういう計画です。東京都の計画は。 

  これは伊豆諸島、全部です、小笠原まで含め。その絵図面まで出ていますよ。設計図までね、設

計図といいますか、予定図といいますか、各島によっては、ここからここまでは何年度やりますと。

ここからここまでは何年度ですということまで細かく出ていると思いますけれども、そこへもって

きて本村は村道と、こう来たから、これはその以前に村道についてはやるのかどうか、堂山線が、

あれも村道なのでしょう、あれも。今は農道というのがないから。 

  だから、そうしますと、10分の10、全部村道も東京都の都事業としてやるということになるわけ

ですよね。堂山線だけは10分の10だけれども、あとの一般村道はいっぱいありますよ。ただ、山の

中は別ですよ。そこまで電気を引っ張るときには柱なしだということではなくて、村道は村内もあ

るのだろうと思います、人の住んでいるところ。だから、その辺は、早い話、西山住宅のほうなん

て、あれは全部村道ではないですか。都道は行っていないでしょう。 

  そういう点で、ちょっと。要望、考えで書いたのか、計画に入っているのか。東京都は、出てい

るのです、もう2030年って。村としては、もう計画にのせるのですか。例えば４次総合計画か、４

次総合、織り込んでいくのかどうかです。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） まずは、繰り返しになりますが、堂山線のほうをやっていき、それとは別に
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今、具体的な話は進めております。協議中です。ただ、申し訳ないのですけれども、ここの場では

少し答弁ができない、調整中なもので、６月議会までにはご説明できるものであるというふうに、

５月ぐらいには、東京都のほうから、まずは公式に発表があるという話も聞いておりますので、そ

れ以降とさせていただきたいなと。具体的な細かいところまで、今、話は進んでおりますが、この

場ではお話できないという状況もご理解ください。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それでは、内情については立ち入りませんけれども、１点だけ教えてくださ

い。もし答弁できるものなら。 

  これは東京都は当然知っているのですか、村道の計画については、村がこういう計画を考えてい

ると。それで、東京都は、堂山線と同じように10分の10で、あるいは予算が違うならば、何割、何

十％補助事業でやるということなのか。要するにその辺は、東京都は承知しているのですか。それ

とも今のところ、ただ内部だけの、本村の行政内部だけの話の域なのか。それだけ、もし答弁でき

るものならお願いします。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 繰り返しになりますが、細かいところは控えさせていただきますが、１つだ

け言えるのは、足並みをそろえて実施を考えているというところだけです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それでは、あと質問通告に記してあることでお伺いします。 

  再生可能エネルギーの問題ですけれども、国や東京都の方針に沿って進めていく計画なのだとい

うことですけれども、これは専ら方針といったって、現実的には、一番関係するのは、国の方針が

どうであるか、こうであるか、もちろんそれは大義名分はそうなのですけれども、専ら費用負担の

問題にかかわってくると思うのです。これは東京都や国に沿っていくと思うのです。 

  ところが、私がここで質問しているのは、それに沿ってやっていきますかと、村は。そういう具

合に書きました。というのは、その次に書きましたけれども、どこまでやるのだということに関わ

るわけです。今は退職されて、退任されてしまっていないけれども、前田前村長が、当初の計画と

は、住民の、民家の電気料を軽減、もしくはなくするのだと、こういう発想を述べているのです。 

  ただ、計画は、３次だか、４次だか分かりませんけれども、計画は、最後はモデルハウス、そこ

までなのですよ。そこから先はない。それで、村長が、前村長の大きな政策であった、この事業を

踏襲するのだと、踏襲するというのは、そこまでですかと。モデルハウスを造るのですかと。ちょ

っと一、二年ずれていますよ、計画から。おととしの段階で水道は終わっているはずなのですよ。
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それは去年もできなくて、また今年になっているから、２年ぐらいずれているけれども、計画は。

順序も違ってしまっているわけだ。最初は体育館でやる予定だった、診療所と。ここの次は、教育

委員会の上の次は。それも順序が入れ替わった。これはいいとしますよ。それは村長も知ってのと

おりだと思う。それを私は申し上げていると同時に、どこまでやるのですかと、これは。 

  それから、述べている、温暖化だか、一酸化炭素だか、二酸化炭素だかわかりませんが、いわゆ

る公害的なものを軽減させるのだと、これは確かに大きな問題です。それをどこまで考えています

かと、設定を、これによって。発電所は依然としてあるし、依然として排気ガスを出しているわけ

ですよ、あそこは。自動車も排気ガスを出しますね、これは当分。 

  それから、もう一つは、私が書いたのは、コストの削減といいますが、コストの削減にはならな

いのではないですかということを申し述べています、施設費との関係で。だって、１回設置すれば

30年、50年もつというのなら、幾らか違うかもしれません、手つかずで。ところが、15年後にはバ

ッテリーを替えると言っているのでしょう。そのバッテリーは、どこに捨てるのだと。パネルも20年

だと言っているのですよ。そういう廃材の廃棄した処分も、産廃物もコストもうちにかかると、た

だでは処分できないから。その辺を簡潔に質問してみました。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 経緯、議員時代からずっと見てきておりますので、今さら調べるとか、そう

いった作業はない中で、そのときからの考えも維持しつつ、新たな視点も必要かなというところで、

所信表明の中で再三述べさせていただいたように、客観的な視点というところで述べさせてもらっ

ています。 

  具体的に費用、それから廃棄のコストというところまで、今至っていないのが現状です。ただ、

ゼロカーボン計画、それから東京都の再生可能エネルギー導入に関する支援とか、そういったこと

も含めて総合的に判断していきたいなというのが、今時点での考えです。その上で対費用効果だけ

ではなく、世界的な温室効果ガスの削減とか、そういったことも、小さな自治体でも態度として必

要かなということもありますので、コストばかりで判断はしないようにというふうな考えを持って

おります。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ゼロカーボンの対応策については、ひとえに今ようの言葉で温暖化というこ

とで、いろいろな障害が、弊害が地球上で出てきているということは承知していますし、先般の議

会のときにも副村長から、日本共産党もそういう政策を述べているのではないのかというご指摘と

いうか、お話がありまして、それはそのとおりです。ただ、国は2050年度、共産党は2030年度です

ということで、具体的な策を、これは政治が音頭を取ってやらなければできないのだということも
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含めて、提起、提案は共産党もしています。時間は20年ぐらい早い。ところが、共産党が政権を持

っているわけではないので、やるのは政府がやるわけです。 

  そういうことで、この対応だか、再生可能だかについては、はなから反対ですということは、私

も共産党ですけれども、私だけではなくて、本村の村民その人たちも反対はしていないのです。絶

対反対だと、こんなものをつくったらどうだ、こうだということではないのです。これは、かつて

の前村長に出した署名運動の中でも、陳情の中でも出ているわけですけれども、今、私がここで述

べているような課題、これはどう克服するのですかと。この展望もないままに、ただやるのですと、

踏襲してやるのだと。 

  例えばさっき私言いましたけれども、どこまでやるのだと書いておきましたけれども、モデルハ

ウスを造るのですよ。造ってどうするのだということですよ。それではモデルハウスは何のために

造るのだといえば、住民がそういう家屋に住むのだと、住宅に。そういう前提なのでしょう。だか

ら、安くなると、あるいはゼロになると。そこには前村長も答弁していますけれども、バッテリー

は15年しかもたない。パネルは20年。ということは、それでやめるのなら、まだいいのですよ。そ

れでおしまいですと。また、造るわけだ、数億円かけて。その間、管理も要りませんというのなら

別ですよ。 

  だから、そういう対費用効果も含めて、費用は考えません。ゼロカーボンが目的であって、費用

は関係ないのだというのなら別だけれども、コストの削減と言っているけれども、コストの削減に

はつながらないのではないですかと聞いているわけです。その部分では確かに安いかもしれない。

この役場だってそうでしょう。ここで起こしている電気代というのは、ただなのでしょう。あれを

造るためにどのくらいの金をかけたかということです、その施設をするために。今の段階では、管

理費はかかるかもしれない。あと10年ぐらいしたら、バッテリーを取り替えるのではないですか。 

  村長は、この間、バッテリーの、そういう細かいことまで計算していませんと言ったけれども、

そうバッテリーも、これだけの電気を蓄えるバッテリーだって５万円や10万円では交換はできない

と思っていますよ。そういう点も含めて、コスト高とあえて言いましたけれども、そういう意味で

踏襲するのはいいのだけれども、前田村長の重大政策でね。どこまでやるのですかと。ただ、そう

はいっても具体的には考えていませんということになれば、それはそれ以上の質問はできませんけ

れども、反対ではないのですよ。 

  住民は、私の聞く限り、誰も反対とは言っていません。無条件で反対だと。ただ、問題が多過ぎ

て克服できないと、これは。パネルを張るといったって、今の技術で、どこまで張れるのだと、住

民の皆さんの電気代を少しでも安くするためには。そういうことも視野に入っていますかというこ

とを聞いているわけです。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 
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〇村長（村山将人君） 太陽光に限らず再生エネルギーの活用は進めていくべきだというのは、議員

もおっしゃるとおりですし、前村長も、そういう強い考えの下、いろいろな形で施策を進めてきた

というふうに認識をしております。 

  ただ、私の中で、少し前村長とは違う部分も、調べていく中で明らかになってきておりまして、

例えば前田村長の中で、住民の電気代を無料にするところとか、太陽光の施設というか、ハウスを

造るとか、そういったことに関しては、私の現時点では、もう少し熟慮が必要かなというところの

現時点での判断です。 

  ただ、これは当然、今まで準備されてきた方もいらっしゃいますし、その方たちとの協議も今進

めていかなければいけない段階に来ておりますので、それは今後、今の時点で、方針がこうなった

というふうなのは少し控えさせていただきたいのですが、私の考え、それと村の財政事情ですとか、

あと皆様の意見も含めて、変わったと言われるかどうか分かりませんけれども、現実的な方向に進

めていきたいなという中で、今コンサルさんが、そういった計画を策定されております。そのやり

取りも今している段階ですので、それが出来上がりましたら、皆様にご報告も含めて、ホームペー

ジのほうにも掲載していくつもりでおりますので、今の時点で、こうですというのは控えさせてい

ただきたいなというところが正直なところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 控えさせていただくというのは、一応は４次だか、３次だか、うろ覚えにな

りましたけれども、載っているのを申し上げたのです。それで、どこまでやるのですかと。私は、

私を含めた議会ですね、かくいう反対のような意見というのは、時期を問題とか、課題が多過ぎる

という点で提起している立場の議員ではありますけれども、それでも前回、この予算の繰越しとい

いますか、財源措置については、負担行為の、債務の。これについては賛成しました、ご承知のと

おり。 

  というのは、反対ではあったけれども、議会で承認、可決されて、事業に取り組んで、先に進ん

でいるのに、実態的にですね、それが負担行為では駄目だということは、これはちょっと問題があ

るなと思って賛成したのです。それ自体は、水道については。 

  だけれども、取りようによっては、水道もさらに増やすのか。今、何ワットだか分かりませんけ

れども、それもさらにもっとパネルを増やして、増強して、将来ですよ。あそこの水道については、

発電所は要らないと、電気は、発電所の電気は。自前でやると、太陽光の、再生可能で。というよ

うな一つの、それも考えられるということなのか。あるいはこれはこれでおしまいで、次は残って

いるのは体育館ですよと、これでおしまいなのか。診療所と体育館、それでおしまい。ちょっとな

いですよ、計画にのっているのは。それでおしまいなのか。 

  これは先ほど、くどくど言いましたけれども、造れば、施設をすればするほど、15年後には、そ
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れぞれどんどん、どんどん毎年のように相当な排気量と新設代がかかると。今は、ただでいいかも

しれぬ。これからずっと10年計画、どんどん、どんどんパネルを造ったとしましょう、再生可能。

そうすると、15年後から、毎年、毎年廃棄と建設と、廃棄、建設がずっとつながっていくのです、

これは。途中でやめれば別ですよ。 

  私は、そういうところを考えての質問なのです。例えば今水道をやって、これで終われば、15年

後には資料館と教育委員会と水道だけ取り替えれば、まだいい、ほかにはないから。これを年次計

画で毎年、毎年増設していったら、毎年、毎年15年後から金がかかるということです。検討という

ことですから、やめましょうかね。分かりました。検討してみてください。 

  それでは、終わりですけれども、これは実はヘリコプターの、この制度の設置に誰も別に住民か

らして、いや、助成するなよということはないだろうと思っていたところ、どなたからも聞いてい

ません。これはおかしいのではないかということは聞いていません。どちらといえば、皆さん、い

いんじゃない、助かりますねということです。 

  ただ、出てきたのが、これは私、前から質問していることなのですけれども、前村長から。前村

長も約束しているのです、一応言葉では。検討しますという、今のところやるつもりはないけれど

も、検討しますと。こういう答弁は、いただいてはいるのですけれども、そうしたら、ある日突然、

これは前村長が出しているのだよね。前村長がヘリコプターの通常運賃について助成すると、たし

かそうでしたよね。 

  ところが、それは言ったはいいけれども、それきり尻切れとんぼになってしまった、現実には。

それで、その尻切れとんぼのまま退任されたわけですけれども、今度新村長で実現されたわけだけ

れども、これについては若干意見もあるようです、ほかの議員から。それはともかくとして、私が

お願いしたいのは、チャーターについては考えられませんか。これは特殊なのですけれども、誰も

彼もが乗るわけではないので、私、前村長のとき、こういう意見もつけて要望したことがあるので

すよ。 

  というのは、実例があったから。その実例とは具体的に言いません、実例ですから。ここで申し

上げはしませんけれども、非常事態をもってチャーターしたいと。この人たち、例えば不幸があっ

たとか、病気にどうだとか、傷害、けがをしたと。こういうときは、私の後の一般質問でも関連し

ますけれども、こういうときには乗せてもらえないだろうかと。乗せてもらえないかというか、助

成してもらえないだろうかと。一般的にチャーターして遊びに行くというのは、これはどうかなと

いうのもあるだろうと。そういう意味だったのだけれども、いずれにしてもチャーターというのは、

特殊な事情でなければチャーターしませんよ、高いのだから。１人チャーターしたら、７万円、先

に払うのでしょう、極端に言えば。東京都の助成制度ってあるのですか、チャーターの、ないので

しょう。だから、その７万円もあるかどうか分かりませんよ、来るかどうかわからぬけれども、そ

ういう意味で出したのですけれども、これについて村長、どうですか。 
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〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） チャーター便の助成、これに関してですが、現時点では考えておりません。

理由としましては様々ありますが、やはりヘリを取り巻く事情というところで、やはりかなりコス

トがかかってきているというのと、あとほかの島とも関連が深いというところもありまして、利島

の事情だけで進めるということもできないと。特に今年の12月から新たな機体を導入することによ

って、またさらにコストもかかってくるという中で、今、チャーター便の助成よりも利用率の向上

をしたほうがいいのではないかということで、そちらに補助をしていこうというふうになった次第

でございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） なぜチャーターが云々という話は、今も聞かれましたけれども、他島との関

係とか、運航状況に差し支えがあるとか、通常運航の。これは、そのときから言っているのですよ、

行政は一貫して。今初めて出たことではないのです。ところが、これは克服されたのでしょう、処

理して。変わりましたよね、無条件で、いつでもどうぞということではなくなったですよね、いつ

だか。 

          〔「チャーターに関しては」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） チャーターに関しては。そういうことがあったりして、それではチャーター

は絶対駄目かと、金出しても駄目かと、チャーターできるのですよ、一定の条件が整えば。ただし、

金は自分で払えと、こういうことだ。 

  ところが、そういうことではなくて、チャーターしたらば、他島との関係で通常運航に差し障り

がありますということで、チャーターできないような話をした。それは違うのではないかと言った

らば、村長がどこと交渉したか分かりませんけれども、それは改善されたわけです。無条件で適当

にチャーターできないということになったわけだ。 

  それで、今言う、よそのことは、この際さておいて、通常運航のことはさておいて、チャーター

したときに、できたときに、その特殊な事情のときでもいいではないかと。というのは、これは後

に触れる疾病の場合、この場合は行政ヘリとの関連が出ます。ところが、不幸があったと、親族で。

これは疾病とは関係ない。そういうときでもチャーターせざるを得ない特殊な状況があったときに

は、親族でも、親族でない場合もあるかもしれませんけれども、やむなきことで行かざるを得ない

と。そのときには村にそう言って、その後について村長が認めた場合、これは助成しますよと。こ

ういうところも私提案しているのですよ。何か遊びに行くから適当にチャーターしたから、どこか

知らぬけれども、そうしたら助成しろとまでは言っていないのです。あれを負担するのは村ですか

ら、勝手に乗っかっていって、何だか知らぬけれども、遊びに行って帰ってきて、それで村に言っ
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たら自動的に金が出てきたと、ここまでは言っていないのです。そういうことを含めて検討しても

らえませんか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 個別の事案、想定は重々考慮した上で、現時点では、ちょっと控えさせてい

ただきたいというか、前向きに検討することは少し控えたいなというところです。 

〇３番（笹岡壽一君） 終わります。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

  前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） では、村長の所信表明についての質問ですけれども、今の笹岡議員の質問の

中で、私疑問に思っていること、ほとんど解消されましたので、あと一、二点だけ、ちょっと触れ

たいと思います。 

  まず、産業振興に関してなのですけれども、そこは私、一般質問の中で触れていますので、その

一般質問でやっていきたいと思います。 

  あと、教育分野に関してというのがあるのですけれども、中ほどで小学校と中学校が一体となっ

た利島ならではの教育支援を引き続き継続するとともにという文言があるのですけれども、つい最

近ですよね、これは教育長に聞いたほうがいいのかもしれないのですけれども、文科省が小学校の

教育体制、対外国語と理科、国語、国語ではない、対外国語と理科、算数、あともう一個、４教科

で専任の先生を充てると。それが今年の４月以降順次それを全国に導入していくということで、

2025年には全国的にそれを実施していくということらしいのですけれども、現状では教員の数が足

らないということで、順次教員の増員も図っていくということらしいのですけれども、利島の場合

には、小中学校が一緒というのもあるのですけれども、その辺の打診というのですか、国からのと

いうか、東京都かわかりませんけれども、やろうと思えば、生徒の数も少ないので、今現状でもで

きるのではないかと思いますけれども、その辺の取組というのはどうなのですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） これは私が議員時代に質問していたこととも多分かぶると思うのですが、現

状でも小学校の授業に中学校の先生が教えに行ったりとかしている状況です。それが利島ならでは

の教え方というか、教育かなというふうに認識しています。 

  ちょっと打診とか、そういった細かいことに関しては、山口教育長のほうでお答えできればいい

かなと思っておりますが、現状でも、そういった形で小学校、中学校、それぞれ先生が子供たちの

指導に当たっている状況だというふうに聞いております。 
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  利島ならではという部分では、文化祭、運動会はもちろんですが、ふだんの道掃除ですとか、そ

ういった子供たちが、もう年齢に関係なく取り組んでいることに関して、村として支援できたらな

というふうな考えを持っております。 

〇議長（寺田 優君） 山口教育長。 

          〔教育長（山口順一君）登壇〕 

〇教育長（山口順一君） お答えします。 

  少し前から専科制については、話題に上っておりました。具体的に言いますと、学級数によって

大きな学校については、英語の専科を配置するとかということはありましたけれども、現時点で、

今おっしゃられた教科について配置をするというような打診は来ておりません。 

  今、村長がお話しされましたように、その専科制については、利島では、その教科に限らず専科

制、もしくはティームティーチングという一緒に授業をする、担任の先生と教科の先生が。中学校

の教員が全教科、専科制またはティームティーチングを既に実施しております。例えば数学などで

いうと、小学校の算数で中学校の数学の教員がそこに入って、時には習熟度別で、人数が多くて、

習熟度の違いがあって、２つに分けて、学級担任と中学校の数学の先生が算数を教えるとか、また

音楽などについては専科でやっております。 

  それから、英語などは、小学校１年生から６年生まで、全ての授業で英語の先生、またはＡＬＴ

もいますので、そこに入って授業を行うとか、理科などでも５、６年生は、ほぼ全て中学校の教員

が既に授業を行っています。体育などでいうと、体育の教員が入っていますし、そういう形で、そ

ういう制度が整う前に、もう既に利島では実施しているというような状況であります。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 私のほうは何点か簡潔に質問させていただきます。 

  その前に、先ほど笹岡議員の方から電気のことで、ちょっと質問があったと思うのですが、私の

知っている限り、利島の発電所で職員さん、これについて高圧の架線事業というのを恐らくやった

ことはないと思います。それで、大島のほうから職員が来てやっていると思います。ただ、ＶＳの

切り替え、これはできると思いますけれども、ただそれにも結構条件がついているのではないかと

いうところは、私は感じております。 

  だから、利島で停電が起きて大島から来る、前は待機してくれていましたけれども、大島の職員

の方がね。それでいたのですけれども、この頃、何か来られないので、事故が起きてから来るとい

うあれですよね。 

  ただ、私が感じているのは、利島の高圧線が細いのですよ。多いのは５ミリかな。だから、都内

では、今、利島は33です。都内は66ですか、それでやっているのですけれども、利島の高圧線につ
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いては33ですから、そんなにひどい……というのは、多分ないとは思うのですが、ただ残念なこと

に、そういった作業を習得した人がいないので、恐らくできないだろうと、そういうふうに思って

います。 

  それでは、私のほうの質問に入らせていただきます。私のほうは、まず看護師の３名体制につい

てお伺いします。これについては、前は２名でしたよね。それが去年あたりから３名になっている

みたいなのですが、これはどういったわけで３名になったのか、ちょっと分からないのですが、一

応この３名については常勤でやっていくのか、それとも社会福祉協議会のほうへ応援に行ったりな

んだりしていただくというようなことを考えていらっしゃるのか、そこいら辺をまずお聞きします。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） ３名にするというところ、目標というか、そこを目がけてということで、書

かせていただいたのですが、まず１つ、コロナ対策、感染症要望というところが１つ。 

  それから、もう一つは、社協との連携の中で、介護の職員の中では、医療行為がどうしてもでき

ないところもあったりする中で、やはり近くに看護師さんが必要だというところもありまして、一

応３名体制を目指すというところで書かせていただきました。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） というのは、なぜ私がこのことをお聞きしたかというと、実は今、社協のほ

うに１人、看護師さんが社協の応援職員として入っているのですよ。その方はれっきとした看護師、

正直な話、救急医療のほうに従事していた方です。そういった方が今来ていらっしゃいます。 

  だから、それで、いや、今度は常勤にするのかな、それとも社協との関係があって３名にしてい

くのかなというところでお聞きしました。では、それについては、今、村長にご答弁いただいたよ

うな形をとっていくと。 

  それと、漁協さんのほうです。漁協の今現在、要するに応援というのですか、今現在はサザエも

何も取れなくなってきて困っていると、エビも少ないしということで、新たな加工品等の開発促進

に伴う加工施設の利用促進というように書いてあるのですが、これについて私、実は、いつだか、

たしか漁協の理事の方とも話をしたことあるのですが、要するにハバノリをつくだ煮にして島の製

品としてできないかと。それで、加工場については、今現在漁協の倉庫がありますよね。あそこを

一部改築すればできるのではないかなと思っているのですが、それで一応理事の方に１度話をしま

した。 

  それで、その理事の方がおっしゃるには、ハバノリの販売を広げようとして千葉のほうへ送った

そうです。そうしたら、千葉のほうで笑われたと。何なのだと、これは。これはハバノリではない

ということを言われたそうです。というのは、私らが伊豆、私は伊豆なのですけれども、伊豆のハ
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バノリといったら、高さがこんなもの、それで幅もこうなのです。それで、手でこうやってむしる

のです。ところが、利島のはんばは、昔は手でこうやって、このぐらい長かったから、それは笹岡

議員も当時取っていましたから、よく知っていると思うのです。そういったあれをしているのです

けれども、どういうわけか、今、漁協のほうでは黒くしなくてはだめだと。それで、要するに取っ

てきても、自然乾燥ではなくて、乾燥機へ入れて乾燥させている。要するに茶色くならないように

ですね。 

  ところが、太陽の光を浴びると、要するにああいった海のものというのは、風味がつくのですよ。

それが要するになくしてしまっている。これは私、理事の方に言いましたけれども、わざわざ取っ

てきて、風味のあるものを水洗い、２度３度やって、それで加工機の中へ入れて乾燥させている。

これでは風味はないよと。それで、どうしても千葉のほうでも短いのですよ、はんばが。だから、

利島の長いのを見たとき、何だ、これはと思うのだと思うのです。私も最初思いましたよ、何だ、

これははんばではないよと。ところが、かんでみたら、はんばだったのです。 

  そういった経緯があったもので、それだったら、乾燥して売れないのであれば、つくだ煮にした

らどうかなというあれを待っているのですが、そうすれば島のハバノリのつくだ煮とかなんとか、

名称はどういうふうにつくるにしても、そういった形でも販売できるのではないかなという考えが

あるのですが、その辺は村長、どうお考えか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） その辺、細かいところは、やはり漁業者とお話をしながら、実際は担当の課

で対応していくことになるかもしれませんが、具体的な話、私のところにもいろいろなアイデアは

上がってきているのですけれども、それを村としては支援していく、お金だけでなくて、イベント

に行って、こういうのがありますよとアピールするとか、そういったことで協力してやっていきた

いなと思っています。 

  そのノリの加工品をどうのというところまで踏み込んだ話は、今のところできていないので、今

後参考にさせていただきたいと思います。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 別に私は、それをやれとかなんとかではないのですけれども、１つの案とし

て検討できるのではないかなと。もったいないので、せっかく漁師の方たちが一生懸命取ってきて

くれたものが、売れないで残っていたりなんだりするというのはもったいないので、そこいら辺を

検討してみたらいかがかなと思いました。 

  それとあとは、椿産業振興行動計画が、村長はぶち上げてあるのですが、実際に先ほど笹岡議員

のほうからも、このことについて質問が出されていましたけれども、正直、今放置林が多いのです
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よ、確かに。これをいかに解決していくかというのは本当に並大抵のことではないと思いますよ。

これは一概に、簡単にボランティアでやればいいではないかといった問題ではないので、私どもも

椿に関わって１年中、切っ払い、椿実拾い、休めるのは、椿関係で大体３か月から４か月ぐらいし

か椿としては休めないと思いますよ。あとは、全部切っ払い、椿の実拾い、今現在でも私椿の実を

拾っていますから。 

  だから、これは本当に１年中の仕事として割に合わないのですよ。正直な話。だから、これに従

事する方がいないというのは、これはしようがないなという諦めもあるのですよ。だけれども、利

島の基幹産業である以上は、何とかこれをいい方向に持っていきたいなと思っているもので、村長

が、こうやってせっかく書いてくれてあるので、村長の、これからどうやっていくのか、具体策は

何々があるのかなと思って質問しました。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 笹岡議員と同様の質問、ご提案だと思いますが、具体的な案としては、今あ

りませんというのが正直なところです。ただ、状況をいろいろ職員の方、それから農業委員会、Ｊ

Ａのほうで分析をしているところです。 

  その中で、私も比較的、この職に就いてから山に行く機会が増えまして、大変よく身にしみて分

かっておるところでございますが、特効薬的な手は今のところないのかなという実感としてはあり

ます。なので、視点を変えていくことが大事かなと。視点を変えていくというのは、具体的には、

その制度が、もしかしていろいろ引っかかっているのであれば、もっとその制度と取っ払い、誰で

も関われるような状況をつくるということが、今もしかしたら一つの手かなというふうなアイデア

としてはありますが、それを今具現化するような状況には至っていないというところが正直なとこ

ろです。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 確かにこの椿産業に関しては、きついと思います。本当にどうやっていった

ら守れるのだという、私も正直あります。ただ、私から言わせていただければ、どんどん、どんど

ん年を取っていって、椿産業に関わる人が少なくなっていく、これが現実です。なるべく若い人た

ちが椿産業に関わっていただければありがたいなと思うのですが、なかなか生活面がありますので、

椿産業に関わることは、なかなか難しいのかなとは思っています。とにかく若い村長ですから、こ

れからどんどん、どんどんいいアイデアを出していただいて、若い人たちに何とか努力していただ

いて、この基幹産業である椿産業を守っていただきたいなと思います。 

  以上で終わります。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 
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          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 私は１つだけ質問させてください。 

  村長は、前田福夫前村長の下、副議長として村政をサポートされて、賛同されてきたと思います。

そこで、今回村長となり、今、利島村が大きな転換期にある、この利島の課題に取り組むとありま

す。 

  そこで、転換期と思う理由と、今までの村政の継承ではないと考えた理由をお聞かせください。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 転換期ということに関しましては、年齢のことを申し上げると失礼になるか

もしれませんが、東京の島しょの中では最年少、全国の離島の中でも最年少ということで、そうい

った意味でも、ある種意味があるのかなというふうに自分では思っております。 

  転換期なので、できること、基本的には、あまり財政の負担がないような形でアイデア、先ほど

井口議員もおっしゃっていただきましたが、自分のアイデア、もしくは人のお話を聞きながら、協

議をしながら進めていくということを重点的にやっていきたいなという考えを持っております。 

  それから、継承に関しましては、当然石野議員おっしゃられたとおり、議員として、ずっと経過、

経緯を見てきた中で、引き継ぐべきものは引き継いでいきたいということもありますし、やはり客

観的な判断の下、変えなくてはいけないというところも幾つか少なからずあると思っております。

それを皆さんが、なるべく納得するような形で進めていくのが、今の私の責任かなと思って、そう

いう意識を持って村政運営に今当たっているということです。 

〇４番（石野 治君） 分かりました。終わります。 

〇議長（寺田 優君） それでは、所信表明に対する質問をこれで終了いたします。 

  ここで昼食の休憩を取りたいと思います。 

          （休憩 午前１１時５５分） 

                                           

          （再開 午後 １時００分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

 

    ◎日程第２ 行政報告 

 

〇議長（寺田 優君） 次は、日程２、行政報告を行います。 

  山口教育長。 

          〔教育長（山口順一君）登壇〕 

〇教育長（山口順一君） 行政報告。 
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  この報告は、令和３年第４回定例議会閉会日（令和３年12月14日）の翌日から令和４年第１回定

例議会開会日（令和４年３月７日）の３週間前までの行政の重要な動き（広報等により周知済みの

事案を除く。）を概括的にまとめて、利島村議会に報告するものです。 

  報告者、教育長。 

  １、ふるさと利島に思いを寄せる日（伝統文化行事）について。 

  令和３年12月11日土曜日に、利島村伝統文化芸能実行委員会主催による「ふるさと利島に思いを

寄せる日（伝統文化行事）」を実施した。今年度は、ゴイワイヅエを阿豆佐和気命神社、餅つきを地

域交流会館において行った。子供たち、保護者、一般の方、約100名の参加があり、盛況であった。 

  ２、「利島村教育委員会の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」について。 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条に基づき、利島村教育委員会の教育に関する事

務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施した。今年度の教育委員会評価及び教育委員会、学

校教育に関わる資料を基に教育委員会外部評価を行い、本報告書を作成した。外部評価者は下記の

２名に依頼した。 

  帝京大学文学部心理学科講師、稲垣綾子さん。 

  多摩市青少年問題協議会落合地区委員会会長、多摩市立落合中学校教育連携コーディネーター、

多摩市主任児童委員、榊つきみさん。このお二方にお願いして評価をしていただきました。 

  その報告書でありますが、かなりボリュームがありますので、全部を読み上げることもできませ

んので、それぞれ評価者からいただいたコメントの一部を抜粋して読み上げ、報告にさせていただ

ければと思います。 

  649ページを御覧ください。稲垣綾子さんのコメント…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇教育長（山口順一君） 開会前にお配りしたものですが、よろしいでしょうか。 

  649ページの12番、学力向上を図るための方策と成果では、国の学力検査で都の平均正答率よりも、

小６の国語が11％、算数が12％高く、中３の国語が２％、数学が７％高かったとのこと。日頃より

教職員の先生方が、授業研究や基礎学力定着を図るための取組を目の前の子供たち、そして中学校

卒業後に島を離れて暮らす子どもたちの今後を見据え、心を尽くして指導に当たっておられる日々

の結果と存じます。これはまさに、教育目標の「よく考え進んで学ぶ人」ですね。これを先生方が

子どもたちの傍らで体現しているからこそ、子どもたちはそれを肌身で感じて、おのずとよく考え、

進んで学び、生きるための基礎学力を身につけていっているのだろうと思います。 

  ２、個に応じた教育については、今年度から「みやつかルーム」＝特別支援教室が設置されたこ

とも記載されるとよいと思いました。利島ではすでに“個別最適な学び”に取り組んできたと思う

のですが、改めて「特別支援教室ってなに？」と子どもの教育施策について国が取り組んでいるこ

とを、学校だよりで子どもや保護者にわかりやすく伝えておられることが、時世をふくめて子ども
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の育ちに必要なものを整え発信していく、質の高い教育の実現を感じさせます。そして、ネーミン

グがなんとも素敵です。宮塚山に見守られている利島の子どもたちを、より丁寧に、器を大きく、

包み込む教育、というイメージが沸いてまいります。「自分と向き合い、分からないことや困ったこ

とを、相談したり話を聞いてもらったりしながら、自分の良さを知る場所なのです」との紹介文が、

「思いやりある心豊かな人」を育んできた利島小中学校ならではの特別支援教室と感じました。  

  もう一方の、652ページになります。榊つきみさんのコメントです。 

  ５、社会教育。 

  「大石山・遺跡の丘」オープン、そしてセレモニー開催、おめでとうございました！オープンに

至るまでの年月と作業の数々、本当にお疲れ様でした。さっそく中学生が「ふるさと体験学習」で

訪れたとのこと。地域の方、観光客問わず、多くの方に遺跡と富士山を見にきて欲しいと思いまし

た。また、いろいろな事業や行事が昨年同様、中止や縮小に追い込まれた中、感染に配慮しながら

「利島の自然を撮る会」が開催できたことを大変嬉しく思いました。 

  以上で終わります。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） 行政報告、報告者、総務課長。２点あります。 

  １、津波発生に関する利島村の対応について。 

  １月16日（日）０時15分、トンガ諸島の火山噴火により気圧変化が起こり、日本の太平洋側に津

波警報・津波注意報（伊豆諸島・小笠原諸島）が発令された。 

  ０時30分、第一次配備態勢（管理職役場へ集合）を取り、０時30分、港に近づかないよう村役場

公式ツイッターで注意喚起を行った。その後、０時35分、村役場職員が海岸パトロールへ出動し、

小高いところで安全確保した上で確認を行った。０時40分、本桟橋、西桟橋、カケンマ浜、いずれ

も人影なかった。６時、防災行政無線にて注意喚起の放送を流す。その後、情報連絡態勢を継続し、

14時をもって、伊豆諸島、小笠原諸島に発表されていた津波注意報が解除され、解除に伴い、利島

村役場の情報連絡態勢を解除しました。 

  ２、総合開発審議会の開催について。 

  １月19日（水）総合開発審議会を開催した。 

  今回の審議会は、「利島村総合開発審議会」運営準備協議会として、村山村長より概要説明を行っ

た。１点目は、今後、令和４年度開催に向けての進め方。２点目は、令和４年度（諮問）内容の説

明について、「利島村第４次総合計画」策定から５年を迎え、年次目標まで残り３年となった現時点

（中間経過）の評価の依頼。その他、意見交換をして閉会となった。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 
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〇住民課長（榎本雅仁君） 行政報告、報告者、住民課長。 

  １、キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンについてでございます。令和４年１月15日土

曜日から同月31日まで島内４店舗で、ＮＴＴドコモの「ｄ払い」で決済を行うと最大30％のポイン

ト還元を行うキャンペーンを実施しました。この間のｄ払いの利用者は87名で、ｄ払いでのお買物

額の合計は220万円、その中のポイント還元を行ったポイント数ですが、そちらが約63万円分となっ

ております。島内のキャッシュレスの浸透に一定の効果があったと思われます。 

  ２番目です。新型コロナウイルスワクチン追加接種（３回目）の実施についてでございます。３

回目のワクチン接種は令和４年２月24日木曜日をもって３回目接種をおおむね完了しております。

対象者が３回目接種、18歳以上が270人、村内にいまして、接種者数は245人、接種率は90.7％とな

っております。今後、２回目接種から６か月を迎える対象者への接種についてですけれども、ワク

チンの在庫数が村にはないものですから、東京都と相談しながら、ワクチンの供給を受け、実施し

ていきます。 

  ３番目、新型コロナウイルスワクチン（小児）接種についてです。５歳から11歳までの小児への

ワクチン接種については、１回目を令和４年３月３日木曜日に実施しました。２回目を今月の25日

金曜日に実施する予定であります。既にＩＰ告知端末にて周知を開始しており、医師２名体制を整

え、実施しております。同ワクチンの接種対象者は28名となっておりまして、１回目、21名の接種

を行ったところでございます。 

  住民課のほうは以上となります。 

  報告者、勤労福祉会館長。 

  ラフテレーン・クレーンの利用状況についてでございます。令和３年12月から令和４年２月まで

のラフテレーン・クレーンの貸出し実績は、12月に４回、１月に６日でありました。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） それでは、行政報告を終了いたします。 

  引き続き、日程３の一般質問を行います。 

          〔「行政報告にちょっと質問がある」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ３点ほど伺います。２点でもいいですか。 

  １つは、総務課で報告のありました、過日の総合開発審議会の報告なのですけれども、これは確

かにそういうことが話し合われたということなのですけれども、これは私も委員の一員なのですけ

れども、任期が一つは切れるということで、皆さんが、議員以外は。そういうことで、村長が選任

することになっていて、それは選任は村長の専ら専権事項ですけれども、それはどうなってきてい

るのか。まだ３月31日ですね。ですから、それは日があるといえば日があるのですけれども、その
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辺はもう進んでいるのか。 

  それから、日程的に村長は報告されているのですけれども、４月に入りましたら、新しいメンバ

ーで、委員で開いて、４次の総合計画の評価を受けるというか、意見を聞いていくということのよ

うですけれども、その辺は変わりないですよね。変化はありますか、何か。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） 委員の選任については、まだ充足されていない分については、今後選任

作業を進めていって、４月に入りましてから、ある程度時期を見て、村長のほうからも、総合開発

審議会を早急に開きたいという意向もありますので、委員の皆様には連絡して委員会を開いて、総

合計画の評価についての諮問をやっていきたいと思っております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。 

  それから、２点、３点と初めに言った、もう一点、では３点伺っておきましょうか。 

  教育委員会の最後のほうのオオミズナギドリの調査の展示といいますか、最後に先ほど報告があ

りましたよね。教育委員会でしばらく展示というのですか、表示というのですか、やったと思うの

ですけれども、この事業というのは、これは新潟大学ですか、千葉ですか、千葉の博物館ではない、

何とかという…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そことの契約でやっている、どういうことで進んでいるのですか、これは。 

〇議長（寺田 優君） 山口教育長。 

          〔教育長（山口順一君）登壇〕 

〇教育長（山口順一君） お答えします。 

  千葉県立博物館の研究者の発表であるのですが、もともとその方は、学生時代に利島に来てオオ

ミズナギドリの研究をしていた人なのです。その方が千葉県立博物館に就職をして、その研究を続

けている。オオミズナギドリに限らず海鳥の研究をしている。その研究を自分の研究、オオミズナ

ギドリについて、利島での研究を利島で紹介をしたいということで申出がありまして、県立博物館

と契約しているような事業ではないのです。これまでのつながりの中で、紹介をしませんかという

ことでしたので、ではお願いしますということで、教育委員会のロビーで発表して、発表というか、

展示をして、この前の展覧会のときも同じような発表というか、展示をしました。そんな関係です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） たしかお名前は申し上げませんけれども、この方は京都出の方で、北大かど
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こかにいらっしゃって、それで数年前に千葉県に、博物館ですか、そこに来られたという方で、私

も知っている人なのですけれども、ただ分からないのは、利島村とどういうことで、こういう作業

が進んでいるのかなと思ったものですから聞いてみたのです。 

  これは必要な調査というのは、今でも関与していると思うのですけれども、新潟大学の先生か、

どなたかが関係していて、調査について。御蔵島とか、私どもも行ったことがあるのですけれども、

島根県の出雲の大崎とかなんとかという岩礁みたいなところで、そこの３か所ぐらいが、オオミズ

ナギドリのベースといいますか、そういうところだということで聞いていますけれども、どういう

格好で、環境省ですか、これは。アホウドリは環境省ですよね。 

〇議長（寺田 優君） 山口教育長。 

          〔教育長（山口順一君）登壇〕 

〇教育長（山口順一君） お答えします。 

  もともと新潟大学を中心に研究を、補助を受けて、それが環境省だったか、どこだったか、ちょ

っと忘れましたが、新潟大学と、それからもう一つ、新潟県の技術科学大学というのでしょうか、

学生は今年も来ていますけれども、研究の規模が少し縮小されたかなという、補助が取れなかった

というようなことをお聞きしました。補助を受けられなくなって、研究の規模が少し小さくなった

かなというふうに思いますが、それでも昨年末、大学はもう限られているわけではなくて、新潟の

大学、それからそのほか二、三の大学の学生が来て調査をしておりました。 

  引き続き、来年度も研究の、同じような感じで、来年度も続くのではないかと思っています。よ

く来られていた女性の先生がおられたのですけれども、ちょっとここのところ、こちらのほうへお

越しになっていませんが、また連絡を取ってみたいと思います。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） その先生が新潟ですよね。 

〇教育長（山口順一君） 新潟大学ではないのですが、新潟の方です。 

〇３番（笹岡壽一君） 新潟ですよね。 

〇教育長（山口順一君） はい。 

〇３番（笹岡壽一君） それは、まあいいです。 

  私は、この村と、利島村と、教育委員会が一生懸命やられて、対応していただいているようなの

ですが、展示から何から。よく教育委員会のほうにお伺いしているようなのですけれども、村とど

ういう関係になっているのですか。村は、どういう立場でやっているのですか。応援している、財

政、金銭ばかりではなくて、かなう限りの、こういう協力というのはしていただければありがたい

なとは思っているのですけれども、村長、ご存じですか、これはどういう形で来ているのか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 
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          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 申し訳ないですけれども、存じておりません。 

  １点だけ。これは議長にも確認したいのですが、行政報告に関する質問は、一般質問の中でお願

いしますということで、各課長にはお願いして、３週間前に議員に配布するようにということでお

願いしている中で、我々も早めに対応していますので、ぜひとも議員様にもご協力を願いたいなと

いうふうに思います。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは議長から聞いています。ただ、議会としては、これは議事進行に関わ

ることですけれども、別件ですけれども、もとは行政報告に対する質問はやっていたのです。ずっ

とやっていた。ところが、古い話、二、三十年、20年以上たつかもしれませんけれども、あるとき

に行政のほうから、報告に対する質問というのは、いかがかということでやめたのです。 

  ところが、今の議長になってからだと思ったですけれども、前議長だったかわかりませんけれど

も、記憶は定かではないけれども、事情によっては、終わったことはいいと、行政報告で終わって

しまったことは。ところが、これから考えるという、これから構想を計画する、関係するというこ

とについては質問できるということにしたのです。 

  そういう中で、行政の話は議長から聞きました。だけれども、そういうことにしましたというこ

とにはなっていないと私は認識しているのです。そういうことで質問しているのです。あえて言え

ば、行政がこう言えば議会は従わなければいけないのかという問題があります。これは議会の問題

なのか、行政の問題なのかと。村長がこうしてくれと言えば、そのようにしなくてはいけないのか

どうか、議会は。その辺どういう具合に認識ですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 当然協議する上で、意思決定機関である議会の意見は尊重すべきだと、そう

いうふうに思います。ただ、そういうことでお願いして、私も各課の課長には、早く出してもらう

ようにお願いしたので、お互いの信頼関係といいますか、そういう話で進んでいくものだという認

識で進めていたものなので、できる限り、それでお願いしたいなというところです。 

〇議長（寺田 優君） これは大方の議員の方は許可を取っています。それに同調してくれてはいる。

それだけは申し上げておきます。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私が申し上げておきたいのは、行政報告をいつ出すかに関わりなく、それは

行政に対する質問なので、一般質問というのは、議員の独自の質問ですよ、行政に関係なく。もち
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ろん、行政が何をしたか、何を言ったかについて質問することもできます。それは、もちろんでき

ます。できますけれども、それの裁量というのは議員にあると。ですから、半ば強制とは村長は言

っていませんけれども、いついつまで行政報告しているから、それは一般質問でやってくれという

ことは、建前からして筋が違うのかなという感じは持っています。 

  もう一つは、やはり大型の、例えば５人の議員のうち４人までがそうだからということになるの

かどうか、なる部分もあります。例えば一般質問は１時間半にしています。これは合意しています。

この議会が、例えば多数決で決めるものなのか、こういう議事の進行を、運営を。これは別件です

けれどもね。 

  これは議会で新たに協議して、それは多数決で決める問題だということなのかどうか。議長が今

いみじくも言っていましたけれども、大方の議員の了解を取ってあると。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 当然ご意見は承っての対応はしていくべきだと我々も思っておりますが、や

はり質問といいますか、この意見をただす、議員の職責としてただすことで、投げかけられること

に関して、当然個の課長、もしくは私個人だけで判断すべきものかどうかというのは事前にやはり

詰めた話をしたいというところがありまして、そういった意味で協力お願いしますということで、

この場で急に言って、明確なお答えが、今は山口教育長が、その経過説明をされましたが、私の中

で、ちょっと調査が行き届かない部分があるというところでお願いしますということです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それはそうですよ。ただ、言えることはですよ。報告しているのだから説明

できるだろうというのがあります。報告したけれども、説明はできませんと。これはないだろうと

いう建前は一方であります。同時に村長が言うように、いきなり言われて、報告はしたけれども、

いきなり言われて即答できないということも多々あるだろうと思います。 

  ですから、そこらは分からないとき、あるいは調査、これまで議会だって、多々いっぱいあると

思うのですよ。質問されて、それは調査して、後に報告するとか、対応するとか、分からないもの、

何が分からないか、質問者には分からないわけですよ。この問題について職員は何が分かっていて、

何が分からないかは、議員が分からないだけの話で、質問者が。そのときは当然答弁者が、そこは

調査するとか、あるいは今のところ、今の段階でつかんでいないとか、そう言えばいいのではない

ですか。それだけのことではないですか。何が何でも、分からないのに無理して答えて、とんでも

ない間違いを犯したって困るわけだ、変な答弁されても。私はそう思うのですよ。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 
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〇村長（村山将人君） 重ねてのお答えになりますが、議会の進め方に関しては、当然議長をはじめ

議員の先生方に委ねるというところでありまして、それに準じて我々も対応していくべきだという

ところですが、その中で、我々もできる限りやっていく、やっていっているつもりでもありますの

で、議員の方の協力も得たいというところのお願いです。 

  先ほどおっしゃられたみたいに起きたことを報告するのもそうですけれども、未来のことに関し

ては、やはりこの場でお答えできませんので、それに関して事前の確認、もしくは一般質問の中で

お願いしますということです。 

〇議長（寺田 優君） 議会として、どう扱うかという問題ですけれども、たまたま人数も、本当な

ら多数決を取ってやってもよかったのだけれども、人数も少ないということで、いろいろな考えを

持つ方もおるので、採決で進むことは、今回はよしたという経緯は、私は、そういうふうに考えて、

取りあえずはお願いしたと。同調してくれる人はいたと。その程度にとどめたということです。こ

れからほかの議員の方々の意見ももう一回聞き直して、どういうふうにしていくかは、またこれか

ら考えます。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 村長がお願いという、無理強いはしないのですよ、無理強いは。だから、さ

っき言ったように、それは分かりませんとか、調査しますとか、答弁を控えるとか、いろいろある

と思うのです。何も言われたから、何が何でも…… 

〇村長（村山将人君） すみません。質問を遮ってしまって申し訳ないのですけれども、どうぞ質問

のほうを。 

〇３番（笹岡壽一君） そういうことで了解いただけますか。 

〇村長（村山将人君） 了解しました。 

〇３番（笹岡壽一君） あとは議長のほうの発言でね。 

〇議長（寺田 優君） 山口教育長。 

          〔教育長（山口順一君）登壇〕 

〇教育長（山口順一君） 先ほどオオミズナギドリの調査、もう少し詳しく経緯をお話ししたいと思

います。 

  ３年前、４年前ぐらいになりましょうか。長岡技術科学大学の先生がお見えになって、学生とと

もに。そして、調査場所をいろいろ今選定しているところで、御蔵島とうちと、どうしようかと今

考えているところで、御蔵島はちょっとオオミズナギドリが激減しているような状況の中で、調査

するには利島のほうがしやすいのだということをお聞きして、前田村長、前村長ですが、相談して、

どうしましょうかということで、教育委員会としても、学術的なことについては、できる協力はし

たいということで、前田前村長も協力しましょうということになりました。 
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  そこで、畑に入りますので、そこの調査に関わる畑の所有者のところには、１軒ずつ、私と大学

の先生と書面を持ってお願いに上がりました。どの方も快く、どうぞということでした。それが研

究の始まりです。 

  そして、毎年何回か、主に学生さんが、先生も来られましたけれども、１週間ぐらい、もっと長

いときもありましたかね。調査をして、ずっと続けていました。ちょっと今年は、先ほども申し上

げましたけれども、少し縮小されたかなという感はありますけれども、来られていましたので、引

き続き研究は続くのではないかと思っております。何か契約を交わしたとか、そういうことではあ

りません。 

  それから、この前の千葉県立博物館のことについても、その流れの中で依頼があってお受けした

ということです。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それでは、最後の３つ目ですけれども、これは住民課長にポイント還元のこ

とでお伺いしますけれども、これは４件やられたという、この限りでは終わったことなのですけれ

ども、この将来的ということで伺いたいのですけれども、これもくどいようですけれども、決まっ

ていなければ、あるいは分からなければいいですよ、別に無理しなくても。それは分かりませんな

ら分かりませんと言ってくれれば了解しますから、わざわざ断っておきます。 

  これは30％という、例えば率がありますよね、書いてありますでしょう。これはずっと30％とい

うことなのですか、多少の変化はあっても。随分ポイントとしては、でかいような気がするのです

けれども、金額もご丁寧に書いてあります。約220万円で63万円ぐらい還元されていると。ちょっと

想像しても、えっていうような感じで受け止めているのですけれども、それで４件なのですけれど

も、これは将来的にはどうなのですか。これはどういう業者の方が対象になっていて、これは村の

事業ではないのかもしれませんけれども、村事業でないから分かりませんというのなら、それはそ

れで結構ですけれども、報告されているから、ちょっとお伺いします。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンというのは、これは東京都の生活応援事業で、東

京都のほぼほぼ10分の10と言うと、ちょっと言い過ぎなのですけれども、東京都のほうから事業実

施、各区市町村のほうで事業を実施してくださいということで、大本でありまして、今回令和３年

度に限って、東京都のほうで30％のポイント還元までだったら、そのかかった費用というのですか、

ポイント還元に要した費用の４分の３までは、利島の場合、100万円上限なのですけれども、４分の
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３までは助成しますと。４分の１については、村のほうの財源でやってくださいというような事業

がございまして、その中で、今回生活応援事業の中で事業を実施したといったところで、ちょっと

東京都さんのほうの事業が、来年度以降実施されるかどうかというところは、ごめんなさい。私ど

ものほうも、まだ情報を得ておりませんので、そこはまた次年度以降、どういう流れになるかとい

ったところはあるかと思います。 

  今回島内では４店舗実施させていただいたのですけれども、キャッシュレスの実際の推進という

のですか、そっちについては、民宿さんとか、そういったところも申込みいただいて、大体10店舗

ぐらい、今回新たにクレジットカードの払いとか、ＱＲコードとか、あと交通系ですね、スイカと

いったような交通系の電子マネーというか、そういったものなど、新たに導入していただくような

取組を行いまして、その中で、ちょっと民宿とか、そういったものは、コロナ禍の中で、今、外か

ら人を呼ぶような事業については、ちょっと見合わせていただいたと。島内の中の消費喚起といっ

たところで、コロナ禍の消費喚起といったところで、一例を申し上げますと、農協さんのほうでポ

イント還元を実施していただいたとか、そういったところで取り組んでいただいているといったと

ころでございます。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） キャンペーンというから、キャンペーンというのは期間があるわけだけれど

も、事業ですか、これは。ずっと続いていくのですか。 

  それで、今言ったように４分の３が東京都の補助で、村が４分の１をずっと補助していくという、

こういう決まりということになるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えいたします。 

  事業につきましては、ある一定の期間だけ設けて、ほかの市町村なんかでいきますと、大体１か

月とか、２か月とか、利島でいくと15日間しかちょっとできなかったのですけれども、そういった

期間で、今年度限りで今年は実施したといったところで、先ほど申したのは、東京都が来年度以降

まで、この事業を実施するかどうかというところは、まだちょっと情報を得ていませんので、実施

すれば、当然村としても判断をしていくというか、補正とか、そういったところで対応させていた

だく必要が出れば、実施を進めていくかというのは、今後検討していくのですけれども、取りあえ

ず継続の事業ではなくて、これはずっと未来永劫30％ポイント還元していきますよということでは

なくて、あくまでもいっときの、キャッシュレスを進めていきましょうといったところで、最初の

出だしのところだけ30％のポイント還元を行うよといったところでございます。 
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〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これには、私聞いたのは、キャンペーンというのは、もちろん一定の期間が

あるのですよ。それがキャンペーンなので、やること自体がキャンペーンだけれども、無期限のキ

ャンペーンなんてないだろうと思うし、そういう意味で継続性があるのかってお伺いしたのですけ

れども、機械が必要ですよね、これは。カードをかざすのだか、通すのだか知りませんけれども、

これはその事業者が、うちではそれをやります、やっていますよという業者さんが自己負担でやる

のですか、それとも無償で貸与、どこかから貸与されているのですか。 

  というのは、なぜお伺いするかといいますと、もし事業者が自分たちの責任で、そういう機器を

購入して、それで事業をやっているということになると、一過性だとすると、来年のことは分かり

ませんというと、その機械はどうするのだっていうことになるわけで、ずっとやるなら投資するし、

業者としても、事業者としても投資する価値が、それなりにあると思うのですけれども、今年の例

えば15日間やるために買うという人はいないだろうと思うのです。そういう意味で聞いたので、ち

ょっと私は事業者ではないけれども、立場を考えたときに聞いたのです。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  事業を実施するに当たって、今回ある企業さんのシステムというのですか、使わせていただいて、

そこの企業につきましては、ｉＰｏｄ、タブレットですかね、タブレットだけちょっと必要だよと

いったところで、今回村のほうで、そのタブレットは購入させていただいておりまして、それにつ

いては無償貸与というのですか、差し上げたというのですか、事業費の中で、事業費というか、そ

の事業の中で、費用を東京都のほうからもらってきたものを、費用を充てさせていただきまして、

ご提供させていただいているといったところでございます。 

  それについては、当然事業、キャッシュレスの決済をやる事業会社をずっと使う限りは、当然お

貸しするというか、差し上げるという、差し上げると言っては、ちょっと語弊が出るのですけれど

も、そこは使っていただくと。実際に事業をするに当たって、今その事業者もまたキャンペーンを

やっていまして、そうすると、タブレットもカードリーダーというのですか、そういうものについ

ても差し上げるではないですけれども、無償で貸与しているようなこともありますので、その辺は

各商店さんとか、そういったところが、使いたい事業者というのですか、決済事業者によって、や

り方がちょっとばらばらと言っては悪いのですけれども、その各業者によって、どういうところに

費用がかかったり、かからなかったりというのを、それは個別で、別々にあるものですから、村が

今回事業として委託をしたのはリクルートさんなのですけれども、リクルートさんの対応につきま

しては、村のほうで１回受けさせていただいたというか、その事業についての必要なものというの
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は、村のほうで準備させていただいたということであります。 

〇３番（笹岡壽一君） 終わります。 

 

    ◎日程第３ 一般質問  

 

〇議長（寺田 優君） それでは、次に移りたいと思います。 

  日程３の一般質問をただいまより行いたいと思います。 

  初めに、石野議員からお願いいたします。 

  石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 質問させてもらいます。 

  ジシンガ沢ストックヤードの住民利用日について。現行の事前申請の方式のまま現在の規定日以

外にも利用できるようにしていただきたい。住民側としては、常時開放していただければ、おのお

のの予定で処理ができ、好都合でありますが、開放を取りやめ、施錠し、予約制の利用とするには

行政側も理由があってのことと思います。随時申請を受け、希望日に開錠を立ち上げしていては、

役場職員の大きな負担となってしまいますので、利用日を毎週月曜日とし、これまでどおり事前申

請があった場合のみ開放するなどの対応を検討していただくようお願いします。 

  この開放日の拡充要求には、枝打ちや草刈り後にストックヤード開放日まで放置しておくと、雨

でぬれたり、風で飛ばされたりと、大変な思いをしている住民がいるということです。単に私有地

の整備というだけでなく、景観保持を担ってくれている部分もありますので、どうか柔軟な対応を

お願いいたします。現行制度になってからの各月での何件の申請や利用があったのでしょうか、併

せてお答えください。 

  ２、東京愛らんどシャトル定期便に対する運行助成について。村山村長の所信表明に、ヘリ運賃

に対して村独自に25％の助成を行うとあります。私は、これまでもこの件に関して要望を行ってま

いりましたので、歓迎するところでありますが、前村長政権下では、新型コロナウイルス感染症ま

ん延を理由に制度整備は進まず、事業開始には至りませんでした。 

  また、村山村長は、昨年12月議会において執行部の正式な答弁が済んだにもかかわらず、私自身

が少し否定的な考え方を持っている。さらなる助成はいかがなものかと私見を述べました。限りな

く否定的であったにもかかわらず方向転換に至ったのはなぜでしょう。事業計画とともに方針転換

の理由をご説明ください。 

  ３、島外医療機関通院交通費等支援事業費補助金制度の拡充（延泊費用）について。気象状況の

悪化等不可抗力により、島外での延泊を強いられた際に、その延泊費用の一部について助成対象に

含むことをこれまでも求めてきました。この件に関しては、町村会等に対して具体的にどのように
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要望を上げているのかについても再三にわたり質問してまいりましたが、単に要請しているとしか

お答えいただけておりません。 

  村長及び議長は、要請を行った会議名と日にち、日時、要望内容とその結果についてお答えくだ

さい。提出受領書類がありましたら、そちらの添付も求めます。 

  ４、職員住宅、村営住宅合築住宅建設について、村営住宅部分の一部売却案について。村営住宅

の建設は、私も求めるものであり、大いに歓迎する事業であります。しかし、職員住宅と村営住宅

の合築住宅の一部を企業に対して売却する案が上がっております。これに対して反対いたします。 

  住宅不足により職員が呼べない状況は、どの企業にも当てはまることであり、村役場が選出した

企業だけを優遇し、職員住宅を代わりに建設してあげるかのような計画は平等性を欠くことと考え

ます。建築費の補填を目的として売却を行うのであれば、売却先の企業に限定せず、全村民を対象

とし、複数の申込みがあれば、公の場での抽せんによって売却先を決定するべきだと考えます。以

上のことを踏まえて質問します。 

  ①、合築住宅とする理由。 

  ②、職員住宅は現在何室あり、実際には何部屋不足しているのか。計画上は何部屋建設予定とな

っているのか。部屋数に関しては、村営住宅についても説明してください。 

  ③、２階村営住宅部を企業に対して売却する計画とする理由。 

  ④、売却を打診したとする企業については、おおよそ幾らの売却価格を提示しているのか。購入

の意思を示した企業はあったのか。想定している売却戸数についてお答えください。 

  ⑤、役場が声かけしたとする企業があったのか。想定している売却数についてお答えください。

すみません。ちょっと読み違いました。⑤で、役場が声かけしたとする企業が購入住宅を職員住宅

化した場合、声かけをしていない企業との公平性についてどう考えるのか。 

  ⑥、高所得の被雇用者の家賃が高額になることを村が解決すべき問題かのような答弁をするが、

家賃補助や社宅の独自建設等、会社の福利厚生範囲で対応すべき問題であると考えます。それと同

様に役場職員も村民であるのだから、村営住宅に住まうことは何の問題もないはずです。100％村営

住宅の建設に計画変更することを提案します。この提案に対しての見解を求めます。 

  ⑦、村営住宅の一部分を売却するのであれば、公平性を保つために企業に頼らず、村民を対象と

し、複数の応募があった場合には公の場で抽せんを行うべきではないでしょうか、見解を求めます。 

  次、５番、議会だよりについて、検討結果について。12月議会において議会だよりの掲載内容に

ついて検討していただけるとの答弁をいただきました。その結果について伺います。 

  ６、防災行政無線での放送内容についての検討結果について。12月議会において、ごみ収集の放

送については、12月いっぱいまでは現行どおりの放送をさせてほしいと担当課長の答弁がありまし

た。その後の方針について、どのような検討がなされたのか、ご説明ください。各課の放送につい

ても明確な基準はなく、担当課長判断であったとの答弁があり、それについても検討するとお約束
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いただきましたが、どのような結果になったのか、ご説明ください。 

  ７、どこでも電話システム契約解除。前年12月議会において田中副村長から当該システムについ

て、費用対効果を求めるものではなく、問合せをした住民を、いつ戻るか分からない職員にすぐつ

なげるためのシステムがある旨の答弁がありました。管理職や同課職員、担当職員が不在であって

も、仕事内容を把握し、職員の動静を把握しているので、支庁から問合せの内容に即答ができずと

も適切な対応をすることができるのではないでしょうか。住民のためだとする副村長の答弁ではあ

りますが、このようなシステムを導入せずとも職員、管理職の方々で対応が十分可能であると考え

ます。ちなみにですが、このシステムを導入後、私も役場に数回問合せの電話をしましたが、転送

していただいたことは一度もありませんでした。 

  12月議会においてシステムを利用した転送回数を質問したところ、請求書類を確認すれば分かる

とのことでしたが、回答いただけないままでしたので、１月19日付で寺田議長を通じ、この件に対

して資料請求を行い、一騒動ありましたが、役場側から書類が届きました。しかし、その書類は、

要求に沿うものか、判断がつかなかったため、その書類に対して質問をし、請求書の資料の提供を

お願いしましたが、半月連絡もいただけない状況にありました。この件については、後述する質問

項目で詳しく説明いたします。 

  ２月14日に議会事務局より、本システムの12月の利用実績が４万1,600件あった旨の連絡がありま

した。12月議会から資料請求まで、私は転送件数について質問していたので、４万件を超える転送

件数に違和感を覚えましたが、職員の方が懸命に調べてくださったのでしょうから、素直に受け取

り、返信メールにて、この数字が転送件数としての回答ということで受領いたしますと、あえて明

記しました。この認識が誤りであれば、議会事務局ないし執行部から指摘が当然あるものだと考え

たからです。しかし、それらの指摘は一切ありませんでした。４万件という数字に違和感を覚えて

いることは事実ですので、その件も含めて、以下の質問にお答えください。 

  ①、どこでも電話システムについて、月約４万件の転送実績は事実であるのか。万が一、約４万

件とする数字が転送件数ではなく、入電、架電、転送全てを合算した上での数値であった場合、転

送件数は何回あったのか。前の質問で４万件が転送件数であるならば、お答えいただかなくて結構

です。 

  どこでも電話システムにかかる月額使用料、保守契約している場合の月額保守費用、システム導

入後の各回線の電話料金を比較一覧として提示してください。 

  予算317万円は、当該システムの導入に当たり、どのような内訳で使用されたのか、項目ごとに説

明してください。上記質問については、請求書類、契約書等数値の根拠となる書類を添付の上でお

答えください。 

  ２月14日のメールを受けて追加した項目もありますが、こちらの質問に係る書類は、一般質問に

間に合うように事前に手順を踏んで要求、請求し、問合せもしていましたが、適切にご対応いただ
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けず、十分な資料の提供もしていただかなかったため、資料精査をすることができなかったもので

す。したがって、どの書類の、どの項目が回答に該当するのか、マーキングをし、明確化したもの

を添付してください。 

  ②、職員の職務内容、動静を管理している管理職がいるのですから、副村長が述べるような理由

でシステム導入を継続する必要はないと考えます。担当職員が不在であっても管理職の方が適時対

応していただければ住民に大きな不満が生まれないのではないかと信じております。役場は、いつ

来ても人がいないと言われた過去があったとしても、現在村山村長を筆頭に住民ファーストで対応

してくださっているので問題ないかと考えます。したがって、契約解除は妥当です。 

  ８番、執行部の議員活動に対する対応について。議員と執行部が協力し合い、村の発展を目指し、

活動するべきだと考えております。しかし、私の議員活動に対して妨害の意思があるかのような行

動が執行部には見られます。ここではあえて妨害という強い言葉を使いましたが、それだけ重大な

ことであると捉えていると認識していただきたいためです。 

  考証する根拠となる事例を列挙いたします。一般質問作成のために時間的余裕を与え、１月19日

付で議会の取決めにのっとり議長経由で、どこでも電話システムについての資料請求を行いました。

後日、村役場窓口にて総務課長に確認すると、依頼を受けていないとの返答でありましたが、何か

行き違いがあったのかと思い、その場で説明し、請求資料については提供をお約束いただきました。

しかし、提供された書類が何を意味するものなのか分からなかったことと、請求書類がそろってい

なかったことを理由に１月27日に役場窓口にて質問と請求をいたしました。 

  その場では総務課長が不在を理由に判断がつかないということで、後日連絡をいただきたいとお

願いしました。２月９日時点でも連絡がいただけていなかったため、村役場に架電、確認を行った

ところ、総務課長が出張中で分からない。電話転送をお願いいたしましたが、移動中の理由により、

これを拒否されたので、総務課長より折り返しの電話をいただきたい旨、対応職員に依頼しました

が、２月16日時点で連絡はいただいておりません。公務員、一般企業、職務上の連絡をすることは

当然ではないでしょうか。資料請求した私には何も連絡がないにもかかわらず、２月８日の議員協

議会の場で、私が請求した資料として他議員に資料を提示し、説明したと聞きました。 

  その後２月14日に議会事務局よりメールで、個人情報が多分に含まれるため、資料提供ができな

い。閲覧の際は、事前に連絡の上、来庁するようとの連絡がありました。資料請求をしている本人

を飛び越え、なぜ他議員に説明したのでしょうか、不可解でなりません。議会の取決めということ

で、議長経由で資料請求をするために議長のメールアドレスを伺おうとした際に、その取決めはな

くなったので、議員が直接請求できるようになったと説明されました。いつそのような取決めがな

されたのでしょうか。少なくともどこでも電話システムについての資料請求をした１月時点では、

この取決めについて説明がありませんでした。 

  これまでの一般質問において、大きなテーマとしては、他議員と同じでも、内容は異なるにもか



 - 54 -

かわらず、他議員と私への答弁骨子がコピー・アンド・ペーストしたかのようであること、本当に

質問を読んでいただいているのでしょうか。 

  また、遡れば、当選直後に大島支庁、都庁に対して、私が村政に対して否定的な人間であり、ど

のように対処すればいいのかと、あたかも私が悪者かのようなメールをしていたこともあります。

執行部の案に対して首を縦に振らない人間があるとでも言いたいのでしょうか。幾つか挙げさせて

いただきましたが、議会で取り上げられた、これ以上のこともありました。これは、あくまでも私

の主観であり、執行部には他意はないのかもしれません。どういった意図で、このような対応なさ

るのか、弁明、反論がございましたら、伺いします。 

  ９、令和４年度以降の（株）ＴＯＳＨＩＭＡに対する利島村としての対応について。株式会社Ｔ

ＯＳＨＩＭＡの業務は、利島の交通において重要な役割を担っていることは事実です。そういった

企業であるからこそ、清廉潔白であることが求められると過去の議会でも述べてまいりました。新

体制となるに当たり質問いたします。 

  ①、25％の株式を保有を要する立場として、利島村は今後どういった立場で株式会社ＴＯＳＨＩ

ＭＡの経営に関わっていく方針があるのか、具体的にご説明ください。 

  ②、株式会社ＴＯＳＨＩＭＡが保有する自社株を他社へ売却され、利島村が支配権を行使できな

い状況に陥らないための取組はどのようにされているのか、ご説明ください。 

  ③、経費不足分は補助金を充てる旨の説明が以前ありましたが、補助金ありきの経営ではなく、

経理体制の見直しをし、独自採算を目指す姿勢が重要だと考えますが、当該会社から、それらを踏

まえた来年度の事業計画は提出されたのでしょうか。 

  ④、補助金ありきの経営とならないために主要業務である定期航路運営の契約金額の交渉を東海

汽船及び神新汽船と行ったのでしょうか。利島村は株主として、また補助金支出を想定している行

政として、どのような報告を受けましたか、説明をお願いします。 

  今年度会計において株式会社ＴＯＳＨＩＭＡには、剰余人件費等来年度にプールされるであろう

資金が存在するかと思いますが、そうした黒字分が令和４年度以降の補助金支出の際に想定してい

る補助金額から差し引く取組をしているのか、ご説明ください。 

  補助金申請が有効となる経費の範囲、上限額、申請方法、それに関わる書類を説明、提示してく

ださい。 

  ⑦、仮に来年度以降、株式会社ＴＯＳＨＩＭＡが補助金申請をしたとして、建設予定の合築住宅

の分譲部分を購入しようとした場合、それらの資金も補助金を充てることを可とするのか、方針を

示してください。 

  資産を所有する経営的余裕、余力があるならば補助金を申請する必要性はありません。借入れを

して購入するにしても補助金を返済に充てるようなことは筋が通らないのではないでしょうか。執

行部の方針を示してください。 
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  10、焼却場建設に関する情報開示。焼却場建設は、住民の生活環境に直結することですので、関

心度も高く、議会としても急務であるという認識です。しかし、全体像が見えないことから不安も

大きくなっています。 

  ①、前年９月議会において補正予算が可決されれば、丁寧かつ速やかに整備するために基本計画

の策定を行う旨、発言がありました。約半年間を過ぎ、基本計画も策定されたかと思います。令和

６年度完成とした根拠となる計画書をもってご説明ください。 

  ②、住民に対して役場の方針、建設予定地、焼却施設の性能。生活圏に建設しても健康被害や臭

い問題については大丈夫としている根拠を早急に説明すべきと考えます。感染拡大を懸念して説明

会の開催が困難であるならば紙面で各戸へ配布し、併せてユーチューブで説明動画を配信する等し

てみてはどうでしょうか。視聴困難な住民に対しては、勤労福祉会館の開館時間内であれば、感染

症対策を講じた上で、テレビで視聴できるようにするなど対応を願います。村長が重要視する住民

の声に耳を傾ける機会になると思います。住民への説明実施について村長の見解をお聞かせくださ

い。住民説明の有無にかかわらず、上記内容について担当課長の議会での説明をお願いします。 

  11、昨年末の停電の対応について。昨年末の停電時、平時から充電台に据えておかないと使えな

いと説明しているタブレットが使用不能になりました。こうした状況を行政も村民も予測していた

のかという危機管理の問題もありますが、音声受信機を当初の計画どおり全戸配布していれば問題

はなかったのではないかと考えます。以前、私の質問に対して、全戸配布から希望性に方向転換を

したとの答弁があったときに、もっと強く全戸配布を訴えていればと私も反省するばかりです。今

からでも住民の安全な生活のために配布を要望します。 

  また、ヘリポートも停電の影響により閉館されました。非常時には電気自動車から充電できると

していましたが、こうしたときこそ使用するべきではないでしょうか。閉館するにしても、その後

の問合せ先を利用者に対して明確にしておくことが必要でありました。現地決済を予定していたた

めに困惑した利用者もいたようですので、そうした人はどうすればいいのか示しておくホスピタリ

ティーも必要です。当時の対応及び今後の非常時対応方針についての見解を求めます。 

  これは質問とは別ですけれども、執行部に対してお願いしたいことがあります。議会において検

討、調査、報告すると発言した事柄については、こちらが催促するのではなく、ご報告していただ

きたいと思っています。議会を構成する仲間として良好な協力体制を築くためには、よろしくお願

いします。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員の一般質問の朗読をこれで終わります。 

  これより答弁に入ります。 

  一問一答でお願いいたします。 

  上野環境建設課長。 
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          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） よろしくお願いします。 

  ジシンガ沢ストックヤードの住民利用日についてということで、開放につきましても、人手不足

もあり、現行の枠組みの変更は考えてございません。搬出回数については、実績は次のとおりとな

っております。６月が１回、７月が５回、８月が１回、９月は３回、10月、11月、12月、１月はな

し、２月は１回、以上です。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 人員不足があり、現状の枠組みは変更しないとの答えですけれども、例えば

役場までトラックで草木を積んできて、それで捨てたりですとかといって鍵を貸してもらうことは

できないですか。これは役場の人がついていかなくても多分大丈夫だと思うのですけれども。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） お話をいただいた件ですけれども、やはり実際に搬入されるところ

を確認させていただきたいので、今のところ考えておりません。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） では次、搬入回数について、この数を行政はどう思いますか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） どう思われるかと言われても、特段そこについての検証はしており

ません。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） これは私の考えなのですけれども、みんな枝打ちとか、いろいろやっている

のです。ただ、開放と合っていないので、山に置いておくとか、そのまま１週間、２週間ぐらいや

っておくと、雨にぬれたり、飛ばされたり、それで数が減っていると思うのです。第１月曜日と第

４月曜日でしたか、開放するというのは。それに合わせて切っても、雨になったりして行けないと、

持って。そういうことがあるので、この数も少ないのですけれども、みんな結構、利島では枝打ち

をやっていますよ。草刈りもやって、これには３、４、５というのがないのであれですけれども、

自分の山へ持っていって燃したり、そんなことをしているのは結構いますよ。だから、本当は開け

てもらえれば一番いいのですけれども、もう一度、開けるとかというのは考え直してもらえないで

すか。月曜日、１か月、例えば４回ぐらいで、請求したときだけ開けると。それも金曜日に連絡す
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るわけですよね、これは。そういうあれを、住民に対して、住民がやりたいというより、切ったと

きに捨てたいというようなあれで考えてもらえないですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） ジシンガ沢ストックヤードの扱いに関して、これはまさに12月議会でも同様

の質問をされていたかと記憶しております。 

  その中で、担当と協議をした結果、私も実際現場に見に行って、様子を見た限りですと、正直、

やはりちょっとモラルの部分で、かなり問題があったというところプラス先ほど課長のほうからも

述べられたみたいな人員不足の問題もありまして、現状では、やはりちょっと変更は変えられない

のかなというところが現実です。 

  ただ、今後様々な方法を考えていきたい、いかなくてはいけないのかなとは思いますが、現状で

は、さっき述べられたような、鍵を貸して、どうぞというのは、ちょっと厳しいのかなと。職員の

方が、庁内の業務の様子にもよります。正直、ごみの収集ですとか、分別の日には、当然立ち会え

なかったりとかしますので、そういった様子もありながら、当然利用者の方とも協議しながらにな

っていくことが可能かどうかも含めて検討はしていきたいと思いますが、12月議会からの検討の結

果では、変更はなくいきたいというところです。 

〇４番（石野 治君） 次へ行きます。 

〇議長（寺田 優君） 愛らんどシャトルについて、 

  榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  村長の私見といたしましては、12月議会で述べたとおり変わりはございません。しかし、搭乗率

の向上をさせる必要があり、村長として客観的な政策判断の下、当初予算に計上しているところで

ございます。 

  現在実施している、70歳以上へ25％助成を実施していますけれども、そこの70歳以上というとこ

ろ、全年齢に拡大して、助成方法については、現在検討中でございまして、早期に決定したいと考

えております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） これは前村長から搭乗率が悪いということで計画してあるのですけれども、

前、新島経由で調布へ行くと、大島へ行って調布に行くのとで2,000円ぐらい違うという話だったの

ですけれども、そうすると、このまま、そのままやれば、2,000円ぐらい補助してもらったほうがい
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いのではないかと思うのですけれども、ここら辺、前村長が多分そういうことを言ったと思ってい

るのですけれども、それはどうなのですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 石野議員の質問にお答えします。 

  以前に行った議会の中で、大型船で新島に行って、新島から調布に行ったほうが安くて、その状

況を改善させたいというお話は差し上げましたが、ちょっと全体のバランスだとか、ちょっと予算

の都合等、いろいろなものを考えながら、今回につきましては、ちょっと25％助成というのが、最

終的な結論になったというところでございます。 

〇４番（石野 治君） 次へ行きます。 

〇議長（寺田 優君） それでは、島外医療機関通院交通費等支援事業費補助金制度の拡充について。 

  榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  当該医療機関の通院交通費等支援事業費補助金制度の拡充、延泊費用についてでございますが、

こちらのほうは、いつの議会の議題でどういうふうに上げたとかといったところでございますけれ

ども、ちょっと何月何日の何というところでなくて、これは東京都の予算編成に対する要望という

のが、各島しょを含めて東京の町村会のほうで、併せて要望を行っている中で、こちら東京都町村

議長会のほうですね、東京都のほうに要望を行っている中で、福祉保健局への要望として難病患者、

障害者に対する通院のための助成事業の創設というものを繰り返し毎年度ごとに要望しているとこ

ろでございます。 

  本要望を行うに当たって東京都の町村会の会議と東京都町村会民生部会の会議の中でも要望は行

っているところでございます。本支援事業については、対象者や補助金額についての制度の見直し

を検討しているところでございます。 

  以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） この中で今、本要望を行うに当たりというのは、この本要望というのは支援

事業のことでいいのですか。 

  それと、本支援事業について、対象者や補助金額について、制度の見直しを検討していくとあり

ますが、これは対象者ってどういう人をいうのですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 
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〇住民課長（榎本雅仁君） 東京都に要望しているのは制度の創設です。こういった難病とか、そう

いったものに対して、通院に関するところの費用の負担については、ぜひ東京都でも助成してくれ

というような要望を行っていると。実際に沖縄県でも実施している例があるといったところも踏ま

えまして要望は繰り返し行っているところでございますが、なかなか先ほど村長のほうも答弁され

ましたけれども、東京都としては、なかなか実施できないというような回答をいただいているとい

ったところでございます。 

  この事業の見直しなのですけれども、対象となる方の所得制限を設けるですとか、端的に言えば

公務員はそこの中から除くですとか、そういったところを、ある一定のところへ補助しなければ、

その他の本当に生活に困窮している方とか、そういった方には、より金額面で手厚くできるのでは

ないかとか、そういったところは、ぜひ検討していく必要があるのかなといったところもありまし

て、見直しを今年度というか、これから検討していくといったふうに述べさせていただいておりま

す。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） このことは、どんどん続けていってください。お願いします。 

  では、次へ行きます。 

〇議長（寺田 優君） 次は、合築住宅建設について。 

  田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 石野議員の質問にお答えします。 

  合築住宅とする理由でございますけれども、通常の公営住宅法に基づく住宅であれば、やはり基

本的には生活に少し苦しい方というのが入居対象になってまいります。そうすると、一定の所得が

ある方は退去していただくことの住宅になってしまって、村の現在の住居の実態を考えると、ふさ

わしくないものになるかと考えております。 

  村の条例によりましたら、公営住宅の入居資格者は月額29万円を超える収入がある場合は入居で

きないような形に条例でもなっております。そのため、こうした制限のない一般の村営住宅を建築

することになります。 

  一方で、令和３年９月の定例議会でお認めいただきましたとおり、10月１日から職員定数を５名

増やしております。その分それを担保するための住宅の建設が必要になってまいります。そんな中、

利島の今の住宅の逼迫状況で職員住宅だけを建設しますというのは、恐らく同じように人手不足で

苦しむ他の事業者にとっては当然容認できないものと考えております。そういうこともあって、２

階建てにすることで、限られた面積を活用して、また建設費を安くするために合築住宅としたいと
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考えております。 

  お見込みのとおり、職員が村営住宅に住んではいけないという決まりはありませんが、村営住宅

は、先ほど申し上げたように月額29万円という収入制限もありますし、あとは抽せんで入居を決め

るのが原則になってまいります。こうした原則に従った場合、採用したのに入居ができないといっ

た可能性もあることから、一部を職員住宅として建設するのが望ましいかと考えております。 

  あとは、１階を職員住宅にする理由は、２階の足音がうるさいとか、何とか言われたときに、役

場職員がそれを我慢するほうがいいのかなというところもあります。 

          〔「続けて」と言う人あり〕 

〇副村長（田中真里君） 引き続きまして、職員住宅の部屋数不足状況及び建築予定の部屋数等につ

いて申し上げます。 

  職員住宅ですけれども、島内６か所24世帯分ございます。ただ、１世帯分は老朽化のために職員

住宅としての使用を中止しております。そのため、実際には23世帯分がございます。職員定数34名

及び特別職３名の合計37名に対しまして、現在の職員の現員数は一般職26名、特別職３名の29名と

なっております。持家がある職員だとか、職員同士で同居している職員もございますので、職員住

宅に入居しているのは世帯数で19世帯、村営住宅に入居している世帯は６世帯となっております。 

  令和３年10月１日から職員定数を５名増やしておりますので、それを担保する住宅が必要になっ

てまいります。具体的には、令和４年４月には職員住宅が必要な職員が６世帯増加する見込みでご

ざいます。そうすると、完全にこの後、不足にすることになります。そのため、職員住宅につきま

しては、ひとまず４世帯分のワンルームの建設を予定しております。 

  なお、今回６名採用する予定ではございますけれども、それでも職員定数については、依然とし

て３名の欠員が生じる見込みでございます。 

  次に、２階の村営住宅部分を企業に対して売却を計画する理由でございます。前の議会でも述べ

ましたけれども、あくまで本当のアイデアです。あらゆる可能性を否定しないために申し上げまし

た。実際に手を挙げている企業もございません。計画した理由は、もうお見込みのとおり、コスト

のかかる住宅建設をいかにコストをかけずに行うかというための一アイデアでございました。あく

までそれも検討の俎上に上げておくためでございます。 

  結果的に今回は、民間のハウスメーカー、ちょっと名前は伏せますけれども、何とかハウスとか、

そういったところが自社の物件として住宅を建て、それを村が独占的にお金を出して借りて、職員

住宅、村営住宅として活用して、10年後に所有権が移転するという譲渡特約付リース契約というも

のにより住宅を確保することで、例えば２棟をまとめて建てたら２億円、３億円かかるところが毎

年3,000万円で済んだ、そういった形になりましたので、負担が平準化できました。そのため、自ら

村営住宅を建設して企業に売却して資金を確保する必要もなくなったので、売却することはござい

ません。 
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  もともと今回建てる物件は、○○ハウスの物件ですので、所有権はその○○ハウスにありますの

で、当然それを私どもが勝手に売ったりすることはできない形になっております。 

  次に、売却を打診したとする企業については、おおよそ幾らぐらいの売却額を提示しているのか。

購入の意思を示した企業はあったのか。想定している売却戸数ですけれども、前にも申し上げまし

たとおり、企業への売却は、あくまで建設資金の確保のための一アイデアでございます。あくまで

そういった意向があるかどうか聞いただけで、具体的な金額交渉もしておりませんし、買いたいと

いう企業もございませんでした。 

  次の役場が声かけしたという企業が、住宅を購入し、社宅にした場合、声かけをしていない住宅

との公平性について、どう考えるかでございますけれども、あくまで12月の議会で申し上げたのは

一アイデアにしかすぎません。仮に売却するとなれば、当然競り売り、オークションするとか、公

募、抽せんになるかと考えております。 

  ただ、もちろんどこかの企業に優先的に売るというのは、当然公平性の観点から問題があります

ので、特定の企業に優先して売却することはございません。 

  高所得者の被雇用者の家賃が高額になることを村が解決すべき問題かのような答弁、家賃補助や

社宅の独自建設、会社の福利厚生の範囲で対応すべき問題と考えますと。それと同時に、役場職員

も村民であるのだから、村営住宅に住まうことに何の問題もないはずです。100％、村営住宅の建設

に計画変更というご提案をいただきましたけれども、お見込みのとおり職員が村営住宅に住んでは

いけないという決まりはございませんが、村営住宅は月額29万円未満という制限がある上に抽せん

が原則となります。 

  この原則に従ってしまった場合、当然役所ですから、そういったルールに従うことになりますけ

れども、採用したのに入庁できないという可能性もあることから、やはり確実に職員を採用してい

くためには職員住宅として、専用の部分を建設するのが望ましいと考えております。あとは、採用

したのに入庁できないという事態が生じた場合に、仮に議員が責任を取ってできるのであれば村営

住宅にいたしますけれども、日頃から村役場につきましては、事務事業が適正に執行できておりま

せんで、ご迷惑をおかけしているとおりです。 

  いただいた質問の中で、あれもできていない、これもできていないというのは、おっしゃるとお

りでございます。村長も申し上げておりますけれども、しかるべき職員数、職員体制にして、こう

いった多くの質問や心配をいただかなくて済むように、村の課題解決を進めていきたい一心でござ

いますので、何とぞご理解をいただければと思っております。 

  次に、村営住宅の一部分を売却するのであれば、公平性を保つために企業に限らず村民を対象と

すべきというお考えでございますけれども、今回は民間のハウスメーカーが自社物件として住宅を

建て、村がそれを借りて職員住宅、村営住宅として活用して、10年後に村に所有権が移るという契

約により住宅を確保することになりました。そのため、負担が平準化できました。そのために企業



 - 62 -

に売却して資金を確保する必要もなくなったので、売却はございません。 

  あとは、村民の方で、まさかちょっとワンルームの部屋が欲しい方がいるというのは、すみませ

ん。あまりもともと想定をしておりませんでした。10年後に、また村に所有権が移った段階で、そ

の頃、村の資金が本当に底をつきかけて危ないとなれば、その頃の財政上の資金確保の観点から、

やむを得ずその住宅の売却も検討することになるかと思いますけれども、その際には、個人、法人

を問わず、広く競り売り、オークション、一番高い値段を出したところに売るとか、公募、抽せん

で売却するということを検討したいなと考えております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 職員住宅４世帯造るということなのですけれども、あとはワンルームが４世

帯ということなのですけれども、あとの部屋はどういう部屋なのですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） この後、予算審議いただくことになりますけれども、今回考えております

のは、全てワンルームか、１Ｋぐらいのもので18部屋、１つは８部屋のアパート、もう一つは10部

屋のアパートです。そのうち４部屋を職員住宅として使いますので、14戸の単身用のワンルームか、

１Ｋぐらいの住宅ができる予定です。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 部屋数は分かりました。 

  それで、今、職員住宅が23あって、19世帯ですか、あとは持家がある人が約五、六人いて、村営

住宅に６人入っているので、４つ、今空いていますよね、部屋は。村営住宅は造るけれども、ワン

ルームと１ＤＫ、何Ｋというのかな…… 

          〔「１Ｋ」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） １Ｋが、あと全部14室ということですか。４部屋が職員住宅で、ワンルーム

で、あと14室は。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） ごめんなさい、私がうまく答えていなくて。 

  今回建てようとしている18部屋は、全て25平米ぐらいの１Ｋか、ワンルームです。よく都内で学

生とかが住んでいるような25平米ぐらいの、８畳の部屋があって、キッチンがあってぐらいの住宅

で、それが全てです。そのうちの４部屋を職員住宅として使うし、それ以外の14部屋を村営住宅と
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して使うということを考えております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 村長も所信表明で述べているのですけれども、村営住宅に家族で入っている、

村営住宅には単身で入っている人がいて、それで家族が職員住宅に入っているのかな。そこで今度

部屋を造ったら移動させるとかなんとかという話をしていたみたいですけれども、そうすると、１

Ｋで職員住宅に入る家族は大丈夫なのですか。家族、夫婦、子供で来て、それでもし入るとしたら

１Ｋで平気なのですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） あくまで１Ｋ、１ＤＫ、今回建設する予定のところには単身、独身の方を想

定して建設しようかなと、したいなというところです。というのは、広い家に単身の方に住んでも

らっていると、家賃も高くなってしまうと、そういったところを解消するのが１つと、あとはもし

それで狭いと、仮にそういう単身の方が出会い、結婚し、子供が生まれるといったときに、家賃も

安い、狭いけれども、そこでも住むことは別にいいにしても、やはりもう少し広いところに行きた

いといったときに、広い住宅に移れるというような、選択ができるような余裕が欲しいと、そうい

った意味の、先ほど副村長の説明です。なので、今回は、今一番の問題は、単身用の方が広い家に

１人で住まわれているという状況を改善する一つでもあるという意味でご理解ください。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 職員募集でなくて、ほかの企業に人が就職してきたと。それで、夫婦ですと、

子供もいると。そういうことは考えなかったのですか。役場の職員採用だけ、独身者だけ採用する

という考えですよね。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 考えていないわけではないですが、今何が必要かという観点から独身の方、

単身の方をまずは呼べる環境の整備が急務だというところで、こういった判断をしたまでです。な

ので、その後、当然今のある住宅から移りなさいと、強制的に移ってくださいということは、なか

なか難しいかもしれませんが、やはりそれなりに家賃ですとか、そういったところで、比較できる

ような状況、条件を踏まえた上で、世帯の方が来ても、それなりの広さの部屋に入れるような、村

として、不動産屋ではないのですが、整備しておくのがいいのかなというところだけです。なので、

全く無視しているとか、そういうわけではありません。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 
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          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 分かりました。 

  それでは、あとは、売却のことは売れないということなので、そこは聞かないですけれども、こ

の住宅を造るのに、予算は大体３億五、六千万円かかるのではないですか。それ以上かかるのかな。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 今回リース契約でやっていただいて、その住宅、ある程度体力のある会社

でないと、そういうことはできませんので、今いただいている見積りだと、やはり２棟、８部屋分

と10部屋分のアパート２棟、合わせてやはり３億五、六千万円という見積りが出てきております。

ただ、ここにつきましては、この後の入札手続だとか、そういったところの中で、ある程度は減っ

てくるのではないかと。今現時点、ちょっと出ている見積りが、そういった金額になっております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） この辺は、予算のほうでまた聞きます。 

  あとは、売らないということなので、役場の持ち物ではないので、売れませんということなので、

聞かないですけれども、まず採用したのに入居できない事態が生じた場合、議員が責任を取ってい

ただくのであれば、村営住宅にすると。これは何か議員が一般質問で、こういうことをしたらどう

ですかというと、責任を取るようになるのですか。議員が責任を取るように、議員が一般質問して、

こうしたらどうですかと質問しただけだけれども、これは議員が責任を取るようになるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 石野議員の質問にお答えいたします。 

  当然、議員の皆様は住民を代表される方ですから、そのご意見を私も十分に尊重したいと思って

おります。ただ、その分、当然発言には責任も伴うと思っておりますし、私どもも、何も考えずに

職員住宅にする、村営住宅にすると決めたわけではない、私どもも一生懸命頭を絞って考えており

ます。そちらも十分ご理解いただければと思っております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） いや、私は、そういうことを聞いたのではない。一般質問したら、責任を取

るなら、議員が責任を取ってくれるなら、村営住宅にしますよ。だから、その責任を取るというの

は、どういうことかよく分からないので、一般質問して、議員が責任を取ってくれるのなら、職員

住宅を建てるつもりだったけれども、全部職員住宅にしますよと。では、職員が入らなかったら、

どうしますかって。部屋がないのに行政側は人員を募集するのですか。そこもちょっと答えてくだ
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さい。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 石野議員の質問にお答えいたします。 

  ちょっと質問の意味が分かりませんが、部屋がある状態で、職員の採用ができるように職員住宅

にしたいと、職員しか住めない住宅を。それを村営住宅にしろというお話なので、仮に村営住宅に

したことで、抽せんで漏れてしまって、入れなくなったら、それは石野議員に苦情が来るかどうか

分かりませんけれども、ということかなと思っております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 村営住宅にしたほうがいいのではないかと言ったのは、例えば職員がやめて

出ていって、部屋が空いていますよと。そうすると、住民は入れないですよね。職員住宅にしてお

けば入れますよ。そういう意味もあって言ったのですけれども、そういうことをやられたら困るの

で、責任を取ってくださいと、議員が。議員が一般質問をして責務を取るようになるのですか。そ

れだとすると、議会で質問ができないですよ。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 質問とれば直すと……。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 公の議会ですから、いいかげんな考えで質問するのではなくて、それなり

に実現性があること、それがどういう影響を及ぼすかというのを考えた上で質問されることではな

いかと思います。 

  あとは、職員がいなくなった後に、職員が辞めた後に空いた部屋を一般住宅で使えるではないか

というのは、今おっしゃった話で、質問のどこにも書いていないですよね、そんなことは。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 私が責任を取らなければならないことって何ですか。職員が入れないから取

れと、そういうことなのですか。答弁で責任を取れなんていうことが出てくるとは思わなかった。

村営住宅にしなさいとは、したらどうですかと書いてある。100％変更することを提案しますと。提

案ですよ。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） すみません。石野議員の、あくまでも提案でなく命令かと思ってしまいま
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した。失礼いたしました。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） すみません。謝ってもらったので、それはそれでいいです。 

  では、次へ行きます。これもあれですよ、売れないということなので、次もいいです。売却する

のでということなので、売却はできないということなので、あと次、議会だより。 

〇議長（寺田 優君） 議会だより。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） お答えします。 

  まず、議会だより、広報に関してですが、そもそも議会だよりの発行元は議会であると考えます。

先日、私も議員ではないのですが、その当時のつながりをいまだにやって情報交換をしていたので

すが、各島の若手議員グループによるオンライン会議の中でも取り上げてもらいました。 

  議会だよりは、本来議会議員の責務の範囲であり、事務局は、それをサポートしているだけであ

ります。実際ほかの島の議会内で広報委員会、議員の中で広報委員会があり、議員各自、自身が仕

切って、自分たちで、もしくは外部団体の委託などを行っていると聞きます。 

  現状、村の職員の人員不足の状況から、十分な対応ができないのが現実です。議会だよりは、村

役場職員の相当な負担となっており、ほかの島同様に広報委員会を設置し、全議員の方に中心とな

って仕切っていただいて、編集、発行をお願いしたいというふうに思います。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 私は、12月議会で、掲載内容が議員の意図に沿っていないということで、質

問したのですけれども、あとそのときの答弁で、議長と相談してやりますということだったのです

けれども、ちょっと今、これの回答は、議長と相談しますとかないので、議会がやってくれという

ことなので、これは私一人でやりますとも言えないのです、相談しないと。なので、どう言ってい

いのか分からないけれども、取りあえず結論については、ちょっと言えないです。やりますとか、

そういうことなので。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） こちらも今、議会事務局が担当でやっておりますが、ボリューム的にでも、

議事録もそうですし、議事録の校正ですとかで、議会広報もそうですし、今、毎月の広報、そうい

ったこともやっていく中で、どうしてもやはり負荷がかかってしまって、そのやり取りをするだけ

でも時間がかかってしまうというところが現実的にあるということなので、そういった状況も踏ま
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えた上で、ぜひ協力していただきたいなというところです。ぜひご検討お願いします。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 他の議員にも聞いて、後でお伝えします。 

  次へ行きます。 

〇議長（寺田 優君） 次は、ＩＰ告知でのごみ分別の配信中止の検討結果。 

  田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 石野議員の質問にお答えいたします。 

  ＩＰ告知でのごみ分別の配信中止の検討結果でございますけれども、検討いたしましたが、今や

っております、朝７時半のごみの分別のアナウンスについては、何だかんだいって、年度途中での

人の出入りも結構ございますので、今後もちょっと継続させていただきたいと思っております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） ごみの放送については、これは検討結果ということなので、続けてください。 

  次、行きます。 

〇議長（寺田 優君） どこでも電話システムの…… 

〇４番（石野 治君） 違う。まだある。住民からの配信を取りやめた。 

〇議長（寺田 優君） その下のほう。 

  田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） ごみの分別なのですけれども、今のところ、この放送をしていることで住

民の方から１件の苦情もございません、少なくとも村役場のほうには。仮に住民の方から配信を取

りやめたことで苦情が発生した場合に、議員が責任を取っていただけるのであれば配信は取りやめ

ます。 

  先ほど申し上げましたとおり、私どもは、議員のことは尊重しておりますし、私厳しい東京都か

ら来たので、やはり議員に言われたことは、これは命令だぐらいのつもりで今までやっていた部分

はございます。もう本当に靴をなめろと言われればなめるぐらいやっています。それほど早朝でも

なく、村にお住まいの村民から村役場に１件の苦情もなく、村民の皆さんが毎朝、今日は何だっけ

といって紙で確認しなくて済むための、あくまで村民サービスの一環でございますので、ひとつご

理解いただければと思っております。 

  あとは、ＩＰ告知端末ですけれども、条例にもありますとおり、災害時等における緊急伝達や、

国や地方公共団体、村長が認める公共団体等の広報事項の伝達及び広聴事項やその他村長が必要と
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認める情報の伝達のために活用することとしており、内容につきましては、担当が案を出して、担

当課長が確認の上で配信を行っているところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 住民の方から１件の苦情もなくってありますけれども、これは役場に電話し

ても、相談しても、なかなかやってもらえないのです。私も２年ほど前かな、標識が反対側を向い

ていますよと役場へ言ったわけ。２週間たっても何もやっていない。ある議員に頼んだのですよ、

標識があっちを向いているから役場へ言ってくれと。そうしたら２日で終わりましたよ。そういう

ことがあるので、住民は信用しないのですよ。 

  それで、ここにも責任を伴うとか、書いてありますけれども、そういうことでなくて、私は、こ

の質問は、この一番最後に、何て一般質問で質問しているか、読んでもらえますか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 読めということで、読めばよろしいですか。 

〇４番（石野 治君） はい。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 12月議会において、ごみ収集の放送については、12月いっぱいまでは現行

どおりの放送をさせてほしいと担当課長の答弁がありました。その後の方針についてどのような検

討がなされたのか、ご説明ください。各課の放送についても明確な基準はなく、担当課長判断であ

ったとの答弁があり、それについても検討するとお約束いただきましたが、どのような結果になっ

たか、ご説明くださいと。前者につきましては、引き続き放送を続けさせていただきたいというこ

とでございます。後者につきましては、各課の放送につきましても、今の運用といいますか、担当

がいて、課長が確認した上で配信するということで、検討の結果、そうなりましたというところで

ございます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 私は、今回の質問に、放送をやめろとか、そういうことは質問していないの

ですよ。これは各課で、この前の12月議会のとき、ある課では全部放送しますと、日にちから時間

まで。ある課では、何々課です。タブレットを見てくださいと。そういうことなので、では各課で

相談して決めたらどうですかと、そういう質問、聞いているのですけれども、苦情が来たらどうだ

とか、やめろとかなんて一切質問していないですよ。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 
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          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） すみません。各課の放送のことは、ちょっと分かりませんで、画面を御覧

くださいだったり、ちゃんと内容を説明したりという話ですね。放送は、どこまで音声で流すかと

いう。そこまでは今のところ、まだ中で話ができておりません。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） では、検討してください。 

  では、次へ行きます。 

〇議長（寺田 優君） どこでも電話システムの契約解除について。 

  鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） どこでも電話システムの月約４万件の転送実績は事実であるかというと

ころでございますけれども、２月１日にＮＴＴに提供いただいたログデータ、記録で、結果４万件

となっております。例えば総務課、９局0012にお電話いただいた場合は、固定電話に加え、総務課

員のスマートフォンも着信するので、それだけの件数となっております。 

  だから、どこでも電話システムの、万が一、４万件とする数値が転送件数ではなく入電、架電、

転送全て合算した上での数値であった場合、転送件数は何件あったのかというところでございます

けれども、４万件のデータは職員が数日かけて分析しました。分析によれば月間の純粋な着信数は

4,983件、うち職員の個人端末宛てに転送した電話が952件となっており、まだ電話転送に不慣れな

部分もあるが、転送も十分活用しております。 

  それから、どこでも電話システムに係る月額使用料についてでございますけれども、通話料と合

わせておおむね月額20万円となっております。ただ、来年度は精査により、もう少し減らせる見込

みでございます。システム導入前が10万円弱であり、月額12万円程度の増額となっております。こ

れには課の直通電話の費用なども含まれ、企業や都の担当者から電話が直接担当課に行くようにな

り、すぐ要件に入れたり、転送に係る人的負担の軽減など、お金に現れないメリットもあることを

ご承知おきいただきたい。どこでも電話システムの保守契約をしている場合の月額保守費用につい

てですけれども、月額使用料の中に保守費用も含まれております。 

  それから、どこでも電話システムのシステム導入前後の各回線電話料金を比較一覧として提示し

てくださいということで、別紙のとおりでございます。これは職員が数日を要して作成しておりま

す。質問であり、誠実に回答するが、このため、本来業務に割く時間が奪われていることなどもご

理解いただきたいと思っております。 

  それから、どこでも電話システムの予算317万円は、当該システムの導入に当たり、どのような内

訳で使用されたか、項目ごとに説明してくださいということでございますけれども、導入費用につ
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きましては94万円、ランニングコストが月額約20万円程度、通話料込みとなっております。 

  予算317万円は、４月に導入した場合の初期費用、月額料金となっており、現実には11月にスター

トしたため、もっと少ない金額となっております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 続きまして、村民ファーストで対応すれば、どこでも電話システムは要ら

ない、契約解除が妥当ですというところでございますけれども、まず当村ですけれども、大きな企

業や大きな自治体と違いまして、管理職も現場に行きます。管理職自身が担当している仕事もあり

ますし、管理職が伝票も切っております。仕事内容は、職員管理や業務の管理だけにとどまるもの

ではございませんで、職員の職務内容、動静の全ては、恥ずかしながら把握できておりません。 

  大きな企業や自治体であれば、恐らく係長クラスといったところでございます。恥ずかしながら

零細企業に大企業のような対応を求められても、ちょっとそれにお応えすることは難しいです。ぜ

ひまめに役場にお越しいただきまして、役場の現実とか、職員の在席状況を御覧いただければと思

います。 

  もし議員のおっしゃるような、現場もこなせて、職員の動向も把握できている、スーパーマンの

管理職がいらっしゃるのであれば、ぜひ村の管理職として採用したいので、ご紹介いただければと

思っております。 

  また、今回のどこでも電話システムですけれども、コロナ禍でテレワークが求められる中で、現

場での仕事も多い利島にふさわしいものとして、国にちゃんと、これはどうでしょうと上げて認め

られて、全額国費で導入しておりまして、導入に当たっては、村のお金は全く使っておりません。11月

に導入して、まだ不慣れな部分もあって、これからさらに活用して、前かけたときに転送されなか

ったということは、本当に申し訳なかったなと。今後ぜひ転送できるようにしていきます。 

  これからさらに活用して、テレワークや現場との連絡で活用していって、村民サービスの向上に

努めていきたいと思っております。解約して、村民サービス低下だとか、電話の取り次ぎにかかる

職員負担の増加にならないような形でいきたいなと思っております。日頃から村役場につきまして

は、事務事業が適正に施行できておらず、また役場にいないことも多く、ご迷惑をおかけしている

のは本当に承知しております。 

  ぜひこういったＩＴ、ＩＣＴを活用しながら、村の問題、村の課題を解決していきたい一心でご

ざいますので、何とぞご理解をいただければと思います。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） ４万1,000件、約４万件のデータなのですけれども、これをちょっとお聞きし
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たいのですけれども、要は総務課に電話がかかってきたら、職員の携帯電話にも電話がかかると、

一斉に。これは職員が携帯で取ったら転送できるのですか。できるようになっている。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 大したものだ、すごい。できないと思っていた。 

  あと、４万件のあれ、調べてくださってありがとうございます。随分転送もしている、５分の１

ぐらいかね、4,000件で900件だから。 

  あと、減額、20万円になっているけれども、システム導入10万円弱、月額12万円、これが20万円

ぐらいのうちの22万円ぐらいで、12万円ぐらいは保守契約で、一月12万円ぐらいということですか。

かかる費用、要はＰＢＸに係る保守契約は。それとももう少し高いのか。何か月額に料金が入って

いるというような回答でしたけれども。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） これは、どこでも電話システムは、電話というよりもインターネット通話

みたいなものでございまして、全く契約形態としては、固定電話をインターネットの回線を使って

やりくりするみたいなものになっておりまして、全く従来の導線を引いて電話をどうするというの

は、全く別の料金体系、スマートフォンに１個アプリケーションを入れて、そのためのＩＤとか、

パスワードを発行すると、幾らみたいな形の料金になっておりますので、ちょっといわゆる保守が

幾らで何がという形ではないです。あくまでもそのサービスの利用料みたいな形プラス外部との通

話料みたいな形で、月額のお金がかかってくるという形になっております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） そうすると、年間12万円、保守だとすると、140万円ぐらいですか、年間かか

るのは。これを私がやめたらどうですかと質問したのですけれども、年間140万円ずつやって、10年

たつと1,400万円です。今、村長が12月議会で費用対効果を求めるものではないと答弁あったのです

けれども、その140万円がいいのか悪いのかというのは、どうということはないのですけれども、ど

っちかなというので、ただ今、副村長が言ったようにスーパーマンの管理職がいたら紹介してくれ

ということなのですけれども、これはあれですよ、田中副村長は東京都で５人分も働いて、表彰も

されたというスーパーマンがいるわけですから、その下で働いていた職員が５人前でなくても一人

前ぐらいになっていると思うので、それでここにも書いたとおり、職員は、管理職も大丈夫だとい

うことで、私は、やめたらどうですかと、そういうことで言っているわけで、なかなかいい電話で

すけれども、ちょっと費用対効果を考えないでやるというのは、いかがなものかなと思って。 

  それで、紹介してくれって、私には、副村長のようなスーパーマンの人の紹介はできないので、

ここの一番最後に書いてあるのは、副村長みたいなスーパーマンに教えられた職員がいるので、こ
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のＰＢＸがなくても大丈夫ではないですかということで、解約したほうがいいのではないですかと

いうことです。何かあったら。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 石野議員のご質問、私は全くスーパーマンではございませんし。課長の皆

さんも本当に一生懸命やってくださいますが、どうしてもやはり管理、多分みんな同意すると思い

ますけれども、やはり管理だけやっているわけでは全然ございませんので、ちょっとうまくいって

いないところをどうにかさせていきたいと。それを技術の力で何とかできないかというところでご

ざいます。 

  年間、これによっても140万円ぐらい当然費用はかかっておりますけれども、少なくとも今まで毎

回役場にかかってくる電話を受けて、それこそ年間5,000件電話がかかってきて、それを誰かが受け

て、それを誰かに転送すると、ほぼ5,000件転送していた時代に比べれば、各課直通の電話も導入し

たことで大分変わってきておりますし、そういったところで、全く費用対効果がないかといいます

と、年間百何十万円か増えたうちの何十万円が、そういったところの人権費で取り返せているかな

と思っております。ですので、今後もちょっと活用を進めていきたいなと思っておりますので、何

とぞご理解をいただければと思うところです。 

〇４番（石野 治君） 分かりました。 

  次、行きます。視察。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 視察の際の連絡の行き違い、不手際に関しましてなのですが、石野議員、利

島にまだその当時いらっしゃらなかったりとかということで、少し不手際、担当の課長、総務課長

が在庁しなかったりとか、いろいろな要素があったのですが、本当にその部分に関しては申し訳な

いと思います。 

  一生懸命やっているのですがというところですが、やはりさっきも述べたように村役場の対応が

十分でないということは、全てはやはり人員不足に起因するものだということであり、それに今回

の視察も、本来であれば議会事務局とか、各担当の課長に案内してもらうところなのですが、ちょ

っと皆さんお忙しいというのも、私としても理解しておりましたので、私一人で主宰となって、議

員の方々に連絡をし、主要な事業のところにご案内して、先ほどの笹岡議員の質問のときにも少し

述べましたけれども、ちょっと私も初めてのことで、段取りも悪くて、非常に申し訳ないなという

ところもありましたし、住宅のところを行き忘れてしまったというところで、実際議長も含め、４

名の議員には行っていただいたのですけれども、満足にちょっとできなかったなという反省はあり

ます。 
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  こういったことはあるのですが、引き続き議員の先生にも理解してもらうように努力はしていき

たいなというふうに考えています。 

  この電話システムに関して、先ほどあった電話システムの内容は、そのときに注目されている事

業であるということで、議員の方々にも説明をしたまでであって、特に飛び越えてご説明したとか、

そういう意味はありませんので、申し訳ないですけれども、ご理解をいただきたいなというところ

です。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 続きまして、石野議員の議会活動に対して役場が妨害しているのではない

かというところにつきまして、ちょっと私どものほうから、すみません。 

  以前にもお話をしたとおり、地方自治法におきまして、議員個人には法的に調査権は認められて

おりません。例えばこういった議会の議決を得た上で検査権を行使する、監査請求権を行使する、

調査権、100条調査とか、こういったものを行使するのであれば、当然私ども従う義務はありますけ

れども、先ほども申し上げましたけれども、４万件のデータから何から分析して、忙しい業務の合

間を見ながら、ちょっと膨大な資料から何とか取りまとめて、一種のボランティアといったらあれ

ですけれども、中で調査結果を示しているにすぎません。 

  過度な要求をされましても、ちょっとなかなか零細役場でございまして、限界がございます。何

ら議員活動を妨害する意思はございませんし、むしろ応援しておりますし、尊重しております。管

理し切れておりませんのは、私の実力不足も大変おわびしますけれども、どうかこういった零細の

役場の実情にご理解をいただければと思っております。 

  また、議員も特別職の公務員でございますので、議員個人に調査権、請求権がないことといった

基本的なルールの把握等の法令順守はお願いしたいと思っております。以前には、ここのモノラッ

クが管理できていないよみたいな、ちょっと私どもが完全に不行き届きなところのご指摘をいただ

いておりまして、本当に感謝しておりますので、引き続き手を取り合ってやっていければと思って

おります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 私も資料請求はできないというのは、議員になったとき、副村長から言われ

ました。でも、やってくれるということだったので、資料請求したのですけれども、これは議長に

資料請求をやってくれないかということで、資料を渡したのですけれども、議長は議会事務局に渡

しましたと。そういうことで、議会事務局に言ったら、渡されていないと。いや、そういうことは

ないはずだと。いろいろちょこっとあったのですけれども、一応出しますよということで、そこで

資料については、何にもなかったということなのですけれども、また資料請求ができないとか、そ
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ういうあれは、私が議員になったとき、最初に言われて、たしか副村長に言われたと思うのですけ

れども、その後いろいろあって、村長と副村長と私と総務課長かな、村長室でお会いしたとき、い

つでも請求してくれれば出しますよということだったので、資料の請求にはできるだけ協力すると、

そういう話だと思ったのですけれども、私は。強要罪でというとき。 

  では、出してくれるのだなと思っていたわけですよ。それで、今回何で同じようなことを言われ

るのかと思って、資料請求はできませんと。この間まで資料請求、いつでも言ってください。出し

ますからという返事だったので、村長はいなかったですよ。前村長と副村長と総務課長と私ともう

一人と会ったとき、そういう話なので、やらせてもらいますよということで、資料請求もしてきた

のですけれども、資料請求は出せないなら出せないでもいいのですよ。議会で出してくれと。何に

もなければ質問することもできない。 

  それから、出してやりますよといって、では多かったら、いや、そういうあれはないですから、

何と言ったらいいのか、ちょっとよく分からないです。いつでも言ってきてください、出しますか

らと言われたから出してみたのですけれども、あれは取ってあるのだよ、もしあれなら。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） その際のことは、前田前村長、私、鈴木議会事務局長の３人で承ったと思

っておりますけれども、あれをよこせ、これをよこせではなくて、質問みたいな形で、窓口に気軽

に来ていただいたら、お答えしますよという話だったのではないかと私は思っております。本当に

零細な役場で、それを用意するのは、本当にその間、やはりできなくなっている仕事もあるわけで、

こんなことを聞きたいのだけれどもという形で、気軽に窓口に来てくださいと、こんなふうに来ら

れて、資料をよこせとやられても、なかなか難しいものはございますので、気軽に聞いてもらった

ら、そこでお答えしますよというお話だったかと思います。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） では、いろいろ行き違いがあったということで、これからもよろしくお願い

します。 

  では、次へ行きます。 

〇議長（寺田 優君） 25％の株式を保有を要する立場として、利島村は今後どういった立場で株式

会社ＴＯＳＨＩＭＡの経営に関わっていく方針があるのか。 

  田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） では、石野議員の質問にお答えいたします。 

  これまで、まず25％の株式を持つ立場となって、どんなふうに今後株式会社ＴＯＳＨＩＭＡと関
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わっていくかでございますけれども、これまで公益事業として村役場が担ってきた代理店業務、こ

れを村に代わって株式会社ＴＯＳＨＩＭＡが行っていることになります。そのために財政面をはじ

めとして総合的な支援を行っていきたいと考えております。 

  続けてよろしいですか。 

〇議長（寺田 優君） はい。 

〇副村長（田中真里君） さらに、今、村の持ち株は25％になってしまったので、株式会社ＴＯＳＨ

ＩＭＡが持つ自社株をほかの人に売却されて支配権を行使できないようにするために取決めは何か

あるのかという話ですけれども、必ず村が筆頭株主になるような取決めを行っております。株式を

売却する際には当然株主総会が開かれますので、村にとって不利益となるような株主が現れたよう

な場合には当然反対の意思を表明します。 

  ３つ目です。経費が足りなくなった部分は補助金を充てるという説明を行っておりますけれども、

補助金ありきの経営でなく、経理体制の見直し、独自採算を目指す姿勢が重要だという話をいただ

いておりますけれども、当然もうかる事業であれば、そもそもこれまで村が40年間もやっていない

と、きっともうかる事業だと、どこかがやっていると。ただ、赤字であっても村の維持発展に欠か

せない事業ということで、村役場が一義的には代理店を今まで続けてまいりました。 

  独立採算については非常に難しいですけれども、補助金の申請の受付、審査、精算という段階で

当然精査を行っていく予定でございます。事業計画ですけれども、５月に行われます株主総会に諮

るものとなっております。 

  次です。補助金ありきの経営にならないために主要業務である定期航路運営の契約金額交渉を東

海汽船及び神新汽船と行ったかと。また、利島村は株主として補助金支出を想定している行政とし

てどのような報告を受けたかですけれども、村長が就任して間もなくの令和３年12月に、村長と株

式会社ＴＯＳＨＩＭＡの社長、あとは産業観光課長、３名で東海汽船及び神新汽船に訪問して交渉

を行っております。 

  それ以外にも株式会社ＴＯＳＨＩＭＡの社長が交渉を行っておりますけれども、やはり完全に東

海汽船からのお金だけで黒字にするには契約金額が、やはり東海からもらうお金が４倍にならない

と、そもそも難しいと。努力はしましたが、結果的には、今の村が代理店として行っている契約を

そのまま踏襲するような形になったという報告をいただいたところでございます。 

  続いて、今年度会計においても株式会社ＴＯＳＨＩＭＡには余剰人件費、今年度人手不足で生じ

る黒字ですね、生じるかと思いますけれども、令和４年度の補助金の支出の際に、補助金から差し

引くかどうかでございますけれども、事業につきましては、手元に幾ら資金があるかということで

はなく、来年度１年度の収益、収入と支出の中で見ていくものだと考えております。他の補助金支

出団体でございます、農協、社協、漁協につきましても、手元の現金が幾らかで私ども補助金を増

減させておりません。それをやってしまうと、お金も持っている会社には、ただで仕事を頼んでい
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いというような理屈がまかり通ってしまいます。農協、社協、漁協と同じ補助金支出団体として同

じ理屈で行っております。 

  令和３年度の決算で、ＴＯＳＨＩＭＡに生じた黒字というのは、本年度村が委託した仕事を正当

に行い、それで正当に得た対価でございますので、差し引く理由はないと考えております。 

  補助金申請が有効となる経費の範囲、上限額、申請方法については、別紙のとおりとなっており

ます。 

  次に、株式会社ＴＯＳＨＩＭＡが村営住宅、合築住宅の部分を買おうとしたら、どうするのかと

いうような話でございますけれども、前の質問でもお答えしましたとおり、今回建てる住宅の分譲

はいたしません。ただ、定期航路の運営には人手が必要で、そのためには当然住宅が必要でござい

ます。 

  答弁骨子の20ページの中で、石野議員ご自身が20ページの中段ぐらいで、社宅の独自建設といっ

たところ、やはり会社が独自に解決すべき問題だと話もいただいておりますので、株式会社ＴＯＳ

ＨＩＭＡの定期航路の運営には人手が必要で、そのためには当然住宅が必要になります。本来その

ための住宅は法人が自ら借金して建てるのが当たり前であり、従業員用の社宅や寮を自ら用意して

いるような第三セクターもございます。そのため、社宅建設に係る費用については、経費として見

ようかなと思っております。 

  現状この株式会社ＴＯＳＨＩＭＡの運営については、もう９割８分ぐらいが本当に村の、村とい

うか、定期航路の補助金になってまいりますので、定期航路事業が大半になってきて、とてもでは

ないけれども、ここはちょっと経費として見ようと考えておきます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） この中で25％の株式保有、どういう立場で関わっていくかと。その他、財政

面をはじめとして総合的な支援を行うとあるのですけれども、総合的支援って何ですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） ないことを祈りますけれども、仮に人手不足になった場合には、場合によ

っては村役場から人を派遣するといった人的支援もございますし、あるいは例えば経営だとか、法

的なところの判断で相談があれば、そういったところにも応じていくような形で考えております。

財政、お金、金、人、あとはノウハウ、知恵みたいなところで支援していければと思っております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 次に、保有する株が売られた場合、必ず村が筆頭株主になるような取決めを

行っているということなのですけれども、これは個人に一株ずつ売っていった場合、役場は51％持
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っているのだったら話は別ですけれども、25％なので、例えば27人に株を売ったと、一株ずつ。こ

れを誰か１人まとめて買われると、今度は筆頭株主が別になりますよね。そういう場合は、役場は

何かあるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 会社の金庫株、持ち株には議決権はございませんので、今ある25％が現時

点の（株）ＴＯＳＨＩＭＡでは議決権がある株ということになりまして、仮に１人ずつ分配します

という形をされて、万が一、それが過半数を取るようなことがあると危ない、そういった場合は村

として反対しようと思います、株主総会の中で。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 反対する前に、さっき言ったように、例えば27人に一株ずつ売って、誰か１

人にやろうかと。そういったことがないようなことは村役場として考えているのですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 株式会社ＴＯＳＨＩＭＡの株につきましては、譲渡制限付株式となってお

りまして、株式を譲渡したりするためには株主総会の議決を経ることになっております。だから、

25人に一株ずつ渡して、それを１つに集めようとしたら、その都度、株主総会が開かれます。その

際に私は、筆頭株主ですね、そこで反対すれば否決できるかと思っております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） では、そういうことはないと。もうからない事業であっても、次に行きます。

独自採算を目指す姿勢が重要だと思います。補助金ありきの経営を見直して、なるべく自分ででき

るように、（株）ＴＯＳＨＩＭＡが。 

  あと、事業計画も確認していないので、どれぐらいのあれか分からないですけれども、補助金、

7,000万円でしたっけ。去年から比べると、約3,000万円から4,000万円近い、大幅な補助金になりま

すよね。今ここで言ってもしようがないので、予算のときやります。事業計画とか、そういうのも

役場が確認しながら補助金は出していってもらいたいのですよ、大ざっぱにぱっとやらないで。 

  あと、補助金の、（株）ＴＯＳＨＩＭＡと契約はしているわけでしょう。していないの。補助金だ

け。これぐらい出すと。その補助金は、（株）ＴＯＳＨＩＭＡから、これぐらいくれということで出

てくるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 
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〇副村長（田中真里君） 石野議員の質問にお答えします。 

  答弁骨子の36ページを御覧ください。こちらが定期航路の運営に係る来年度の現時点での補助金

のあれで、収入というところが、東海汽船だったり、村から入ってくるお金でございます。定期航

路の受託事業収入、東海汽船だとか、神新汽船から入ってくるお金が、過去３年の平均からして、

約3,000万円程度入ってくるだろうと。一方で、年間で幾らぐらい、下が支出でございます。幾らぐ

らいかかるかというと１億700万円程度かかると。ですので、この差額である7,700万円が、今回、

村役場が補助する金額という形になってまいります。 

  何でこんなに上がったかだけ、ちょっと簡単にご説明すると、今まで村役場で４トントラックも

用意する、３台のフォークリフトを用意する、こういったものまで用意して、かつ無料でラフテレ

ーン・クレーンを使わせるという、そういった契約をした上で、村が見えない負担をいっぱい抱え

ていたのです。フォークリフトを買うとか、４トントラックを用意するとか、ラフテレーン・クレ

ーンをただにするとか、そういったものが全部なくなって、もう純然たる普通の一会社として、そ

れは自分で借りてもらうし、ラフテレーン・クレーンを使ったら、村は、ほかの会社と同じだけの

お金を取るよと。この会社だけ特別扱いしないような形で、その分リース料というのが、2,000万円

という莫大な金額になっているのは、そういうことでございます。 

  自分のところで４トントラックも借りてもらうし、フォークリフトも借りてもらう。あとは、ラ

フテレーン・クレーンを使ったら、ほかの会社と同じようにお金を払うと。そういった場合、2,000万

円ぐらいかかってしまうということがあって、大きく上がっているというような形になっておりま

す。見えないものまで村が負担していた車両代、こういったものも今回はきちんと見えるような形

にしたというところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） これは予算でやります。 

  あとは、契約更新、村長にということなのですけれども、どういう。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 独立採算ということで、一番のネックは、一律貨物料、それから旅客人員に

よる収入、パーセンテージで事業収入として入ってくるというものなのですが、東海のほうには、

具体的にはパーセンテージを少しでも変えてくれませんかと。大きな島の人員のパーセンテージで

やっても、利島でやるのとでは比較にもなりませんし、ただ船を着けるに際しては、一定の人数が

必要だというところで、一律のパーセントで切られても、なかなか難しいというところで、平行線

といいますか、これは私が議員になったときに、当時の議員団で、同じような要望というか、東海

汽船のほうに伺った際も同じような回答でした。なので、その分、村で見るというようなことでや
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っています。 

  ただ、これも議員のときから述べておりますが、村で見るといっても、ここの部分に関しては、

東京都の交付金、社会基盤整備に伴う離島交通の重要な部分であって、ほとんどの部分は東京都の

交付金で見ていただいているということであります。なので、直営でやるよりも委託という形で、

こんな言い方をしたら、ちょっと怒られるかもしれないですけれども、出しやすいといいますか、

お願いしやすいと、東京都にも。お話が通りやすいといったところが、事情としてはあるというと

ころです。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 東海汽船とは交渉を重ねてください。 

  あとは、剰余金の問題です。これは前から、剰余金のときからのことになるのですけれども、今

回（株）ＴＯＳＨＩＭＡに人数分、12人で積算していて、今は10人か、９人とか言っていたかな。

その分が多分剰余金として余るのだろうけれども、今回令和３年度の契約で余ったから返せとは、

契約がないので、返せとは言えない。今度（株）ＴＯＳＨＩＭＡに、この金がプールされるわけだ

と思うのですけれども、そうしたとき、そのお金の額を引いて補助するのかということなのですけ

れども、どういうあれですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 先ほども答弁いたしましたけれども、事業というのは、その単年度の収支

で見ますので、手元現金がどうというところは、見るつもりはございません。ですので、今年度出

た黒字については、正当に仕事をした上で得たものなので、それは（株）ＴＯＳＨＩＭＡに帰属し

ますし、来年度東海から入ってくるお金、一方で必要になる経費、そういったものを見ながら、単

年度の中で見てまいりますので、今回その分を補助金から引くということはしておりません。これ

は同じように補助金を出している社協であっても、農協であっても、漁協であっても同じでござい

ます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 補助金申請、経費の範囲とか、上限とか、申請方法、これはこれですか。ち

ょこっと伺います。 

  去年まで、この役員というのは何人いるのですか、１人。役員の報酬が、去年までたしか月40万

円でしたよ。これが今度一気に60万円に上がっていますよね。それと、役員退職金というのがある

のですけれども、450万円、４年に１回ずつ。何か村長が１期務めて退職金をもらうのと似たような

感じであるのですけれども、これは役員は４年任期とか、そういうので退職金を払うあれがあるの
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ですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 石野議員のご質問にお答えいたします。 

  役員報酬につきましては、ボーナスも合わせた金額としては、今年度も変わっておりません、今

年度と来年度。 

  役員退職金につきましては、恐らく（株）ＴＯＳＨＩＭＡにつきましては、従業員には退職金は

あるけれども、代表にはないという状態がずっと続いてきていまして、やはりまともな会社に移行

していくために、今回就任後４年分のをまとめて今回計上すると。だから、来年度以降は、こんな

に積まないです。恐らくここの（株）ＴＯＳＨＩＭＡの社長につきましては、村役場の管理職に準

ずるような立場が一番望ましいかと思っておりまして、今のままだと、退職の時点で退職金が１円

もないと。従業員にはあるけれども、役員にはないという形になってしまいますので、来年度、就

任４年分を今回一遍に計上しております。来年度以降は１年分になるので、100万ちょっとという形

になります。金額は減ります。計上、今までし忘れた分を今回計上したという形でございます。 

          〔「分からない」と言う人あり〕 

〇副村長（田中真里君） 当然、まともな会社であれば、役員が退職する際には退職金をもらえます

よね。（株）ＴＯＳＨＩＭＡにつきましては、退職金制度がなかったと、役員の。一方で、従業員に

は退職金の制度があったと。なので、こういったギャップを解消するために役員の退職金制度とい

うものを導入しますと。そのためのお金が、今まで４年間勤めた分が１円も計上されていなかった

ので、今回４年分を計上していますというところでございます。これは辞めるたびにもらえるわけ

ではなくて、積み立てられていくような形でございます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） では、（株）ＴＯＳＨＩＭＡの件は予算でやります。 

  今度は焼却場です。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 焼却施設の建設に関する基本計画の策定状況について。 

  基本計画のドラフト版が出来上がっております。現在内容について、都の環境局に確認をお願い

しております。 

〇議長（寺田 優君） 次お願いします。 

〇環境建設課長（上野 崇君） 議長にお許しいただきましたので、次も行かせていただきます。 

  建設予定地、焼却施設の性能、生活圏に建設しても健康被害や臭い問題について大丈夫としてい
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る根拠及び住民説明会の開催について。用地は、従前のとおり営林署ヘリポート東側の土地、大気

汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、東京都環境確保条例等の規制にのっとった施設を整

備することから問題はないと考えている。時期を見て住民説明会を開催させていただきたい。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 基本計画は出来上がって、都の環境局から確認ができるのはどれぐらいにな

りますか、４月、５月頃。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） お願いして確認していただいているところなので、いつというのは、

ちょっと申し訳ないですけれども、出来上がり次第、また報告をさせていただきたいと思います。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） では、お願いします。 

  あとは、住民説明会を時期を見て開くということなのですけれども、これはまたコロナの何かあ

りますか、コロナ関係で。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 当然まん延防止ですとか、コロナ感染対策のところが引っかかってきてしま

うところはあるかと思います。こちらの準備状況にもよりますが、感染状況によってやっていきた

いなと思います。 

  具体的には、私が12月議会でも述べた、住民対話会みたいなものを、何度か計画はしていたので

すが、まだ１回もできていないというところもありますので、今みたいな１万人とかという状況か

ら、もう少し年末の、12月ぐらいの状況まで落ち着いたらやっていきたいなと思っております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 焼却場は、住民も非常に関心の高いものなので、何とか早く説明会を開いて

住民に説明してもらいたいものです。 

  では、次へ行きます。 

〇議長（寺田 優君） 音声受信機の全戸配布。 

  鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 
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〇総務課長（鈴木広一君） 音声受信機の全戸配布についてでございます。 

  改めて希望者に配布する旨の周知を行っていきたいと思っております。 

  それから、村内放送のほか、ホームページでも広報を行っております。さきの停電の際は、３回

にわたってホームページで状況説明を行いました。今後は、ツイッターも活用して周知を行ってい

きたいと思っております。 

  それから、非常時のヘリポートへの給電についてでございます。軽自動車のバッテリー容量では

ヘリポート全体の電力を賄うことは不可能でございました。さきの停電時には業務困難と判断した

ことから、張り紙やホームページ、村内放送で周知を行いました。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 希望者に、また希望者なのですけれども、この前の停電のときは昼間で、何

ともなかったので、これが台風とか、そういうとき、夜起こったときは、住民に知らせるものは何

もないです、受信機しか。それが今度台風が夜来て停電になったとき役場の職員は回れますか、戸

別に。この辺だから、早く全戸に配布したほうがいいのではないですか。要らないという人はいい

ですよ。携帯があるから要らないという人がいるかも分からない。ただ、我々みたいに使い方の分

からないのはないと困るので、私は取りに来てもらったのですけれども、取りに来れない人もいま

すよね、役場まで歩いてこれなくて。そういう住民のことも考えて、ちょっとそれは早くやっても

らいたいなと思うのですけれども、どうですか。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） 希望する方で役場に取りに来るのが困難な場合は、役場のほうでお届け

することも可能ですし、まずは希望される方については配っていきたいと思っております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 先ほども話しましたけれども、役場に電話をかける人はいないのですよ。利

島の住民で、年寄りは役場へ電話かけたことはないと思いますよ。ほとんどないと思う。なので、

配ったらどうですかと言っているのですけれども、やはり配るのは嫌ですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 停電の際にということなのですが、ＩＰタブレットでもそうですし、基本的

に戸別受信機も家庭用電源から取っていると。バッテリーもあるのですが、全てそれで停電時対応

できるとも限らないというところで、それでも台風時とかに情報を伝える手段としては用意もして

おります。なので、全戸配布が嫌だとか、そういうわけではないのですが、希望する方には、準備
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はしているというところです。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 先ほども話をしたのですけれども、役場へ電話をかける老人っていないので

すよ、ほとんど。電話がないから要らないのだろうというわけではないのですよ。欲しいけれども、

何か電話がかけられないと。だから、年寄りのところというのは、多分把握していると思うので、

ぜひ配ってもらいたい、欲しい人は取りに来てくれではなくて。そういう考えはないのですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 現時点ではお答えできませんが、職員と協議した上で、できるようであれば

やっていきたい。ただ、繰り返しになりますが、マンパワーの問題もありますので、その辺りも含

めて、有効であればやっていくというところです。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） ぜひ配るような方向でお願いします。 

  では、次に行きます。今、ヘリポートは停電になると、要は電気自動車では足りないと。では、

今度なったとき、電気自動車も使えなくて、そのまま停電によって閉館するのかということなので

すけれども、要はバッテリーでなくて、発電機がありますよね、５キロとか、多分５キロぐらいだ

ったら、軽自動車に積んで持っていけると思うのですけれども、そういうものを用意するという考

えはないですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） こちらもまだ庁内で協議をしていない案件なので、今後協議をしてからにし

たいと思います。ただ、発電機とかですと、精密機器、パソコンとかに損傷を来す可能性もあるの

で、なかなか難しいのかなと思っております。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 住民課長ではなくて産業観光課長としてお答えさせていただきます。 

  こちらにつきましては、ヘリポートの業務につきましては、あくまでも東邦航空が実施している

ものでございまして、東邦航空からの指示に基づいて、うちらも、村のほうも動かなくてはいけな

いといったところもございますので、村長も検討するというふうにお答えしましたけれども、東邦

航空、振興公社ですか、東京都振興公社、そちらのほうとも停電時、どういった対応をするのかと

いったところは、今後協議を重ねていきたいと思います。 
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  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 天気が悪くて、天気はいいけれども、西風が吹いていて、それで停電でヘリ

が欠航ですと。本当は飛べるのだけれども、事務所が閉館すると。そういうことになると、また大

変なので、何か発電機、例えば５キロぐらいで駄目だったら、10キロぐらいのを用意しておくとか、

多分今の発電機だったら、昔のように上がったり、下がったりしないと思うのですね、発電機も。

それを置くような考えはないですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  先ほども答弁したとおり、東邦航空等々とちょっとお話合いをしないと、これは解決できません

ので、定期航路を運営しているのは、実際は東邦航空株式会社でございますので、停電時にどうい

った運航をするのかしないのか、また払い戻しをするのかしないのか、どういったことをするのか

というのは、ちょっと東邦航空株式会社さんのほうと協議させていただきます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） では、協議して、なるべくいい方向に持っていくようにしてください。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） それでは、石野議員の一般質問を終わります。 

  ここで休憩を10分間取りたいと思います。 

          （休憩 午後 ３時５０分） 

                                           

          （再開 午後 ４時０２分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

  次は、井口議員の一般質問を行います。 

  井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） それでは、私のほうから一般質問させていただきます。 

  まず１番目、モノラック路線について。本村では東京都の協力により34路線ありますが、放置山

が多く、なかなか自分の山に入るのを苦労しています。路線の管理をしてもらいたいと思いますが。 

  ２番目、椿生産者の取組について。年々椿生産者は高齢化しています。椿産業を守るためには、

利島農協と協力しながら椿産業を守るべきと思いますが、村としての考えをお聞きしたいと思いま
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す。 

  ３番目、空き家対策について。前村長のときから空く家活用を進めていますが、現在までの成果

について説明願います。 

  ４番目、漁協への取組について。近年、海水温上昇のため、磯焼けが続いています。このため、

利島漁協の販売物が少なく、苦労しています。大島支庁などの協力を得ながら何とかしていくべき

と思いますが、村の施策をお聞きします。 

  以上４点、１問ずつお願いします。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員の一般質問の朗読を終わります。 

  それでは、１問ずつ答弁をお願いいたします。 

  榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） モノラックの路線管理について、井口議員のご質問にお答え

します。 

  路線の定期的な保守点検は実施しており、必要に応じ、修繕を進めているところでございます。

これまで路線拡大や老朽化によって維持費、維持補修費等の増加が、今後もさらに見込まれる中で

軌道周辺の管理について、その路線を利用、使用している生産者に行っていただきたいところでは

ございます。 

  東京都の補助金を活用し、新規路線を整備するに当たり、現在の路線の統廃合や代替手段の確立

など、効果的な方法を検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） このことは、先ほど私もちょっと述べさせていただきましたが、椿産業に従

事されている方が大分年を取ってきているのです。それで、路線の管理というと、ちょっと今では

女性の方も結構運転してやっているので、そういった方々からも結構苦労されているという声を聞

きます。 

  それと、その路線の走っている線路、たしか私の記憶違いでなければいいと思っているのですが、

前は、これは役場のほうから、入札か何かのときに出されていたと思ったのですが、その辺は覚え

はないですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 井口議員のご質問にお答えします。 

  井口議員がおっしゃっているのは、草刈りとか、そういった話ですか。それとも路線、軌道の管
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理自体は今業務委託を行っておりますけれども、それはあくまでも点検レベルで、壊れたら後で修

善というようなところでやっています。 

  それ以外に倒木に関しましては、村のほうで倒木の状況、更新事業の伐採の中で実施していると

いったところがございますけれども、草刈りとか、そういったところについては、少なくともここ

何年かの中で実施している、業務委託しているとか、そういったところはありません。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 実は私、これは私もちょっと覚え、記憶にあったもので、それでお辞めにな

った、元産環課長さんにお聞きしたのです。たしか路線を中心にして１メートル切っていなかった

か聞いたのですよ。そうしたら、前はちゃんと管理のときに入札で一緒に含めてやっていましたよ

というお答えです。それは現在も、元課長さんは島にいますから、私が言っていることが信用でき

なければ確認を取ってください。私は、あくまでも本人から、そうやって答えを聞いていますので、

それで今現在、まだ男性ならいいのですよ。女性が山に行くに、うっちゃり山、放置山をくぐって

いくには大変なのですよ、これは。椿の実を拾いに行くときに草刈り機を持っていかなくてはなら

ない。そういったあれが大変だからお願いしているのですが、いかがでしょうか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 井口議員のご質問にお答えします。 

  この場で井口議員のほうからお答え願えないというか、下で私に教えていただければ、課長は何

人も辞められた課長はいらっしゃいますので、確認させていただきたいと思います。 

  また、契約書等々あれば、そちらのほうも確認させていただきたいと思います。 

  ただ、現時点で実施するかしないか、そこにつきましては、村長のほうにご相談させていただき

ながら、ちょっと検討させていただければと思います。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 正直、私もこれについては、ちょっと不安だったのです。それで、頼まれた

ことでもあり、やはり質問する以上、責任があるので、辞めた元課長さんにお聞きしたのです。そ

うしたら、当時は、ちゃんと見積りの中に入れていましたよというお答えでした。私、それは１人

の方に聞いたので、何人の方というあれではないのですが、１人の、このモノラックを始めた頃の

課長さんかな、そこら辺の確認を取ったのです。そうしたら、確かにやっていましたと。 

  それで、付帯事項か何か、契約書についていますかとお聞きしたら、いや、それはちょっと分か

らないと。だけれども、路線の、その１メートルについては、ちゃんと契約するときに切ってくだ
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さいねと。要するに農業者が安心して動けるあれがあるので、１年に１回だけは、ちゃんと切って

くださいということでやっていたということをお聞きしましたので、それで今回質問させていただ

きました。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 井口議員のご質問にお答えします。 

  当時、総延長が何キロかというところも、その契約の中に盛り込めたか、盛り込めないかという

ところもあると思います。ただ、現状として、総延長12キロにわたる軌道の左右１メートルを管理

するとか、その周り50センチずつを管理するとかというと、相当莫大な委託料が発生しないと、管

理はでき切れないのかなというふうには考えられます。 

  ですので、そこについては、今後検討事項の一つとして実施していきますけれども、答弁骨子に

も書きましたけれども、モノラックで全ていくのが、果たして正解なのかといったところも、今、

農協さんと村のほうと、また来年度事業でもいろいろな検討を進めていく中で、やはりモノラック

の維持管理に多大な費用がかかってきていると。今後さらにそこは増大すると。ここは様々な施設

を持っている中で、村にも非常に負担になってきているといったところもございますので、そこに

ついても、きちっと継承していきたいと思っております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） モノラックを使って椿山へ切っ払い道具から何から持っていくのに大変あり

がたいのです。まさかそれを担いで下から上までというのは、ちょっときついのです。せっかく路

線を整備していただいているのですから、そこを十分に活用させていただきたい。これは椿生産者

の望みでもあると思います。そこいら辺よろしくご検討をお願いいたします。 

  次の２番目をお願いします。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 井口議員のご質問にお答えします。 

  椿産業を守っていくことについてでございますが、令和２年度に椿産業振興行動計画を策定して

おりまして、農協と協働して計画を進めているところでございます。令和４年度には新たにＩＴ企

業と共同で課題解決に向けた取組を行っていく予定でございます。製油センターの更新の際には工

場での前処理工程の導入を予定しており、生産者の手助けになると考えております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 
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          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） この椿産業というのは、利島の基本産業でもあり、大変重要な産業だと思い

ます。ところが、今現在、椿産業に従事している方の数が減ってきているのです。結構農協にお預

けになったり、また亡くなったりして、結構山が、放置林が多いのです。だから、私も足が悪いの

だけれども、自分の預かった山は、ちゃんとしたいと思ってやっていますけれども、だんだん、だ

んだん年を取ってくると、きつくなるのです。だから、どうやったら利島の椿産業を守っていける

か、大変な問題だと思います。やめるのは簡単です。えーい、よーしたと言えば、それまでですか

ら。 

  だから、これについては、村と農協さんとでよくご相談していただいて、どうやったら椿産業に

携わってくれる人が増えていくのか、そこいら辺をよく話合いをして、いい方向に持っていってい

ただければと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

  次お願いします。 

〇議長（寺田 優君） 次は、空き家対策の成果についてでございます。 

  上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 空き家対策のこれまでの成果についてお答えします。 

  平成28年度より開始した定住促進住宅補助金、通称空き家バンクでは、平成28年度から平成30年

度までは実績はなかったが、平成31年度に１件、令和２年度に１件、令和３年度に１件の計３件と

着実に成果が出ている。令和２年度より開始した借り上げ住宅事業については、令和２年度に１件

実施している。いろいろな国や都の補助金もあるが、空き家を地域活用施設、児童館などでござい

ますけれども、に改修しなければならないため、家としての活用は難しい。 

  また、昭和56年６月１日以前に建築された建築物の、旧耐震の住宅に関しましては、建築確認や

耐震補強の証明書、こちらを提出しなければいけないので、活用が難しいのが現状でございます。

改修をしたときに耐震補強するなどの対応が必要になってきます。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） この空き家対策についてなのですが、今、課長のほうから答弁がありました

ように平成31年度に１件、令和２年度に１件、令和３年度に１件の計３件、着実に成果が出ている

というご報告がありましたが、そこでちょっとお聞きしたいのですが、空き家対策をしていただい

て、そこへ借りて住んだというのは、ちょっと私は、どこかなと思い当たるところがないのです。

正直な話。古い家のあったところを買って住んだという個人はいますよ。空き家を利用して住んで

いるというのは、ちょっと私思い当たらないのですが、私の村内の見方が悪いのか、何だか分かり
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ませんけれども、一応今のところ、私はどこかなと思っているのです。 

  だけれども、今、課長は、３件ありますよというご答弁ですから、あるだろうなと思っています

けれども、私はどこかなと、クエスチョンがついているのです。ここでどこどこと聞くわけにはい

かないから、あえてお聞きはしませんけれども、ただちょっと思い当たらないなと思っているとこ

ろです。正直ね。 

  だから、課長が、そうやってお答えするということは確実にあるのだろうと、その空き家に入っ

たのだろうと、こう思いますけれども、私の知っている限りでは、個人で借りて、個人でそのまま

住んでいる、そういったところは思い当たりますけれども、空き家を改修して住んでいるというの

は、ちょっと思いつかないのですよ、正直。この件については、課長が、そう答弁されたから、間

違いないだろうと。私のほうが勘違いしているのかなと思っています。そういったことで、３件、

確実に空き家対策は行われたということでよろしいわけですね。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 先ほどの３件確実に、もともと倉庫だったところを含め、人が入ら

れているところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 私もどこどこと聞きません。それは課長の答弁のほうが正しいでしょうから。 

  それでは、次の質問にお願いします。 

〇議長（寺田 優君） 次は、漁協への支援について。 

  榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 井口議員のご質問にお答えします。 

  漁協への支援についてでございます。漁協や漁師に対して、これまでも補助や助成など財政的支

援や人的支援を行っており、令和４年度から漁協からの要望もあり、これまでの補助メニューを見

直し、市場開拓や魚種の転換や新たな特産品の生産を支援していく、予算が可決すればといったと

ころでございますけれども、していく予定でございます。 

  また、地域おこし協力隊の募集を行い、漁協と協働し、新たな特産品の開発などを進めていく予

定でございます。漁協や漁師が今後どうしていくかが最重要であり、漁協から要望等があれば相談

に乗っていきます。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 
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〇５番（井口 保君） 磯焼けについては、結構日本全国あちこちで起きている問題で大変だろうと

思います。これは利島だけではございませんから、それは私も重々承知しております。結構役場の

ほうも支庁さんに相談したりなんだり、いろいろとやってくださっていることは分かっています。

ただ、私が心配しているのは、漁師の方々の収入源が減るということを、ちょっと心配しているも

ので、さっきも述べましたが、ハバノリのつくだ煮を作ったらどうかとかなんとか言いましたけれ

ども、何とか新しい道を探っていくしかないのかなと思っています。 

  それで、ここに課長の答弁書にもあるように、新たな特産品の生産を支援していくとありますが、

魚種の転換とかあるのですが、今まで利島は、サザエ、イセエビ、そういった類、あとはタカベ、

イサキが少々かな。あと、去年の場合はアカイカですかね。今年は、私はびっくりしたのは、放送

でマサバの一夜干しが出来上がりましたと聞いたのです。えっと思って、まさか今まで利島はゴマ

サバしか取れていないじゃんと思っていて、実は今日３枚、漁協にお願いして、持ってきてもらい

ました。なるほどマサバでした。やはりそういったあれは、本当にマサバだと思ってびっくりした

のですけれども、今まではゴマサバしか取れなかったのが、急にマサバが取れ始めたので、いやい

や、本当なのだと。 

  それで、私もハバノリも少々ながら買わせていただき、それで今回は一夜干しも買わせていただ

いて、去年はイカも買わせていただいて、なるべく漁協の水揚げに対して協力しようと思ってやっ

てはいるのですが、私個人は少々なものです。焼け石に水です。その程度の応援しかできないので

すが、それでも何とか応援していこうと思っていますけれども、何とか漁協に携わる人たちの収入

源が増えていけばなと思っているのですが、そこで村のほうで魚種の転換や何かって書いてあるの

ですが、一体何を計画しているのか、教えてください。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 井口議員のご質問にお答えしたいと思います。 

  こちら何を計画しているのかといったような、いろいろと漁協のほうからの要望もあります。こ

れは補助金とか、助成についての考え方とか、そういったところにも及ぶかと思うのですけれども、

実際に困っている方が、ぜひこれは要望というか、きちっとした計画を持って役場に要望していた

だければ、役場のほうの担当職員も、私担当課長も誠心誠意対応させていただきたいというふうに

考えております。 

  何の計画もなく、これだけはやってくれとか、そういった計画で来られても、こちら対応し切れ

ないというところも多々あります。具体的な計画を持って要望していただければ、こちらもそれに

向けて、どういった補助金があるかとか、そういったところは、しっかりやっていきたいと思って

おりますので、そこはぜひ助成してほしいとか、困っている方が、ぜひ一生懸命そこについては、

自分たちの生活というところもあります。補助を期待してやるのではなくて、自分たちで、まず実
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施できないかどうかを考えてから、ぜひ助成とか、補助をしてくれとかという要望をしていただき

たいなというふうに考えております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 要するに私が今お聞きしたのは、市場開拓や魚種の転換や新たな特産品の生

産を支援していくという文言があるので、何かこれといった魚種があるのかなと思ってお聞きした

のです。要するに仮に小さいながらも定置をやるのか、昔はやりましたよね、定置、そういったあ

れも考えられるので、何か村のほうでも考え方があったのかなと思って、ちょっとそこいら辺はお

聞きしたのですけれども、昔はやったのですよ、定置網、小さいながらも。それは今ここにいる笹

岡議員も一緒に船に乗ってやっていました。 

  そういったあれで、いろいろとやってはきたのですけれども、とにかくここはマンパワー不足な

ですよ。では、定置をやったら何人が関わられるのかというと、そう人数はいない。それで、恐ら

く今度定置をやるとなると、船も造らなくてはならない、何を造らなくてはならない、大変なお金

もかかると思います。 

  そういったことで、村のほうも極力漁協に協力していただいて、何かこれといったようなものが

お互いに相談し合いながら探していっていただけたらなと思いますので、お願いばかりして申し訳

ないけれども、そういった形で協力してやっていただければと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

  以上で終わります。 

〇議長（寺田 優君） それでは、井口議員の一般質問を終了いたします。 

  引き続き、前田副議長の一般質問を行います。 

  前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） それでは、一般質問させていただきます。 

  質問に先立ちまして、一言、二言、おわび申し上げたいと思うのですけれども、私の文章力の拙

さから、ちょっと答弁骨子を読ませてもらって、私の意図した内容とちょっと違うなというふうに

読み取れますので、それともう一つ、私この１番目の産業振興に関して、この１年、２年で成し遂

げようという考えではなくて、もうちょっとスパンを長く、３年、４年後ぐらいを私としては見通

しているつもりだったのですけれども、先ほど言いましたように文章が拙くて申し訳ないです。 

  それでは、まず１番目、産業振興に関して質問させていただきます。それと、最初の書き出しが

島の漁場とかと言っているので、答弁書でもそういうふうに取られたのかなと思うのですけれども、

その辺はご容赦ください。 
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  では、行きます。島の周囲は好漁場で、時期になると、イカ漁船やらサバ漁船等が大挙して押し

かけるのを指をくわえて見ているのが関の山でしたが、産業振興を考えるならば、これが資源の有

効活用を図っていくのが島にとって一番の方策ではないでしょうか。 

  住宅問題が解消に向かうであろう今こそ新産業を創造する絶好の機会と思います。産業創造は、

民間の事業と切り捨てるのではなく、官民一体となって取り組んでいく必要があるのではないでし

ょうか。 

  一例ですが、利島資源を活用する缶詰工場設立などは、海産物に限らず農産品も有効な資源活用

につながるのではないかと思います。新産業に従事するＵターン、またはＩターン者の増加は、今

後の島の活性化を図っていく上では欠かせないものと考えます。椿産業にしがみつくだけでは島の

将来はありません。新たな産業振興こそが利島が生き残っていく道と思います。利島の人には殴ら

れそうなのですけれども。 

  次、２番目、住宅問題に関して。利島もご多分に漏れず高齢化が進行し、社会福祉問題は深刻度

合いを増しつつあります。社協でも介護士を増員したくても住宅がネックとなって増員ができない

現状にあると聞きました。来年度以降には、４月以降ですね、入所者（通所者も含む）も増えてく

るとの予測に基づくと、提供サービスの低下は言うに及ばず、現職員の負担増加は計り知れません。

一日も早い住宅の建設を切望します。これはお願い事項です。 

  それと、３番目、水道の現状と対策について。２月８日の設備視察にて水道の現状の一端を説明

していただきましたが、現状の水道事業の危うさが際立ち、不安にさえなりました。料金抑制策も

あって、水は天水が主で、淡水化装置を使った水は従とならざるを得ない現状では、天水頼りとな

り、雨が降らなければ渇水という説明は、これからますます異常気象が進行していくだろう近未来

には、常に綱渡り状態にて運営される水道事業が目に見えるようです。淡水化装置も耐用年数５年

から７年の更新が必要で、安定した水道水の供給には不安があり、やはり頼りは雨水かと再考させ

られました。 

  水道料金の高低には、高低は高い安いです。には様々な問題があることも承知していますが、住

民が生活していくには水が欠かせません。10年、20年先を見据えた行政の水道事業戦略が望まれま

す。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 以上で前田副議長の一般質問の朗読を終わります。 

  これより答弁に移ります。１問ずつ答弁をお願いいたします。 

  まず、新たな産業振興について。 

  榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 前田副議長のご質問にお答えします。 
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  新たな産業振興ということで、私のほうで、ごめんなさい。主に漁協のメインのところしか書い

ていませんでした。おわび申し上げます。 

  一応読ませていただきます。魚種の転換や新規参入については、漁協などと相談しながら取り組

む必要があると考えております。漁協や漁師に対して、これまでも補助や助成など財政的支援や人

的支援を行っており、令和４年度からは漁協からの要望もあり、これまでの補助メニューを見直し、

市場開拓や魚種の転換や新たな特産品の生産を支援していく予定でございます。 

  また、地域おこし協力隊の募集を行い、漁協と協力し、新たな特産品の開発などを進めるための

検討を行ってまいります。 

  以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 冒頭述べましたように、ちょっと私の文章が拙くて、私、自分が意図した内

容が伝えられていなかったなと思っているのですけれども、新産業を興すというのを、漁協だけと

は全く私考えていないのです。農産品云々なんて書いてありますけれども、それと缶詰工事云々な

んていうのがありますけれども、産業を興すというのであれば、午前中の村長の所信表明に対して

井口議員が述べていました、ハバノリのつくだ煮、あれなんかも一つの手ではあるのですけれども、

要はそういったものを、あるいは缶詰、塩加工とか、そういったものを含めて、全く新しい産業と

して興すと。魚組の人間だけで対応してもらおうと考えているわけではないのです。 

  二、三か月前か、四、五か月前ぐらいのニュースで、たまたま私、目にしたのですけれども、隠

岐の島か、壱岐か、どっちかだったのですけれども、新しい業態の組合をつくったというのがあっ

たのです。どういうのかというと、複業協同組合、複業って、例えばサラリーマンが、本来はその

会社の仕事をして、それで給料をもらっているのですけれども、島の場合には、それでは食ってい

けないということで、例えば夏場、春から夏にかけては漁師をやると。秋から冬は林業に従事する

と。それで、給料をもらっていく、要は、そういう協同組合をつくっていると。だから、給料は協

同組合から支給されるというようなイメージで書くつもりだったのですよ、私。まさに利島なんか

も、それに当てはまるのではないかなと思ったのです。 

  だから、温暖化で、海水温上昇で、漁ができないよというような現状も、去年、おととしあたり

から言われているのですけれども、だから漁師だけでやっていこうとしても、多分食っていけない

だろうと。ただ、春先、夏場にかけてはエビがあり、何がありという感じでやっていけても、残り

の半年間はどうやって食うのというのがあるので、その辺を見据えて書くつもりだったのですけれ

ども、それが言葉足らずで申し訳なかったのですけれども、だからさっき言いましたように、１年、

２年先をって考えるのではなくて、やはり３年、４年のスパンで考えていく必要があるのだろうな

と。 
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  それで、官民一体となってという言い方は、そこで出てくるのですけれども、一企業、あるいは

一組合でやっていこうとしても、しょせん無理なのです。だから、もちろん農協、例えば秋、冬の

仕事といえば、利島で言うと更新事業、木の伐採とかってありますよね、それに従事させる。そう

すると、漁協を主体にして物事を考えた場合には、そういう仕事ってないわけですよ。今は、たま

たま農協さんが仕事を依頼してやってもらっているわけなのですけれども、そういう仕事も巻き込

んで、そういう事業体も巻き込んでやっていくしかないだろうと。 

  そこに初めてＩターンなり、あるいはＵターン者を迎え入れて、要は利島の漁量ではないですけ

れども、構成を増やしていくという話なのです。よく耳にするのですけれども、あえてＵターン者

はいないと。利島村の息子、娘は、利島に帰ってこようという気がないわけではないのでしょうけ

れども、帰っても仕事がないというような現状を見ていくと、やはりそういう業態をつくっていく

しかないかなという気がするのです。それが官民一体という言い方なのです。 

  だから、申し訳ないのですけれども、課長が答弁書をつくっているのですけれども、こういう内

容とちょっと違うなということを一言言わせてもらって。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 今し方複業協同組合の話をされましたけれども、恐らく法律的にいうと特

定地域づくり事業協同組合というものになるかと思います。派遣の会社みたいなものをつくって、

そこに皆さんが登録して、各会社に派遣されて、季節に応じて働くというのが、そういった特定地

域づくり事業協同組合のイメージでございまして、これは何と運営費の４分の１が国費補助される

ような制度もございます。なので、今年度、私、東京都行政部のほうに、利島でも、これを今ちょ

っと検討しているから、利島が手を挙げれば、これは可能かと実は既に問合せをいたしました。 

  そうしたところ、この特定地域づくり事業協同組合は、過疎地域でないと駄目だと。人口300人で、

過疎もへったくれもないだろうという話はしたのですけれども、利島は過疎に入っておりませんと

いうことになりまして、ちょっとこれについては、引き続き東京都に要望はしていこうと思ってお

ります。当然国費だとか、都費が使えれば、運営がより楽になりますし、皆さんに入るお金も、よ

り多くなるところがございますので、そういった新しい共同体みたいなものを活用しながら資源を

うまく活用して利島の未来をつくっていくということは、引き続き努力していきたいと思っており

ます。こちらについては、来年以降も要望はしていくつもりでございます。必要なら村長も要望に

行くつもりでございます。ありがとうございます。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） ありがとうございます。振興に関してですが、農業に関して、先ほど言われ

たようなアイデアも実際話し合われております。具体的には、私もその場で少し発言というか、さ
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せていただいたのですが、利島に、今人口構成の中でＩターンの方が多いといった中で、利島の椿

に興味がある方が意外といらっしゃるという中で、そのマッチングができないかなというような話

も少しさせていただいたと。全部の利島の、本当に昔からいる人みたいに、広い山をやるのではな

くて、ちょっとずつでも責任を持たせてできないかなというところの協議はさせてもらっています。 

  ただ、働き方ですとか、身分の保障、会社の決まりの中で、なかなか難しかったりとか、どこま

で仲介するのかというところで、なかなか難しいというところも伺っております。ただ、そういう

方向で今実際現場の方々は何もしていないわけではなくて、考えていろいろ進めていると、協議を

進めているというところが現状です。 

  それから、私の答弁、所信表明の中でも少し触れましたが、新しい働き方としてワーケーション

というふうに述べさせてもらっています。これは式根島なんかが少し始めているのですが、せっか

くインターネット環境も整備されたというところで、利島でインターネットを使った、パソコンを

使ったような仕事もできるようになってきているというところなので、その働くサテライトオフィ

スといいますか、そういったところの整備も必要なのではないかなというところで、まだ予算化し

たり、具体的な話はできていないのですが、今後それこそ総合開発審議会ですとか、個別の委員会

等で協議していって、予算化したり、事業化していけたらなというふうに今の段階では考えており

ます。 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） もう一つなのですけれども、答弁書の中で、地域おこし協力隊の文言が入っ

ているのですけれども、これも午前中、笹岡議員が、例えばという話でされた中で、漁協で養殖事

業の話をたしかされたと思うのですけれども、これは私、１年前かな、多分去年の３月ぐらいの議

会で発表させてもらったのではないかなと思うのですけれども、北大東島の事例を話にさせてもら

ったことがある、私記憶しているのですけれども、北大東島で養殖事業、あれはアワビかな、の養

殖に成功したと。ただし、期間が、５年後か、６年後に初めて成功した。 

  その原動力になったのが、この地域おこし協力隊の人たちというふうに、あれは雑誌だと思った

のですけれども、に書かれていたのです。そうすると、地域おこし協力隊と一くくりで言ってしま

いますけれども、あれは期限がありますよね、たしか。３年ですよね。そうすると、北大東島の事

例で言うと、６年かかっているということは、では協力隊２代にわたってやったのかなと思うので

すけれども、多分違うと思うのです。 

  ３年たったら、彼らは島に移住して、そのまま仕事を続けていたのだろうというふうに思うので

すけれども、そういうのも、その手であるなとは思うのですけれども、ただ北大東島って沖縄県で

すよね。沖縄本島から四百何十キロあるのだって、アワビが養殖されても、それを出荷するという

のが、貨物船で24時間、30時間かかるとかというのが載っていましたので、そこからいったら利島
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なんて東京まですぐではないですか。地域的に随分恵まれていると。すぐ近くに大都会が控えてい

るというのは、結構強みではないかなという思いもするので、そういった事業を含めて、先ほど来

言っています、新産業というのを考えていただきたいではなくて、共に考えていきたいと思ってい

ますので、協力をお願いしたいと思います。 

  では、次で。 

〇議長（寺田 優君） 次でいいですか。 

〇１番（前田 清君） はい。 

〇議長（寺田 優君） それでは、社会福祉協議会の住宅問題について。 

  榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 前田副議長の住宅問題に関して答弁させていただきます。 

  社会福祉協議会の現状は、ご指摘のとおり人手不足が深刻な状況であることは認識しております。

職員の離職も相次いでおり、介護福祉サービスの存続が揺るぎかねない状況であるといったところ

も重々分かっております。 

  村として、今後予算審議をいただくことにはなりますが、譲渡特約付リース契約により、令和４

年度中に２棟18戸程度の住宅建設を予定しているところでございます。さらに、令和４年度から社

会福祉協議会に対する人的、財政的支援の強化を計画しており、財政的支援の中で介護従事者向け

の社宅の建設の支援も予定しているところではございます。早い段階で職住近接の社宅の確保がで

きるように支援を行っていくところでございます。 

  以上です。 

〇１番（前田 清君） 了解です。 

〇議長（寺田 優君） それでは、次に10年、20年先を見据えた行政の水道事業戦略について。 

  上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 前田議員の質問にお答えさせていただきます。 

  10年、20年先を見据えた行政の水道事業戦略について。ご質問の内容の裏打ちというところにな

ってしまいますけれども、簡易水道事業は公営企業であり、使用料で維持管理を行い、かつ起債、

施設整備するのに借金をしておりますけれども、償還、返済をしていくことが原則とされておりま

す。 

  給水原価926.44円毎立方メートル、供給単価239.37円毎立方メートル、令和２年度の数字でござ

いますけれども、水を作れば作るほど、売れば売るほど赤字が増える構造となっております。 

  急速ろ過施設による給水よりも海水淡水化装置を使用して給水を行えば給水原価が上がる。過去

には給水原価が1,692.72円毎立方メートル（平成29年度）となったこともございます。 
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  とはいえ、雨水頼りの現状は天候に左右される非常に不安定な状況でございます。安定して水道

水を生産できるのは海水淡水化装置。令和７年には海水淡水化装置の抜本的なリプレース、入替え

も計画しております。平成９年導入当時のオーバースペック、過剰品質と言われる重厚な装置から

簡易な装置に見直し、水道水の生産量を増加させたいと考えております。 

  当時と比較すると、製造会社、機械の種類も豊富になっております。製造した水をためておく配

水タンク、配水池でございますけれども、現在１日分程度の容量となっております。これは数日た

めておけるようなものにしたいと考えております。令和７年には給水人口、現在の350人から400人

に見直し、今後の住宅建設や人口増加を踏まえた体制で見直す予定でおります。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） ぜひ300人から400人に見直しという、そういったところで、見直しをぜひ進

めていただきたいと思います。 

  ちょっと質問というか、お聞きしたいのですけれども、この前の視察の中で井戸を掘っていまし

たよね。あれは水がないから、今は工事ストップということなのですけれども、あそこに掘るとい

うのは、そのメリットというのは何かあったのですか。それとも、たまたま今１本、あそこを掘っ

ているから、２本目を隣に掘るということで、掘り進めているのか。それともほかに候補地がなく

て、山だから、あそこになったのかということなのですけれども。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 井戸をまた同じところに掘っている、番地としてなのですけれども、

同じ番地のところに掘るとなると、福祉保健局から新たに許可を受けて当然事業をやるのですけれ

ども、許認可を得ないでも、そこだったら大丈夫だといったところで、そこを掘っているというの

が要因でございます。 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） ちょっとコストのことをお聞きしたいのですけれども、あれは１本井戸を掘

ると、幾らぐらいかかるのですか。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇１番（前田 清君） １億円、それぐらいですよね、１億円強という。私も以前、そういう話を聞

いたことがあるのです。１億円以上かかるということであれば、今、課長が言うように許認可云々

なんていう話もあるのでしょうけれども、例えば海っぺりに掘ると、海岸ぺりに掘ると、標高四、

五十メートルしかないですよね。そこで掘れば、経費的には、多分１億円の４分の１、５分の１ぐ
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らいで済むのではないかなと思うのです。掘った水をタンクなりにためて、それをポンプアップし

ていくと。ポンプアップというのは、去年だか、おととしの渇水のときにやりましたよね。経費を

考えたら、そっちのほうが全然安上がりではないかって素人目には思えてしまうのですけれども、

その辺はどうなのですか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） まさにおっしゃられたとおりで、井戸から１回くみ上げます。それ

を今の施設に送るまでの電気代、こちらも相当なものになっておりますので、今のところに掘った

ほうが得策であろうといったところで整備させていただいております。 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 電気代まで私考えなかったのですけれども、それも含めてとんとんだと。だ

ったら、今のところがいいということなのですね。 

  それと、もう一つ、やはり視察のときに、何だっけ、浄化装置。 

          〔「淡水化装置」と言う人あり〕 

〇１番（前田 清君） 淡水化装置、あれはすごいさびが浮いて、ひどいものだと思ったのですけれ

ども、それを鉄筋だか何かで支えているというのがあったのですけれども、重量物を支えるという

のは、下にというのはいいのでしょうけれども、縦揺れはいいとして横揺れがあった、例えば地震

とか、横揺れとかあったときには、あれは支え切れるかなと思ったのです。 

  ただ、耐用年数がまだ来ていないから云々という話は分かるのですけれども、あれがこけてしま

ったら、もう終わりですよね。耐用年数を考える前に、あの架台を取り替えるとか、そういう施策

もあっていいのかなと思っているのですけれども、その辺どうなのでしょうか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 今回、後ほどまた出てくる、専決処分でまた膜を交換するというの

があるのですけれども、そのときに取りあえず支える分のところまでは、ちょっとまたやるのです

けれども、その後の実際の耐震補強とか、そういったところ、今あれ自身も新耐震で、取りあえず

のところは大丈夫だと思うのですけれども、そういったところで、新たに本格的にやるというのは、

また施設更新、あと数年というところでございますので、そちらのときに併せてやりたいと。全体

的なリプレースっていうとあれですけれども、更新のときに併せてやれればなと思っております。 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 私、結構心配性なものですから、東京直下地震が、この20年とかってスパン
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みたいですけれども、発生する確率が７割、８割以上あると。要するに明日、今日この場でもある

かもしれないというような確率論ですけれども、それを考えると、あの架台が壊れてしまったら、

今、利島にはもう住めないですよね、取りあえず水がないから。 

  だから、やはりその辺は、もうちょっと早め、早めに対応してもらったほうがいいのかなという

思いが私自身は強いのですけれども、ぜひその方向で、予算措置が必要だったら、補正なりなんな

り組んでいく必要があるのでしょうけれども、その辺も、我々として協力できるところは協力して

いきますので、何とか早めの対応をお願いしたいと思います。 

  以上で終わります。 

〇議長（寺田 優君） 答弁はよろしいですか。 

〇１番（前田 清君） いいです。 

〇議長（寺田 優君） それでは、前田副議長の一般質問を終了いたします。 

 

    ◎散会の宣告 

 

〇議長（寺田 優君） 時間もいいところなので、本日はこれで散会いたします。 

  明日は９時半より笹岡議員の一般質問から入りますので、よろしくお願いいたします。 

                                   （午後 ４時５８分） 
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令和４年第１回利島村議会定例会 

 

議事日程第２号                         ３月８日午前９時３０分開議 

 

日程第 ３ 一般質問 

       ３番  笹 岡 壽 一 君 

日程第 ４ 議案第 ３号・報告第１号 専決処分の承認を求める件について（令和３年度東京都利 

島村一般会計補正予算（第６号）・令和３年度東京都利島村 

簡水会計補正予算（第３号）） 

日程第 ５ 議案第 ４号 利島村副村長の選任同意について 

日程第 ６ 議案第 ５号 利島村固定資産評価委員の選任同意について 

日程第 ７ 議案第 ６号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 ８ 議案第 ７号 選挙 利島村選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

日程第 ９ 議案第 ８号 高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定について 

日程第１０ 議案第 ９号 利島村椿油製油センターの指定管理者の指定について 

日程第１１ 議案第１０号 利島村伊勢海老蓄養施設の指定管理者の指定について 

日程第１２ 議案第１１号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

日程第１３ 議案第１２号 利島村出会いと交流応援基金条例 

日程第１４ 議案第１３号 公益的法人等への利島村職員の派遣等に関する条例 

日程第１５ 議案第１４号 利島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

日程第１６ 議案第１５号 利島村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 
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    ◎開議の宣告 

 

                                   （午前 ９時３０分） 

〇議長（寺田 優君） おはようございます。定刻となりましたので、令和４年第１回利島村議会定

例会の２日目を開会したいと思います。 

 

    ◎日程第３ 一般質問 

 

〇議長（寺田 優君） 本日は、一般質問の残りであります笹岡議員の一般質問から始めたいと思い

ます。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） おはようございます。今回は、一般質問のしんがりを務めることになりまし

た。 

冒頭、質問通告書には記していないことなのですけれども、昨日来の各議員の一般質問に関連し

た、特に副村長の答弁について少し話をしたいと思うのです。もちろん質問と、私の時間内という

ことです。 

  というのは、ある方から夕べ早速電話いただきました。それも含めてです。当然その方の名前は

申し上げませんけれども。副村長が、１つは、１つはというか２つあります。１件が、昨日、公職

ですから名前申し上げますけれども、石野議員に対する答弁です。質問の中で、私は改めて読み返

してみたのですけれども、その前にざっとは各議員の質問書は読ませてもらっています、開会前に

は。改めて質問書を、昨日大分議論されていたので、読み直してみました。特に住民の方から来た

のは、結論から言いますと、あの副村長の、これはユーチューブというのは、はっきり言ってなか

なか広いから、ある意味では怖いといえば怖いし、また便利といえば便利です。 

その中で謝罪したのですね、副村長が。その前にどういうことを発言して謝罪したか覚えていま

す。覚えていらっしゃらない。命令かと思ったと言っているのです。命令かと思ったと。そこで、

議会には行政に対する命令権があるのかということです。私は即答しました、その方に。ありませ

んと。なのに、命令かと思ったと、当局がですよ。そうして謝罪しているのです。すみませんでし

たと。命令権ないのですよ。同時に村長もそうです。村長も議会に対して命令権はないですよね。

議員に対しての。これが二元代表制の原則です。議長は議会に対して命令権を持っています、議事

整理上。例えば傍聴人を退席させるとか、そういうのを持っています。村長も庁内における職員に

対しての命令権は持っています。だけれども、二元代表制という原則は、議会は行政に対する命令
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権は持っていません。行政も議会に対しては持っていない。このことはどうお考えなのだろうと。

思うはずはない、思えるはずがないのです。それは命令だと思っていたとは。これが１点です。 

  それから、もう一つは、関連するのですけれども、先ほど言いましたように、改めて読み直して

みましたけれども、石野議員の質問を。他の議員の質問もついでに見ました。発言も覚えています。

数か所に及んで責任が取れるのかと。それで、言うなら無責任な発言をするのではない、言葉は違

いますけれども。というような注意といいますか、忠告といいますか、それも発言されています。

これは特殊なのです、特殊。というのは何をもって私特殊と言うかといいますと、行政の側から見

ると、村長以下各職員、答弁している職員、この人たちの答弁の中には、それ責任が取れますかと

いう答弁は一つもないのです。村長をはじめ。あるのは田中副村長だけなのです。一体この幹部会

における答弁について当然点検協議していると思うのだけれども、言えることは我が村、行政が一

致してこれを認めているということです。いや、それは気がつきませんでしたというならば、これ

はまさに田中副村長の個人プレーです。それが２つ目です。 

  そして、さらに議員の提案に対する対応、これは石野議員、逆に言うと、議員は何人かいらっし

ゃるわけだけれども、石野議員に限ってなのですね。ほかの議員にはそういう答弁ありません。あ

なたそういう提案するけれども、責任が取れるのかと。あなたがそう言うのならやりましょうと。

責任取るのならば。こういう答弁は、ほかの議員には一切ありません。具体的に何点か申し上げま

す。 

  まず私から。一般質問であるか議案質問であるかはともかくとして、あるいは所信表明に対する

質問であるかはともかくとして、例えば私はこれまで何回かいろんな要望をしています。最も分か

りやすく言えば、椿林の話が昨日、井口議員からも出ました。私もずっとやっています。放置林を

何とかしたらどうですかと。すべきでしょうと。ずっとやっています。１回や２回ではない。とこ

ろが、村は、それでは整備したよと。あなたが責任取るなら整備しますと。というのは、こういう

ことになるわけです。整備したのだけれども、誰も拾う人がいなかったと。このときどうするのと、

あなた責任取れますかという意味ですよね、これ。ならば、椿林を整備しろとは言えない。 

  今度は、全部名前申し上げます。私、石野議員と言ったのだから。井口議員。井口議員が……の

つくだ煮と言いました、工場。工場だか施設だか知らぬけれども。この提案というか話をした。売

れなかったら責任取れますかと言われて、しかも行政にですよ。これ引っ込めなければならぬ。 

さあ今度は前田議員。私ちょっと言いました。ヒント的に昨日も。缶詰工場、缶詰工場なんか造

って売れなかったらどうするのだと。あなた責任取れますかと。あなたが責任取るなら造りましょ

うと。石野議員には、あなたが責任を取るのならば、村営住宅を造りますと。あるいはほかにも責

任というのがあります。これが出ているのです。この答弁はいかがかと思う。ユーチューブで東京

都も見ているかもしれませんよ。分からない、そこまでは分からない、私の空想かもしれない。 

  ここに私は、これは何としても、行政と議会との関係を石野議員は言っていました。行政と議会
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とは、相協力して、村政、住民のために相協力して向かうべきであろうと、それが私の考えですと、

こういうことを述べていました。それについては村長も何らの否定もしていないわけです。だけれ

ども、お互いに責任のなすり合いしたらどうでしょう、これは。責任取れるのかと。村長が予算を

提案した。こんな予算つくって、あなた、村長、責任取れるかと。それでは、予算のとおり執行で

きなかったらどうするのだと、これ。これがみんな許容されているのです。今度の貸与もそうでし

ょう、債務負担。去年やる予定だった、議会は。そういうことで議決してある。しかし、行政の事

情だかどこの事情だかはともかく、来年に繰り越してしまった。来年って、今年度だけれども。こ

れの責任を追及しましたか、議会は。責任のなすり合いというか、追及しっこ始めたら、時にはや

らなければいかぬときもあるのです。村長の責任。議会の責任というのは議会でやります、これは。

場合によっては懲罰。懲罰権というのは行政にあります、議員の。わきまえながら対応することに

よって、議員と行政とは相協力して云々というのが初めて言えるのだろうと思うのです。お互いに

責任のなすり合い、あるいは責任の追及しっこばかりやっていたら、村政まともに動くのかなと。

それが１つ。 

  それから、もう一件、もう一件資料の提供問題です。要求問題といいますか。これについては文

章で残っているし、村長、副村長も話ししています。やがて副村長は東京都へ戻られて、場合によ

っては都議会に出るかもしれませんね、幹部職員として。分かりませんよ、それは。私、都議会へ

聞いてみました。事務局に。東京都では、議員が要望すれば、各会派、個人だか知りませんけれど

も、でかいところですから、おっしゃるように。大企業、東京都といえば。企業といえば企業です。

事なく提出しています。ただし、行政にも都合があるわけです、都合が。こういうことで今忙しく

て、大きいところですから、忙しいから出せませんということはないでしょうけれども、少し待っ

てください。調べますというのはどこの世界でもあり得ることなのだ、これ。要求する側は直接や

りますから、いきなり。それについて対応するほうは、すぐできるものもあるでしょう。はい、分

かりました。これですと。ところが、準備には、どうしたって調べたり調査したり、どこにその書

類があるやら、データがどこにあるやらと。それと行政としての調査、これ当然伴うわけです。頭

の中に全部入っているわけではないでしょうから。 

だから、そういう意味で、１つは、ほとんどなぜ、それでは出しているか。東京都は出していま

す。ただし、お断りすることもあるのです。最近、皆さん、テレビ見てご存じだと思うのですけれ

ども、これは国政の話ですけれども。東京都で今それが出ています。黒塗りにして出すのですね、

どうも不都合だと思われるところは。それも今社会的な、政治的な問題にはなってはいますけれど

も、それはともかく、そういうこともあります。 

  さあ今度、副村長が述べている調査権です。調査権。議員が確かに百条という、通称百条、百条

と言われている調査権、これは強力です。一番知っているのは前田議員かもしれません。これは強

力です。どこからでも、何人でも召喚できる。理由なくして拒否したら、それだけでも告訴の対象
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にされる。答弁を理由なくして拒んだり、虚偽の答弁をすれば偽証罪でやられる。非常にそういう

意味で強力です。しかし、資料を議員が出せというのは、これは住民の代表として行政が何をどう

なっているのかと調べるために、それはひとえに個人的な利害を考えて要求するというより、そう

いう場合もあるかもしれませんけれども、我が村でいえば村政をより円滑に、より効率的に運営す

る上で何が問題なのかという点で、村の資料はどうなっているのだと、この件について。それにつ

いては行政のほうは、東京都は議員の感触とすれば、積極的に応じていますと。どこに調査権を持

ってこいと。そんなことは東京都の歴史の中にない。ほかの県は知りませんよ。恐らくそうでしょ

う。 

  それで、副村長のほうが調査権を持ってこいと法律の根拠も示しているようですけれども、個々

の議員が調査権を持っているのは国会議員だけです、法的には。これは憲法に定められている。地

方議員にはないのかと、ならば。副村長の見解では、ないことになっているのですね。あなた方に

は調査権はありませんよと。法律上はそうです。憲法に定められているのは国政、国会議員になっ

ている。ところが、私調べてみました。今調べたことではないです。昔調べたこと。そうしますと、

学説、通説としては、準ずることになっているのです、地方議員は。それを根拠にしたのが東京高

裁の判例です。あなた方には調査権がないから、権限のない者は資料要求すべきではないと、でき

ないと。これは……だということです。それで、これは控訴、上告されていませんから確定してい

ます。東京高裁で。最高裁まで行っていないですね、そういう意味では。 

そういうことも踏まえて、これは我が行政、利島村の、村政を運営していく上で、効率的かつ円

滑に、お互いに言葉はありましたよ、村長も言っていたのかなと思いましたけれども、副村長もそ

の点では言ったと思うのですけれども、どこが歩み寄れて、どこに問題があってただすのかという、

これは紳士的にやっぱり私は対応すべきだろうと。議員が、あなた責任取れるのかと、これがまか

り通ったら、何もできませんよ。議員が議会の資格そのものが疑われる。行政に責任持てるかと。

議会は責任団体ではないのです。もし議員の発言が責任を問われるのであれば、退席だとか、ある

いは最悪の場合は除斥です、除名。議席を失う、議会の議決で。行政にはその権限ないのでしょう。

あります。お互いにわきまえましょうよ、そういう点では。 

これをもって、長くなって、あえてこれは答弁求めませんけれども、釈明があるなら、それは聞

かないとは言いません。言いませんが、ただ私が住民からの、みっともないというのですよ、ああ

いう答弁は。しました、夕べ電話で。だから、そういう意味で、その人がそう言うからそういうの

ではなくて、私実はこの発言については、昨日、当人の石野議員と、それから前にお座りになって

いる井口議員のところで、これは放置できないから、一般質問の中に含まれていないのだけれども、

これは言わなければいけないなと思っているということは話し合いましたというか告げました。電

話なんかいただく前に、ここの議場で。 

以上です。 



 - 107 -

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 笹岡議員のご指摘に関しまして、釈明といいますか、おわびといいますか、

ちょっと誤解を招く、もしくは失礼な部分が含まれていたということに関しまして、全て私の責任

によるところだと思います。実際、議員の皆様にお出しする前に、ここの場ですが、大きな画面を

使って一応チェックをし、添削をし、その上で期日に間に合うように皆さんにお配りしているとい

うのが今オペレーションとしては現実です。その中で、決して副村長が個人的、個人的な感情はも

ちろんあるにせよ、そのまま皆さんにお配りしたというところには、やはり私の責任にあるところ

だというところで、そこに関しましては今後、今回は失礼があったかもしれませんが、今後はより

気をつけていくように注意をして、幹部職員と皆で共有しながらお配りしていきたいなというふう

に思います。 

ただ一方、昨日も申し上げましたとおり、答弁に関しましては、慎重を期したいというところで、

昨日の場合は、所信に対する質問に関して少しお願いはしましたけれども、より正確なやり取りが

できるように、我々も努力しますので、議員の皆様にも協力していただきたいなと。基本的には、

なれ合いではないかもしれないですけれども、信頼関係だというふうに思っておりますので、そこ

ら辺は改めて今後よろしくお願いしますというところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 村長からそういう答弁をいただいたので、私昨日も申し上げましたけれども、

職員の応対に対しては確かに批判がありました。議員当時も知っていることだと思いますけれども。

ありましたけれども、昨日も申し上げましたように、結構それからその当時の村内の状況からする

と、大分変わったというか、改善されてきて、評判もよくなったと。そういう功績は、いいところ

の功績はもちろん副村長、あるわけです。私的には、私的とすれば。 

そのほかに、前にも申し上げました。例えば議案の提案の仕方、説明、初めてです。私前にも申

し上げたけれども。ああいう議案に対してイラストというか写真といいますか、分かりやすい。あ

る人から言われました。これ、利島は昔からやっているのですかと。いや、今の副村長が来てから

やっているのだと。そういう話をしました。そういうこととか、ほかにも私の質問、後で一般質問

で述べますけれども、電動カートの問題で、ある人から言われたのです。役場は大分努力されたよ

うですよと。それで、答弁を見れば分かるとおり、1,000円でやることになったのです。1,000円で。

まだ決定ではないかもしれない。これについても、ある人から、副村長は頑張ってやってくれたと

聞いています。ある人は、担当課長が頑張ってやってくれたと。難しいのだと、あれは。保険会社

がなかなか首を縦に振らないと。そういうことは聞いているのです。その上で、何か私がそういう

こと、副村長全部悪いみたいな印象に捉えられるかもしれないけれども、そういうことです。努力
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は買わないわけではないし、そのほかにいっぱいあるのです。たくさん。全面否定して、人格否定

みたいなことはやっていないのです。 

だから、そういう意味で、今の村長の、正直言って副村長は明日にも東京都へ戻るのだろうと思

いますから、戻るとは聞いていませんけれども、戻るのだろうと思いますから、利島村の副村長を

辞することは議案に出ていますから。ですから、答弁までいただければ、贈る言葉の一つとして、

個人的にはそう思って期待をしているわけです。決してイメージダウンを狙っているということで

はない。行政としてやっぱりいかがかという点でお話をさせていただきました。 

  以上です。 

  本題というか私の……答弁ありますか、副村長。 

          〔「ありません」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 質問に入ります。それでは、通告してある質問書に沿って、朗読しながら進

めていきます。質問に先立ってということで、村山村長、以下村長と言いますが、による初の当初

予算審議会を前に質問します。 

  私は、議会開会の１か月前に、数十人の住民の皆さんに一般質問通告書の素案原稿を届けて、意

見や要望を伺うことに努めてきています。寄せられた意見や要望を基に、質問通告書を修正して議

会で質問しています。前前田村長の時代には、住民要望の実現がなかなか難しい困難な状況にあり

ました。一部はそうでもないものもありますけれども。総体的にという意味です。村長は就任早々、

都議会議員ということですけれども、都議会や国会議員を訪問していると聞きました。このフット

ワークを生かして住民要求の実現を図ることを期待しています。 

  コロナ対策について。昨年暮れからコロナの種類のうちでしょうが、オミクロン株の感染者数が

拡大状況にあり、島嶼でも急激に増加しています。これはすごい増加ですね。島嶼でも。特に八丈

大島、これは名前を挙げてもいいと思うのですが。発表されていますから。 

  そこで、前向きな感染防止対策の取組が必要です。１月11日の午前中、これは実はここを述べる

前に、ここも副村長に電話を受けていただいたのですが、そのときは住民課長が出張不在というこ

とで、帰りましたらすぐ対応するようにしますという電話を副村長から受けていました。そうした

らば、１月11日に住民課長から午前中10時頃でしたか、電話をいただきました。それで、詳細は省

きましたけれども、どういう報告を受けたかということは省きましたけれども、10月から年始にか

けて状況を聞きましたと。それを受けての内容は省略しました。私は分かってはいます。聞いたこ

とを忘れたわけではありません。分かっていますが、内容は省略しました。どういうことを聞いた

のかということは。それを受けての提案です。 

  住民が出島したときは、ＰＣＲ検査を受けて、陽性者は村に報告すること。これも後日対応は聞

きました。住民課長から。それとして聞いています。聞いていますけれども、この回答といいます

か。 
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島外者については、入島日にＰＣＲ検査証明書の提示を求めて、これは具体的にはヘリポートと

桟橋です。ほかには交通の出入りするところはありませんので。なき人は入島できないことを交通

機関、宿泊業者のほか関係者に周知を図ること。 

  次は、島外診療の際の旅費の助成です。日本共産党の都議団は、島嶼住民の命と健康を守るため

に、一昨年2020年12月４回定例都議会で、島嶼住民が島外診療の際の旅費の50％を回数制限なく支

援、助成する条例案を議員提案しましたが、残念ながら実現できませんでした。他会派の賛成が得

られなかったということです。それで、昨年、「しんぶん赤旗」の記者が大島、利島、式根島を取材

して、12月17日付で「離島の医療は」と題して大きく報道されました。この抜粋といいますか、趣

旨は、12月に私どもが発行している「あしたば」で載せています。各島でこういう動きがあって、

こういう反応があったということです。反応というか要望といいますか。私は、日本共産党の党を

挙げての取組を経て、島しょ議員団、都議団と協力して、都が支援助成するよう引き続き助成措置

を要望していきます。村長、議長におかれては、町村会、町村議長会が共同して、島嶼住民の命と

健康を守るために東京都が実費の50％を回数制限なく支援助成されるよう、東京都並びに都議会各

会派に要請されることをお願いしたいと思っています。 

  村におかれては、東京都から支援助成が受けられるまでは、村が住民の命と健康を守るために、

交通事情による３日間までの延泊を含めて、５万円を限度額として実費の80％を回数制限なく助成

するよう要望します。都から実費の50％の支援助成が条例制定でもって、都条例をもって制度設計

ができた場合は、受けられたときは、村が30％の助成をするよう求めます。村長の答弁を求めます。 

  それから、行政ヘリコプターの運航緩和。本村に限らず、全島嶼町村の住民の中に、命に影響し

ない疾病患者は搬送要請できないといった風評があります。東京都の福祉保健局医療政策部救急災

害医療課長は、行政ヘリコプターの運航は、総務局、衛生局、これは現在は名称が違っています。

現福祉保健局ということです。消防庁の３機関協定（昭和57年４月１日締結）によって運航してい

る。協定書には、「生命に危険が及ぶ可能性がある場合」といった規定はない。医師の判断による町

村長からの要請で運航してきている。都は、医師が判断することにいかなる指示もしていない。町

村長からの要請を拒絶したことは一度もないと話しています。 

  昨年暮れには、大腿部を骨折して担架で搬送された高齢者が海上しけ模様の中、接岸すらも危ぶ

まれる中で、神津島経由の船舶で長時間かけて都内に入院するという事態がありました。過去にも、

脚部、足ですね、脚部を骨折した人が、命に関わる状況ではないということで船舶を利用して都内

に入院された人たちがいます。私は、行政が医師と話し合って、生命に危険がある場合に限らず、

患者が著しい苦痛、吐き気、倦怠感があるときや、骨折ほか外傷で歩行が困難な疾病患者は搬送要

請するように対応を改善されたいと求めます。村長の答弁を求めます。これについては、協定書を

後で提出します。３者の、３機関の。村長に提出します。 

  補聴器の購入費に対する支援助成、及び言語聴覚士の招聘。村の助成対象者の条件が、「非課税者」
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とあります。これは住民税ということでしょうけれども。これだけでは助成適用を受けられる人は

極めて僅かで、実態は制度の形づくりしただけの絵に描いた餅というようなことになります。全て

の人が申請したとしても10名程度です。せっかくの制度ですから、皆さんに期待され喜ばれるよう

に、非課税という所得制限の撤廃を求めます。 

  東京都の中では、助成を決めてきている自治体が増えてきていて、中には13万7,000円の助成を決

めた区もあります。この区では、補聴器相談医、認定補聴器技能者、言語聴覚士等との連携で高齢

者難聴の早期発見や購入前の相談からアフターケアまで支援することにしています。本村におかれ

ては、こうした一連の支援も含めて、補聴器の購入費用として、当面15万円を限度額として30％の

支援助成をされるよう制度の設置を求めます。これにより東京都の助成率50％との合計が80％が助

成されることになります。初年度10名の方から15万円以上の機種購入の助成申請を受けたとしても、

村の負担額は45万円程度です。それも毎年のことではありません。しかも、皆さん必ずしも15万円

以上の機種を購入するとは限りません。村長の答弁を求めます。 

  それから、これは昨年も述べました。電動カートの無償貸与。前議会では、保険適用の問題を検

討するとしています。社協でも調べてみると言ってくれています。その後の進捗について、所管課

長の報告を求めます。 

  次が議会の録画中継。ユーチューブでの配信は影響が大きく、12月議会を視聴した人は、三十数

件、これは実際には見てみますと、後の記録を見ますと260件ぐらいです。数的には。ただ、その日

に見たというのは、その一定の期間内ですけれども、三十数件と。34件でしたか６件でしたか。及

んでいます。 

  私のところにも島内に限らず、各地からメールや電話で十数件の意見や問合せが寄せられていて、

議会中継を全員です、これ。圧倒的と書きましたけれども、全員です。歓迎する声が聞かれました。

中には議会、行政双方ともに厳しい批判もありました。ある人の行政に対する批判については、村

役場にその旨伝えるように言っておきました。それらしき話はありましたでしょうか。これは具体

的に総務課長に電話すると言っていましたけれども。総務課長を何か知っているようなことも言っ

ていましたけれども。 

批判ばかりではありませんで、そのうちの１人で、以前利島にいたことがあるという女性からは、

議会中継を見て、懐かしく感動した。昼の休憩時間中には、椿の花の静止画像ではなく、人々の日

常の暮らしぶりとか、運動会や盆踊りなどのイベントや利島の古い記録映画など、島の風景を交え

ながら動画を映していただけると、利島の出身者や利島に暮らしたことのある人たちには懐かしい

し、観光宣伝にもなると思うと話していました。よい提案だと思いました。検討してみてください。 

それはそうと、島内での視聴者が思いのほか少ない気がします。その要因として、特に高齢者は

パソコンがないとか操作に不慣れさがあります。島内向けには、前議会で石野議員から質問があり

ましたＩＰタブレットの配信が期待されています。あわせて、最近のテレビではリモコンで視聴が
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可能ですので、操作手順を広報で周知されたいと思います。答弁を求めます。 

次に、管内視察の件です。議会は、先月２月８日の管内視察で概略、次の施設での課題を確認で

きました。そのうちの以下の３施設に関する対策を伺います。 

簡易水道施設です。海水塩分を除去する浸透膜、名称は分かりませんが、浸透膜の交換、その架

台、載っけている、昨日も話題になりましたけれども、井口議員でしたか。なりましたけれども、

載っけている台が腐食が著しくて、支えられる荷重限界にあるなど、改修が急務の状況にあります。

渇水状況にあって、水を大量に使うボーリング作業が中断しています。当面は節水の協力を求めざ

るを得ない厳しい状況にあります。 

それから、校舎・体育館です。多目的教室の北側外壁の表面が崩落しているほか、校舎の数か所

に及ぶ雨漏りと壁のひび割れ箇所からの雨水の浸透箇所の補修及び体育館の雨漏り箇所の補修のほ

か、トイレの改修も要されています。駐車場の車止め、ビニールのテントだか膜だか張ってありま

すけれども、も改修も要されます。これは前年からの課題なのですけれども。 

ごみ処理問題。焼却施設の修繕費用が年間3,000万円から5,000万円ほどが要されていると聞いて

います。現状は焼却炉の中へのごみの投入が人力、手動でなされています。焼却炉を少しでも長く

稼働させるには、可燃ごみの減少が必定で、そのためにはカップ麺、ラーメンとかそういうあれで

しょうけれども、即席ラーメン等の器などは水洗いして再利用ごみで出す等の分別をしてほしい。

小型のガスボンベ、これは化粧品なんかも含まれていると思うのですが、燃料用もあるでしょうし、

出すときは爆発性があり危険なので、必ず穴を開けてガス抜きして出すようにと話しています。現

実にボンベの爆発で煙突の一部が破損していました。何かコンクリートみたいなのがなすりつけて

ありましたけれども。世論の形成に一層努めていくことが大事だと思います。住民の、それこそ協

力という意味です。 

それから、事業用家電製品の廃棄処理・圃場の規制解除。事業用家電の廃棄を費用は事業者負担

として村が一括扱いで搬出処理することを求める要望と、圃場の、これは圃場としか言いようがな

いので、あそこは圃場になってきたので。圃場の規制解除を求める要望があります。対処を求めま

す。 

それから、製本化した議事録の配布。前議会で総務課長は、可能と答弁しています。今年度から

配布できますか。 

それから、これが最後になると思いますが、田中副村長の発言についてです。ある住民が昨年の

８月３日の午後３時頃、前田村長（当時）、田中副村長（以下、副村長という）、所管課長の３名が

来て、あなたの家の前、貴宅前の村道の一部にあなたの土地がおよそ17メートル、幅が１メートル

入り込んでいるので現地確認に来た。改めて測量するまでもないと考えている。17万円で買収させ

てほしいと言われて、私は売却する考えのないことを話をしたところ、帰り際に副村長から、「おま

えは役場を脅迫するのか。一体何様のつもりだ」と言われたと話しています。後日、当該地権者（以
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下、地権者という）が測ってみると、実情は旧道沿いに東西31メートルで、法務局の登記記録では、

面積が34平米となっているといいます。 

昨年９月議会で私が、この件に関する発言をしたことで、閉会した当日の17日午後、全議員の話

合い、この中には村山副議長もいたわけですけれども、現村長。持たれた席で、寺田議長、村山副

議長（当時）から、副村長は、「「役場を脅迫するのかと言ったことは認める」と言っていたが、「一

体何様のつもりだ」とは言っていない」と言っていると報告しています。 

この話について、地権者の言うことが事実ならば、当人は、自分は売却する考えのないことを伝

えただけなのに、副村長に「おまえは役場を脅迫するのか。一体何様のつもりだ」と言われた事実

を、あの日の直後から皆さんに、そのまま話している。作り話をする必要は何もないと話していま

す。 

地権者は、年が明けた１月７日の夕方、村長が来て、副村長から山側に切り込んで道路幅を確保

する提案があったが、それは断った。改めて買収のお願いをしたい。これは売却の、相手方からす

れば売却ですが、との話に、私が売却する考えのないことを話すと、村長は「分かりました」と言

って10分ほどして帰られた。村長から副村長の暴言に関する話はなかった。自分も村長には関係の

ないときの話であり、その話はしなかったと話しています。 

地権者は、当時の前田村長と一緒に来た村の幹部職員が公務として来た中で、副村長が言ったこ

とは明らかに住民を脅迫した暴言であって許せない。個人的な口先だけの謝罪で済まされる問題で

はない。少なくても村の広報に発言内容の事実を記載した謝罪文を掲載して、公に謝罪してもらい

たい。それぐらいのことは当然のことと思うと話しています。 

私は、この事件に伴って発言した副村長の発言は、事もあろうに村行政の公務執行に当たって、

同人が地位を利用して住民を脅迫した行為であり、本村の特別職という懲戒処分の法適用を受けな

い身分、これは法律の根拠を示しておきました。にあるとはいえ、東京都の一般職公務員という身

分からすれば、当然懲戒処分の対象に該当し得る、根拠法律はここに述べてあるとおりです。括弧

書きです。それこそ今ように言うパワーハラスメントに該当する行為ではないのかと考えます。そ

れだけに事は重大という認識でいます。ちなみに、この事件は副村長が自ら発言の一部を認めてい

ることも含めて、多くの住民が知るところとなっています。 

そこで、副村長の本件事案に関する所見と、地権者が公に謝罪することを求めて要請しているこ

とについて、いかなる対処をする考えにあるかを伺います。なお、地権者は、広報に謝罪文を掲載

するに当たって、事前に原稿を見せてほしいと言っていることを伝えておきます。 

以上で私の一般質問は終わります。答弁内容によっては再質問します。 

以上です。 

〇議長（寺田 優君） それでは、笹岡議員の一般質問の朗読が終わりました。 

これより答弁をお願いいたします。 
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一問一答でお願いいたします。 

まず、コロナ対策について。 

榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  コロナ対策についてでございます。ＰＣＲ検査については、住民の方に帰島時にできる限り実施

していただくよう呼びかけを行っているところでございます。また、役場や社協、学校の職員に対

しては、ＰＣＲ検査を実施して、陰性結果が証明されてから職場に出勤するように要請していると

ころでございます。 

現在、笹岡議員の一般質問の中で書いてあったところとちょっと変わっていたところが次からの

ところなのですけれども、村で配布しているＰＣＲ検査簡易キットは、団体コードを入力してもら

えば、提出時というのですか、インターネット上になってしまうのですけれども、そちらに登録し

ていただければ、村でも検査結果とか、検査したかしないかとか、そういったところは確認できる

ような体制を現在整えております。 

また、やはり高齢者の方がスマートフォンで登録しなければいけないといったところございます

ので、住民課の職員がそこはアシストというか、フォローしてあげられるような体制を整えている

ところでございます。 

また、移動制限というところになるのですけれども、やはり憲法に定める移動の自由の観点から、

ＰＣＲ検査を必須にすることは私権の制限に当たり、難しいと考えています。そのため、村として

は、陰性証明がなされていない来島者に対して、入島、島に入ることを規制するということは、ち

ょっと現時点で難しいのかなというふうに考えております。ここについては、他島の例とかも見な

がら、ちょっと再度いろいろと私のほうも勉強させていただきたいと思っております。これまでど

おりＰＣＲ検査を実施して、帰島、来島するよう周知を続けていくつもりでございます。 

また、ワクチン接種や新薬の配備体制は、引き続き東京都と連携して、いち早く整備体制を整え

ていく所存でございます。 

以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは先ほども述べましたように、個人的には担当課長が今述べた、課長か

ら村の対応については、アプリでしたか、それについては聞いていますので、それはよしとします。 

１点だけ確認、昨日これは井口議員でしたか、同じような質問がありまして、いわゆる制度の改

革といいますか、検討中なのか、検討しようというのかどうだか分かりませんけれども、その中で

ちょっと気になったことがあるのです。というのは、所得制限というのはよくあり得ることです。
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いろんな制限、制度で。問題なのは、所得制限をつけて…… 

          〔「それは２番目の話、島外通院料の話」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 島外通院…… 

          〔「私、コロナ対策の今話ししています」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それはあえて…… 

          〔「そうしたら、ごめんなさい。コロナが終わったら私がもう一回答 

                       えないといけなくなっちゃう」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ああ、そうか。では、コロナ対策は聞いていますので、これでよしとしたの

ですけれども、ああ、そうですか。 

では、１点伺っておきます。憲法を出すのはどうかと思います。あえて言えば。対応策はあるだ

ろうと思うのです。国会でも問題になったりしているし、東京都を見ますと、３都県ですか、お互

いに往来やめましょうよと。前回の規制のとき。神奈川から東京へ行くのは控えようと。東京から

千葉へ行くのを控えようと。そういう申合わせを知事同士でやっているようなニュースも流れてい

るので、いきなりここで憲法論議やられるとどうかなと思って。確かに移動の自由もあるし、そう

いうことで、ここで憲法論議するつもりはありませんけれども、それはそれとして、伏せてよしと

して、次をお願いします。 

〇議長（寺田 優君） それでは、島外診療の際の旅費助成について。 

榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  先ほどのコロナ対策の憲法の観点のところについては、制限するというか、入ってはだめだよと

いったような、なかなか制限することが難しいといったようなところでございまして、それに代わ

るようなことがどういった形でお願いをしていけば、住民の方やまた来島者の方に分かりやすく周

知なり、行動制限とは言いませんけれども、検査してこないと入ってはいけないよというような土

壌をつくっていきたいとは考えておりますので、そこのところはぜひ議員の皆様方にもご協力、お

知恵をお借りしたいと思っております。 

  次に参ります。島外診療の際の旅費の助成についてでございますが、こちらについては石野議員

のご質問の中でもお答えさせていただきましたけれども、東京都町村会のほうで、東京都のほうに

度々要望をさせていただいているのですけれども、なかなか難しいといったようなところでござい

ます。 

その中で、今、離島振興法の改正に向けた要望事項がある中で、そこについても通院、交通費の

助成については引き続き要望しているところでございます。また、副村長のほうから調べていただ

いて、沖縄の離島でもそういった助成制度があるといったところがありますので、そこは島嶼町村
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一部事務組合、島嶼町村会のほうにもお話をさせていただいているといったようなところでござい

ます。 

その続きなのですけれども、島外通院交通費等の支援事業費補助金についてですけれども、対象

者や補助の金額について制度の見直しを検討していくといったところでございますが、ここについ

て村長の考えもありますし、そういったところの中で、ある程度所得、生活に困窮している方へは、

島外に通院するのに当たって何かしらの負担が強いられると。交通費、宿泊費、そういったところ

もあると思います。そういった方に、より手厚くできるような制度設計も考えていかなければいけ

ないのではないかと。公務員とか会社員とかで、ある程度そこについて給与とかきちっと支払われ

ているような方について、島外にかかる際、出張とかいろいろなところもありますので、そういう

ところで島外に行かれる、診療される方、受診される方について、補助の部分を見直していけば、

手厚くできることが考えられるのではないかといったところは今後検討していきたいといったとこ

ろと、あと今現在の7,000円というものが、交通費が一応３分の１で上限3,600円、宿泊費用として、

かかった費用の３分の１で上限が3,400円ということで制度設計というか、されている中で、宿泊な

んかは宿泊費の別に領収書を持ってこいとかと言っているわけでもないので、実家に泊まるですと

か費用がかからない場合は当然あります。そういったときには交通費のほう、きちっとそういうと

ころを精査していけば、一律で7,000円を支給するというのはどうなのかなといったところもあるの

で、そこら辺は検討させていただきたいといったところでございます。 

          〔「では、次をお願いします」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、行政ヘリコプターの運航緩和について。 

榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

行政ヘリコプターの運航緩和についてなのですけれども、私も診療所の事務長として何度か携わ

らせていただいているのですけれども、診療所医師から都立広尾病院に搬送の要請を行う際に、骨

折等の場合、命に別状がないというようなところで、ヘリの搬送にならないという事例は発生して

おりまして、これは現実、事実でございます。その際に、非常に診療所のドクターも一生懸命広尾

のお医者さんにご説明をして、私のほうもどうにかならないかというような、村長もどうにかなら

ないかというような、利島の診療所のドクターに一生懸命説明して、ドクターのほうも本当に一生

懸命説明していただいているのですけれども、なかなかオーケーにならないというほか、要請して

くれないというような事例が実際発生してございまして、そこについては私どもも、特にここ何か

月かの間に高齢者の方で移動の歩行に困難だとか、そういった方で、この方は本当に私どもも苦渋

の思いで船に乗せたり、ヘリに乗せたりということをしていますので、そこについては笹岡議員の

ほうから資料提供もいただけるというところもありますので、そこのところでちょっと確認しなが
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ら、ヘリの要請に柔軟に対応いただけるように要望していきたいと考えております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは町村会あるいは各単位行政との、自治体との食い違いがあるように私

は認識したのですけれども、東京都にも直接要望してきたのです、私も対面して要望を何回かして

きています。担当課長あるいは何人かの課長が同席された中でしてきていますけれども、同じよう

な答弁がされています。していました。東京都はそういうことは言っていませんと。今回も、これ

は実は都議会に確認したのです。都議会でそういうことを言っていますから、都行政が。初めて担

当部局課長の話を引用させてもらいました。 

それで、先ほど述べましたように、これは村長に渡しておきます。先ほど言った資料です。これ

は協定です。昭和57年、この協定に判こを押した責任者、今はもちろんいないです。いないけれど

も、これはそのまま生きていると言っていました。これに基づいてやっていると。ですから、これ

村長に渡しておきます。もし村にあるなら、いいですよ、なければ。ぜひドクターとお話しして、

聞けばドクターといろいろ話をしてきていると、歴代の長が。これ、なお東京都はそう言っている

ということで、答弁書は東京都に要望といいますけれども、東京都に行くと、首を縦に振らないの

だという話ですけれども、恐らくドクターの要請に基づいてやっていますと、村長の要請があれば。

この一点張りではないかと思うのです。そこらにとどめておきます。これはぜひ、私どもは東京都

がそう言っているから、あとは地元の問題だということで、前に……これはやめておきましょう。

必要ならば後で発言してもいいけれども、ドクターとの関係についてはね。 

  では、次をお願いします。 

〇議長（寺田 優君） 次の補聴器の購入費に対する支援助成及び言語聴覚士等の招聘について。 

榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  補聴器の購入費に対する支援助成及び言語聴覚士等の招聘についてでございます。他の自治体に

倣って、住民税非課税、単身の場合、年収120万、ごめんなさい、これ120万と書いてあるのですけ

れども、住民税でいきますと158万円ですか、大体。単身で年金収入だけの方の場合、158万円程度

でございますが、この件をどうするかについては、ちょっと検討させていただきたいと思っており

ます。購入してもやっぱり聞こえなかったとか、補聴器を購入しても聞こえなかったとか、そうい

った買うことが無駄にならないように、言語聴覚士を招聘して、まずは高齢者への聞こえの講座と

いうのですか、その補聴器に対するものですとか、そういったところを実施いたしまして、その中

で、今年５月に耳鼻咽喉科の専門診療の前に、この講座のほうを実施しまして、その中で専門診療

と併せて、講座を受けていただいて、講座の中で明らかに補聴器が必要だとか、そういった事例が
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発生すれば、ぜひ専門診療のほうで受診していただいて、そこの中で連携を図っていくというよう

な予定でございます。そういったことで、高齢者の方が適切に補聴器を導入できるような環境を村

のほうも整えていきたいと考えております。 

  また、購入費の助成率の引上げについては、現時点では考えておりませんが、笹岡議員が先ほど

申したとおり、ほかの市町村で額を上げているというような事例がありましたら、村としても今後

考えていかなければいけないのかなといったところは考えております。 

  以上です。 

          〔「では、次お願いします」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 次は、電動カートの無償貸与について。 

榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  電動カートの無償貸与についてでございます。こちらに書かせていただいているとおりです。笹

岡議員のほうからも先ほどもお話があったとおり、保険については、副村長のご努力の下、めどが

立ったと。保険を新たにつくっていただいたというようなところで、めどが立ちましたので、貸出

しを行う場合の保険料月額1,000円程度を見込んでおり、利用者負担とする方向で検討していくとこ

ろでございまして、貸出しについては、社会福祉協議会に今ある１台と、村にある１台と２台体制

で取りあえず貸出しを行えるように調整してまいります。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは先ほども述べましたけれども、村人というのはよく見ているもので、

私は知らないということで先ほど述べたようなことがあって、尽力されていると。なかなか難しい

ことを実際の制度、今の社会制度というか企業制度の中では、特に保険業界といいますか、中には

非常に厳しいと、現実的には。だけれども、どういう話しされたかは分かりませんけれども、行政

は副村長を中心に頑張られて、実現されたということは聞いています。先ほどそれの報告をしただ

けなのですけれども、改めて御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

以上です。次をお願いします。 

〇議長（寺田 優君） 次は、議会の録画中継について。 

  鈴木事務局長。 

          〔議会事務局長（鈴木広一君）登壇〕 

〇議会事務局長（鈴木広一君） 議会の録画中継について、昼の休憩中に島の動画を流すことについ

ては、映像素材の準備や技術的な可能性、配信する職員の負担等もあり、現時点では難しいと考え
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ております。 

それから、ＩＰタブレットでの配信については、導入時に議会中継を流すことを想定していたタ

ブレットではないことから難しいです。今後、機器の更新のときに考えていきたいと考えておりま

す。 

それから、ご指摘のとおり、一部のインターネットにつながった最近のテレビで視聴が可能とな

っておりますが、視聴方法やリモコンでの操作方法は、説明書や機器メーカーのホームページを御

覧いただきたい。メーカーや発売時期で操作が違い過ぎており、周知は非常に難しいと考えており

ます。 

          〔「では、次で」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 続いて、管内視察について。 

上野環境課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） お答えさせていただきます。 

一応確認させていただいて。簡水施設とごみ処理施設を先にやらせていただきます。簡水施設に

関してでございますが、１月に無理のない範囲での節水を呼びかける前は、供給量、実際に皆様が

使われている量ですけれども、110から120立方メートル／毎日であったが、呼びかけ後に関しまし

てですけれども、100立方メートル／毎日を若干下回る程度の供給量となった。９月に補正した簡易

水道事業特別会計予算において、脱塩設備の高圧のＲＯ膜、逆浸透膜です。を薬品で洗浄するため

の予算を承認いただいた。１月に膜洗浄を行い、生産量が１日当たり70立方メーター程度に回復い

たしました。 

なお、脱塩設備のＲＯ膜は、高圧、低圧の２段で処理を行っているが、都福祉保健局の水質検査

の支援を受け、高圧１段のみでも水質が基準値内に収まっていることを確認できたため、１段処理

での生産に切り替えた。これにより製造能力は１日当たり約100立方メーターとなった。 

なお、脱塩設備において、都から許可を受けている脱塩設備の供給能力は、100立方メートル／毎

日となっております。 

２月８日付で、またこの後の議案になっておりますけれども、一般会計、簡易水道事業特別会計

予算の専決処分を実施、脱塩設備の膜更新を行うこととした。更新完了は３月末を予定しておりま

す。膜更新が完了しても、許可を受けている脱塩設備の供給能力は、１日当たり100立方メーターで

あり、少なくとも井戸の増強作業が完了するまでの間、現状の節水にご協力いただきたい。 

ごみ処理施設でございます。ＩＰ告知端末、デジタルサイネージ、広報等での排出方法の告知を

継続してご理解を得られるようにしていく。 

以上です。 

〇議長（寺田 優君） 山口教育長。 
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          〔教育長（山口順一君）登壇〕 

〇教育長（山口順一君） お答えします。 

校舎、体育館の雨漏りについてでありますが、学校施設の老朽化に伴う屋根の防水工事及び体育

館トイレの多目的トイレ設置を含め、洋式化改修工事を実施すべく、令和４年度の予算案に計上さ

れているところであります。 

議員がご質問の内容にちょっと１つずつ細かくお話ししますと、多目的室の北側の外壁とありま

す。これは外壁というよりも北側の屋根の部分ですが、屋根の部分の、ひさしのようになって出て

いるところの北側のモルタルなのですが、それが落下をしました。それで、その際、まずは児童生

徒に危険が及ばないように、さらに落ちてこないようにし、そして立入りができないような方策を

取って、危険が及ばないように応急処置をして、そして来年度の防水工事の中で、その部分も含め

て本格的な修繕をすることとしております。 

それから、体育館の雨漏りについてですが、昨年の風雨の強い秋の台風の際に、１度雨漏りがあ

りました。その後、雨漏りが生じているという報告は受けておりません。秋の台風以降、ちょうど

予算の要望をする時期に、12月ですね、再度私も現場へ行って、そして職員に確認をして、雨漏り

は生じていない。さらに、議員から質問があった時期、２月末にもう一度確認に行きました。その

後も生じていないということですので、来年度、体育館の状況、様子を見てまた判断をしたいと思

います。 

学校駐車場の改修工事についてでありますが、これは９月でしたか、議員からの質問をいただい

たと思いますが、予算要望をいたしました。その後、査定や何かの中で、緊急度、また全体のバラ

ンスを考慮する中で、令和５年度に実施するということになりました。 

以上であります。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 他の案件は了とします。 

今言った最後の駐車場の件ですけれども、これは村長になるのでしょうけれども、予算がないと

いうことで、来年に送るということのようですけれども、５年度に。これは防災上も、特にあそこ

は車が気をつけろよという、裏が急激に落ちているのです。あそこで落っこちちゃうと。後ろへバ

ックして。あの幕みたいなのが張ってありますけれども、あれで止められます、車がバックしてい

ったときに当たったら。ないと、あそこでバックしていって止まらないと、突き破ってしまうと、

下へ落っこちちゃうのです。ずっと先々が平らならいいですけれども。そういうことも考えたとき

に、やっぱりある島で事故があって、えらい損害賠償ということがありましたけれども、地震の際

に。やはり幾らかかるか分かりませんけれども、転ばぬ先の何とかで、防災作業というのはやっぱ

り優先すべきではないかと思いますけれども、村長どうですか。 
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〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） ご指摘の部分に関しましては、我々でも当然考慮しました。防災に関しまし

ては、昨日の所信の中でも述べたとおり、体育館のトイレの大規模改修ということで2,000万円近く

計上していると思うのですが、それとのバランスというところが大きかったです。 

駐車場に関しましては、その前の部分、排水溝から村道の間の部分、あの辺りも含めて大規模に

やらなければいけない。かつ相手方、下が私有地といいますか、お寺なのですけれども、そことの

工法の難しさということで、少し金額、それから工法で難しい部分があるので、ちょっと時間を置

かないと、新年度に実施することは厳しいということで、令和５年度にということにさせていただ

いた次第です。 

          〔「分かりました。次をお願いします」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 事業用家電製品の廃棄処理・圃場の規制解除について。 

上野環境課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 質問にお答えさせていただきます。 

  行政は法律や条例を適切に執行していくのが役目であり、法令に違反する行為はできない。廃棄

物の処理及び清掃に関する法律第３条に、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの

責任において適正に処理しなければならない」と規定されている。 

  上記「事業者」には、農家、漁家も含まれる。事業活動に伴って生じた事業用家電製品は、産業

廃棄物です。利島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例第13条、第14条に基づき、金属くずは処分

費用キロ当たり200円で受入れを行っているため、受入れを申請する際は、環境建設課にご相談いた

だきたい。 

  受入れの具体的な手順は、受入れ決定後に分別、切断、破砕、圧縮等の前処理を行っていただい

てから、村が指定した場所に搬入いただきたい。ただし、エアコン、冷蔵庫などのフロン排出抑制

法対象の品目であれば、法にのっとり、フロンの回収、破壊を行う必要がある。村内には、フロン

の回収業者がないため、対象品目を本土に送り、フロンの回収を行う必要がございます。その際、

産業廃棄物の処理は、排出者と処理業者の２者間の契約となるため、廃棄物処理法第12条第５項と

産業廃棄物の運搬、処分等の委託及び再委託の基準に関する留意事項について（平成６年衛産第

19号）でございまして、一括扱いとすることはできない。ご要望であれば、こうした法改正を国に

望むことが最善であると考えられます。 

  なお、家電リサイクル法の特定家庭用機器廃棄物（エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫）に関し

ては、産業廃棄物であっても家電リサイクル法に定められた方法での排出は認められております。

ジシンガ沢ストックヤードについて、現状の受入れ方法を変えられる状況にはないというところで
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ございます。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 本件に対する再質問は、ちょっと一旦留保します。 

それで、時間の関係で、副村長の名誉にも関わることでありますし、当然住民も対象になってい

ることですから、最後に述べています副村長の発言についてというところ…… 

          〔「議事録はいいですか。１個残っていますが」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 何かあったっけ。 

          〔「議事録の配布」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） では、お願いします。失礼しました。 

〇議長（寺田 優君） それでは、製本化した議事録の配布について。 

鈴木議会事務局長。 

          〔議会事務局長（鈴木広一君）登壇〕 

〇議会事務局長（鈴木広一君） 製本化した議事録の配付について。 

今回の議会でも、議案書の配付で約6,000枚以上の用紙を使用しており、議案書や議事録について、

使い勝手のいい形でのペーパーレスでの配付も検討中でございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） この案件も留保します。留保して、後に時間があれば緊急性を帯びたものと

は思いませんので。ただ、言うなら、ペーパーレスというのはいろいろ問題があるのです。皆さん

は専門家で、画面を見ることに手慣れているし、文章をたたくことも、鉛筆の要らないという状況

にあるのだろうと思いますけれども、物を書くにしても。鉛筆で書くということもなくなってきた

のかもしれませんが。いずれにしても留保します。場合によっては一般質問でやるかもしれません。

時間なければ。 

  先ほど述べましたように、副村長の発言問題についての質問に切り替えます。 

〇議長（寺田 優君） それでは、田中副村長の発言について。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 質問にお答えしますといいますより、少し事前に議長、それから副議長にも

了解を取った上で発言をさせていただきたいなと思います。 

まず、今回の笹岡議員の田中副村長に対する発言に関して、その経緯経過もありますが、何より

も指摘の内容に当たらないと考えております。そもそも村の定例議会で取り上げる内容ではないと
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考えます。言った、言わないの裁判のような場ではありません。当時私が村議会副議長であった際

の昨年９月の定例議会終了後の緊急の議員協議会、これは非公開でありましたが、開催された際に

も、９月議会の中で様々なことがあった中で、議員としてもハラスメントなどの発言や、今回のよ

うな案件を議場で取り扱う際には、細心の注意が必要であると申し述べ、お約束を、努力していこ

うということを皆さんで話し合ったと思っております。行政としての立場上、議場で事実を全て申

し述べることにより、まだ当該相手方、いらっしゃいますが、迷惑になることも考えられ、正直、

正確な答弁は控えさせていたまでです、今まで。 

そうした中、ユーチューブ中継やホームページなどで全て公開され、それを視聴された方々がど

う感じるのか、ぜひ考慮してほしいと思います。その際にも述べましたが、実際に過去私の家族も

同様に議会で取り上げられ、家族だけでなく、周りの人間もそうですが、深く傷ついた経験があり

ます。その経験、それがどうのこうのではなく、そのことに対して、私の、亡くなりましたが、父

も直接の謝罪もないまま、当の本人は亡くなりましたが、最後まで引きずっておりました。その発

言も議員によるものでした。その経緯からも、今回また同じようなことを議会で取り上げることに

対しまして、強く抗議の意を表したいということで発言をさせていただきます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それで、私とすれば、これは昨日、議長、副議長に私のお告げというか、了

解を取ったとまでは言いませんけれども、お話だけはしてあるのですけれども、と思っていますが、

その答弁書を、ただいま副村長が述べられた答弁書を私も熟読しているわけで、その上での発言に

なるのですけれども、これはあえて質問ということにはしませんでした。これは先ほど言いました

議長、副議長にもその旨告げましたけれども、私の意見ということで申し述べておきます。したが

って、答弁は求めません。同時に、村長が申し上げているとおり、ユーチューブでも中継されてい

ますし、議事録にも今度は載りますし、それから私どもが発行している「あしたば」でも載ります。

なるたけ同じ文面を載せたいと思っています。発言はそのように発言しますので。 

  副村長の発言に対する村長の答弁に対する意見。日付は本日です。村長はここに言う、実際に過

去、私の家族も同様に議会で取り上げられ、深く傷ついた経験があり、直接の謝罪もないまま本人

は亡くなったと述べているのは、数年前の（株）ＴＯＳＨＩＭＡに関する件のことと推察します。

議会では、亡くなられた本人はもとより、村長の家族誰一人として取り上げたことは一度もありま

せん。（株）ＴＯＳＨＩＭＡに関する件というのは、そのとおり、数人の住民から椿更新事業に関す

る予算が1,200万円の事業費として払い出されているが、そのうち事業費として人件費、燃料費等で

は600万円程度しか支出されていない。残りの600万円ほどはどうなっているのか聞いてもらいたい

という訴えがありました。この話をするため、〇〇になっていますが、これはちょっとここで中断

しまして、最後のお答えだけ先にやります。諸般の事情を考慮して、日付は伏せます。話をするた
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め、前田福夫村長に面談を求めたところ、田中真里副村長（いずれも当時）が、村長は出張中なの

で、私が伺っておくとの話で、中会議室で、今皆さんが画面を見られているあの部屋です。１時間

ほど話し合いました。そのときは、村長には帰り次第伝える。前田村長です。帰り次第伝える。調

べるので３月待ってほしいということでありました。数日後、村長が出張から帰って、数日したと

いうことですが、当時耐震工事中であった村長室で話し合った結果、慎重に調べて報告する。その

間、表沙汰にしないということで話が一致していました。この日の村長室での３者の話合いは徹夜

になり、散会したのは翌日朝の４時過ぎでした。その後、数か月した日の昼休みに、村長室で、や

はり村長、副村長と１時間半ほど話し合った結果、調査して報告するということでした。 

ところが、その後も何の報告もないため、ある月の議会で初めて（株）ＴＯＳＨＩＭＡの経理の

件をなぜ報告できないのかと質問したことに、他の複数の議員から、何のことなのかという発言が

あり、その求めに応じて、これまでのいきさつを申し述べたところ、井口議員より、我々は何も知

らなかった。議員がこれまで執行部と数回に及んで話をしてきているのに、なぜ調べてこなかった

のかとの発言がありました。すると、田中真里副村長は、私どもも皆さん同様、今ここで初めて聞

いたと発言があり、前田村長も、私も同じですと答弁しました。これには正直開いた口が塞がらな

いとはこのようなときのことを言うのかと実感したものでした。その場で、これまでの経過を簡単

に述べた上で、今後村長と話をするときは、複数の人と同席で臨むか、録音機を持って臨むことに

するしかないと述べています。 

ちなみに、問題の600万円については、ある日の議会における証人の証言では、下請業者に払い出

したということでした。払い出し先とその事業内容の質問には、今ここでは分からないという発言

でした。ここまでは、そのとき議場にいた全ての人が聞いていることです。議事録にも故意に削除

されていなければ記録されています。この日以降、この件は議会では取り上げられていません。そ

の後、議会で（株）ＴＯＳＨＩＭＡに関する事案で今日まで一貫して取り上げられてきているのは、

利益金の扱いに関する事案です。村長は、自分の家族が議会で取り上げられて深く傷ついたと述べ

て、それに強く抗議の意を表すると言いますが、この間のどこで、いつその事実があったのか。な

いことをあったごとくにねつ造して、公私混同した感情的とも思えるような議会での発言を聞き流

すことはできません。 

同時に、村長として村を代表する公人の発言としても、村長が言うまでもなく、公開された議会、

これはユーチューブという意味を含みますが、議会での答弁としていかがなものかと思います。村

長は、議会で取り上げられる内容ではないといって、その理由として言った、言わないの裁判の場

ではないと言います。議会が裁判の場でないことは認識しています。といって、事案の真相を明ら

かにする権限まで規制されているとは認識していません。議会が議案の真相を明らかにするのは重

要な責務です。そのための方策として、議会には質問権のほかに参考人や証人を招致すること、時

には調査委員会を設置して調査する権限も法律で定められています。議会における議員の発言が制
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約されたら、行政のなすことに何があっても、事は闇の中に葬られて、住民が物言えずそのまま泣

き寝入りということになります。村長は公開された議会で云々と言いますが、議会の広聴、公開は

民主主義の根幹であり、大原則であることをぜひ理解していただきたいと望みます。あわせて、さ

きに述べたそれまでの行政と話合いが議場で否定されたときの議場もしんしゃくしていただけたら

と思います。 

村長が副議長のとき、今回のような案件を議場で取り扱う際には、細心の注意が必要と言った、

その発言は聞いています。それならば、村長は私の質問通告を受けて、このような答弁をするに当

たり、当人には何の問合せもないことは、議員の質問は細心の注意を払えだが、立場が村長に替わ

ると行政の答弁はその必要はないという認識なのか疑問とするところです。私は、行政による公務

上の思索、思いの索、思索ですね。思惑ということになるとちょっと意味合いが全然違うので。公

務上での思索や発生した事案について議会でただすことは、さきに述べたとおり議員の当然の責務

と考えています。 

以上、村長の答弁に対する意見として述べておきます。末尾は先ほど述べたとおりです。 

  以上です。あとは副村長のほう。 

          〔「質問じゃない、意見だから何も言えないのですよね」「休憩にし 

            なよ」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） では、ここで10分ほど休憩を取ります。 

          （休憩 午前１１時０６分） 

                                           

          （再開 午前１１時１７分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

村山村長より発言を求められていますので、発言を許します。 

村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） この意見書、今日頂いたものなので、全てを読み込んではおりませんが、先

ほどの議員からの発言、意見ということなので、それに対して私が反論というか、意見できるのは

果たしてどうなのかというところですが、昨日来、議員と、今朝もそうでしたけれども、議員と行

政との信頼関係を構築していかなければいけないという中で、あまりにも考えというか、言ってい

ることがずれていると。私の求めていることはこういうことではないということも含めて意見とし

て言わせていただきたいのですが、まず冒頭の本人や家族の名前を誰一人取り上げたことはありま

せんということに対して、確実に名前が挙がっていますと。なぜなら傍聴にも来ていましたし、当

時、関係者が。そこで聞いていました。私は今の笹岡議員の席でずっと聞いておりましたが、挙げ

られております、名前も。 
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その中で、経緯、経過、細かいところは抜きにして、ある住民の方が言っていたという意見をこ

こでしゃべられ、それに対して反論もしない。なぜなら職場のほうに聞いてくれればよかったのに

全然違うことでしゃべられている。つまり、意見が全然一方通行のままいってしまっていると。当

時の村長、副村長が言った、言わない、私も全ては知らない部分でもありますが、あった中で、一

方だけの意見でここで言われてしまって、それが正しいと。最終的には、私の記憶では、では調べ

ましょうと。監査しましょうと。調べた結果、何もなかったと。結果。その上で、当時の井上議員

ですが、では、謝りなさいよという発言もあったかと思います。議会開会中かどうか知りませんが。

それでもよかったではないかと。調べて私の、この議会で追及したおかげで白がはっきりしたのだ

からと。その経緯ですね。その中身よりも、そういう経緯で深く傷ついたということです。それを

この間の、先ほど述べたみたいに９月の議会でそういうことがあったから、そのときは私の家族だ

ったけれども、そういうことがないようにしていきましょうねということをお願いしたにもかかわ

らず、また出たから、そのことに関してまた同じように傷つける人を増やすのですかと。 

議員が何も言えなくなってしまうとか、そういうことではなくて、相手方の意見も聞いたほうが

いいのではないですかと。そうしないと一方通行で、ここで言いっ放しになってしまうのではない

ですかと、そういったことを私は意見として述べさせてもらって、抗議という形で述べさせてもら

いました。それが適正かどうか、村長の器ではないと言われればそうかもしれませんが、やはりこ

の場で発言する、昨日か、朝、副村長の発言に対して責任と、責任を取らなければ発言できないの

かと、そういうようなこともありましたが、まさにここは責任問題になってくるのではないかとい

うふうに思います。当然私も公私混同といえども、感情的な部分も確かにあります。確かにある。

確かにあるけれども、それがこの議会でいいのかどうなのかという判断を議長にも求めた上で、直

接議員ではなく、議長、副議長にも、こういったことを議会で取り上げていいのでしょうか、議会

としてというのは再三申し述べてきた。この議会開会前に。その上で、一応このままいくというこ

となので、それでしたら行政としても答弁というか反論という形で、違います、こうですというの

を述べさせてもらうということで、抗議という形で意思表示をさせてもらった次第です。なので、

別にここでやり取りをするわけではないのですが、今の土地、道路の問題よりも、その道路の問題

を取り上げることに関して抗議ということです。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私には発言する時間の制約があるので、行政のほうは何時間しゃべってもい

いわけですけれども、制約がもう残りも少ないので、適切にいけるかどうか分かりませんが、事実

は違うわけですね。というのは、今私はその事実について、ですから意見書にしているのですけれ

ども、こういう経過で流れてきているよということを申し述べたのです。内容は、これから副村長
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の答弁を聞いて吟味していけば追い追い分かると思うのですけれども、村長とのやり取りをやって

いると、それだけで私のほうは時間が潰れることになる心配もあるのですけれども、今言った話し

合って傷つくというのは、村長に改めてお伺いしたいのですけれども、相手方については傷ついて

いないと思いますか。相手方を忘れていませんか。相手方を。行政のほうは被害者になって、相手

方はもう相手が悪いということにならなければ、行政は一方的な被害者です、確かに。ですから、

私は単純にと言ったら語弊がありますけれども、慎重にも慎重を重ねてきました。この質問でも。

それはそこに書きました。前村長、副村長との間では、これがオープンになるまで、調査し終わる

まで外部に漏らさないと。ずっとやってきました。これを否定したのです。それ書いた。今度は初

めて。ここで村長、副村長が初めて聞いたと、こうなったのです。それからです、問題が出たのは。

それまで誰も知らないはずなのです。そこも軽視されては困るのだ。そのとき私言いましたよ。こ

れテープにも入っているし、傍聴人もいたかもしれません。ですから、私がしゃべるのは制約時間、

あと20分、まだ副村長の答弁聞いていないまま。相手もいるのですよと。片方だけではないですよ

と。私は相手方の住民の声を聞いて、訴えを聞いて、そもそも600万円についても、今休憩中いろい

ろ話がありましたが、についても役場から、行政から、何から話があったのではなくて、行政は知

らなかったです。知らないと言っていました。だから調査すると。ところが、最終的にどうなった

かといえば、その後なくなっていますけれども、この問題は。書いてあります。議会ではそれ以後

消えています。その証言があって以降。私もそれ以後それを取り上げたことはありません。そのと

きはたしか代表監査委員もいたと思っております。記憶ですけれども。そういうことで、何か両方

の意見を聞いたと私も書きましたよ。裁判所ではないのだと。やるなら百条しかないでしょう、こ

こまで来れば。 

          〔「そんな話ししてないでしょう」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） だって事実は違うのでしょう。片方は両方の話を聞けというのでしょう。違

います。 

          〔「両方の話を聞いた上でただしてくださいと」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ですから、両方の話を聞いた上と。私は村長の言ったように住民の話を聞い

て質問していますと。村長が議員当時、それなりの話をしたことも聞いています。ちゃんと書きま

した。証拠に残るように。だけれども、議員には質問権もあるし、ただす、明らかにする権限はあ

るのですよと。それも書きました。一々何々法の第何条なんて書きません。要りません。それで、

最終的に議長と村長に書面を渡しました、昨日。村長とその後どういうことになった話だったか知

りませんが、私が認識したところでは、私は村長がこういう答弁をする限りは、これを黙って、あ

あ、そうですかというわけにはいかないと、これは。言いました。だけれども、ユーチューブのこ

ともあり得ると。あるので、当然。一定の配慮は必要であろうと。村長がその答弁をすると言いな

がら、私には何とも、これはどうとかと何とも言っていないけれども、黙ってこのまま答弁されて、
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ああ、そうですかということになったら、翻すわけにはいかないと。だけれども、それはもうやむ

を得ぬ。どういうことをやむを得ないと言ったのか、私がどう聞いたというのか分からぬけれども、

やることになったわけです。何か違います。私のほうは時間があるから、言われっ放しでは困るの

だよ。だから意見書にしたのです。議論しまいと。これは私は事を明らかにするのだというふうな

ことを言うなということであれば、本人を含めてやっぱり聞く必要はあるのだ、ここで。その例の

証人ではないけれども。証人で済めばいいですよ。百条なんて言っていないと言うけれども、私だ

って百条つくるなんていうことはさらさら想定していません。だけれども、成り行きになったらそ

うなるしかないのではないですか。成り行きによっては。徹底的に調べて。言った、言わない…… 

          〔「調べたじゃないですか、そのときに」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 何を。 

          〔「調べて何もなかったと出たじゃないですか。何で今さらそれを言 

                       うんですか。何でそれをいまだに言うんですか。僕はそんなこと 

       言ってないじゃないですか」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 何を。 

〇議長（寺田 優君） どっちの話をしているかが分からない。 

          〔「今回のこのやつを何で出してきたかということに対して言ってい 

                       るので言ってないじゃないですか」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） やってください、これちゃんと。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） （株）ＴＯＳＨＩＭＡの話は例の一つであって、そういったことによって傷

つく人がいると。だから、今回もこれを出す前に調べたほうがいいのではないですか。（株）ＴＯＳ

ＨＩＭＡの件のときも、相手方、（株）ＴＯＳＨＩＭＡの社員にしたら、聞いてくれればこうやって

答えたのに、言っていた、言っていましたよ、当時も。うちには聞かれたことがないと。それによ

ってこっちはどなたか分かりませんが、住民の方が傷ついたのかもしれませんが、そういったこと

笹岡議員におっしゃって、それをこの場で言われて、一方的に言われたということに対して、その

ことを問う、セキを求めているわけではなくて、そういったことを繰り返されることがこの議会と

してどうなのでしょうかと。そういう意味で言っているのであって、その当時のことをどうのこう

のとは言っていないです、私は。言った、言わないの話になってしまいますが。その上で、副村長

の名誉を守るためにも、今回私は抗議という形で、その例もあったので述べさせてもらったという

までです。そのことに対して百条委員会開けなどと、そういう話ではないです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 
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〇３番（笹岡壽一君） 今いみじくも言いましたけれども、村長、副村長の名誉を守るためでしょう。

相手はどうするのです、そのためには。住民のことはどうなっているのですか。 

          〔「住民のことを考えて今まで言わなかった」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 住民ですよ。住民の相手がいるのです。さっきも言ったでしょう。住民がそ

ういう訴えをしてきていると。そして今、それについて両方の意見を聞けばここまではよしとして

も、私がそれを副村長に質問したときに、質問文書を出した。このときに、なぜそれではそういう

ことを言わなかったのですか、私には。聞いてくれと。 

          〔「議会としてどうなのですかと議長にはお願いしました」と言う人 

               あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 議長ではないです。あなたが私に、なぜ言わなかった。議長が質問者ではな

い。だから、そういうことで相手は、相手のことはどうしたのです。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） まず、相手方に対してですが、当然住民の方を守らなければいけないという

立場でもあります。なので、住民の名誉、権威も守らなければいけない中で慎重に、それこそ我々

も担当課長も含めて協議をしてまいりました。何とかお願いしたいということで年明けにも私も個

人的に伺ったまでです。今回ちょっと遅くなってしまったのですが、測量を12月の議会から補正で

お願いして、ちょっと遅くなってしまったのですが、場所が出たら、ここら辺が境界だよというの

が出たら、それはそれでまたお願いしに行くと。それは相手方にも伝えております。ちょっと遅く

なってしまったのは申し訳ないというところなのですが、その上でお話を改めてしようと。事実関

係を確認した上で。にもかかわらず、議場でこのように出てしまうと、我々はそれに対して今まで

の経過もあったにせよ、明らかにしないといけないということもあるので、それはしようがないと。

ただ、こういうことが果たして議会としていいのかということで、議長、副議長には何とかこれ取

り下げてもらいたいというか、まだ係争中といいますか、まだ協議中の段階なので、議会で上げて

ほしくない。いいのでしょうかという話を事前にさせてもらいました。笹岡議員には直接は言って

おりません。当然ご理解してもらっているものだと。もしくは何か知らぬ事情があるものだという

ことを考慮して議長のほうにお願いしたまでです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私にはなぜ考慮しないのだと言っておきながら、自分では考慮したつもりだ

と。それはないでしょう、こういうところへ来て。ここまで来て。私が副村長に問いたださなかっ

たことが問題だというのでしょう、端的に言えば。短絡的に言えば。 

          〔「そうですね」と言う人あり〕 
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〇３番（笹岡壽一君） そうでしょう。分かりやすく言えば。ならば、何であなたは私に問いたださ

なかったのですか、事前に。この答弁書を書くに当たって。副村長もそうです。答弁書が先に出て

いる。これに対してそうではない、俺の話を聞けよと。なぜ聞かないのだということ…… 

          〔「聞かなかったほうが悪いということですね」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） あなたが私にそう言っているのだよ。私は副村長に確認しなかったのは悪い

と言っているのだから、あなた方はどうなのだと。だから私は、そういう論争はしたくないと。今、

私たちは…… 

          〔「したくない」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） したくないというのはそういう論争ですよ。だって、あなた方がやっている

のだから、自分で。何で私に質問しなかったのだと。自分のことは、言葉悪く言えば棚に上げてで

すよ、村長にこやかに、はっきり言って笑っている場合ではないですよ。そういう態度こそが私は

小ばかにされたような気がする。私がここでへへら笑いしてみなさい、不愉快でしょう。人は笑っ

ていいときとそうでないときとある。ですから、そういうところの論争に持ち込みたくはないとい

うのがあったわけです。 

だから、そのために昨日、書面を村長と議長に渡した、非公式。たった２枚。ご相談くださいと。

ユーチューブだと。というのは全部広がると、可能性。それは村長、そう言っているわけだ、ユー

チューブというのは。私が懸念したのは、議会はこれはしようがないと。書いてあるのだから、答

弁が。これを黙って、ああ、そうですかというわけにはいかないと。これを議長に言いました。で

すから、そういう論争で、私は本質論をこっちのほうにずらすということについては想定もしてい

なかったし、正直言って。 

          〔「そうですか。これで想定してなかったですか」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そういう方向になるのはね。まさか村長とですよ。あなたが副村長に、当事

者に何で議員聞かなかったのだと。聞くべきではないのかと言いつつですよ、村長、あなたは私に

聞いたかということ、こういう論争は想定していなかったということです。そこで言ったか言わぬ

か何で…… 

          〔「それは信頼関係の話ではないんですか。さっきの９月の約束の話」 

                       と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） だから、それだったら信頼しているわけです、村長を、副村長を。それを何

で聞かなかったのだと。私には。あなたは私に聞いたかというのよ、かくいうあなたは。 

〇議長（寺田 優君） 先に進めますよ。 

それでは、田中副村長の答弁をお願いします。 

田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 
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〇副村長（田中真里君） 笹岡議員の質問についてお答えいたします。 

まずは、この件ですけれども、かなり事実と異なるというか、事実のうち本当に何か部分だけ抜

粋されているような気がします。なお、その地権者の方につきましては、年内にお約束するとお伝

えした測量の件、かなり遅れているのは本当事実でございます。なかなかちょっと測量士の予定が

合いませんで、今月中にはということで、何とか今話はしておりますので、そちらについては本当

に大変おわび申し上げます。 

まず、当日のことですけれども、私どもも記録を残しておりまして、それに沿いながらご説明さ

せていただきます。まず、かねてから、その村民の方より、村道の一部の自分の私有地が入ってい

る旨のご指摘を受けておりました。そのため、令和３年の５月に不動産登記簿並びに公図を取り寄

せて、ご指摘どおりであることを私も確認しました。そのため、その該当の私有地である34平米に

つきまして、利島村の財産価格審議会条例の最高評定価、村で一番高い値段である平米単価5,000円

掛ける34平米の17万円での買取りを打診したのですけれども、拒否をされました。その際に、これ

まで道路分、税金余分に払わされているのではないかというようなご懸念も持たれておりましたの

で、登記の用途も実際の用途も公衆用道路になっているので非課税ですよということはお伝えしま

した。だから、一度も税金はかかっておりませんと。 

その後に、ご指摘のとおり令和３年の８月３日の午後３時に前田福夫前村長、私、あとは上野産

業環境課長（当時）の３名でお伺いさせていただきました。実際に対象となる私有地部分の確認に

加えまして、ご自宅の裏側の部分につきましても、現況がかなり公図と違っていることを確認いた

しました。前田福夫前村長から、その当該住民の方の亡くなったお父様、ご尊父と、当時裏側の部

分と私有地の部分、この敷地のこことここを交換するような内諾ができていたのではないか、その

ためにわざわざ私有地の部分を分筆していたのではないかというお話はさせていただいたのですけ

れども、ちょっと親の代ということでご存じないということが分かりました。 

そういうこともありましたので、専門の方を呼んで測量を行いまして、現況に合わせる形で当該

村民の方の裏手の部分とこっちの部分を交換するということでいかがでしょうかという話をしたの

ですけれども、それもちょっと受け入れられないなということでございました。 

次の提案として、専門の方を呼んで測量を行い、現況に合わせる形でご自宅の裏側の部分の占有

部分について、所有権移転を行うとともに、その道路の部分を、さらに村はここを買い取るし、さ

らにこちら側は差し上げますと。その２つの条件も提案したのですけれども、それもちょっと拒否

をされました。 

結局、言われたのは、当該住民の方からは、他の村民と所有する畑との間に擁壁を設置してくれ

たら売却を考えてもいいということでございました。しかしながら、対象の土地と全く無関係な場

所の民有地と民有地の間に、公費で擁壁を設置することは、やはり法的に難しいです。公金を出す

根拠がございません。そのため、何とか今まで、売ってくれないか、交換してくれないか、売るの
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とここをあげるのでご対応いただけないかという、その３つで何とかご理解いただこうとしたので

すけれども、説得しましたが、ちょっと応じていただけませんでした。 

都内でもこういった場合には、私有地を無償で提供いただけることがほとんどということもお話

はしたのですけれども、やはりちょっとご納得はいただけませんでした。 

平行線になりましたので、ひとまず予算を確保した上で、測量を行わせていただきたい旨をお伝

えしたところ、測量が終わり次第、村道のうち自分の私有地が入っている部分についてカラーコー

ンだとか柵をつけて、もう通行を難しくしてやるというような発言がございました。そうでなかっ

たら擁壁を設置しろというような内容でございました。村のインフラとして必要不可欠な道路であ

ることから、私は「それは脅迫ですか」とお尋ねしたところでちょっと交渉が不成立になりました。 

今回改めて確認しましたが、「何様のつもりだ」というような発言はしておりませんで、売却に応

じていただけないのは、それは当然ですので、商売ではないですけれども、そこについて逆上する

つもりは全くございません。あくまで道路という村の公益にとっても大切なインフラの通行を妨害

すると、そういうことに対して脅迫ですかとお伝えした次第でございまして、売買に応じてもらえ

ないから私が何だか怒るとかキレるなんていうことは絶対にございません。そこは副村長として責

任を持って仕事をしております。 

なお、本件につきましては、私どもも道路法について改めて勉強するとともに、東京都建設局に

も確認を行いましたので、その結果をちょっと併せて報告させていただきます。 

道路区域内の民有地につきましては、たとえ戦前においても無権限、何の根拠もなく土地を道路

として使用することはあり得ず、道路構築時に何らかの権限を取得するものとされております。道

路法の第18条第２項及び道路法施行規則第３条に、供用開始、道路として利用を開始するときの規

定がありますけれども、道路法逐条解説によりますと、供用開始の要件は、道路の敷地について道

路管理者が所有権、使用権等の権限を取得していること、道路としての物的施設が一般交通の用に

供して差し支えない程度に備わっていることの２つであり、供用開始に必要な権限につきましては、

所有権に限られておりません。 

今回の土地なのですけれども、昭和62年に供用を開始しておりまして、平成元年の国土調査成果

による分筆時には既に当該地が村道の敷地であることも所有者が認識されておりましたので、利島

村が正当な権限を取得していると言えます。したがって、道路法の４条、私権の制限により、この

土地にはくいを打つなどの私権の行使はできませんで、万が一打った場合には、道路法第43条第２

号、道路に関する禁止行為に該当して、私どもは道路管理者の監督処分に基づき、元に戻しなさい

という原状回復命令を行うことになります。それでも原状回復がされない場合は、私どもが行政代

執行、村がそれを引き抜くというような形になって、通行の確保を行うことになります。 

また、悪質な違反行為につきましては、刑法第124条の往来妨害罪として刑事訴訟法第239条第２

項に基づく告発の措置も取ることになります。往来妨害罪ですけれども、２年以下の懲役または20万



 - 132 -

円以下の罰金が法定刑となっております。 

なお、私の行為がパワハラでないかということにつきましては、パワハラにつきまして、あくま

で組織内での地位を利用して部下や同僚、上司に暴力や言葉、適正な仕事の範囲を超えた仕事の強

制あるいは仕事を与えないなどの嫌がらせをする行為でございまして、当該住民の方と私、何ら同

じ組織には属しておりませんので、パワハラは成立し得ないと考えております。パワハラに関して

いえば、昨年の９月の、まさに村長申している中で、村議会議員という地位を利用して、議会事務

局の一書記担当職員を答弁台に立たせようとした行為こそがパワハラと言われるものでございまし

て、こちらについては正しくパワーハラスメントについて理解され、また今後自重されることを望

みます。 

なお、こちらにつきましては、もともとこういった形で質問がない限りは、私どもはこういった

公にするつもりは一切ございませんでした。３月の測量の際に改めて丁寧なご対応をしようと思っ

ておりましたが、こういった形でちょっと質問という形になってしまいましたので、実際にあった

ことをきちんとご説明することになってしまい、ちょっと村民の方に対して不愉快な思いをさせて

いることは申し訳ないなと思っております。 

以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） さて、時間がなくて、私のほうで質問し切れるか、再質問し切れるかどうか

という懸念がありますけれども、時間の範囲内で、仕方がない、やりますけれども。 

それでは、再質問を副村長にしますが、登記記録に、法務局の、いわゆるあれですよね、公衆用

道路に登記されています。いつ登記されたかは先ほど述べられたとおりだと。登記されると、これ

は無条件、永久ですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 笹岡議員の質問にお答えします。 

一度道路として登記されているものを、例えばまた宅地に戻すような手続がちょっとできるかど

うか、すみません、不勉強で分かりません。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 不勉強でそういう通知したのですか。そういうご答弁されたのですか。これ

自体、今ここで不勉強と言われると誠に困るのです。それで聞いたのです。単純でしょう。一回登

記すると無条件で永久ですかと。その前に聞きます。それでは、公衆用道路というこの道路、これ

はどこに属します、所有権は。 
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〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 質問にお答えします。 

まず、前段の一回登記されたら永久かということにつきましては、一度それで告示もされている

わけで、その告示行為からやり直さない限りはできないかと考えております。ここを道路として道

路管理者として認定しますということになりますので、相当のことがないとそれを再び宅地に戻す

ということは難しいのではないかというのが１点です。 

もう一点質問いただいております公衆用道路の所有権はどこに属するかですけれども、不動産登

記簿の中で、まず土地の様態を表す表題部があります。その中に２番目に所有権の部がありますの

で、そこの中ではこの件に関して言えば、その所有者の方ということになります。ただ、道路とい

うのは、使えるかどうかは所有権に限っていないよというのが道路法の解釈になっています。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 本当はこれ時間をかけて、そういうことの論議になると立ち入って明らかに

していく必要があると思うのですけれども、お互い、私は少なくとも生半可な知識といえばそうで

すけれども、それなりに調べてはみました。公衆用道路、道路には大きく分けて２つ。私道と公道

です。この公衆用道路というのはどちらに属します。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 公衆用道路ですので、公のほうに属しますが、あくまで所有権はその方と

いう形になります。公衆用道路というのは、表題部の中でその土地がどう使われているかというと

ころで、まずみんなが通る道路として使われているよとなっていると。どんな土地かと言われたら、

みんなのために使われている道路として使われている土地だよと。その上で、では持ち主は誰かと

いったら、その人だよという形になります。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） その人だよというのは、今大事な答弁されているのですけれども、それは私

道ですか公道ですか。再度確認します。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 公道であると考えます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 
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〇３番（笹岡壽一君） これはお調べいただきたいと思うのです。私が調べた範囲内では私道です。

私道。だから、私道を公道用に供するために登記するのです。なぜ登記するか、法務局に。なぜ登

記するかというと、書面見れば分かります。持ち主は、所有権者は、個人だということ、私人だと。

ということは私道なのです。ただし、それをこういう公衆用道路として登記することによって、公

道扱いになる。したがって、それは市町村道あるいは場合によっては国が管理すると。管理する。

そういうことだと思うのです。 

それで、前段に質問した、それでは永久ですかと。無条件。これはそうでもないようですよ。先

ほど提示しようが、告示しようが云々がありましたけれども、手続はともかく、一度公衆用道路と

して登記されたら、永久に無条件的に、その提供されっ放しかといえばそうでもないと。なぜなら

ば、私有地としても権限まで損なうことではないのだと。一定の条件はもちろんあるでしょう。あ

れば宅地に地目変更することは可能だと、これは。公道で認定された場合、公衆用道路、公衆用道

路と公道とは違うのです、意味が。公道というのは都道府県が持っている道路が公道です。国、都

道府県。 

          〔「本当ですか、それ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そう書いてありますよ。 

          〔「ちょっと本、見せてくださいよ、ぜひ。そんなはずないと思いま 

                       すよ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 公道にはなるのですよ。公道にはなるのです。だから、公衆用道路というの

です。公衆用道路。だけれども、それは私道なのだと。私有地なのだと。 

          〔「私有地はそうかもしれない」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうです。私が言うのは、公道というのは、国、都道府県が所有権を持って

いる道路のことです。だから、公道になっているのですよ、公衆用道路ということで。公道とは登

記していないでしょう。村有地で登記しています、村の道路だと。村の土地だということで登記し

てありますか。そういう意味で聞いているのです。笑っているけれども。調べてください、では。

私が調べたほうでも、そういうことに私有権の指定のあれはしていないのだ。ただし、一定の条件

があるでしょうと。それは宅地に変更が可能ですと。私有権の制約まではしていないのだという。

ただし、それを、それではこれまで供していた公衆用道路、そこを元に戻してくれと。私の土地な

のだからというときに、ああ、そうですかということではない。それは分かっています。だけれど

も、永久、無条件ではないと。これだけであと３分しかない。 

  それはさておいて、時間がありませんけれども、これは時間ないので論議できるかどうか分かり

ませんが、答弁の中で、冒頭、記録に基づいていると。この記録って何ですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 
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〇副村長（田中真里君） 記録というのは、当日、どういう、いつ、何時に誰と行って、こういう交

渉内容だったという私どもが残す記録になりまして、当然一種の公的な記録になるかと考えており

ます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは提出するということは可能ですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） ちょっとこの場ではお答えしかねますが、ちょっと村長や議長とも相談し

てという形で、また検討させてください。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） こういう微妙な言葉の扱いになりますから、提出してくれと言ってはいない

です。提出すべきだということは言っていないのです。可能ですかと聞いているのです。提出する

ことは可能ですかと聞いているのです。どうですか。提出してくれと言ったら、議長、村長と相談

していいと思うのです。あるいは提出すべきだと言ったらば、提出してくれと言ったのなら相談で

いいと思うのです。ただ、可能ですかと聞いたのです。 

〇議長（寺田 優君） 可能かどうかは分からないな。可能かどうかというのは我々の判断だという

ことかな。 

田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 物はありますので、別にすぐコピーすれば渡せるという意味では可能では

ありますが、ただそれをここでお渡しすることは適切かどうかという意味の可能かどうかは、ちょ

っとまた別の話かなと思っております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） では、言葉に基づいて確認しますけれども、コピーということは書面ですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 書面といいますか、ワープロ打ちした記録データといいますか、そういっ

たものになります。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 
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〇３番（笹岡壽一君） 時間がないからしゃべり切れるかどうかちょっと分かりませんが、これが録

音してあるならば、証拠になることというのは当然あると思うのです。というのは、そこまで言わ

れたのでは対応するすべはないと言うかもしれませんが、書面は作成できるのです。作ることが。

ところが、録音というのは作ることはできない。今の技術で話したことを消すことはできるかもし

れません。付け加えることはできない。できないだろうと思うのです。言いもしないことを言った

ように録音できていると。ところが、書面ですと、それは可能なのです。ましてやワープロだと、

あるいはパソコンだと。そういう疑いを申し述べる、私がなぜお伺いしたかと、可能かと伺ったの

は、先ほどの話ですよ。副村長の言い分を、これこそが事実で本当なのだと、真実なのだというの

を明らかにするためにはそれしかないのではないですか。相談してみますと言うけれども、違いま

す。片方は、そんなことは言っていないと言っているのですよ。ですから、時間ですから。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） すみません。そんなことを言っていないというのは、通行を妨害すると言

っていないということですか。争点はそこだと思いますけれども、違いますか。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 民有地の間に施工することはできないと言ったのでしょう。そんなことは言

っていないと言っているのです、１つは。あなたはそう言っているではない。もう時間がない。 

〇議長（寺田 優君） それでは、時間となりましたので、笹岡議員の一般質問についてはこれで終

了いたします。 

これより休憩に入って、１時より先に進みますので、よろしくお願いいたします。 

          （休憩 午後 零時０１分） 

                                           

          （再開 午後 １時００分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

 

    ◎日程第４ 議案第３号・報告第１号 専決処分の承認を求める件について 

（令和３年度東京都利島村一般会計 

補正予算(第６号)・令和３年度東京 

都利島村簡水会計補正予算(第３号)) 

 

〇議長（寺田 優君） 次は、日程４、議案第３号・報告第１号 専決処分の承認を求める件につい

てを議題といたします。 
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  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 専決処分書。地方自治法第179条第１項の規定により、下記のとおり専決処分

する。 

処分事項。令和３年度東京都利島村一般会計補正予算（第６号）・令和３年度東京都利島村簡易水

道事業特別会計補正予算（第３号）。令和４年２月８日。 

以下、担当課長より説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 41ページを御覧ください。 

  令和３年度東京都利島村一般会計補正予算（第６号）。 

令和３年度東京都利島村一般会計補正予算（第６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歳入歳出それぞれ2,285万8,000円を増額し、

歳入歳出予算の総額を15億7,853万2,000円とする。 

続きまして、53ページを御覧ください。令和３年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）。 

令和３年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,285万8,000円を増額し、歳入歳

出予算の総額を２億3,431万7,000円とする。 

中身でございます。63ページを御覧ください。簡易水道施設管理経費のところで、簡易水道施設

修繕工事2,285万8,000円を計上させていただいております。中身に関しましては、一般質問等でご

ざいましたとおり、脱塩施設、海水淡水化装置のほうの高圧のほうの膜、こちらの交換をさせてい

ただきます。財源に関しましては、特別会計から見ると一般会計繰入金60、61ページです。一般会

計からの繰入れになります。 

50、51ページを御覧ください。一般会計のほうは、簡水会計に同額を繰り出し、48ページ、49ペ

ージを御覧ください。そちらの財源に関しましては、財政調整基金の取崩しで予算のほうを計上さ

せていただいております。中身については、先ほど申し上げたとおりの高圧の膜の交換になります。 

以上です。よろしくお願いします。  

〇議長（寺田 優君） 議案の説明は終わります。 

  これより質疑を行います。質問される議員は挙手願います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 
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〇３番（笹岡壽一君） 今の説明の膜の、浸透膜、何膜というのでしょうか、正式な名称はちょっと

分かりませんが、現地での職員の説明ですと、大体８年ぐらいが寿命といいますか、耐用年数とい

いますか、あるのだが、実際には５年ぐらいでこういう状況になってしまったという説明がありま

したけれども、というのは、これはあと１年になると半分ですよね。８年の５年といったら約半分

に近い。これがちょっと現地であまり、どうしてということまで聞かなかったのですけれども、ど

ういうことで、何かこういうような話はしていました。一定の圧力でやる分には８年使えるかもし

れぬが、それよりも高圧で通そうとすると、傷みが早いというような意味合いの説明はされていま

したけれども、このところの意味がよく分からなかった。しかも専門的なことでしょうし、分から

なかったのですけれども、その辺はどういう、どういうと言われても困るかもしれませんけれども、

どうして高圧を通さなければならなかったのかなと。傷みが早いような、どういう事情があってと

いうことなのか。 

  それで、何月何日までにはこうこう、こうだったけれども、それ以後こういう放送といいますか、

対策を取ったところ、協力を得まして、供給量が減りましたということは聞いていました。それは

それでもって、村が節水を協力を求めて訴えた策が功を奏しているのかなと思いました。 

  それと、私初めて聞いたのですけれども、そのときに。これは非公式で、言っていいのかどうか

ちょっと私も悩むところでもあるのですけれども、何か節水しますと。規制すると、水量を。やる

とね、一遍にだあーっとためる人がいると。何トンだか分かりません、何リッターだかは別として。

そういうことも影響するのかなと思ったりもしたのですけれども、その辺は専門的なあれで必ずし

も把握はできないのかも分かりませんが、していないのかもしれませんけれども、どういうことで

寿命が短くなったり長くなったりするのかというのは、大体そこの現地の職員にお伺いしたところ

であるのですけれども、なぜ、どうして５年ぐらいになってしまったのか。耐用年数が半分ぐらい

に。大きいですよね。今お伺いしたら二千数百万でしょう。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） お答えします。 

  そもそもの、大体５年、８年、10年とかと言いますけれども、実際の、もともとのところの８年

と言っていたのが５年だった。雨等が足らなくて多分膜を使うことが多かったのであろうと。過去

５年の天気からというのはちょっとごめんなさい、分からないですけれども。使用用途が多かった

のだろうなというところで。 

          〔「使い過ぎ、簡単に言えば」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 天水がなかったので、いっぱい脱塩のほうを使ったから短くなった

のでしょうと。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 
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          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） というと、そのときも話題になったのですけれども、やっぱり雨頼みで、雨

があって何ぼというような、そのたびに非常に私も質問書で述べたのですけれども、短絡的に述べ

ましたけれども、これはこれからちょっとすれば梅雨の時期にも差しかかってきてということも予

想もされますけれども、そのとき何か３月20日頃作業に入れると。品物が入ってくるという説明で

したよね。当分は今のところ見通しとすれば、報告のとおり、まあまあそこそこ心配なく給水でき

るという状況なのでしょうか。もちろん雨との相談はあるでしょうけれども。今非常事態の状況に

はないということですか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 膜を交換すれば、取りあえず１回は脱出かなと思っていますが、そ

の後でまた工事のほうでまた水が必要になってまいりますので、そちらのほうが雨がたまってこな

いとまた次の工程に入れない。井戸の掘削工事ですね。こちらのほうが進めることができなくなっ

てしまう。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 実は私が聞く目的で聞いたのは、今、課長が答弁していただいたことに尽き

るのですけれども、あのときの説明で、何かボーリングするのに１日だったと言ったと思うのです

けれども、大体100トンぐらい使うという話だったのです。ボーリングするのに１日に。何時間だか

知りませんけれども。そうすると、とてもではないけれども、ボーリング作業を再開する状況には

ないと、これは。例えば半分の50トンで、意味が分からない、専門家ではないから。そこまで詳し

いことを聞こうとは思いませんけれども、大体１日にどのくらいの深さまで掘るのか。地質の状況

によっても違うだろうと思いますけれども。岩盤と土のところとは基本違うわけで、ズブッと入る

ところもあれば、ガラガラ削らなければならないところもあったりして、条件によって違うところ

ももちろんあると思うのですけれども、ボーリング作業をできるのには100トンぐらいは……なので、

それを思うとなかなかボーリングの掘削作業を業者を呼んで作業体制に入るということも厳しいの

かなと思ったりする。そうなると、飲料水が優先でしょうから、そういうことも含めてお伺いして、

非常事態の状況にはなりそうなのかどうなのかと思ったのです。あとは前田議員のほうでやってい

ただいていいです。私は大丈夫、ボーリング作業の見込みはありますかということを聞きたいとい

うことです。ある意味では。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 取りあえず100トン、１日当たり100立方メーターというのは、職員
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からの話、上がってきている話で、ボーリングをするときに井戸の中に物が入ってくる可能性があ

るので、そのとき脱塩海淡装置を使うのをストップして、そのときは急速のみで給水を行うという

ことなので、それで大体100トンぐらい。ちょっとボーリング自身でどのくらいの水を使うというの

は、ちょっと私も聞いていないので把握していないのですけれども。 

          〔「100トンと言いましたよ」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） というと、そこでまた100トン、100トンで200トンぐらいかかるので

すかね。具体の数字はちょっとそこは差し控えさせていただいてというのもあるので、お伺いして

いたのを聞いたときは給水するのに少なくても１日100トンは必要になるよというところで100トン

使うよというふうに聞いていたのですけれども。 

  あとは貯水率に関しては大体今30％ぐらい。 

          〔「あとは再開の時期は」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 再開の時期はまた梅雨で、雨がたまってからでないとちょっと進め

られないかなと思っております。 

〇議長（寺田 優君） 前田議員。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） あそこのタンクというのか貯水場というの、あれは天水だけではなくて、標

台松線のあそこから取水路がありますよね。あそこからも取り入れているのですよね。その取水路

の、たしか４月のときにも話出たと思うのですけれども、取水路の掃除ってされているのですか、

定期的に。 

          〔「毎日やっています」と言う人あり〕 

〇１番（前田 清君） 毎日やっているの。では、普通に雨が降れば流れ込むということなのですね。

分かりました。 

〇議長（寺田 優君） よろしいですか。 

笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ボーリングをやっているさなかにそういうことの話もちょっと不謹慎なのか

なと思うのですけれども、昨日の、今の前田議員の水道に関する質問で、下のほうでボーリングし

たらば、もっと深さが浅くてといいますか、いいのではないかと。そうすればボーリングの費用も

そんなには、メーター幾らと言っていましたっけ。メーター10万でしたっけ、100万でしたっけ。 

          〔「１メートル当たり50万円」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 前にもそれは聞いたことがあるのです。あそこのところのボーリングを最初

にやったときも。メーター何円ぐらいかかるというのは。それはともかく、私最近、この二、三年、

少なくとも２年か３年ぐらいの間にそういう質問をしていると思うのですけれども、下のほうでボ
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ーリングして、それでそのままポンプアップしたらどうだと。要するにジャボラ沢沿いにずっと配

管して、パイプ引いて。家で上のほうでポンプで吸い上げるなりなんなりという話をしたまま、そ

の前のときの話の前に、今の漁協の生けすのところでボーリングしたらば真水が出たという話も聞

いているよと。今の漁協の下の生けすのところですね。それは議会で話をした記憶はあるのです。

そんなに古い話ではないと思う。それ私が前段として申し上げましたけれども、課長が昨日の前田

議員の質問に対して、それをやるとポンプアップするためのポンプの電気代が莫大にかかるのだと。

それで、今のほうが、今の組織で、システムといいますか、ポンプアップしたほうが安いのだと、

電気代が。工事代は高くてもという答弁があったと思うのですが、その当時、そういう話はなかっ

たのですけれども、どうして地中の中のポンプから吸い上げると安くて、電気代が。それで、地上

で吸い上げると電気代が上がるという、これがちょっと分からないのです。というのは、よく話に

なる温泉なんかでポンプが要らなくて吹き出してきますよね、ボーリングすると。地圧といいます

か水圧で。それとの関係なのかなと思ったりもしますけれども、普通に吸い上げる分には地上も地

中も大して変わらないのではないかという気がするのですけれども、どうなのですか。先々もある

ことなので。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 笹野議員の質問にお答えします。 

当然低いところからやるとポンプアップのお金がかかるのも一つなのですけれども、もう一つは

今の住所と同じところで掘ると、井戸をもう一回同じ地点で掘ると、許認可の手続がかなり省略で

きるというのが大きいです。新たな場所でやると本当にゼロからまた東京都に申請してとか物すご

いややこしい手続になって、かなりの時間がかかってしまうと。早く掘るためには、やはり同じ住

所になりますので、そういう意味ではかなりの手続上のところで簡易になる部分もありますので、

今回同じ場所でやらせていただいているというところでございます。あとは、何より今ここで出て

いるという実績が大きいかなと思っております。こういった３つのところで。 

          〔「ありがとうございます。終わります」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ほかにございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、質疑を終了いたします。 

  討論ございますか。 

          〔発言する人なし〕 

〇議長（寺田 優君） 討論もないようですので、採決を行いたいと思います。 

  議案第３号・報告第１号 専決処分の承認を求める件について採決を行います。 

  賛成の議員の挙手を願います。 
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          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第３号・報告第１号 専決処分の承認を求める件については可決承認されました。 

 

    ◎日程第５ 議案第４号 利島村副村長の選任同意について 

 

〇議長（寺田 優君） 日程５、議案第４号 利島村副村長の選任同意についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第４号 利島村副村長の選任同意について。 

  下記の者を利島村副村長に選任したいので、地方自治法第162条の規定により議会の同意を求める。 

  住所、東京都利島村1576番地。 

  氏名、阿部翔太郎。 

  生年月日、昭和58年６月15日。 

  令和４年３月７日。利島村長、村山将人。 

  提案理由、現在の副村長が東京都に割愛採用されることとなったため、新たに副村長を選任する

必要がある。 

 割愛採用につきましては、後ほど出てきます報酬の条例のところで説明いたします。よろしくお

願いいたします。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明は終わります。 

  人事案件ですが、何か質問ありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を省略して、早速採決を行いたいと思います。 

  議案第４号 利島村副村長の選任同意について、賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第４号 利島村副村長の選任同意については可決承認されました。 

 

    ◎日程第６ 議案第５号 利島村固定資産評価委員の選任同意について 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程６、議案第５号 利島村固定資産評価委員の選任同意につい

てを議題といたします。 
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  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議長、これ10号まで一括でよろしいでしょうか。 

〇議長（寺田 優君） 一括、５、６、７、８、９、10号まで、選任のところなのですけれども、一

括でよろしいですか。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これはそうはいかないと思うのです。同意案件と意見を求める案件、選挙の

案件というのは別件だろうと思います。 

          〔「分かりました」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第５号 利島村固定資産評価委員の選任同意について。 

  下記の者を利島村固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法第423条第３項の規定

により、議会の同意を求める。 

  住所、東京都利島村23番地。 

氏名、梅田吉昭。 

生年月日、昭和41年７月３日。 

  令和４年３月７日。東京都利島村長、村山将人。 

  提案理由、委員の任期満了に伴い、新たに選任をする必要がある。 

  よろしくお願いします。 

〇議長（寺田 優君） これも人事案件ですが、質問ありますか。 

  石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） ちょっと教えてもらいたいのですけれども、委員は何人いるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） 委員は３名です。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 委員の任期というのは３人で別々なのですか。どういうわけで別々なのだか

分からないのですけれども、今回１人だけで、あとの２人は任期があると。 
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〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） 委員の任期は３年で、３名の方は１人ずつ交代していく形で、常に３名

体制が取れるようにしております。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これはちょっと気になっていたのです、実は。それこそ教えてもらいたいの

ですけれども、委員の人数が３名、これはどこに書いてあるのですか。どこにどう書いてあるので

すか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 委員が３名の根拠について申し上げます。 

地方税法第423条の第２項の中に、固定資産評価審査委員会の委員の定数は３人以上とし、当該市

町村の条例で定めるということになっておりますので、ここの法律の中で３人以上となっていて、

村の場合は最低限の３人ということになっております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それが条例で定められているということですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） こちらの固定資産評価審査委員会の委員の定数は、今確認しておりますが、

至急確認してまたご回答差し上げますので。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 村税条例の第78条、審査委員会の委員の定数と。審査委員会の委員

の定数は３名とするという記載がございます。 

          〔「分かりました」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、何か生徒さんがご挨拶に来たようなので、ちょっと休憩をします。 

          （休憩 午後 １時２９分） 

                                           

          （再開 午後 １時３３分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 



 - 145 -

  ほかに質問ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了し、これより採決を行います。 

  議案第５号 利島村固定資産評価委員の選任同意についてを採決いたします。 

賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第５号 利島村固定資産評価委員の選任同意については可決承認されました。 

 

    ◎日程第７ 議案第６号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

〇議長（寺田 優君） 日程７、議案第６号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、

執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第６号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。 

  下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６条

第３項の規定により議会の意見を求める。 

  住所、東京都利島村1537番地。 

  氏名、榎本雅仁。 

  生年月日、昭和51年２月21日。 

  令和４年３月７日。東京都利島村長、村山将人。 

  提案理由、人権擁護委員の任期満了により、その後任委員を推薦する必要があるため。 

  よろしくお願いいたします。 

〇議長（寺田 優君） それでは、議案の説明を終えて質問というか意見というかある人。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは法律を見てもそうなっているので、いいと思うのですけれども、意見

を求めるという意味が分からないのですが、これどういうこと。同意は分かるのですよね。不同意

の場合は任命できないけれども、意見というのはどういうことなのですか。 

          〔「適任か不適任かということです。……という話なのですけれども、 

            適か不適かというご意見、ざっくり言うと」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ざっくり言うとね。書いてありますよね。これは困るよね。 
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          〔「法律がこうなっているので」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） だって、それ適任、不適任としたって、別に関係ないのでしょう。意見を求

めても。別に不適任だということではないですよ。村長の立場からすると、一つの意見を求めるの

ですから、諮問行為だと思うのです。一種の。諮問に対する答申ですと、これは議会の。という具

合に認識したとすれば、仮にいかなる意見があろうとも、それに従う義務はないわけですね。長は、

答申があろうとしても、尊重するという建前があっても、必ず従わなければならぬという、こうい

う解釈はないという認識しているのですけれども。ただ、困るには困るでしょうと思います。あと

は政治責任というふうなことでね。法的に違法ではないけれども、政治責任は問われるかもしれま

せんけれども、決算認定と同じですよ。認定と同じなのですけれども、責任は問われるかもしれぬ

けれども、政治責任は問われるかもしれぬけれども、無効ではないというのがあるわけで聞いてみ

ました。深い意味はありません、大して。 

〇議長（寺田 優君） 山口教育長。 

          〔教育長（山口順一君）登壇〕 

〇教育長（山口順一君） 私が述べる立場かどうか分かりませんけれども、また私６年間、人権擁護

委員として務めましたが、私が適任だったかどうかも分かりませんけれども、人権擁護委員法に基

づいて、人権相談を受けたり、人権の考え方を広めるというのが専らの仕事であろうと思います。

そんな観点からしますと、公正かつ客観的に物事を判断できる方、そして思想信条に偏りのない方、

また差別を許さない強い気持ちを持った方、そういう観点でご判断いただければよいのかと思いま

す。私６年間、特に人権相談を受けたことはありませんでした。そして、子供たちの人権の考え方

を広めるといいますか、深めるといいますか、そういう活動で人権の花運動などもあります。そし

て、それから人権作文というのもあります。時々いい賞をいただいて、毎年人権作文に応募してい

ますので、中学生が。そこでの結果として大きな賞をいただいて、賞を受賞するなんていうことも

ありました。そんな仕事でした。そんな観点からご判断いただければといいのかと思います。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私が立ったついでのことで、今ちょっと指摘があったのですけれども、提案

権者が前田福夫になっていますので、それは訂正いただきたいと思います。 

確かに今教育長が、人権委員とはどういう職務で任務は何なのだという点ではご説明のとおりだ

と思うのです。その意味ではね。ただ、本村ではそうは決まっていないのだけれども、法律の上で

も誰でもいいといえば誰でもいいのです。適、不適任は議会が意見を述べるにしても。ただ、この

ところ、数年これは総務課長が人事について深いからあるかもしれませんけれども、大体このとこ

ろ教育長がやっているのですね。半ば自動的といいますか、相談もなかったというけれども、そう



 - 147 -

いう言葉を言うと不謹慎だけれども、何か充て職みたいになっている。これは大体教育長がやって

いるでしょう。何年か、もう十数年ぐらいやっているのではないですか。それがどうということで

はないですよ。それが今度、村の職員になっているから、本当は誰でなければならぬということは

もちろんないのです。多くはこれ民間の人がやっているのではないですか。民生委員だとか、人権

擁護委員というのは。 

〇議長（寺田 優君） 総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） 人権擁護委員の選任については、今、教育長先生が歴代続いてやってい

ますけれども、その前については社会福祉協議会の会長だとか校長先生とか、いろいろ様々な方に

お願いしていた経緯があります。 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 人権擁護委員法というのは国法ですよね。そうすると任命権者というのは法

務大臣になるのですよね。だから、教育長がさっき６年間やっていましたと言ったけれども、多分

法務大臣名の辞令をもらっているかと思うのですけれども、そういう内容を、今、笹岡議員も言っ

ていましたけれども、見識があるだの何があるとかという感覚で言えば、役場職員云々という言い

方はないのでしょうけれども、取りあえずは、ここでいえば、利島村でいえば村長が任命したとい

う形で、それを承認するかどうかという話になるのでしょうけれども、ただ事は上まで行ってしま

うので、だから我々議会で何か討議するという問題と違うかなという気がするのですけれども。 

というのは、実は私の連れ合いがもう20年、30年やっていたのです、人権擁護委員を。見ると、

法務大臣の辞令が送られてくるのです。調布市民だったものですから、そうすると調布の自治体、

調布市長名で来るのかなと最初は思っていたのですけれども、市長名ではなくて大臣名で来るので

すよね。ちょっと話が笹岡議員からもありましたけれども、人権擁護ではなくて民生委員、民生委

員の場合にはたしか東京都知事から来るのです。だから、利島にもそういう組織ってありますよね。

民生委員はありますよね。だから、その辺はしっかり、答弁ではないのですけれども、任命される

からにはしっかり務めていただきたいと思います。 

〇議長（寺田 優君） それでは、採決に移りたいと思います。 

  議案第６号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決いたします。 

賛成の議員の挙手を願います。 

          〔「言ってくれたらいいですよ。適任賛成とか不適任に賛成とか言っ 

                       てくれれば手の挙げようがあるけども」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ああ、そうね。 

それでは、適任に賛成の議員の挙手を願います。 
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          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第６号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、適任だというこ

とで可決されました。 

 

    ◎日程第８ 議案第７号 選挙 利島村選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 

について 

 

〇議長（寺田 優君） 次に、日程８、議案第７号 選挙 利島村選挙管理委員会委員及び補充員の

選挙についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第７号 利島村選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について。人権擁

護委員の推薦につき意見を求めることについて。 

  下記の者を利島村選挙管理委員会委員及び補充員に選任したいので、地方自治法第182条第１項の

規定により議会において選挙を求める。 

  御覧のとおりの方々の選挙管理委員及び補充員として挙げさせていただいております。 

  提出者、東京都利島村長、村山将人。 

  提案理由、利島村選挙管理委員会委員及び補充員の任期満了に伴い、新たに選挙する必要がある。 

  これに関しましても、先ほどの人権擁護委員の選任と同様なのですが、一応形式的にこういうふ

うに過去の議会でもなっていると。選挙なのかどうなのか、ちょっと何とも言えないのですけれど

も、一応議会にお諮りするという形になっていますので、同じように提出させていただいていると

いう次第でございます。よろしくお願いします。 

〇議長（寺田 優君） 選挙ということで、選挙の方法については指名推選の方法を用いることとい

たしましたが、ご異議ございませんか。 

          〔「ちょっと分かんない」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは初めてではもちろんないわけですけれども、議会の選挙というのは。

公職選挙法の適用外ではあろうという推測はするのですけれども、それを確認したいのです、１つ。

これ公職選挙法ではもちろんないですね。議会だけの選挙ですから。 

          〔「地方自治法です」と言う人あり〕 
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〇３番（笹岡壽一君） 地方自治法ですよね。公職選挙法は該当は全くしないのですよね。 

それで、任期をまず伺いたいのと、それからここで言う選挙というのは、今議長から指名だか推

選だかありましたけれども、そういう形で指名を誰が推選するのか分かりませんけれども、まとめ

て推選ってあまり聞いたことはないのですよね。議会でも。議長だって個人ですから、推選するの

は。それをよしとあしとするのは議員がもちろん決めますけれども、これもまとめて推選すると。

誰が推選するの。村長ですか。議長ですか。選挙するのは議会、案件として提案するのは、このメ

ンバーを提案するのは村長ということなのですか。 

〇議長（寺田 優君） 最初に指名推選をしたいと思うということを私が述べて、それで村長が推選

名簿を出していかがかと。 

〇３番（笹岡壽一君） もう書いてあるから、182条ですよね、第１項、ここには村長が推選すること

できて、村長が選挙委員の誰と、補充員も含めてね。あるいはこれは欠員がある場合もあるかと思

うのですけれども、補充員の中から誰を選挙委員にするかということもあるかもしれません。その

ための補充員でしょうから。しかし、補充員を選挙委員にするにしても、そのときは選挙と。そっ

くりそのまま入れ替わるということではないのでしょうから。その意味をちょっとこれを機会に、

私も調べてくればよかったのですけれども、これは182条と書いてありますから、ちょっと教えてい

ただきたいと思います。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） まず、冒頭に質問いただきました選挙管理委員の任期につきましては、地

方自治法183条の中で４年と決められております。こちらの選挙の方法なのですけれども、ちょっと

私どももあまり記録がはっきり残っていないこともございまして、４年に１回ということもあって。

恐らく誰が提案するということも、本来は議会自治の中で本来決める話であって、あまり執行部が

言うものではないと思うのですけれども、ちょっと今回便宜上、役場のほうで指名推選というか、

名前を挙げさせていただいたと。その上でご審議というか選挙いただければというところでござい

ます。 

長が提出すると書かれておりませんで、選挙管理委員は、選挙権を有する者で人格が高潔で政治

及び選挙に関して公正な認識を有する者の中から、地方自治体の議会においてこれを選挙するとな

っておりますので、本来は執行部が入らないのも一つ考えとしてはありかなと思っておりますが、

ちょっとそうするとスムーズな議事の関係もありましたので、今回私どものほうから、現在のメン

バーの皆様をそのまま引き続き推選という形で挙げさせていただいたところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私は村長から提案が最初に、冒頭この人事案件で提案があったときに申し述
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べたのですけれども、今副村長の言うとおりだと思うのです。ということは、議会が選挙するので

すから、これは議会の専権事項だろうと。長は行政府のほうでは、提案権はないだろうと、推薦権

もないのだろうという、こういう推測をしたのです。というのは、議会が選挙するというのだから、

議会の議決権を侵害することに行政がなるというのではないかと。言葉がちょっと適切かどうか分

かりませんけれども。議会の専権事項だろうと。ですから、議会が、議長が代表してこういうメン

バーを推選名簿に載せてくるということで、個々の人たちについてイエスかノーかで採決ではなく

て選挙するということかなと。それで、これが云々ではなくて、わざわざ分かっていて、これはミ

スならばミステイクすることがないと行政が。ミスを犯すことは必要ないということでお伺いして

いるのです。選挙権があるということは、長にはないだろうと。長に提案権があったのでは。これ

は私の推測ですよ。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 地方自治法の182条の趣旨を考えると、こちらについては、提案については

議長のほうがより望ましいかと思います。なので、議長のほうで改めて読んでいただくような形で

もいいですか。その提案者のところを利島村議会議長、寺田優ということでやっていただいたほう

がいいのかなと思います。正しいやり方としては。 

〇議長（寺田 優君） 読むのはあれだけれども、それで正しければね、いいけれども。 

          〔「それが多分そうなると思います。本来ここはもう完全に」と言う 

            人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、４年に一遍更新するのだろうけれども。 

          〔「以降はそういうふうにさせていただきますので」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 以降はそういう形にするということだね。そうしたほうが本来であろうとい

うことですので。 

          〔「差し替えということだね」「差し替えというか、提案者のところ 

            を議長に変更ということで修正で」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 修正してそのまま、俺の名前で議決してしまっていいのかな。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 提出して修正も可決も俺でいいのだ。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、議案第７号 利島村…… 

          〔「議長、ちょっとすみません。これ確認しなくて大丈夫ですか」と 

     言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） どうなのだろう。確認する。どこでもやっていることだろうけれども。 
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          〔「４年前は、それこそ前田福夫で提案していたのですけれども、法を 

                       見るとそうじゃないだろうなと思いますので、議会の中で決めるこ 

                       とだと思いますので、やっぱり……」と 言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私自身も副村長の意見に賛同なのですけれども、それだけに確認しなくて大

丈夫ですかという意味で聞いているのですけれども。できるのだよと、村長で。ある意味極端に言

えば村長なのだと。 

          〔「それはないと。村長じゃないという」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ちょっと休憩しましょう。 

          （休憩 午後 １時５６分） 

                                           

          （再開 午後 ２時００分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

  選挙管理委員の委員及び補充員の選挙については、議会が推選し、決定するものということでや

りますので、私が読んでいきます。 

  議案第７号 利島村選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について。 

  下記の者についてでありますが、皆さんにお諮りいたします。選挙の方法については、指名推選

の方法でよろしいでしょうか。ご異議ございませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、下記の者を利島村選挙管理委員会委員及び補充員に選任

したいので、地方自治法第182条第１項の規定により議会において選挙を求めます。 

選挙管理委員、梅田巖さん、それから村上勝巳さん、梅田成彦さん、前田高広さん。 

補充員として、森山康弘さん、大林北斗さん、清水雄太さん、佐藤知法さん。 

令和４年３月７日提出。提出者は、東京都利島村議長、寺田優ということになります。 

提案理由については、利島村選挙管理委員会委員及び補充員委員の任期満了に伴い、新たに選挙

する必要があるということであります。 

何かご質問ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、早速議決を行いたいと思います。 

議案第７号 利島村選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について、賛成の議員の挙手を願いま

す。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第７号 利島村選挙管理委員会委員及び補充員の選挙については、原案のとおり可
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決承認いたします。 

 

    ◎日程第９ 議案第８号 高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定に 

ついて 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程９、議案第８号 高齢者在宅サービスセンターの指定管理者

の指定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第８号 利島村高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定につい

て。 

利島村高齢者在宅サービスセンターについて、次のとおり指定管理者の指定をするため、地方自

治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

１ 施設の名称 利島村高齢者在宅サービスセンター 

２ 指定管理者となる団体の名称 

住 所 東京都利島村105番地 

名 称 社会福祉法人 利島村社会福祉協議会 会長 小林春木 

３ 指定の期間 令和４年４月１日から令和７年３月31日までの３年間 

令和４年３月７日。提出者、東京都利島村長、村山将人。 

以下、よろしくお願いいたします。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明は終わります。 

質問ありますか。 

笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは先日の私の質問で、私の勘違い、聞き違いがあったらご容赦願いたい

のですけれども、社会福祉協議会が職員の増員計画に伴って、何か村営化するみたいな答弁をいた

だいた。私はそういう、そうではないということで言っていただければ改めますけれども、もちろ

ん。そんなことは言っていないのだと。勘違いですと言っていただければそれはそれで改めますけ

れども、そういう具合に聞いて、私確認したつもりでいたのです。ええっ、それはいいのですかと

言ったら、大丈夫ですという話だったように記憶しているもので。それとの兼ね合いというのはど

うなります。もしそうだとしたらですよ。そうではないのならそう言ってください。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 
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          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） そうだともそうではないとも言えない段階です。つまり、まだ先週の相手方

とお話をする中で、いろいろ先々問題があるよねということで、まだ検討はしていませんが、今後

検討を進めなければいけない事案であるという状態です。ただ、一応現在としては、今までどおり

続けていくための指定管理者の指定ということで、今回上程させてもらっているということです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうしますと、肯定も否定もしないということのようですけれども、そうし

ますと、この条例を見ますと、指定の期間が３年先まであるわけです。３年間。この間はそれはな

いということなのですか、それともこの間でも検討の結果、あり得ると、村営化が。ということな

のか、少なくともこの３年間は村営化はありませんと。その先のことだと。もしするにしても。そ

ういうことなのですか。どっちですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

３年間の指定で、村長も先ほど述べられたとおり、先週から社会福祉協議会さんのほうとお話合

いをさせていただく中で、一つの方向というのですか、方針というところで直営化というのですか、

直営化も検討の一つの材料にはなるのではないかといったところはお話はさせていただいていると

ころでありまして、それがいつからとか、またすぐにやるとか、そういったところまでの話もまだ

やっていないと。含めて話は詰められていないというところも含め、今本当に検討中、早急に検討

しなければいけないといった中で、社会福祉協議会自体を、変な話、残して、行っているデイサー

ビスを直営化することも、変な話、できなくはないと。以前、介護サービスの事業勘定を村役場で

直営で持っていたといったところもございまして、そのときは社会福祉協議会さんのほうと直営の

デイサービスの部分を委託していたというような経緯があったのですけれども、そこから最初委託

ではなくて、直接デイサービスというものを社会福祉協議会さんにやってもらうというふうになっ

たのですけれども、やはり人員の確保とか、そういったところが非常に問題が出てきているといっ

たようなところと、少しでも福利厚生の時点を今よりもよりよくして、介護人材の獲得のためにや

ることは、村として努力しなければいけないよねというようなところも含めて、いろんな観点で、

今のところ考えなくてはいけないといったところであるのですけれども、かといって指定しないわ

けにも、センターとして４月１日から指定管理者なくて、あの施設を高齢者在宅サービスセンター

という施設を運営していくことを社協に委託することもできなくなってしまうといったところもあ

りますので、今回は一応３年の期限を設けて指定として上程させていただいているといったところ

でございまして、途中で指定を切るとか、そういったところについても今後検討していかなければ
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いけないといったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） もちろんこれからと言われれば、それ以上の、では、まあということになる

わけだけれども、公の施設ですし、職員も相手方もいるわけで、ここに書いてあるのが、こうなる

と一時把握ということではないですけれども、高齢者在宅サービスセンターを民営化するのか、今

言ったように。民営化ではない、失礼しました。村営化するのか、あるいは社会福祉協議会を村営

化することによって、必然的に高齢者在宅サービスセンターを社会福祉協議会が事業としている高

齢者の在宅サービスセンターも一緒に村営化するのか、あるいは社会福祉協議会は何やるか知りま

せんけれども、それはそれとして存在させて、在宅サービスセンターだけ、あるいはその逆も、社

協だけは独立させるとか、村営化するとか、どういうことかさっぱり分かりません。ここに書いて

あるのですね。社会福祉協議会を村営化すると。そうすると、在宅サービスセンターの職員という

のは、私はどういう身分になっているのか分かりませんけれども、全く別個の団体であるといえば

あると思うのですけれども。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 笹岡議員の質問にお答えします。 

先ほどの榎本が申し上げたとおり、まだまさにこれから検討を始めたところで、今まさに笹岡議

員がおっしゃったように、どんな可能性もあるというところでございます。ただ、４月１日からど

うかするということは少なくともありませんので、４月１日に向けては、取りあえずは今の社会福

祉協議会を指定管理者にしないと、委託もできなくなってしまうので、そこはお願いしますと。そ

の上で、仮に今後運営形態が変わって、例えば全員を公務員化するようなことがあった場合は、地

方自治法の244条の２の第11項の中に、地方公共団体は指定を取り消すこともできると規定がありま

す。その場合は、指定を取り消した上で、単なる直営になるような形になるかなと思います。いず

れにせよ、本当にまだキックオフといいますか、そういった検討も含めて開始したばかりでござい

ますので、とにかく今の高齢者の状況、介護の必要な状況等を踏まえながら、村が持続していける

ために必要な体制を、どんな可能性も否定せずに検討していきたいと思っております。ただ、４月

にどうということは、少なくても今はございませんので。 

以上になります。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） この指定管理者の案件が出ているということは、それはそのままおっしゃる

とおりで、私もそこのところは外しているわけではないので。先ほど言ったように、大きな組織で
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重要な組織なので、それともう一つは村長が述べている職員の増員ということで、そうすると今あ

そこに何名働いているかという、関係者はもちろん知っているわけで、行政を含めて。この人たち

がそっくりそのまま、社協からサービスセンターまで入れたら、臨時という扱いがあるのかどうか

分かりませんけれども、結構七、八人、10人近くいらっしゃるのですか。これはそっくりそのまま

役場の職員になるということですか。それも含めてということは分かりませんでしょう、まだ。ど

うするかこうするか分からないというのだから。だけれども、そういう方向で、社会福祉協議会と

接触といいますか、打診といいますか、意見交換といいますか、これはやっていくのでしょう。村

とすれば、基本的に、私が思っているのは、基本的に村としては村営化するという方向で相談しと

いうこと、そうではないのですか。 

          〔「そうではない」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ああ、そうですか。では、何でこんなものを村営化も視野に入れてというこ

とになるのですか。それは相手方ができなくなったときは困るから。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 副村長が述べられたとおり、いろんな可能性を排除しないで今考えていこう

よという段階にまだ立っているだけであって、方向性が具体的に決まっているわけではないという

ところです。というのは、今取りあえず人員不足によっていろいろサービスに弊害が出てくる可能

性があるという中で、たとえ補充したとしても、その人がいなくなってしまったら、また同じよう

な事態になってしまうのでは、将来にわたってまた同じ負担が生じてしまう可能性があると。なら

ば、直営方式も一つの案ではないかというアイテムの一つとして考えているという状態です。なの

で、それでこうなるというふうに決まっていると。今副村長も榎本課長も述べられたとおり、そう

いうものではなく、そういうことも考えた上で、取りあえずは今までどおりの既定路線、社会福祉

協議会に委託するための指定管理者を指定するということで、従前のとおり上程させてもらったと、

そういうことです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 口悪く言うと、言ってはみたけれども、それはまだどうなるか分からない。

こういう方向で検討していくとか、村としてですよ。こういう方向で検討していくとかというとこ

ろまでに至っていないのだと、まだ。そういうところではないということですよね。まだ分かりま

せんと、これは。それならそれで分かりましただ。さしたる議案、案件ではないなと。それは社協

がどうなるかということは、社協とももちろん相談もして、どういうことになっていくのか分かり

ませんけれども、分かりました。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 
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          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了いたします。 

  討論ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 討論を省略し、これより採決を行います。 

  議案第８号 高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定について、賛成の議員の挙手を願

います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第８号 高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定については、原案のとお

り可決承認されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第９号 利島村椿油製油センターの指定管理者の指定につ 

いて 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程10、議案第９号 利島村椿油製油センターの指定管理者の指

定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第９号 利島村椿油製油センターの指定管理者の指定について。 

  利島村椿油製油センターについて、次のとおり指定管理者の指定をするため、地方自治法第244条

の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

  １ 施設の名称 利島村椿油製油センター 

  ２ 指定管理者となる団体の名称 

   住 所 東京都利島村13番地 

   名 称 利島農業協同組合 代表理事組合長 柴田敦史 

  ３ 指定の期間 令和４年４月１日から令和７年３月31日までの３年間 

  令和４年３月７日提出。東京都利島村長、村山将人。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明が終わりました。 

  質問のある議員は挙手願います。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ございませんね。 
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それでは、質疑を終了し、討論を省略して早速採決を行います。 

議案第９号 利島村椿油製油センターの指定管理者の指定について、賛成の議員の挙手を願いま

す。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第９号 利島村椿油製油センターの指定管理者の指定については、原案のとおり可

決承認されました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第１０号 利島村伊勢海老蓄養施設の指定管理者の指定につ 

いて 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程11、議案第10号 利島村伊勢海老蓄養施設の指定管理者の指

定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第10号 利島村伊勢海老蓄養施設の指定管理者の指定について。 

  利島村伊勢海老蓄養施設について、次のとおり指定管理者の指定をするため、地方自治法第244条

の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

  １ 施設の名称 利島村伊勢海老蓄養施設 

  ２ 指定管理者となる団体の名称 

   住 所 東京都利島村13番地 

   名 称 利島村漁業協同組合 代表理事組合長 梅田 寛 

  ３ 指定の期間 令和４年４月１日から令和７年３月31日までの３年間 

  令和４年３月７日提出。東京都利島村長、村山将人。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質問のある議員は挙手願います。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了し、討論を省略して、早速採決を行います。 

  議案第10号 利島村伊勢海老蓄養施設の指定管理者の指定について、賛成の議員の挙手を願いま

す。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 
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  よって、議案第10号 利島村伊勢海老蓄養施設の指定管理者の指定については、原案のとおり可

決承認されました。 

 

    ◎日程第１２ 議案第１１号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更 

する規約 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程12、議案第11号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部

を変更する規約を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第11号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約。 

  上記議案を提出する。 

  令和４年３月７日、東京都利島村長、村山将人。 

  提案理由等、担当課長よりご説明申し上げます。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 議案の説明を申し上げます。 

83ページを見ていただくのが一番簡単かなと思っております。東京都利島村も加盟しております

東京都後期高齢者医療広域連合の規約が、こちら市町村の負担金や保険料の改正が２年に１回ごと

改正がありまして、そこに伴いまして、ここの左側を見ていただくと、令和２年度分及び３年度分

のというところを令和４年度から５年度に直させていただくといったところでございます。この第

18条第１項第１号に規定するというのは、とりもなおさず広域連合の経費のお話で、そこの市町村

の負担金の額については特段何かを変更するわけではないのですけれども、その年度のところだけ

２年に１度といったところの年度を変更させるための文言を改正させていただくといったところ

と、あと84ページ、そこのところの中段以降のところに、ちょっと分かりにくいのですけれども、

令和２年４月１日現在のというところを令和４年と、これも２年に１回ごとに直すというところが

ありますので、そこを直させていただいているといったところの変更でございます。 

以上です。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質問のある議員は挙手願います。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 質問もないようですので、これより討論を省略し、採決を行いたいと思いま



 - 159 -

す。 

議案第11号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約を採決いたします。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第11号 東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約は可決承認され

ました。 

 

    ◎日程第１３ 議案第１２号 利島村出会いと交流応援基金条例 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程13、議案第12号 利島村出会いと交流応援基金条例を議題と

いたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第12号 利島村出会いと交流応援基金条例。 

  上記議案を提出する。 

  令和４年３月７日。提出者、東京都利島村長、村山将人。 

  提案理由、詳細等につきましては、副村長のほうから説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） よろしくお願いします。提案理由でございますけれども、村の後継者対策

や活力の維持に向け、村内外の出会いと交流を育む婚活支援等の資金に充当するため、地方自治法

の規定に基づき、利島村出会いと交流応援基金を設置するものでございます。 

  具体的には、87ページ、横長のページになりますけれども、御覧いただければと思います。ちょ

うど１年前の予算の中でもお伝えしましたけれども、今年度、令和３年度に私、ぜひ実施予定でご

ざいました婚活支援事業だったのですけれども、今年度結局コロナ禍のため実行することができま

せんでした。しかし、今後、コロナの収束を待って、村の活気づくりのために出会いの場をコーデ

ィネートし、村内婚、移住婚の増加を目指していくために、この予算を資金化して、長期的に対応

できるようにしたいというものでございます。 

  令和３年度ですけれども、左側にありますけれども、今回予算200万円を措置して、島内外での様

々なイベントの実施をもともと予定しておりました。当然これ単年度事業になりますので、補助金

と一緒で、渡す、使った分を残して、余った分は当然お返しするというふうな形になります。ただ、
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コロナ禍のため実施できなかったので、もうほとんどこのまま満額一般会計にお返しするというこ

とになってしまうところなのですけれども、今回、右側の今後にありますとおり、実施予定であっ

た今回の予算200万円を原資に基金を１つ設けて、コロナの収束をもって長期的に島内外での様々な

イベントができるようにしていきたいなと考えております。その結果、来年に何組、再来年に何組

ということで、ずっと村内婚、移住婚で村の活力がずっと続くようにできればと思っているところ

でございます。 

  今回基金化することでございますけれども、基金化することによりまして、単年度会計、渡す、

余ったら返すといった、そういった単年度会計の原則を受けずに長期的な視点に立ってイベントの

実施が可能になるかなと思っております。ぜひ出会いの場を今後もコーディネートしていって、村

内婚、移住婚の増加を目指して後継者対策、そしてこの利島村の活力の維持を図っていきたいと思

っております。どうぞご審議のほどよろしくお願いします。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明は終わります。 

これより質疑を行います。質問のある議員は挙手願います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 趣旨には賛同です。２点ほど伺います。 

１点は、今言った基金なのですけれども、趣旨は賛同です。これは左のほうにあるように、単年

度事業として計上したのだと。ところが、かくかくしかじかの事情で執行できなかったと。そうす

ると、これは翌年の決算で不用額として落とすか、途中で何かに補正で分けるか、繰り込むか、ど

ちらかに扱いはなろうと思うのですけれども、それでもいいのかなと一方で思うのです。１つはそ

れでも。毎年毎年しかるべき必要とされる金額を会計予算、事業予算として計上してもいいのかな

と。それで、事業が執行できなければ、いわゆる不用額処理とか、他に補正を組むとか、切り替え

るということで自由に使えると。これだと拘束されますよね、ある意味。それが１つの理由です。

言わんとする趣旨は分かるのです。 

それから、もう一つは、かつて、おととし、もう３年ぐらい前になりますか、事業目的基金があ

ったのです。それぞれ目的の基金が。それを４つだか３つだか忘れましたけれども、財調にまとめ

て廃止して、それで財調にそのまま繰り込んだのです。その当時、私も質問した記憶がありますけ

れども、一方で事業目的をそういう具合に財調にまとめてきていて、その一方で、新たな基金はつ

くると。これは今回の今までの財政の扱い方の、基金の扱い方と言ったほうがいいのでしょうか、

整合的なものもどうなのかなと、一方では思います。基金にすると、一見確かに担保されるわけで

すけれども、これは積むにも予算、崩すにも予算、その都度基金から下ろして繰り込んで、一般会

計へ繰り込んで、そして歳出を立てるということになろうかと思うのですけれども、それはそうい

う扱いになるのでしょう。 



 - 161 -

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 今回基金化した理由については、大きく２つございます。笹岡議員おっし

ゃるとおり、毎年毎年100万円を一般会計から単年度事業として渡すということも当然やり方として

は一つだと思っております。ただ、一つの理由としては、今、東京都だとか国だとかでもこういっ

た婚活とか出会いを応援というのは、割と、東京都だとか国の応援は得やすい状況になってきてい

まして、例えばそんな中で、こういった村は基金までつくってやっているのですといった場合、恐

らくより支援を引き出しやすくなるかなという、そういう政策的な、東京都とか国の補助を得やす

いための、そういった補助金獲得作戦の一つでございます。 

もう一点の理由は、簡単に言いますと、来年度予算が例年になくちょっと規模が大きくなってき

ている部分もございまして、ちょっとこれ以上歳出を増やしたくないなというような思いも一方で

はちょっと、例年になく財調から切り崩しながら構成されているような予算になっておりますので、

ただでさえちょっとなかなか今相当な金額になっている歳出をこれ以上増やしたくないと。そのた

めに今回基金にして、繰り出す金額は来年ゼロという形にしたかったと。その２点でございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。財源の確保を図るための、あるいは補助金との関連等々でや

はり相手方、東京都だか国だかはともかくとして、そういう関係からして、これのほうがアピール

力というか説得力といいますか、強いということで、ある意味逆に言ったらば、非常手段的とも言

えると思うのです。一方では、さっき申しましたように他の基金は解体しながら、一方ではつくる

という、そういう、私先ほどそう言いましたけれども、そういう一方では矛盾、整合も考えながら、

その上でそういう、今副村長説明のとおりの対応策を考えて、あえてこうしたと。分かりました。

それはそれで納得できますので、ぜひ後継者対策としても貢献できるように、これは専ら財政のこ

とでしょうけれども、財政が貢献できればなという期待はいたします。分かりました。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了いたします。 

討論ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 討論も終了し、これより採決を行います。 

議案第12号 利島村出会いと交流応援基金条例を採決いたします。 

賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 



 - 162 -

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第12号 利島村出会いと交流応援基金条例は、原案のとおり可決承認されました。 

 

    ◎日程第１４ 議案第１３号 公益的法人等への利島村職員の派遣等に関する条 

                  例 

 

〇議長（寺田 優君） 日程14、議案第13号 公益的法人等への利島村職員の派遣等に関する条例を

議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第13号 公益的法人等への利島村職員の派遣等に関する条例。 

  上記議案を提出する。 

  令和４年３月７日。提出者、東京都利島村長、村山将人。 

  提案理由等、副村長のほうから説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） まず、提案の理由でございますけれども、公益的法人等への一般職の地方

公務員の派遣等に関する法律の規定の中で、村役場の補助金支出団体でございます利島農業協同組

合、利島村漁業協同組合、利島村社会福祉協議会、株式会社ＴＯＳＨＩＭＡの島内公益的４法人に、

業務安定化のために必要に応じて村役場職員を派遣できるようにするためでございます。 

  詳しい内容については、すみません、ちょっと見づらいですけれども、91ページの横向きのペー

パーを御覧ください。それでは、まずご説明を申し上げます。よく地方公務員がほかの団体だとか

関係団体に派遣ということはよくあるかと思いますけれども、地方公務員の派遣には３種類ござい

ます。１つ目は、地方自治法第252条の17の第１項、例えば東日本大震災あるいは熊本の地震だとか、

そういった災害復旧等で職員の派遣要請を受けて、そこの地方公共団体を応援するために派遣され

る派遣でございます。よく地方自治法による派遣ということで、地方派遣と言われております。こ

れは人件費は派遣元になります。なので、例えば利島村から熊本に応援に行ったら、利島村のほう

で人件費は負担しております。 

２個目は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律というものでございます。

こちらですけれども、この法律の中で一般財団法人、一般社団法人、独立行政法人、広域連合、社

会福祉法人、漁協、農協、共済組合、ＮＰＯ法人、または地方公共団体が25％以上出資した法人に

派遣され、派遣先の職員として業務を行う。要するに向こうの職員として仕事をするような派遣で
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ございます。この場合、当然人件費は派遣先が負担することになります。ただ、どこでもいいから

派遣していいかというと、そうではございませんで、この派遣を行うためには、この法律の中で派

遣先を条例で決めなさいと決められております。この利島村に今までこの条例がございませんでし

た。なので、今まで仮に社協に応援しているとか、株式会社ＴＯＳＨＩＭＡに応援に行っていると

かというのは、若干ちょっと法的に怪しい部分がございました。 

もう一個ある地方公務員の派遣に関して言うと、最後が地方公務員法の第39条に基づく派遣でご

ざいます。これは、勤務能率の発揮・増進や職務能力の向上のために研修として国や東京都、公益

法人等に派遣されるものになっています。本人の能力をアップさせるために行く派遣で、いわゆる

研修派遣と言われております。こちらについては、当然派遣元、仮に利島村から東京都に行ってい

ろんな勉強をしてもらいたいのであれば、利島村のほうが人件費を負担しております。 

今回は、真ん中の公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律について、必要な条

例を定めるものでございます。それが２番目になりますけれども、この法律に基づく今回ルールづ

くりでございますけれども、今回派遣先としては４つ、村の条例で決めました。１つは、社協、次

が漁協、３つ目が農協、最後が株式会社ＴＯＳＨＩＭＡ、こちらのいわゆる補助金を出しておりま

す公益４法人について派遣先とすることにします。 

給与や手当につきましては、村役場職員として受給できる給与相当分を派遣先から受け取ると。

期末手当、勤勉手当、超過勤務手当も村役場職員として受給できる手当の相当分を派遣先から受け

取ることにしようと思っております。昇給は、社協で勤務した期間は昇給の対象外にするよという

わけにはいきませんので、社協で勤務したといったら役場と勤務したのと同じようにみなして昇給

を受けられるようにします。社会保険等につきましては、東京都市町村共済組合のままでございま

す。あとは、向こうで、ではけがしたらどうするのだということがございますので、先方で派遣先

中にけがとか疾病に遭った場合は公務災害として扱うような形で考えております。これによって村

の中での派遣については、きちんと法令上の問題がないような形になると考えております。ご審議

のほどよろしくお願いします。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。質問のある議員は挙手願います。 

よろしいですか。 

  石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 派遣先は分かったのですけれども、今利島村役場で人員が不足しているとい

う中で派遣を決めるということですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 
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〇副村長（田中真里君） 石野議員の質問にお答えします。 

昨日来ずっとお答えしていますが、実際村役場も職員が足りないのは事実なのですけれども、社

協も漁協も、正直どこもやっぱり足りていないというのは事実でございます。ただ、皆さん村の大

切なパートナーでございますので、そういったときのために何の法的な障害もなく派遣できるよう

な体制をちょっと取れるようにしておきたいなというところでございまして、今回こういった条例

を出させていただいたところでございます。 

          〔「分かりました」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 何点か伺います。 

まず、派遣期間というのはどのくらいを予定していますか。どこへ派遣するにしても。期間。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 派遣の期間ですけれども、法的にいえば３年という形になりますが、ちょ

っとうちでいきなり３年使ってくださいともなかなか難しいので、運用の中では例えば１年にして

延長、延長とかのほうが現実的かなというところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） いわゆる具体的な問題として、これは私の主観的な見方に受け止めておいて

いただいて結構ですけれども、確かに先ほど副村長が述べていました、現実的に厳しい状況という

のは漁協があるかなと、皆さんそうおっしゃっているから。職員もそうですし。そこへ村の職員が

そのまま派遣、仮に、現職のここにいらっしゃる職員の中から、だからといって派遣すると。そう

した場合、10条に書いてあります、ここの述べている、法の10条に、主に身分的にはそこへ来よう

と思うのですけれども、今の３年だとか、そういうのは別件書いてありますけれども、これは例え

ば、そうすると仮に空席に、職員がいなくなったと。漁協自体が給料が払えなくて。例えばですよ。

それは漁協に対して失礼な言い方だと思う。どこかの団体としておいてください。給料が払えなく

なったけれども、しかしその組織は必要だと。この４つの中で。その場合は、村が人件費を負担し

て職員を派遣して、例えばもっと言えば、１人はいるのだが、どうも１人ではできませんと。ある

いは作業するために３人必要なのだと、全部で。そして、時には賃金で頼んだりして出荷作業なん

かするのだが、やっぱり常勤の職員が３人は欲しいといったときに、例えば１名派遣しましょうと。

２名でもいいのですよ。これはやるということですよね。できるということですよね。だって、派

遣したのだけれども、機能していない。その組織が機能させることが目的なのに、そういう意味で

派遣という制度をつくったのに、派遣はしたけれども、機能はしないと。これでは何のためにつく
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ったのか意味が分かりませんよね。その派遣先の企業の何分の１かを補填するのだと。補助するの

だと、若干。例えば先ほど漁協と言いましたが、農協でもいいわけです。いれば便利、農協が経費

を負担する必要はないから。というところでもう一人か二人、人がいれば便利と。そういうところ

も派遣ですると。それは協議の上でということになっているようですから。そういうことなのです

か。そういうこともあるということですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） そちらの人件費のことで主にいいですか。に関して言えば、ちょっと財政

も絡む話なので、軽々しくは言えませんけれども、例えばこの条例に基づいて派遣した場合は、補

助金の精算の段階で結局その分を補助金として出すとか、そういった運用になってきてしまうのか

なとかも。分かります、言っていること。結局いってこいになってしまいますけれども。あるいは

これを職務能力向上のための研修としてちょっと出していいかというと、なかなか怪しい部分もち

ょっとございますので、ちょっと個別具体的、そこについてはまた各団体がそういった陥った状況

とご相談かなと思っております。ちょっとなかなか簡単には言えないところだと。補助金等々の絡

みもありますので、そこはちょっとお金の話もありますので、ちょっとなかなか答弁は難しいとこ

ろでありますけれども、そういった厳しい状況に陥った団体があれば、ご相談してということで考

えております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） というのは、私は勝手にこれも推測で思っていたのです。例えば１つの対策

は、確かに大義名分はそうかもしれぬと。ただ、現実的にはこれまでの経過からして、村が経営と

いうか大株主の（株）ＴＯＳＨＩＭＡの対策なのだろうと。例えば社員がなかなか確保できないと。

今度も12人だか10人だかいるのだが、どうもそこの社員としては充足できないと、この間見ている

と。決算を取ってみると、12人いたのかなと思ってみたら、何のことはない８人だとか９人だとか

10人だとかということで、それで作業が、副村長、今までいろいろ答弁されてくる中で、本来12人

でやるべき仕事を８人でやったのだと。結果、人件費が４人分、仮に浮いたとしても、それは皆さ

んがそれで仕事をやったのだから、それを何ら返還させる筋合いではないという意味だと、これは

記憶はあると思うのです。そういう答弁されている。 

ところが、今度は12人採用しなくても、村役場職員が４人行けば、簡単に言えば、４人行けばい

いわけです。そうすると、会社としてはただでやってくれるから、金払わなくても、人件費を払わ

なくても。それは願ったりかなったりでしょうよ。そうすると、どこで自立するかと。話をするこ

とはできると思うのです。今のところ、あなた方にはこうして４人で船の接岸作業をしているのだ

けれども、そうではなくてあなた方が募集しなさいよと、ちゃんと責任持って。あなた方、いつま
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でも役場を当てにするなと、村を。採用したら我々村は引き揚げるよということは言えるだろうと

思うけれども、しかし企業にしてみれば、それをやられると自分で払わなければいけない。自分で

採用するのはいいけれども。そういうところも含めて、ちょっと疑問視、納得できないところがあ

るので聞いています。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 笹岡議員の質問にお答えします。 

株式会社ＴＯＳＨＩＭＡからは、村役場の人員派遣の要望は今のところ全く受けておりません。 

          〔「さっきのは仮として」と言う人あり〕 

〇副村長（田中真里君） 仮としてです。どちらかというと、困っているのは社協です。社協の運営

のほうがちょっとなかなか今厳しい状態になっていて、恐らく場合によっては年度途中で、来年、

村役場から派遣なんていうこともちょっと可能性としては結構出てきているところでございます。

その際に必要な条例が整備されていないというわけにはいきませんので、ちょっとこの段階で整備

をしたいなと思って今回上程させていただいております。あわせて、今回補助金支出団体でござい

ます４団体については、全て対象にできるような規定整備を行ったというところでございます。 

先ほどあった人件費がどうのこうのについては、全て補助金の中で精算しますので、村としては

一切過払いにならないようにはできるかなと思っております。かかった分の実費でちゃんとその分

は最後に返してもらう形になりますので。例えばどこかのところに３人村役場で人手を送ったとし

ますよね。そうしたら、最初に渡している補助金の中で、使った分は使って、余った分は返すとい

う形になりますので、そういった意味では無駄遣いというか、そういったことにはならないかなと

考えております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ちょっと意味合いが分からないのですけれども、ある一定の社協なら社協を

運営するために2,000万なら2,000万という、仮にですよ、2,000万という補助金の交付をしていると。

それで、その内訳はいろいろあって、そのうちの例えば600万円ぐらいが人件費に相当するのかなと。

全額ではないでしょうから。名前はついていないわけで、いろんな事業をやるために2,000万の村は

事業を、もちろん予算の積算上、これこれこうだから何が幾らということの積算表はあるのだろう

と思うのだけれども。積算はあるかもしれません。だけれども、その中で、例えば人件費が600万あ

るのなら、そのうちの、計算した、人件費が２人分だと。そのうちの１名を村が、200万の人が行く

のか500万の職員が行くのか知りませんけれども、行ったと。そうすると幾ら返してもらうのですか、

仮に。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 
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          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） その方にかかる人件費というのは、結果的に村が払うか派遣先の社協が払

うかという話であって、必ずどこかが負担することにはなりますよね。そこで、仮に500万の人を社

協に派遣して、社協からその500万が出たとしたら、600万余るはずだったものが100万円が村に返っ

てくるといった形になるかなと。どっちにしろ、役場に雇っていたって、そのお金はかかっている

わけですし、社協に送ったってそれはかかる話で、どこが支払い元になるかというところで、当然

最初に渡した補助金の中で余りが出たらその分は返してねという形になるかなと。その間は、当然

役場からの給料は止まりますので、その方に対する。派遣されたら派遣元からお給料をもらうこと

になるので、村役場の給料は止まります。ということなので、別にどこかでダブルで払ったり、二

重に計上されるということはないかなと考えております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 計算の上で分かりやすく、例えば分かりやすく言えば、人件費を村が、人件

費が3,000万のうち、仮にですよ、社協で2,000万かかるのだと。そのうちの役場で積算した補助金

が600万充当していると。自前でもって1,400万。村が充当金として積算したのが600万で2,000万の

人件費で社協が運営していると。そこへ持っていって、村が例えば300万の職員を派遣したと。300万

の。そうしたら計算は600万ですから、村が予算で見込んだ予算執行が。そうすると300万返しても

らうと、こういうことなのですね。それ確認したいのです。 

          〔「そういうことです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうですか。それで、そうだとすると、社協は返さなくてはいけないと。と

ころが、300万の職員ではなくて、極端に言えば600万の職員を派遣してくださいと。仮に派遣した

と。そうしたらそっくりそのまま返すと。ところが、200万の職員を派遣してくれれば400万返せば

いいわけですよね。そういう計算はならないのですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） この公益的法人等への公務員の派遣に関する法律並びにこの条例の中では、

どこの団体と決めるのもそうなのですけれども、必ずその職員の同意がないと派遣はまずできませ

ん。行っていいよという職員が。異動と違いますので、派遣は。その上でかつ相手先の団体と協定

書を結ぶことになっています。福利厚生とか何だとかを決めた。その協定書の中で、当然向こうの

オーダーする人件費の中で、かつ職員が、私行ってもいいですよということが一致しないとなりま

せんので、うちで一方的にということはありませんし、向こうの要望を踏まえた上でといった形に

はなっていくかなと思っております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 
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          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは後で聞こうと思っていたことですけれども、先に説明いただきました

けれども、同意ということは、例えば社協、社協と言っていますけれども、社協のほうである程度、

人間オーダーと言うと表現が悪いかもしれませんけれども、こういう人と。そのときは行政が応じ

る考えなのですけれども、義務があるかないかは別にして。例えば給料はこのぐらいの人と。そう

でなければ要らないよと。例えば社協と一口に言って、ですからサービスセンターと言っているの

ですけれども、社協としては事務員が欲しいと、あるいはサービスセンターの職員が欲しいのだと

いったときには、それは職員はそういうオーダーというか、要請が来たと。そうしたら、行政はそ

れに対して、要請に対して応えるという姿勢、義務があるかないかというとちょっと語弊があるか

もしれませんけれども、そういう考えはあるのですか。なるたけご希望に沿うと。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） いろいろな事例を想定されるかもしれませんが、大変申し訳ございませんが、

そこまで相手方も含め、庁内でもコンセンサスが取れていない状況ではあります。今回の条例上程

に関しましては、制度的に出向といいますか、派遣した職員の身分を保障する、守るための条例で

あって、取決めに関しては、今そこまで突っ込んだ話ができていないというところなのです。なの

で、これから詳細、基本的には先ほど副村長が言われたとおりでいくのですが、全てそれでいくと

も限らない。当然相手先とか、その職員の能力、年齢とか年数とか技能とかにもよって変わってく

ると思いますので、それはその場でその都度協議をしなければいけないし、協定書によって対応し

なければいけないのかもしれないのですけれども、現時点では、先ほど言われたみたいに社会福祉

協議会でそういう事態が想定されるための準備として上程されたということでご理解いただきた

い。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 器をつくっておきましょうと。中に何を織り込むかは、どういうおかずを入

れるかということはこれからですと。とにかく器だけはつくっておこうと。それがないとどうにも

いかないという、そういう論法にはなるのだろうと思いますけれども、言わせれば、言い方が語弊

があるかどうかは別にして。例えば期間が、そうなると問題になりますよ。例えば１か月来てくれ

と。先ほど東海汽船があれの中に入っていないと言ったけれども。一旦役場が、村が職員を派遣し

ますと、そこは間に合いますから、人的には、先ほども言ったように物理的には。採用する必要は

ないです。そのままやってくれればいい。そうすると、入れ替わり立ち替わり役場は派遣すること

になる。１人の人は３年しか行けないのだから。そういうことからして、村営化、先ほどから社協、

社協ということで、村営化、村営化とは視野に入っているのだという、どうなるか分からぬにして
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も、それの準備なのかなと。 

  それから、もう一つは、石野議員も言っていましたけれども、それだけの、もちろん明日から派

遣しますということではもちろんないでしょうけれども、今でさえ手が足りないと言っているのだ

から。これが出ると、今度置かれた職員の場合で要請があった場合、それは義務として発生するの

ではないですか、半ば。義務だと、完全に義務だとは言いませんよ。協定がどういう協定になって

いるか私は協定書がないから見ていないけれども、その団体から、組織から要請があった場合、村

は派遣すると。例えばそうなった場合。あるいは協議の上と言うかもしれませんけれども。それは

どうなっているのです。要請があった場合にのみ派遣すると。要請がないのに派遣するのですか。

協議というのは、その団体から要請があった場合にのみ派遣する。ということは、逆に言えば要請

があれば派遣するということですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 公益団体への派遣ということで、あくまで公平性、公益性といったいろんな

観点からも派遣が必要だと。また、役場の職員の中でも、先ほど石野議員が言われたみたいに派遣

している余裕もない、状況もないという事態もあるかもしれないので、それはその状況、その時々

によって変わるかもしれないし、オーダーが来て、それに耐えられる余裕もしくは緊急性があった

りとか、そういった状況によっては判断がそのときに出てくるかもしれませんが、今はその前段階

の準備ということで、重ね重ねですけれども、ご理解ください。 

          〔「これがないと門前払いになってしまうのです。オーダーを受けて 

                       も、この条例がないと」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは分かります。さっき言ったように器がないのによそれませんよという

ことで、意味では分かるのです。だけれども、それではどういう器でもいいのかということで、多

少の、いかに全てこれから、これからといっても、多少のことはしてくれなくては質問する意味も

ないので、そういう器です、ああ、そうですかで終わるしかないのだけれども。 

もう一つは、私、期限と言いましたけれども、緊急避難的なことというのも入っているのですか、

これの中には。例えば１か月とか３か月とか、この人が病気で休んでいるので、その間とか。ある

いはこの人が何らかの事情で休暇を取っている、休んでいるのでその間とか。それがないと止まっ

てしまいますから、その団体は。機能が。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 法律上では、基本、最長３年ということが決まっていますけれども、最低
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何日というのは決まっておりませんので、場合によっては１か月間のスポットということもあるか

なと思っております。ただ、派遣されるからには、法律上、８割以上向こうの業務をしなければい

けないという形になっておりますので、ほぼ専ら向こうの職員として仕事をするような形になるか

なと考えております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それと、今度は派遣される側の職員の側です。派遣する村長ではなくて、派

遣される職員の側。これは10条に定めてあるのかなという気もするのだけれども、それはどういう

ことになっています。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 派遣される職員につきましては、あくまでご同意、本人がいいよと言わな

い限りは無理やり派遣させることはしません。これは異動ではございませんので、当然本人の同意

がないとだめだということは、これは大島支庁にも確認をしております。なので、あくまで本人も

行っていいよということもあるし、向こうの条件も全て合ったときに派遣されるような形になりま

す。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そういうことではないのです。もちろん強制権があってできるとは思いませ

んけれども、扱いは、先ほど副村長の選任のときに村長が述べていた制度に近いのでしょう、これ。

相手側からすれば。相手側からすれば、いわゆる手続を踏まなくて採用でしょう。割愛という。そ

れと違うのですか。 

          〔「採用ではないので、派遣なので」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 派遣、村のほうでは派遣でしょうけれども、向こうのほうでは採用なのでは

ないですか。ですから、10条との関係をお伺いしたのです。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 公益的法人の派遣に関する法律の10条は、退職派遣について定めておりま

すけれども、この法律、私どもの条例に関して言えば、村役場職員の身分のまま派遣されますので、

村役場を退職したことにはなりません。ということでよろしいですか。退職扱いにはしませんとい

うことで。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 
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〇３番（笹岡壽一君） 10条はそう書いてあるのではないですか。 

          〔「公益的法人の派遣に関する法律の第10条なので、条例にはのって 

                       いないです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 条例ではなくて法律。法律と書いてあるのでしょう。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 10条で仮に退職して向こうに派遣された職員をまた村に戻すときは、採用

試験をカットして元のポストに戻すことができるというのが10条の規定かなというところではござ

いますけれども、そういうことでよろしいですか。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） だって、そうして書いてあるではないですか。10条によりと。この条例に。

第１条に。だとしたら法律に反するではないですか。それではないのだといえば。そんな手続は要

らないのだと、派遣だから。それでは、10条には、いや、そうではないと書いてある。どう読むか

知りませんけれども、どうなっているのですか、これは。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 笹岡議員の質問にお答えします。 

ちょっと私の確認不足もございまして、株式会社等に派遣する際は、職務専念義務の関係もあっ

て、もともとあまり株式会社ＴＯＳＨＩＭＡに派遣することは、そんなに実は想定していないとこ

ろでございまして、東京都でもこういった特別職ではなくて一般職として派遣される場合で……す

みません。今回あくまでちょっと箱をつくっただけではあるのですけれども、ちょっと仮に協定書

の中で一旦村役場職員を退職して、向こうの職員になると。またそこで戻ってくるというような必

要があった場合は、向こうで公務員として同じ経験を積んで、基本的には同じポストに返すつもり

ではおります。というところでよろしいですか。一旦退職という形を取らざるを得なくなった場合

につきましても、本人に不利益がないようにはいたします。法10条のところですよね。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 派遣だから割愛的なものではないという、先ほど最初説明でしたから、派遣

ですと、いってこいだと、ただ。それで聞いたのです。一旦退職なのでしょう。そして、戻ってき

たときには、村長はその職員が任務、そこでの職務を終えたとき、半年いるか１年いるか、それは

知りません。最高いたって３年間。戻ってきたときは元の採用しなければならぬでしょう。いって

こいではないのですよ。 
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          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） だから、それが前提であって、言うなら拒んではだめだよと。復職してこっ

ちに戻ってきたときに。そのときに不利益になるようなことはしてはだめだよということなのでし

ょう。 

          〔「当たり前ですよ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 当たり前なのですよ。それがだから退職であり採用なのでしょうと。ところ

が、そうではない。ただいってこいだと。そんなものは適用にならないと。そうでしょう、さっき

の答弁は。 

          〔「退職派遣という場合もあるかもしれんけれども、ただの派遣とい 

                       うこともあるかなというところ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いやいや、あるかなではなくて、10条は書いてあるから。10条によりと、こ

こで担保されているのですよ。職員が行くのはいいけれども。戻ってきたときに不利益にするなよ

ということを言っているわけで。 

          〔「当たり前の話です」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 当たり前と、法律が言っているわけ。当たり前で。私どもが当たり前か当た

り前ではないかは別にして。法律でそうなっている。その義務があるのですよ、長には。そういう

意味で、ここでは明らかに退職扱いになるのだよと言った。それで違うのですかと聞いたのです。 

          〔「実際は退職の扱いじゃないです」「退職した人間を派遣するなん 

                       ていうことはあり得るの」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） すみません。この条例の書き出しが、必ずこの１条からどの自治体も始ま

っておりますので、この条例につきましては、どこの市町村もこの条文になってしまうのです。１

条がどうしても。だから、その中でどうしても一旦役場を退職してどこかの関係する株式会社に入

ったと。例えば東京メトロとか、そういったこともあるので、こういった第10条については触れな

ければいけないのですけれども、村役場については、辞令の中で辞職はさせずにどこどこへの派遣

を命ずるだけにしたいなというところでございます。なので、村役場の運用の、どうしても条例の

運用上、10条は入れなければいけなかったのですが、役場の運用としては、村役場職員の身分をち

ゃんと保ったままどこどこへの派遣を命ずる、派遣期間、何か月とか、そういった形に運用したい

なと思っております。当然、仮にちょっと法的に、一旦村役場を退職した形でないと向こうに派遣

できないよということが明らかになった場合は、当然派遣時には必ず呼び戻しますし、その間の保

障もちゃんと行います。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 
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          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 日本全国そうなのかもしれません。調べていませんけれども。やっぱりそこ

は、今副村長はそうであるならば、邪魔な条例ですよ、法律としては、これ。本村にとって。意図

しない。そぐわないと言ったらいいのでしょうか。そういうことではないのだと、本村のは。この

条例は。だったら削除したらどうですか。どこどこにあるから、いや、そのままコピーですと。と

ころが、それが災いを起こすのだと。私どもの考えと違うと、そこをやられると。これくらいつま

らぬ話はないでしょう。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 今回は、公益的法人の派遣に関する条例のいわゆる準則、いわゆる条例の

標準モデルをちょっと第１条で入れておりますので、こういった形になっておりますが、ここの第

10条を消しても差し支えないか、ちょっと慎重に検討した上で、今後の議会の中で改正案を出させ

ていただければと思います。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。では、そうしてください。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

  前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） ちょっと続きなのですけれども、そもそも要請があったら受けなければいけ

ないという話ではないと思うのです。だから、今の話で、退職しなければ受け入れないとかという

のであれば、要求をのまなければいいわけです、そもそもが。ということではないのですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 繰り返しになりますが、そういうことで、一応今後懸念される事態を想定し

ての準備の上程ということなので、それを全て排除するわけではないのですけれども、いろいろな

可能性を含めた、曖昧、抽象的といったら抽象的なのかもしれないけれども、そういった条例だと

いうために、全国で、私もこの立場になって分かったのですが、パソコンで全国の似たような条例

を検索できるものもありまして、そういった中で引っ張ってきてといいますか、そういうふうに運

用しているという事例を基に準備して上程しているということでありまして、その部分がもし問題

になるとかというのであれば、今後先ほど副村長が答弁されたみたいに、削除とか検討していかな

ければいけないのかもしれませんが、まずその状態になる前にコミュニケーションを取りながら、

実際出せるのか、向こうが何を求めているのかというところもあった上で運用していかなければい
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けないと思っていますので、前田議員が言われたみたいに、そういう状況だったら断ればいいじゃ

んとかということも、それはそうかもしれません。いろんな事態を想定しての準備だということで

ご理解いただきたいです。 

          〔「了解です」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 条例提案については、いろんな考え方があるのでしょうけれども、何か取り

あえずみたいな、あったらこうだみたいなやり方もあるかもしれません。しかし、なかったものを

つくるということは、それをやるということですよ。へへへではないですよ。少なくともやりもし

ないのに条例つくる人はいない。やりもしないのに。へへへではない。 

          〔「笑ってないじゃないですか」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そういうところで笑わないでくださいよ。 

          〔「笑ってないです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ああ、そう。それは失礼しました。そういうところで私は、やるのだろうと。

これでできるのですよ、どうこうやろうと。器だか何だか、取りあえずだか何だか知りません。こ

れでできるし、やるのです。やることができるのです。言わせれば。やりもしない、その考えもな

いのに条例つくる。逆に言えば条例つくる必要はない、そんな条例は。本村に必要もない条例は。

何かをやりたい。そのために必要だと。さっきから皆さん、村長、副村長おっしゃっているのでし

ょう。何かやりたいときにないことには何もできませんと。ということは、何かをやりたいのです。

それもないのに条例つくられたら、それは説明できませんよ。やる気もないものを条例持ってこら

れても。議会だって質問しようがない。やるのです、これは。つくった以上、行政は。できるので

す。やるつもりはありませんと言ったって。やるかやらないか分かりませんと言ったって。そうい

うものでは要らない。そういうことではないのですか。物をつくるときは。使うか使わないか分か

りませんと持ってこられても、あげくの果ては使うつもりはありませんなんてやられたのでは、使

わない条例なんていうのは審議に値しないと言っても過言でないと思います。あれば便利みたいな。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 繰り返しになってしまいますが、新年度からの社会福祉協議会の人員の問題

がかねてからありまして、その解決する手段の一つとして、今回上程したということで、使う、使

わないかもしれないというのは、別に人員が充足すれば派遣することもないですし、逆に庁内で派

遣する余裕がなければ、使わないかもしれない。ただ、そういった事態のときに、派遣するがため

に足かせになってしまうことを避けるための条例制定、今回の上程だということなのです。繰り返



 - 175 -

しになりますが、そういったことで、不透明なところがかなりありますし、まだまだ精査が必要な

部分があるかもしれませんが、一応広く一般的なもの、もしくは島内で派遣されるであろう公益的

な団体、４団体に絞って今回条例を上程させてもらったというまでです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうだと思います。だから、やるかやらないか分かりませんと言うけれども、

できるのですよ。この条例があるのだから。つくれば。条例がないから対応しない。そのときは条

例がないから、そういう制度がないから対応できませんと言えるけれども、条例がある以上、対応

するのですよ。ただ、対応するとはいっても、今村長が言うとおりです。そのときの能力、状況に

応じて対応できるかどうか分からないでしょう。職員もいない、金もないのに派遣することはでき

ないでしょう、いかに言われても。だけれども、やる気になればできるということです。そのため

には、一定の準備をしなければいかぬ。責任がある、これこそ。派遣しますよという条例つくった

のだから。そのために職員を増進しなければならぬ。そう言っておいて、派遣できますよと条例を

つくっておいて、手だても何もしないと。派遣するに匹敵するような職員はいませんよと。何もや

っていないと。自分のところだって手いっぱいですと。あなたのところなんか行けるかと、行って

いる暇はないと。これはないということです。 

  そもそも今おっしゃるとおり、そういうことがあったら、村は対応しなければいかぬでしょうと。

だからつくるのだというからには、その方向で体制を整えなければならぬでしょう。また我々議会

としても、それを追認といいますか、認めていかなければならぬでしょうよ。予算の上でも職員の

定数の増員の問題でも。政治というのはそういうものではないのですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） ご心配ありがとうございます。やっております。私よりも副村長、それから

担当住民課長のほうで、ずっと協議もしていますし、それこそ社会福祉協議会とも調整というか協

議を進めてきている中で、今後こういう事態が想定されるかもしれないと。その上での準備です。

その中で、当然職員の余裕があるのかどうなのかもそうですけれども、ちょっと発展してしまいま

すけれども、まずは人を呼ぶに当たって家の問題があるねと。では、住宅を用意しなければいけな

いねと。前田副議長のほうでも質問ありましたけれども、社会福祉協議会に社宅の部分も補助金の

っけて、社協自身でも住宅を用意できるようにしなければいけないね。いろんな手だて、可能性を

排除しないで考えているというところなので、ぜひともご理解、ご協力をいただきたいと、そうい

うことです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 
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〇３番（笹岡壽一君） 勘違いされているようですけれども、私の質問の仕方が悪いのかもしれませ

んけれども、協力しないとか、おかしいよと言っているのではないのですよ。やるからには、その

効果がよりどこにもなるたけ、そんなこと言ったって、いつ何どきどういうことが起きるか分かり

ませんけれども、その効果、言うなら金銭的な問題で言えば予算ですよ。その予算が効率よく生か

せるように、貢献できるように住民の利益にかなうように、効率よく効果を発するように、そうい

うことでお伺いをしているのです。決して今、社協なんかはどうでもいいと言わんばかりのことを

言っているわけではない。協力、協力と言いますけれども、要は村づくりですから。 

それと同時に、派遣される側の職員あるいは受け入れる側の組織、団体といいますか、法人とい

いますか、これとの整合性も図らなければいけない。今、村長と副村長もでしょうが、担当課長と

社協と話し合っているというのだけれども、我々はそういうこと知らないですよ。何話をしている

のか。例えば派遣について対応するという話をしているのだか、お伺いしたら村長のほうで、そこ

まで決まっていないと。ただ、話合いをした、話合いをして一生懸命やっている。あなた方は何も

やっていないではないかと、そういうことは言っていません。ただ、今言っているのは、あくまで

も条例案が出てきているということからいろいろお伺いしているということです。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） ちょっと質問の意図を勘違いして答弁してしまいまして申し訳ないです。お

金に絡んでくる、その予算に絡んでくる人件費の部分、そこの部分の協議は詰められていないとい

う状況です。協議しているという話は、実際派遣してどうのというところではなくて、いずれそう

いう事態が想定されるかもしれないと。想定される状況にはなりつつあるのですが、そのための準

備ということです。なので、具体的なこうという話ができないまま、上程させてもらったのは申し

訳ないのですけれども、ただ何もなしではいけないということで、今回条例として上げさせてもら

ったということです。その部分に関してご理解くださいということです。 

〇議長（寺田 優君） ちょっと待ってね。笹岡議員の言っている中には、条例をつくるでしょう。

条例をつくって、相手側から求められたときに断ることができないのではないですかみたいな話な

のでしょう。そうではないの。 

〇３番（笹岡壽一君） そうではないよ。 

〇議長（寺田 優君） それが外せるのなら、いつも言っているような、今答弁しているような内容

でいいわけだよね。 

〇３番（笹岡壽一君） どういう意味。 

〇議長（寺田 優君） この条例をつくるでしょう。この条例をつくったのだから、例えばその条例

に合ったように向こうから要請があったと。要請があった場合には、あなた方が対応する義務があ

るのだと。そういうことを言っていたのではないの。 
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〇３番（笹岡壽一君） それは発生します。 

〇議長（寺田 優君） だから、それに対しては…… 

〇３番（笹岡壽一君） ただし、条例をつくった以上、我々議会が認めた……これいいのかな。テー

プに入っている。 

〇議長（寺田 優君） 入っている。そういうことで聞いているのではないのかなという、そこの話

であればちょっと言っていることが食い違うからねという。それ以外でなければ…… 

          〔「あくまで派遣する職員の身分を保障するというものになっていま 

                       す」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） いやいや、それはそうなのだよ。だけれども、この条例をつくった以上は、

そういう義務は発生していきますよと、するのではないですかという質問をしているのではないの

かなと思って。 

          〔「義務に関しましては、さっき前田副議長が言われたみたいに努力 

                       義務みたいな形で、その状況で耐えられれば……」「義務にはなら 

                       ないです」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ならない。 

それでは、笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 義務にはならぬと言うけれども、我々の立場からすれば、義務が発生するよ

と、これは。ただし、さっきただしと言った、休憩中に。ただし、義務が発生するのだと。条例に

あるのだから。しかし、それに応ずるか応じないか。応じるか応じないかは自由裁量ではないよと、

これは。もっと詰めて言えば。その状況になかったらば、例えば人材がいませんと、あるいは財政

的にないと。それにふさわしい、それなりの事由があれば、行政は対応しなくてもいいのかもしれ

ぬが、基本的には自分たちが提案して派遣しますよという、派遣できるよという条例をつくって、

それを頼りに相手方から要請があったら門前払いはできないよということです、私が言いたいのは。

だから、そのことを義務と言ったのです。つくっておいて、それがそれだけの理由がなければ、あ

ればそれは当然ですよ、金もない、人もいないのに派遣できるわけないので。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） ちょっと議論がかみ合わないのか、答弁がかみ合わないのか申し訳ないので

すけれども、条例をつくった以上、対応しなければいけない義務に関しましては、特にこの条例の

中では述べられていないと思っております。繰り返しになりますが、この条例の中は、派遣職員の

身分を保障するものであって、その関係団体とのどういった、こういったというのは、この条例以

下、要綱なのか規則なのか、もしくはそのときの協議によって決めるものだというふうに考えてお
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ります。なので、繰り返しになりますが、そのときの状況によって対応できる。もちろん無視する

わけにはいきませんが、そのときの状況によってやっていかなければいけないものだと。あくまで

派遣する職員の、村役場職員として昇給ですとか、何かのときの保障とか、そういったものを含め

ての身分を守った上で派遣できますよというものであります。そういうところでよろしいでしょう

か。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ですから、その今の職員の扱いについて定めただけのことですよと。そう言

うと語弊があるのですか。 

          〔「いいです、それで」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いいですか。だから、それならば10条でしょうと聞いたです。だから10条と

書いたのではないですか。そこには職員の身分をびしっと書いてあるのではないですか、保障を。

同じことばかり言っている。 

          〔「10条は退職したときの……」「退職から戻ってきたときの復職時 

                       の取扱い」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） どうされるかね。平行線という……いかないからな。 

          〔「繰り返しだよ。テープが回っているみたいになるよ。またその10 

                       条に戻るような話だよ」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） かみ合うというか、あれだものね。意見の違い、相違ともまた違うような気

もするのだけれども。 

          〔「私の結論とするところを言っておしまいにしましょうかね。繰り 

                       返しのことを言うしかないんだけど」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 終わる方向で、採決の方向で行きましょう。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） さっきから言っていることの繰り返しになるのですけれども、制度そのもの

には反対しませんよと。派遣するほうの器つくりだろうと何であろうと。だけれども、だからどう

でもいいということではないのだと。職員の身分について言うのならば10条でどうですかと言った

らば、いや、そうではない。派遣ですと。だから関係ないのだと。そういう話だったでしょう。と

ころが、それではまずいのですかと、こう言ったわけだ。気分だけの話で。もしそうならば10条を

消したらどうですかと、それが邪魔なら消したらどうですかと言ったら、それでは検討して後にし

ますと言ったから、私は今引っ込んだと言ったけれども、引っ込んだのです。なぜ引っ込んだかお

分かりにならぬと思うのですけれども、これ条例の差し替えの再提案になると思ったのです。とい
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うことは、審議はストップですよ。 

          〔「否決してくださいよ、でしたら」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） え、何。 

          〔「否決すればいいじゃないですか」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 何って言った。否決。ここでやってください、ここで。 

          〔「いいです。何もないです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ちゃんと述べてください。何を言っているか分かっています。議会に審議か

けて、否決してくださいになったら出すなというのだよ。行政のほうで引っ込めてください、否決

するのなら。議会に否決してくれという、こういう発言というのは聞いたことがない、私は。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 公益的法人の第10条の復職時の取扱いのところにつきましては、これがち

ょっと準則というところもありますので、ちょっとこの場で決して出すのが正しいかどうかも非常

に難しいところがございますので、一旦は充足のままご審議いただきたいと。その上で、今後例え

ば東京都とかに相談して、ここを消して差し支えなければ、今回可決いただけたら、その条例の改

正案という形でまたお出しできればと思っております。 

          〔「否決というのは何」と言う人あり〕 

〇副村長（田中真里君） 笹岡議員が先ほど来、この条例に対して非常に否定的なことを言っていら

っしゃるので、もうそれであればそういうこともどうなのですかと言っただけで、別に否決しろと

は言っていないです。可決していただきたいですよ。そのために一生懸命用意もしてきたので。 

〇議長（寺田 優君） いいですか。 

それでは、質疑を終了いたします。 

討論を行います。討論はございますか。 

笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 先ほど質問でも申し述べましたけれども、趣旨そのものには、趣旨とする、

そのものには異論はありません。ありませんけれども、あまりにも執行部の対応が不謹慎と言った

ほうがいいかもしれません。いかに休憩中とはいえ、否決してくれなんていうことは。しかも村長、

副村長ですよ、これ。議会に対する、私に言わせれば冒瀆以外の何物でもない。まさにある意味、

副村長の性格が出たのかなと思いました。議会に対して議案を出して、休憩中とはいえども、発言

中の議員に向かって否決してくれと。 

          〔「否決したらどうですかと言っただけじゃないですか」と言う人あ 

                       り〕 
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〇３番（笹岡壽一君） 同じです。 

          〔「いや、違うでしょう」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 同じですよ。否決したらどうですかと。 

          〔「納得いかなければ否決したらどうですかと言っただけじゃないで 

                       すか」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 否決してくださいと…… 

          〔「否決行為という最大の行為があるわけじゃないですか。そこの中 

                       で……」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 少なくとも発言している議員に向かって否決したらどうですかというのは、

何であろうと否決という言葉は使うべきではないのではないですか。 

          〔「何に書いてあるのですか、それ。どこに書いてあるんですか」 

                      「まあまあ、まあまあ。議長、お願いします」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） いいですか、討論。 

〇３番（笹岡壽一君） そういうことで、私は理性を失っているつもりはありませんけれども、そう

いう副村長のそういう答弁、村長とまで言いませんよ。副村長の対応ぶりを見て、この議案につい

ては村長には、提案者はもちろん村長ですけれども、申し訳ないけれども、趣旨は賛同できる内容

ですけれども、いかにも不適切だと、対応が。ということで反対します。明確に反対します。 

〇議長（寺田 優君） ほかに討論ございますか。 

井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 先ほどから私も結構この議員と執行部との意見を聞いていました。やっぱり

執行部は執行部のほうで、何とかこれをうまく利用して、４団体に対して、急激な、もし人員不足

の場合は急遽応援できる体制を取りたいというような趣旨の要望というか、そういった考えで出さ

れてきたものだろうと思います。ただ、先ほどから笹岡議員もおっしゃっていましたが、やっぱり

ここで少し冷静になって改めてもらいたいのです。やっぱり言葉尻というのがあまりにもよくない

ので、それをこの議場でやり過ぎると、今ユーチューブで出ていますからね。この議場の内容とい

うのを、各見た人がどのように思うかということも考えざるを得ない。だけれども、私はこの内容

については賛同いたします。ですから、私はこの出された議案については賛成いたします。 

以上です。 

〇議長（寺田 優君） よろしいですか。ほかになければ討論を終了しますけれども。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、討論を終了いたします。 

これより採決を行います。 
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議案第13号 公益的法人等への利島村職員の派遣等に関する条例を採決いたします。 

賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 反対の議員の挙手を願います。 

          〔反対者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 同数ですので、議長により可決といたします。 

  よって、議案第13号 公益的法人等への利島村職員の派遣等に関する条例は可決承認されました。 

ここで10分間休憩をいたします。 

          （休憩 午後 ３時４２分） 

                                           

          （再開 午後 ３時４８分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

 

    ◎日程第１５ 議案第１４号 利島村職員の給与に関する条例の一部を改正する 

条例 

 

〇議長（寺田 優君） 次は、日程15、議案第14号 利島村職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例を議題として審議いたします。 

  議案の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第14号 利島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 

上記議案を提出する。 

  令和４年３月７日。提出者、東京都利島村長、村山将人。 

  提案理由以下、詳細は総務課長より説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） 議案第14号 利島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 

  提案理由。宿直業務については、令和３年度から会計年度任用職員を導入し、村役場職員による

宿直は、会計年度任用職員の休暇時などの限定的な場面になってきた。 

一方、村役場職員による宿直を行った場合、利島村職員の給与に関する条例により宿直手当

5,000円が支払われているが、他団体と比較してやや高額となっており、均衡を欠いていることから、

宿直手当を4,400円に下げる一方、消防署が村内に存在していないなどの困難性を伴う特殊要因があ
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ることから、新たな特殊勤務手当として、災害急患対応手当600円を設ける。 

内容についてですけれども、１ページおめくりいただいて、今回の改正についてですけれども、

村役場職員による宿直を行った場合、宿直手当5,000円が現在支払われておりますけれども、他団体

と比較してやや高額となっているということで、今回宿直手当を4,400円に下げる一方、消防署が村

内に存在しないなどの困難性を伴う特殊要因があることから、新たな特殊勤務手当として、災害急

患対応手当600円を設けるというもので、現在宿直手当１回について5,000円の支給しておりますが、

他団体に比べるとやはり若干高いということで、東京都からも指摘がありましたので、今回の条例

改正で4,400円といたします。 

それから、新たに災害急患対応手当として600円を設けるといったものでございます。 

説明については以上です。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質問のある議員は挙手願います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 理由にあるように分かります。提案の理由は分かります。時間帯によって高

いということで5,000円が600円下げられて、それで条件をずらして災害急患等ということになりま

したけれども、ということはこういう具合に読んだらいいのですか。午後７時から翌朝の８時まで

の時間の中で、急患が発生したというときは、今までは5,000円払ったのだけれども、今度は600円

だと、こういうことですか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） お答えします。 

今回、今までに関しましては、具体的な正式名称のあれは忘れましたけれども、取りあえず我々

のような職員がいます。会計年度任用職員さんがいないときに、入っていればその方にやっていた

だくのですけれども、その人が今回シフトに入りませんでしたというときに我々が入りますといっ

たときに、宿直手当、今まで5,000円払っていましたと。なのですけれども、今回の改正によって、

その宿直手当は4,400円に変わります。先ほどの600円というのは、この後の議案第15号のほうで上

がってくる議案でございますので、宿直手当としては下がると。勤務で入るのは5,000円今までいた

だいていたのだけれども、今度4,400円、ここで変わると。 

          〔「総額は変わんないと」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 総額としては、15号の審議が終わった後になりますけれども、変わ

らなくなります。 

          〔「内訳が変わるだけ」「14号が否決されちゃうと4,400円」と言う人 
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                       あり〕 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私もそう読んだのだけれども、わざわざ新しい制度ですよね、この災害急患

というのは。 

          〔「急患出なくても、電話待機でも出ます」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それはいろいろあるのでしょうけれども、宿直したときの午後７時から翌朝

の８時までは4,400、何がなくても。4,400円なのだと。ところが、宿直しないで、午後７時の間か

らのうちに、夜の８時だか９時だか、朝方の６時だか５時だか分かりませんけれども、この７時か

ら翌朝の８時までの間に出動した、急患さんで。災害というのはめったにないでしょうけれども、

急患はあり得るわけですね。このときは600円しか払わないという具合に読めますね、これ。これが

改正案だと。ということは、逆に言いますと、何でもないときには4,400円払うのだが、災害があっ

たときには、要するに急患でもいいです。このときは600円でなくて5,000円だという、今、自席か

らの発言のようですけれども、これはどうもそうは読みにくいですね。言っていることは分かりま

すよ。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 私がお答えするのが適切かどうかは分かりませんが、この宿直手当に関しま

して、東京都のほうから指導がかねてからあったと。要は高過ぎるというところで、宿直手当を今

回4,400円とさせてもらったと。一方、からくりなのかもしれませんが、手当として600円というこ

とで、総額は変わらないようにしているということで、一応これでオーケーはもらっているという

ことなので、こういった体制になったということです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 申し訳ないのですけれども、一番最初のページを見ての質問なのです。中の

条例は申し訳ないですけれども、読み込んでいないのですけれども、そこのところは。それで、あ

くまでも説明書を見て、どう見てもこれは宿直というのは泊まることですよね、７時から８時とい

うのは。 

          〔「そうです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうですよね。そのときに何があろうと今までは、災害があろうが急患があ

ろうがなかろうが、宿直したら5,000円、１回に。こう職員には支給するということになっていたと。

ところが、これは他の町村だか何だか見たところ、高過ぎる、高いのだと。東京都から指導が入っ

たと、高いのではないかと。ということで、宿直については下げましたと。4,400円に600円下げた
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のだと。ということは、宿直したときには4,400円しかもらえませんね。この図面からいくと。 

          〔「２つに分けたってだけです。5,000円の内訳を」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 笹岡議員の質問にお答えします。 

災害急患対応手当は、その間、電話があろうがなかろうが支払われます。だから、職員の懐に入

るお金は一円も変わりません。びた一文。ただ、見え方として給与条例における宿直手当をほかの

団体と同じ額にすると。その一方で、新たに手当を設けて職員の懐に入るお金は一切変わらない形

にするということで、これで東京都も、これなら差し支えないだろうということでお答えいただい

ております。だから、職員にとって一円もお金が減ったりとかなんとかなることはございません。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 逆にいいますと、合算は分かります。だろうと、一方でそう思いながら聞い

ていますよ。ただ、これを見ると、急患がなかった日、災害がなかった日、このときは4,400円しか

払いませんねと、こう読める。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 議員、すみません。97ページを御覧ください。右側のところに、災害急患

対応手当とありまして、そこの内容を私今から読みます。97ページです。今のそのページでござい

ます。今お開きのところです。右側の真ん中のところに、災害急患対応手当とあって、この中に午

後７時から翌日の午前８時まで、要するに宿直の時間帯、災害急患等の電話待機ということで、こ

れは鳴ろうが電話が鳴らないが全く関係ないと。いればいいと。電話待機したり、実際電話対応を

行えばいいよということで、電話が一件も鳴らなくても待機でも出ますので、職員の懐に入るお金

は一円も変わりませんという形になります。 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 私、人間が素直なものですから、文面をそのまま読んで、ああ、こういうこ

となのだなというふうに理解したのですけれども、違ったらご指摘いただきたいと思いますけれど

も、そもそもが東京都から、利島の宿直手当が高いと、5,000円が。というのが発端だと思うのです。

これをではどうやって分解するかという話になってくるのですけれども、それで災害急患対応手当

600円を分割したということなのでしょうけれども、そもそも宿直するって１人ですよね。２人とか

ということはないですよね。１人で宿直したときに、仮に災害とか急患とかあったときというのは

不安でしようがないと思うのです。私はその手当として払うのだということであれば、災害があろ



 - 185 -

うが急患があろうがなかろうが、97ページにも書いてありますけれども、あろうがなかろうが関係

ないと。要は手当というのは、心構え手当だというふうに私理解したのです。だから、災害があっ

たら払うけれども、なかったら4,400円のままだよという理解には私にはどうしてもつながってこな

いです。あくまで心構え手当だと。１人で宿直するというのは不安でしようがないと。本当に災害

とか急患があったときにどう対応するか。確かにマニュアルなりあるのでしょうけれども、それに

沿ってやるにしてもどうするのだと。相談する人もいないし、横にいないしということになれば、

心構えの手当として払ってあげるのだよということで私はいいかなと思うのですけれども。別に答

弁は要らないです。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これとは直接、間接に関係があると思うのですけれども、同じ身分、立場は

違いますけれども、身分として。会計年度の宿直者がいますよね。ついでに聞くと言っては申し訳

ないかもしれませんけれども、この人たちの処遇というのはどうなっているのですか。これとの関

係で。これはあくまでも時間給ですわな。７時から８時までという。日にち給というのでしょうか。

ところが、土日なんかは、祭日等には会計年度の職員が入っていると思うのですけれども、これは

月曜日から金曜日までとは違うでしょうけれども、この人たちの場合はどうなっているのですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 庁舎警備を行っていただいております会計年度の皆さんにつきましては、

処遇は何ら変わらないです。今のままでございます。あとは、もともと業としてこの仕事をしてい

ただいておりますので、そのためにちょっと新たな手当をということは考えておりません。もとも

とその、それこそ5,000円だった宿直手当的な部分をもともと担っていただいておりますので、特段

これで減ったり増えたりということは全くございません。今までの処遇のままでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうしますと、この会計年度の職員の皆さんというのは、従来どおり月額報

酬と。年額と言ったらいいか分かりませんけれども、賃金払いみたいに、時間払いみたいなことで

はないのだよということ。分かりました。 

終わります。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了いたします。 
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討論を行います。討論ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 討論もないようですので、これより採決を行います。 

議案第14号 利島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

よって、議案第14号 利島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は可決承認されまし

た。 

 

    ◎日程第１６ 議案第１５号 利島村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を 

改正する条例 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程16、議案第15号 利島村職員の特殊勤務手当に関する条例の

一部を改正する条例を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第15号 利島村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例。 

上記議案を提出する。 

  令和４年３月７日。提出者、東京都利島村長、村山将人。 

  提案理由、詳細につきましては総務課長のほうから説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） 議案第15号 利島村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例。 

  提案理由。宿直業務については、令和３年度から会計年度任用職員を導入し、村役場職員による

宿直は、会計年度任用職員の休暇時などの限定的な場面になってきた。 

一方、村役場職員による宿直を行った場合、利島村職員の給与に関する条例により宿直手当

5,000円を支給されているが、他団体と比較してやや高額となっており、均衡を欠いていることから、

宿直手当を4,400円に下げる一方、消防署が村内に存在しないなどの困難性を伴う特殊要因があるこ

とから、新たな特殊勤務手当として災害応急対応手当600円を設けるというものでございます。 

これは、宿直手当の4,400円とは別に、特殊勤務手当として災害応急手当600円を設けるというも
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のでございます。 

説明は以上です。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明を終わります。 

  質疑を行います。質問のある議員は挙手願います。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了し、討論を省略して採決を行います。 

議案第15号 利島村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

よって、議案第15号 利島村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例は、原案の

とおり可決承認されました。 

 

    ◎日程第１７ 議案第１６号 利島村職員の育児休業等に関する条例の一部を改 

正する条例 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程17、議案第16号 利島村職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第16号 利島村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。 

上記議案を提出する。 

  令和４年３月７日。提出者、東京都利島村長、村山将人。 

  提案理由、詳細につきましては総務課長のほうから説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） 議案第16号 利島村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例。 

  提案理由。令和３年８月10日に人事院が行った「公務員人事管理に関する報告」及び「国家公務

員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出」の中で、「妊娠・出産・育児等と仕事の

両立支援のために講じる措置」のうち、職員等の育児・介護休業取得要件の緩和の措置が講じられ、

育児休業を取得しやすい環境整備及び妊娠・出産の申出をした職員に対する個別の周知・意向確認
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の措置が義務づけられることに伴い改正する。 

内容でございます。１ページおめくりください。129ページでございます。利島村職員の育児休業

等に関する条例の一部改正について。非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和。取得要件のうち、

引き続き在職した期間が１年以上の場合は、取得可能へとなっております。 

それから、育児休業を取得しやすい職場環境整備の義務化として、①から④のいずれかを実施す

ることとなっておりまして、①としましては育児休業に関する研修の実施、②、育児休業に関する

相談体制の整備、③、職員の育児休業取得事例の収集・提供、④、職員への育児休業の制度と取得

促進に関する方針の周知となっております。 

それから、個別の周知・意向確認の措置の義務化については、対象者が妊娠・出産の申し出た職

員（本人または配偶者）となっております。 

それから、周知事項につきましては、①から④を全て行うということで、①、育児休業に関する

制度、②、育児休業の申出先、③、育児休業給付金に関すること、④、職員の育児休業期間におけ

る社会保険料の取扱い。 

個別周知・意向確認方法については、面談、書面交付、ファクス、電子メール等のいずれかで行

うこととなっております。 

説明は以上です。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質問のある議員は挙手願います。 

  前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） ちょっと質問させてもらいますけれども、129ページの上段で、非常勤職員の

育児休業云々と書いてあるのですけれども、これは常勤職員、非常勤かかわらずという意味合いな

のですか。普通、非常勤というとパートとかアルバイトとかというふうに捉えるのですけれども、

そういう認識でよろしいのですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 前田副議長の質問にお答えします。 

132ページを御覧いただけますか。条文の新旧対照表でございます。ここの２条の中で育児休業を

することができない職員というのが第２条に書かれておりますが、今まではここに、おっしゃると

おり非常勤職員はだめだよとなっておりましたが、右の改正案を御覧いただきますと、相当特殊な

非常勤さんでない限りは取れるような形に、もう多分国がそういったあれですか、同一労働同一賃

金とか、そういったものの流れの中で育児休業についても同様に取り扱いましょうということで、

非常勤職員についても育児休業をすることができない職員からは外れたというような形になってお
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ります。 

以上でよろしいでしょうか。 

          〔「分かりました」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私も実はこれが分からなかったのですけれども、ここは説明もそうですけれ

ども、ちょっと条文を見てみたのです。それで、今言うこの以外の非常勤、要するに３のところに、

次のいずれかに該当する非常勤職員以外の職員が対象になるということで、そこのところが、その

以外というところに列記されている、次のいずれにも該当する非常勤職員というのがちょっと理解

できないので、教えていただきたいと思うのですけれども、これは簡単に言うとどういうことです

か。以外の非常勤職員。非常勤職員以外の非常勤職員と書いてあるのですね。一見読むと、説明書

を読むと、ただいま前田議員から冒頭質問があったように、確かに一般職以外の者を非常勤という

とすれば、これはここに緩和されるのだと。次に掲げる該当する非常勤以外の非常勤と、これが分

からない。１歳６か月とかなんとかといろいろ書いてあるけれども。子供の１歳何か月はともかく

として、該当の非常勤というのはどういう人なのでしょう。これが分からないです。これは行政に

聞いていくしかないと思っていたのです。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 条例改正に関しましては、委託業者、各自治体の条例を一括で管理するよう

な業者がありまして、そこから条文とかをやり取りいただいたもので、正直そのまま載せていると

いうところもあります。その中で、できましたら、ほかの自治体も同じように改正しているのです

が、できましたら詳しいところに関しましては、後ほど調べてご報告という形でもよろしいでしょ

うか。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 別に意地悪いことを言うつもりはさらさらないのです。 

          〔「だからちょっと……」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ただ、そう言われると、それではそうしましょう、それで可決、採決と言わ

れてもちょっと…… 

          〔「それでしたら、一回休憩させてもらってもよろしいですか」と言 

                       う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうですね。何とかしてもらわないと。 
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〇議長（寺田 優君） それでは、休憩します。調べてください。 

          （休憩 午後 ４時１８分） 

                                           

          （再開 午後 ４時３３分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

  田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） すみません。大変お時間をいただきまして、申し訳ございませんでした。

ありがとうございます。 

先ほどのところですけれども、やはり条文に間違いはございませんでした。結論から申し上げま

すと。では、どう解釈するかですけれども、第２条の第３号に、次のいずれかに該当する非常勤以

外の職員は、育児休業することができないとありますので、ア、イ、ウに入る方々が育児休業が取

れますよということになります。では、アはどんな人かということで申し上げますと、今育ててい

る子が１歳６か月に達する前であって、２歳に達するまでに辞めることがまだ分かっていないと。

採用されないことが明らかでないということで、今後採用更新されるかもしれないし、続ける可能

性があるという方です。アの方に関しては。イについて申し上げますと、里親だとかをやっている

方ということになります。ウにつきましては、既に任期の終わりも育児休業になっている人という

のも育児休業をすることができない職員にはならない。要するに育児休業を取れるよと。だから、

ア、イ、ウであれば、取れますよという形になります。非常にちょっと読みにくい条文ですみませ

ん。大変失礼いたします。 

アとイとウの非常勤さんは育児休業を受け、そうではない方々については、以外の非常勤職員に

なってしまうので、育児休業をすることができないということになります。アは、読んでいくと、

子供が２歳までの間にまだ辞めることが明らかでないというか、更新する可能性がある。その上で

一定の日数の勤務をしている方。イを申し上げると……ウがそもそも今育児休業中の非常勤の方と

いうふうな形になります。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これ以外の非常勤職員というのはどういうこと。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） これ以外の非常勤職員が育児休業をすることはできないとありますので、

例えばそもそも子供が、育児しているお子さんがいない非常勤職員さんは当然育児休業は取れませ

んし、お子さんが一定の年齢以上になっているような方、３歳、５歳とか、そういった方になって



 - 191 -

いる方については取れないというような形になってまいります。主にはそんな形だと思います。お

子さんがいても一定の年齢以上あるいはお子さんがいない、そういった方々が育児休業の対象外に

なるよというような形で、基本的に２歳ぐらいまでのお子さんを育てている非常勤の方であれば、

基本的には取れるというような形で解釈いただければと思います。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） といいますと、例えば私が非常勤であるとした場合に、私はどういう場合は

もらえて、もらえてというか、どういう場合はもらえないということになるのですか。私はある非

常勤の職員であると。どういう職業かは別にして。というと、あるときはもらえるのだけれども、

あるときはもらえないと。あるいはあるときまではもらえていたのだけれども、あるときからはも

らえなくなった。逆もありです。あるときはもらえていなかったのだけれども、あるときからもら

えるようになったと。昨日まではもらえていたのだけれども、今日からもらえなくなったとか、人

間は同じなのだと。そういう、以外の非常勤職員というところがどうも分かるような分からないよ

うなことなのですけれども、そういうことになるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） もともとやはり非常勤ではなくて正規職員のための制度であったものを、非

常勤のために枠を広げたということが今回この改正なのです。その中で非常勤のお母さんといいま

すか、お父さんもそうですね。親をどういう形で、どこまでを線引きするかというところが非常に

難しいところで、例えば養子縁組している場合の子供を面倒見る場合、どうするのかとか、血のつ

ながっていない子供とか、失礼になってしまうかもしれないですけれども、そういったところをど

こまで見るのかとか、あと職員、会計年度任用職員とか非常勤の職員がどこまで続けるのかとか、

そういったところの線引きをしてあるものだというところだと思います。 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 子育て支援制度とかってありましたよね。非常勤、常勤って関係ないと思う

のですけれども、夫婦の場合にどっちが休暇を取得してもいいというのがありましたよね。今回の

この場合も、非常勤云々という場合も、それ両方とも適用できるのですか。それは可能なのですね。

分かりました。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） これ以上説明のしようがないわけでしょう。 

          〔「ア、イ、ウのパターンは取れますよということ」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 
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          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） ちょっと頭がついていかないので、ちょっと私のあれでちょっとお聞きさせ

ていただきます。つまり、非常勤職員が、要するにこの文の中でいってですよ、子供がいるのだと。

それで、その子供が２歳に到達するまでに辞めるか辞めないか分からない職員さん、それと子供の

いない人、そういった方は取れませんよということですよね。それで、だから非常勤職員でお子さ

んが２歳までになるのだけれども、それが果たしてまた続けて働くか働かないか、まだちょっと思

案中なのだという人は取れますよと。だけれども、その人は非常勤職員。以外の非常勤職員という

と、それ以外に子供はいませんとかなんとかという非常勤職員さんは取れないのですよという意味

に解釈してよろしいわけですね。 

          〔「そのとおりです。説明ありがとうございます」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） よろしいですか。これ以上の説明はできないだろうから。その人たちだけは

取れるということだからね。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ですから、私さっき言ったのですけれども、私が非常勤職員なのだと。どう

いう非常勤かは別にして。それで、１歳だか２歳、とにかく一定の年齢の子供さん、それが成長す

れば、例えば２歳まではオーケーですよと。育児手当オーケーですよと。今日から２歳を過ぎたと

いったら、もう休暇は取れませんよという…… 

          〔「育児休業は取れない」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 取れないと。同時に上から下へ来るということはないからね。成長して、要

するに子供の成長を超えていったら、それはそういう意味で理解するのは当然ですよね。いつまで

も面倒は見ないよと。育児手当で休んでくれるなよと。そういう意味で同じ、特別な何かこういう

非常勤の職員なのか、ああいう職員なのかということではなくて、昨日までは対象でなかったけれ

ども、極端に言えば昨日までは夫婦でいて、子供がいなかったのだけれども、今日生まれたと。そ

うしたら、その日から１歳６か月、２年なり３年でもいいのだけれども、そこからは休めます。当

然子供がいないのに育児ということはありませんよね。そういうことでいいのですか。 

          〔「はい、そうです」「いい情報じゃない」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。 

〇議長（寺田 優君） よろしいですか。 

それでは、質疑を終了いたします。 

討論を行います。討論ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 討論もないようですので、採決に移りたいと思います。 
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議案第16号 利島村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

よって、議案第16号 利島村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例は、原案のと

おり可決承認されました。 

 

    ◎散会の宣告 

 

〇議長（寺田 優君） 10分ばかり早いのですけれども、本日はここまでとして、明日また９時半よ

り開会したいと思います。 

ご苦労さまでございました。 

                                   （午後 ４時４８分） 
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令和４年第１回利島村議会定例会 

 

議事日程第３号                         ３月９日午前９時３０分開議 

 

日程第１８ 議案第１７号 利島村長等の給料及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例 

日程第１９ 議案第１８号 利島村村税条例の一部を改正する条例 

日程第２０ 議案第１９号 利島村消防団員の定数、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条 

例 

日程第２１ 議案第２０号 利島村国民健康保険条例の一部を改正する条例 

日程第２２ 議案第２１号 利島村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

日程第２３ 議案第２２号 利島村住宅建設基金条例を廃止する条例 

日程第２４ 議案第２３号 利島村勤労福祉会館設置条例の一部を改正する条例 

日程第２５ 議案第２４号 令和３年度東京都利島村一般会計補正予算（第７号） 

日程第２６ 議案第２５号 令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予 

算（第２号） 

日程第２７ 議案第２６号 令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予 
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    ◎開議の宣告 

 

                                   （午前 ９時３０分） 

〇議長（寺田 優君） 皆さん、おはようございます。令和４年第１回定例会の３日目、これより開

会いたします。 

 

    ◎日程第１８ 議案第１７号 利島村長等の給料及び旅費等に関する条例の一部 

を改正する条例 

 

〇議長（寺田 優君） 本日は、日程18、議案第17号 利島村長等の給料及び旅費等に関する条例の

一部を改正する条例から始めたいと思います。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第17号 利島村長等の給料及び旅費等に関する条例の一部を改正する条

例。 

  上記議案を提出する。 

  令和４年３月７日。提出者、東京都利島村長、村山将人。 

  提案理由以下、詳細は副村長より説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 議案の説明に先立ちまして、昨日は大変見苦しい態度を取ってしまって大

変申し訳ございませんでした。本当に横柄と取られかねない対応でございました。本日よりちょっ

と心を改めてまたご説明、誠心誠意やっていきたいと思っております。すみません。昨日は本当に

申し訳ございませんでした。 

  すみません。まず、では議案第17号 利島村長等の給料及び旅費等に関する条例の一部を改正す

る条例について説明申し上げます。 

  提案理由でございますけれども、ご案内のとおり平成26年度から東京都から副村長の割愛採用を

行っております。割愛採用というのは、他の地方公共団体の了解の上、他の地方公共団体を退職し

てこの村の職員になってもらうことでございます。 

しかしながら、実は東京都在籍時から100万円程度の減収になっております。副村長になったこと

で年収が減っているというのが今現状です。それに加えまして、本土と利島での二重生活により、
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生活コストが増大しているというのが実際の現状です。そのため、東京都から今の現在の副村長の

給与水準だと非常に人選には苦労しており、割愛採用に応じることがちょっと難しいという申出が

ございました。こうしたことから、国や東京都から割愛採用した副村長につきまして、就任から２

年間に限って激変緩和措置として、給料月額に地域手当10％の支給を行うこととするものでござい

ます。 

なお、条例によって、こういった特別職の給料を変える場合は、特別職報酬審議会の意見を聞く

こととなっておりまして、先月、令和２年２月２日にこの会を開催して、地域手当の支給は妥当と

いう答申を得たところでございます。 

ご説明申し上げますので、137ページをすみません。御覧ください。利島村長等の給料及び旅費等

に関する条例の一部改正でございます。概要としては、東京都や国から割愛採用した副村長につい

て、就任から２年間に限って10％の地域手当を支給というものでございます。 

割愛採用ですけれども、詳細を言うと、都や国の現役の職員を双方が同意した上で、採用試験を

省略、これを要するに割愛と呼んでおります。採用試験を省略して、相手方の自治体の職員として

採用することでございます。私も実際に東京都には退職届も出しておりますし、ちゃんとあれもも

らっていません、退職を認めるみたいなものも。当該職員はこれをもって都や国を完全に１度退職

します。派遣や出向とも異なりまして、完全に相手方の自治体の職員となります。 

背景ですけれども、左側にありますが、東京都から現行の副村長の給与水準では、人選に非常に

苦労しており、割愛採用に応じることが難しいという申出がありました。副村長就任前の都庁在籍

時から100万以上年収がダウンするようなケースも今までございます。私のことを言うとあれですけ

れども、私は都庁在籍時が大体もう880万ぐらいもらっていて、今、副村長になって820万とか、私

の場合、都の歴が比較的浅いので、それほどダウンは少なかったのですけれども、ちょっと私より

かは年の行った方とかについては、やはりかなりダウンしたというのは実際にございます。それに、

単身赴任となる可能性が高くて、本土での生活費等との二重コストを強いられています。現に私も

住んでもいない住宅ローンを払っていますし、そういったところで二重コストがやはりかかってく

るところはございます。 

あとは、現在の副村長につきましては、同じようなポストで勤務する都の統括課長代理というの

を職員の多くは副村長に支給されない超過勤務手当だとか、勤勉手当、特別職には期末手当は出ま

すけれども、勤勉手当は出ません。そういつたところもございまして、同じような同期生は大体年

収1,000万を超えている人もかなり多いというのが現実でございます。そういうこともあって、なか

なか都としてもちょっと人選に苦労しているというのが実態でございます。 

そこで、右側にございますけれども、今回条例を改正させていただいて、令和４年４月から要件

を厳格に決めた上で手当を支給したいと考えております。１つは、国や東京都からの割愛採用者、

国や都などの他の地方公共団体の現役職員を採用した場合に限ってだと考えております。島内在住
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の方を採用した場合やＯＢなどを採用した場合は、これには該当しません。あとは採用から２年間

限定で支給すると。私自身、今２年間ということでこちらには赴任しておりますけれども、東京都

の管理職試験最終選考というのがありまして、それに合格したから２年で済んでいる部分もあって、

それに合格しない限りは基本的には戻れないことになっております。ですので、私の場合は今回２

年でうまくそれに合格できたから戻れることもあるのですけれども、それに落ちればもう一年とい

うこともあるし、もともと副村長の任期は条例上４年になっておりますので、東京都が実施するそ

の管理職再選考試験最終に落ちれば、当然３年目もあるし、４年目もあるという形になります。た

だ、ずっと長々支給するわけにはいきませんので、就任から２年間に限ってのみ限定的に支給する

ところで考えています。 

手当の名称ですけれども、地域手当、支給割合については月額給与の10％で、支給の開始は採用

時、支給の終期、終わりは採用から２年を経過するまでということで考えております。そこで、例

えば東京都の試験に合格せずに、もう３年目を迎えることになったら、もうこの手当は出ませんよ

という形になります。 

メリットですけれども、大幅な年収ダウンを回避することができまして、都の人選もかなり容易

になると考えています。今後も割愛採用を継続できるのではないかと考えております。あとは、東

京都に限らず、今後国から割愛採用等をするような場合においても、同じように大幅な給与水準の

低下も避けられると考えております。 

ただ、デメリットですけれども、社会保険料と合わせますと、やはり70万から80万の支出増とな

るところはございます。 

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。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明は終わります。 

  こりより質疑を行います。 

  質問のある議員は挙手をお願いします。 

 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） ちょっと興味本位に聞こえるかもしれないのですけれども、退職してという

ことなのですけれども、私、初めてこういう制度を知ったのですけれども、今の副村長の場合も東

京都を退職とおっしゃいましたよね。そうすると一般企業の場合には、退職してしまうと、そこで

退職金の精算がありますよね。仮に復職したとして、そうするとそれからそれ以降の何年勤めるか

分かりませんけれども、５年だか10年勤めて、また定年になって退職しましたというような場合に

は、この退職金の乗率が変わってきますよね。あれは勤続が長ければ長いほど乗率高くなりますか

ら、その辺の有利、不利というのは、これはどこかで緩和されるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 
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          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 実は私、15年でしたが、ほぼ退職しているので、その退職金自体はもらえ

る状態ではあるのですけれども、東京都のその条例のその他の中に、復職時にまた通算するという

ことになっておりまして、そういう東京都のルールの中で何とかなっていると。ただ、私が正式に

もう今後利島で骨を埋めますと言ったら、その瞬間退職手当がどっと東京都から来るような形にな

ります。 

  あとは、私は今回副村長を辞めることで退職金をいただきますけれども、東京都からもらえる退

職金のうち、ここでもらった退職金は差し引かれるという形になっております。なので、短い期間

で辞めるので、結構税金がっつり取られて辞めるという形になるので、どっちかというと得か損か

といったら、損かなというところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） そうすると、ちょっと昨日に戻りますけれども、昨日のような派遣社員制度

ってありましたよね。あそこでも同じように考慮されるということなのですか、もしその退職して

派遣されていくということになると。同じことなのですね。 

〇副村長（田中真里君） はい。 

〇１番（前田 清君） 分かりました。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

  ございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了いたします。 

  討論を行います。討論ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、討論なしということですので、早速採決を行いたいと思います。 

  議案第17号 利島村長等の給料及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第17号 利島村長等の給料及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例は、原案

のとおり可決承認されました。 

 

    ◎日程第１９ 議案第１８号 利島村村税条例の一部を改正する条例 
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〇議長（寺田 優君） 日程19、議案第18号 利島村村税条例の一部を改正する条例を議題といたし

ます。 

  執行部の説明を求めます。 

村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第18号 利島村村税条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  令和４年３月７日。提出者、東京都利島村長、村山将人。 

  以下、提案理由、詳細につきましては、総務課長より説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） 議案第18号 利島村村税条例の一部を改正する条例。 

  提案理由、固定資産税の評価額の免税点について、村独自の基準となっており、少額の評価額の

資産であっても課税されることとなっているものを、国の標準的な免税点の金額に改めてございま

す。 

  内容でございます。１ページをおめくりください。利島村の固定資産税の評価額の免税点が村独

自の基準になっておりますので、これを国の標準税額に改めます。これにより評価額が30万未満の

土地、20万未満の家屋、それから課税の基となる金額が150万未満の償却資産が非課税になります。

今、現行ですけれども、表のとおりなのですけれども、各町村いろいろ基準を設けてやっておると

ころなのですけれども、利島の場合は土地、家屋については、かなり低い評価額が基準になってお

りまして、これを今回の改正によっても、国の基準に改めるということで、土地につきましては30万

円、家屋につきましては20万、償却資産については150万といった国の基準に合わせる形での改正と

なります。 

これによって自主財源の影響なのですけれども、令和３年度実績では約21万円の減収となります。 

それから、地方交付税が減らされるなどの影響はありません。 

  それから、事務上のメリットにつきましては、少額の課税に係る事務負担や郵送料などが節約で

きるようになります。 

  説明は以上です。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質問のある議員は挙手願います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 
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〇３番（笹岡壽一君） 二、三点伺いますが、表を見てもこれは古い、以前からの、何年前だかちょ

っと分かりませんけれども、桁違いに本村と御蔵島さんは免税額が非常に１万5,000円だとか、１万

円、あとは土地、家屋ともに低い。低いということはこのくらい、１万5,000円あれば課税対象にな

るということになるわけで、そこでこの改正されて、国基準ということですけれども、１点はこれ

の課税率は変わりますか。免税点は分かりました。課税の率、例えば40万になった場合、課税され

ますよね。免税点は30万までだから、家屋の資産価値が、評価価値が40万だと課税されますよね。

こうなった場合の率も変わりますか。課税率。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 課税率につきましては、全て1.4％で変わりありません。 

〇３番（笹岡壽一君） 変わりないの。 

〇副村長（田中真里君） はい。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それから、今のは資産の価値と言いましたけれども、この土地の価値という

のは、毎年都会地辺りでは土地の評価額は変わってきますよね、路線価だとか、いろんなことで。

あれ２つか３つあるのですか、あの評価の仕方が。路線価と、もう一つはその地域の例えば本村な

んかの基準と、路線というか、都会地における銀座の真ん中だとか。 

          〔「路線と実勢ではないかな。実勢価格」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 実勢、そう、そう、そう、そうか、そうか、２つか３つあるのですよね、評

価の仕方が。それから、もう一つは売買価格、あれは実勢でやるのかな。それとの関係で、この土

地について、土地は変わらないのでしょう。家屋は古くなれば古くなるほど価値が下がりますけれ

ども、土地は変わりませんよね。それで、本村の場合を伺うのですけれども。これは20万でも１万

5,000円でもいいのですけれども、この土地というのはどういう評価になっていましたですか。 

  あわせてもう一個伺いますけれども、恐らくこれは一件一件だろうと思うのですね、一件一件。

その人が所有している土地が、評価が、家屋でもいいです。家屋はもちろん変動する。土地も変動

するといえば変動するでしょうけれども、総体的に旧の条例でいいますと、例えば10万円の資産価

値を持っていると。だけれども、一件一件は１万円なのだと、一物件一物件は。それが１万円の物

件が10あろうと、20あろうと、100あろうと、これは非課税と、分散していれば。そういう課税の仕

方をしているのですか、これ。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） いただいた２点の質問にお答えします。 
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  まず、利島の土地の価格というのはどう決まっているかといいますと、公示価格みたいなことで

ございます。それを基に３年に１回価格は見直しております。 

  もう一点の土地、課税の減額、小さい土地をいっぱい持っていたらどんなふうになるかという話

ですけれども、もうこれについては税法の中で名寄せといって、その人が持っている土地を全て合

計して、その総額で計算するようにということで、もう一種そういうルールになってしまっている

と、その人が持っている資産一覧みたいな形でずらっと並べて、それを見て計算するということに

なっておりますので、ただ、これによって税額が上がる人は今回一人も当然おりませんので、そこ

はご安心になっていいかと思っております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうすると、総額課税主義ということなのですね。1.4％ですか。 

〇副村長（田中真里君） はい。 

〇３番（笹岡壽一君） ああ、そうですか。一件一件はほとんど課税対象額以下でも、免税点以下で

も、免税額以下でも、合計合わせると500万になるとか、300万になるとかという、これは土地、家

屋は、家屋はそう100件、不動産屋さんなんかは知らないけれども、持っていることでもないでしょ

うけれども。 

はい、分かりました。終わります。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了します。 

  討論を行います。討論ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 討論もないようですので、これより採決を行います。 

  議案第18号 利島村村税条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第18号 利島村村税条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決承認されました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第１９号 利島村消防団員の定数、任免、服務等に関する条 

例の一部を改正する条例 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程20、議案第19号 利島村消防団員の定数、任免、服務等に関
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する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第19号 利島村消防団員の定数、任免、服務等に関する条例の一部を改

正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  令和４年３月７日。提出者、東京都利島村長、村山将人。 

  詳細、提案理由につきましては、総務課長のほうより説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） 議案第19号 利島村消防団員の定数、任免、服務等に関する条例の一部

を改正する条例。 

  提案理由、令和３年４月13日に消防庁長官通知、消防団員の報酬等の基準の策定等についてが発

出され、消防団員の減少を改善するため、出動報酬の創設や年額報酬及び出動報酬の基準の策定、

報酬等の団員個人への直接支給の決定、消防団の運営費の適切な計上など消防団員の処遇の改善に

向け必要な措置を行うよう要請があったことから、本通知を踏まえて消防団の処遇改善を図るとい

う内容でございます。 

今回の通知によって、多くの自治体で消防団員の減少が続いており、消防庁長官から出動報酬の

創設や年度報酬及び出動報酬の基準の策定、報酬等の団員個人への直接支給の徹底要請があったこ

とから、本要請を踏まえて所要の改正を行うということで、まず現行ですけれども、消防団員は非

常勤の特別職公務員として、出場や訓練の対価については、これまで費用弁償とされていることか

ら、報酬を消防団員が直接受け取ることができず、消防団にプールされるような一部の消防団もあ

ったということでございます。利島では既に団員個人が直接受け取るようになっております。こう

した現実が少子化に加えて、なり手不足に拍車をかけているというのが現状でございます。 

今回の改正につきましては、直接支給の徹底要請ということで、対価を年度報酬、出動報酬と明

確化し、本人が気兼ねなく受け取れるように文言を改正しております。 

それから、出動報酬の基準を明確化し、訓練出動については、半日5,000円という区分を新たに追

加したところでございます。 

説明は以上です。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明は終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質問のある議員は挙手願います。 
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  石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 12条の２なのですけれども、利島村は今、消防団員がなり手があまりいない

ということで、それでちょっと消防団長と何かのとき話をしていたら、２分の１以下の要は出動と

いうか、しない人は半額になるというのだけれども、これを消防団というのは365日要は職員みたい

なもので、消防団員として。それでこれで２分の１になると、何だ、これしかもらえないのだった

ら、来ないという人が何かいるみたいなのです。ここをやって、半額ということにしないで、年報

酬をそのまま出したらどうですかということで、それでないと団員が増えないということみたいな

のですけれども。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） おっしゃるとおり、そういう議論もありました。ただ、一生懸命訓練にも参

加されている方と、それぞれの事情があるのかもしれませんが、訓練に参加できない方とのある程

度差をつけないと、逆に今、一生懸命訓練に来られている方に対しましても、やっぱり不平等とい

いますか、不満といいますか、そういったことも懸念されるようなことから、こういった措置を取

らせてもらったという次第でございます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 何か聞いてみると、ずる休みしたくてしているのではなくて、いろんな都合

があって出られないと、そういうのもあるので考えてくれないかということでした。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） もちろんそういった場合だけでなく、業務上難しいという方もいらっしゃる

と。なので一概にサボるとか、そういったわけではなくて、来られている方と来られていない方の

どうしても差があるということで、今回こういった措置を取らせてもらいましたので、今後もしそ

ういった現場の方、団長さんともそうですけれども、団員の方とも協議しながら、取りあえずこう

いう形で提案させてもらいましたが、変更、改正とかが今後必要なのであれば、検討していきたい

なと思っております。取りあえず先ほど総務課長のほうから説明がありましたとおり、上からの指

示といいますか、制度をしっかりしなさいということで、今回制度を定めたと、定めたといいます

か、改正をしたということです。 

〇４番（石野 治君） はい、分かりました。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

  笹岡議員。 
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          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 今の石野議員の質問に関連することになりそうですけれども、現状は充足数、

定数は40ですね。40名ですね。現状は何名いらっしゃるのですか。 

  それと、結構職員さん、村の。が入っていると思う。分かりませんけれども、確認していません

けれども、消防団員になっているのだろうという憶測です。それで、この職員に対しての処遇とい

うのはどういうことになっているのですか。入っていなければ、いいです。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） 今、現行定数40名で、団員が三十一、二人ぐらいの人数になっていると

思うのです。役場の職員も消防団員に何名かは入っていまして、一応活動に対しては、その対価報

酬は支払っております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私は支払うのは当然だと思っています、二重払いということでなくて。任務

が任務だけに。防災というのは言うまでもなく、無条件なのです。あらゆる障害を乗り越えてやる

と。当然その職務は消防団員であろうとなかろうと、公務に職員が、よそにはそういう部局はある

わけです、消防局とか。そういう専門があるわけですが、こういう小さな自治体では、大島ぐらい

になりますと、結構職員の中で担当がいるでしょう、職員で。消防団員が対応しているのではなく

て、職員が例えば救急だとか、そういうのを大体職員が、町職員が救急車を回すとか、消防自動車

はともかくとして、そういうことになっているのだろうと思いますけれども、大きな市なんかにな

ると、もろ市がやっています。東京都は多摩を含めて、昔は多摩は独自にやっていたと思うのです

けれども、今は多摩も含めて東京本庁で、消防庁でしょう。違いますか。それはどうでもいいか。 

  そういうことを踏まえて、こういうところは消防職員っていないわけで、団員にならざるを得な

いということで、逆に言いますと、企業の社員がいるでしょうけれども、民間の。逆に言うと職員

が消防団員になるということはまれなのではないかという気がしているわけですよ、一方では。市

の職員が消防団員になるというのは。そういうことでお伺いしました。支給されているのであれば、

それはそれで結構だと思います。 

  やはり消防というのは、先ほど言いましたけれども、こういう防災関係ってある程度無条件です

から、だからそういう体制で充足数を充当するという意味では、先ほど村長が確かに言わんとする

ことは分かります。その差をどこで見るかとか、例えば表現はよくない。ずる休みで休むのか、事

情があって休むのか。休んだことに変わりないわけで、団とすれば。理由のいかんを問わぬだろう

と思うのです、２分の１ということになれば。それは大体出てこないという人も実態としてはあろ

うと思うのです。１年間を通じて何があろうと大体出てこないと。訓練にも点検にも研修にも。そ
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れはどこだってあるだろうと思う。 

いいです、分かりました。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了いたします。 

  討論ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 討論もないようですので、これより採決を行います。 

  議案第19号 利島村消防団員の定数、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例を採決い

たします。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第19号 利島村消防団員の定数、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例

は、原案のとおり可決承認されました。 

 

    ◎日程第２１ 議案第２０号 利島村国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程21、議案第20号 利島村国民健康保険条例の一部を改正する

条例を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第20号 利島村国民健康保険条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  令和４年３月７日。東京都利島村長、村山将人。 

  詳細、提案理由につきましては、住民課長のほうから説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 私のほうからご説明申し上げます。 

  提案理由でございますが、健康保険法施行令及び民法の一部改正に伴い、国民健康保険条例の一

部を改正する必要があります。 

内容につきまして、171ページを御覧ください。まず、出産育児一時金です。こちらのほうの国保
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の国民健康保険の加入者が出産されたときに、42万円というその大枠のところは変わらないのです

けれども、今までその内訳の中で出産育児一時金として40万4,000円と、そのほかに以前から問題に

なっていたとかいったところの出産する際に、不幸にもお子様が亡くなられてしまう場合とか、そ

ういったときに、お医者さんが、産婦人科医が提訴されたとか、そういったところがあった場合の

ときの一時問題になったときに、これ制度を、掛金を産科医のほうで医療保険補償制度を創設しま

して、そこが１万6,000円だったのですけれども、改正後は１万2,000円になりまして、その分、出

産育児一時金として40万8,000円といったところで、保険料は保険制度の掛金がお安くなった分は出

産育児一時金にちょっと回しているといったところで、支給枠自体には変更ございませんといった

ところでございまして、あまり実際にそういったところがないのかなというのですけれども、分娩

を取り扱う医療機関がその補償制度に加入していなかった場合なんかにはちょっと影響が出るとこ

ろがあるのですけれども、そこについてはほとんど99.9％の医療機関等が加入していますので、問

題、いや、ごめんなさい。問題ないという言い方はないですけれども、支給額に影響がないといっ

たところでございます。 

あと、結核医療給付金についてのところなのですけれども、ここの対象が今回民法の改正で、成

年の年齢が20歳から18歳に引き下げられるところになりまして、一番分かりやすいところでいきま

すと、173ページのところですか、書いてある20歳以上の被保険者というのが18歳以上というところ

で、成年の部分が変更になるといったところで、ここにつきましても利島村で現在対象となる方は、

ここに20歳から18歳に変更になったからといって、対象になる方はいませんので、特段の影響はな

いといったところでございます。 

以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質問のある議員は挙手願います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） １点だけ伺います。 

  対象者はいないので、本村ではさしたる問題にはならぬ。いずれにしてもならないな。対象者は

いないわけでと思いますが、いないということですから、18歳が年齢が下がった。これは承知のと

おりです。４月からの実施でしたか、これ。本年の。適用は。４月からもいないということでしょ

うから、それはいいのですけれども、これ今さらという感もしないでもないのですけれども、世帯

主が非課税の場合、結核のほうです。これは世帯主が非課税であれば、その世帯のうちの誰が罹患

したというか、患者さんといいますか、なっても、こう読めますよね。世帯主が非課税であれば。 

  そこで、ここの問題でもう一点伺いたいのですけれども、整合的な問題があるような気がするの
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で、世帯主が非課税者であれば、これはもらえるのか。ということと、それから個人が罹患した場

合、世帯主が非課税であろうとなかろうと関係ないと。世帯主でない人が、例えば妻なら妻が非課

税であると、あるいは子供なら子供が非課税であると、親なら親が非課税であるというときは、こ

れはどういうことになるのか。このときは当人が18歳以上ですから、年齢はいいです。年齢のこと

は分かっているから、それに伴う改正でしょうから、18歳に下がっただけの話でしょう、ここでの

改正は。他は変わらないわけでしょう、60歳、70歳、50歳の人は。対象者がいないというような表

現を使われているのですけれども、この改正には確かに関係ないかもしれないですけれども、実際

には18歳以上になっただけのことで、対象者は可能性があるだろうと思うのですよ、50歳、60歳、70歳

あるいは19歳。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 笹岡議員の質問にお答えします。 

  直接の今回の年齢とは関係ないところではございますけれども、こういった住民税非課税の範囲

ですけれども、世帯で住民税非課税世帯ということが条件になります。住民税非課税世帯というこ

とが条件になりますので、人でなく、世帯で見ております、ここに関して言うと。なので、世帯の

中で住民税非課税でない人がいらっしゃったら、当然世帯としては非課税ではなくなってしまいま

すので、世帯、ちょっとご説明させていただくと、結核になった方はその医療費が０円になります

けれども、その場合、村のほうで結核医療給付金受給者証というのを渡しております。その際、お

渡しする方については、住民税非課税世帯の方にお渡ししております。ただ、そういう意味では全

員が非課税というような形になります。 

  だから、ちょっとこんなことを私が言ったらあれですけれども、必要であれば世帯分離なりなん

なり、そんなことここで言ったらあれですけれども…… 

〇３番（笹岡壽一君） 見に来ませんから、いいです。 

〇副村長（田中真里君） そんな形で答えて、同じように精神医療についても受給者証をお渡ししま

すのは、住民税非課税の世帯という形になりますので、ご了承ください。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私が読んだのは、世帯主、世帯とは書いていないのです。世帯主というのは

１人です。２人も３人もいない。だけれども、患者さんは２人も３人も出る可能性があるわけです

ね、家族の中で。伝染病だから。コロナと同じようなもので。それで、世帯主が非課税であると。

そうするとそのほかの人たちが課税者であろうと何であろうと、一方では世帯主が非課税なのだと。

ところが、息子なり、親なり、妻なりが配偶者扶養、扶養といいますか、扶養になるかならぬかは

後として、妻についても税法上、税金でいえば民法上の配偶者ではあるけれども、しかし課税対象
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でないという人と課税対象である妻がいるわけ、配偶者がいるわけだ。これ妻に限らない。夫もそ

うですけれども。妻に収入があれば、なければ控除対象の配偶者、配偶者控除はできるわけです。

ところが、一定の収入があると、あるいは所得があると、それは控除対象の配偶者にはならない、

配偶者であることには間違いないけれども。そういう関係を含めて、今、副村長も、私は世帯主と

いうから、ここに書いてあるのは。主は１人しかいないのです、家族は何人いようと。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） すみません。世帯主が対象になるのは、その方が18歳未満の方を扶養して

いる場合に限ります。言っていることって分かりますか。 

〇３番（笹岡壽一君） はい。 

〇副村長（田中真里君） 今回結核医療給付金だとか、精神通院につきましては、18歳以上の場合は

世帯全員が非課税でなければいけない。ここはよろしいですか。さっき私が話したとおりでござい

ます。その世帯全員が非課税でなければいけないと。一人でもいっぱいお金稼いでいる人がいたら

対象にならなくなってしまうよと。ただ、その世帯主、18歳未満の方を扶養している場合は、その

世帯主しか対象にならないということです。だから、中学生ぐらいで例えば芸能活動をしていて物

すごく稼いでいるとしても、世帯主が非課税であれば、そこはこの結核医療についてはお金かから

ないと。18歳未満の方を扶養している場合だけ世帯主のもので見ると、18歳以上の場合は世帯全員

というところで見るという形になります。分かりますか。例えば年収3,000万稼ぐ芸能人の子供がい

いる方であっても、親御さんが住民税非課税だったら、その世帯はこの制度上は結核になったとき、

精神医療やるときもお金はかかりません。だから、世帯主の考え方が出るのは18歳未満を扶養して

いるときだけです。それ以外については、そこが世帯主と書いてあるところです。下にこう。 

条文のほうを御覧いただいたほうがいいかもしれません。１つおめくりいただいたところで、18歳

未満を扶養しているときは世帯主だけのあれで見ますと、18歳以上の場合は世帯全員が非課税であ

ることが条件ということになります。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） いや、分かりました。それは今、分かりました。 

  そうしますと、どういうことになるのかな。世帯主が扶養はしていない18歳の人、18歳以上は大

体今、成年になったということですから、一般的には扶養している場合、高齢者、親を扶養してい

ると、税法上は扶養親族は幾らでもいますけれども、そうすると18歳、20歳でもいいのですよね、18歳

以上。以上の場合はこれは非課税のときは、非課税者はこれは対象になるのですか、ならないので

すか。以上ですよ。 

〇副村長（田中真里君） 18歳以上であれば、全員の非課税者にならなければならない。 
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〇３番（笹岡壽一君） 以上の人が親族、家族が非課税であるというときは対象になるのですか、な

らないのですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 笹岡議員の質問、例えば世帯主が年収100万円で、住民税非課税としましょ

うか。かつその方が60歳で年収100万で、住民税非課税だったような場合は、世帯全員が住民税非課

税ですので、この対象になります。ただ、世帯主が住民税100万円の非課税だけれども、もう一人は

年収1,000万で、ちゃんと住民税かかっているとなったら、そのかかっている方についてはこの制度

の対象外という形になります。ちょっと利島村でこの結核だとかが出たこともないので、ちょっと

制度上、今回の改正分はほとんど制度、例もないので、もしその万が一そんなことがあれば、東京

都だとか、厚労省ともきちんと相談して対応していきたいなと思っております。 

〇３番（笹岡壽一君） 対象者がいないというのは何かどうでもいいようなことのように聞こえる気

もしますけれども。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） どうも引っかかるのは、その上のほうは18歳以上ですよね、今度。ここには

本人が住民税非課税と書いてあるのです。世帯主とは書いていないです。対象者はいないからどう

でもいいのではないかということになればあれですけれども、どうもちょっと分かりにくいです。

世帯主が非課税であれば、これは18歳未満は分かります。先ほど副村長おっしゃるように、３歳の

子供だって1,000万稼ぐ人もいるでしょう。それは余計なことだけれども、いるでしょうけれども、

それは論を別にして、18歳以上、先ほど言いましたけれども、人で非課税の人、例えば先ほど来申

し上げていますけれども、妻や高齢者の親、この人が結核に罹患したとなって、しかしその人は非

課税だと。これは対象になるのでしょう。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） ごめんなさい。１点ちょっと訂正をさせていただきたいのですけれども、

結核の場合はちょっとそのなった人、被保険者でなった方が非課税だったら、証を交付して村が出

しますと、18歳以上になりますと。結核になった人が18歳未満でしたよと、一例で挙げてしまえば、

もうお子さんが結核になってしまった場合は、世帯主の方が非課税かどうかを見ますよといったと

ころで、結核の場合って、18歳以上の方がなったら、もう必然的に証は交付できるといったところ

で、副村長が言った世帯全員の話になってくるのは、精神のほうは世帯全員の精神、結核、精神と

２本立てなのですよ、この制度上で。結核についての今回話ししているので、結核でいえば結核に

関してはなった方が住民税非課税かどうかというのだけで判定します、18歳以上。18歳未満の人い
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ますよね。18歳未満の人がもし結核になってしまったよといったときは、要は言い方というか、説

明の仕方で簡単に説明してしまうと、親が住民税課税しているか、非課税かというので判定します

よと、そういうことです。18歳以上は本人、18歳未満は親という考え方です、結核についていえば。 

〇３番（笹岡壽一君） さっきの説明、そういう説明言うのは聞こえなかったのだけれども。 

〇住民課長（榎本雅仁君） 結果的にはそういうものなのです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうすると18歳未満は一般的にいえば扶養親族の部類に入るよと、一般的に

ですよ、一般論からすれば。普通は納税の対象者ではない、非課税者が多いと、圧倒的に。今まで

は20歳と、成人まではと、こういう案に、そういう見方があったわけだけれども、もちろん20歳未

満、20歳未満であろうと、３歳前後であろうと、要するに課税対象額ぐらいの所得の収入のある人

は、今、近代では幾らでもいると思うので、近年では。それで、確認しますけれども、そのときに

一方ではその子供が18歳、この年齢はいいのです、もう。ただ年齢だけのことだから、20歳でも18で

もよかったのだけれども、ただ、それは下がっただけでしょう。それはいいとして、18歳未満の子

供、子供というか、人で所得があっても非課税者ではないのだと、所得的に見れば。その人は親が、

世帯主が非課税者であれば、０なのですか、それとも有料になるのですか。それが１つ。 

  今度は逆です。18歳以上の人で、世帯主は非課税者ではないと。しかし、罹患した当人は非課税

だというときは、これはどういう扱いになりますかということです。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  まず、ごめんなさい。そもそもの制度のこの結核の話、今話ししていて、医療費がかかるかかか

らないかみたいな話になるではないですか。その時点で18歳を超えるか超えないかと言ってしまう

と、今、利島村で現行でいくと18歳以下ってもう高校生の医療費助成とか全部無償化してしまって

いるので、そもそもの医療費の話になってしまうと、結核にかかって、もし医療費がかかったとし

ても、ほかの制度で補填できてしまうのですよね、制度上。変な話。生まれてから要は高校生まで

は利島村って医療費無料化うたっていますので、そっちでもカバーできるので、特段その18歳でど

うのこうのという話になってくると、あまり現実性がないのかなというところも逆のこの制度上の

話とはまたちょっと変わってくるのですけれども、医療費の実際にお金を払うのか、払わないのか

というところ、本人負担があるのかないのかという話になってしまうと、そこのところがちょっと

変わってきてしまいますというのがまず１点ありますというところで、あくまでも18歳未満の場合

については、18歳未満のお子さんがもしいた場合には、親が住民税非課税か非課税ではないかとい

うお話ししているのですけれども、親が課税されていようと、どれだけ所得を持っていようと、18歳
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以下のお子さんがかかった場合って、医療費無料なので、そもそもこことの話とはちょっと合って

こないのかなという現実のところがございますといったところでよろしいですか。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 対象者はいないのです、18歳までは。というのは、今、住民課長言ったとお

り、本村ではまだまだそうでない自治体いっぱいありますけれども、こどもの医療費の無料化とい

うのはだんだん進んできました。東京都はまだ18歳になっていないと思うのですけれど、地方自治、

管内の地方自治体、区市町村は結構18歳未満、本村も18歳未満は適用になっています。もう医療費

無料でしょう。この条例があろうとなかろうと、結核であろうと、風邪であろうと。だから、その

点では確かに対象者はないのですよ、本村では。それは分かるのです。ただ、論的なものでなくて、

制度的なものとしてお伺いしているので、それではそれ本村、既にほかのところで、別件で手当て

されているわけだ、18歳未満医療費無料ですから。結核だろうが何であろうが、病名を問わず。 

  それはそれでよしとします。問題なのは、残っているその18歳以上です。ということになると、

これはどういうことになりますか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  18歳以上については、その方が、その罹患された方、かかった方が住民税非課税かどうかという

ところだけで判断させていただきます。病気、結核にかかった方が。 

〇３番（笹岡壽一君） 世帯主関係ないの。 

〇住民課長（榎本雅仁君） 世帯主とは全然関係ないです。 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了いたします。 

  討論を行います。討論ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 討論もないようですので、採決を行いたいと思います。 

  議案第20号 利島村国民健康保険条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第20号 利島村国民健康保険条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決承認さ
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れました。 

 

    ◎日程第２２ 議案第２１号 利島村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程22、議案第21号 利島村国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第21号 利島村国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  令和４年３月７日。東京都利島村長、村山将人。 

  詳細、提案理由に関しましては、住民課長のほうから説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 私のほうからご説明申し上げます。 

  提案理由といたしましては、国民健康保険法施行令の一部改正に伴う改正でございまして、税条

例のほうを改正させていただきたいといったところでございます。 

  内容につきまして、181ページをまず御覧ください。まずですけれども、賦課限度額の変更という

のが１つございまして、国民健康保険税は、医療分、後期高齢の負担金の部分、あとは介護の負担

金の分と、３本立てになっていますけれども、今回については、まず医療分の上限です。どんなに

国民健康保険に加入している方の国民健康保険税の所得で目いっぱい所得かかったとしても、保険

料は医療分ですと、65、今まで63万円だったのを２万円増額して65万円になりますよといったとこ

ろがあります。村の今、保険税率等々を計算していくと、大体課税所得で約2,190万円の方、ほぼほ

ぼ、ほぼほぼというか、全く今そんな国民健康保険の方でいる可能性もありますけれども、なかな

か2,000万円以上の所得を得られる方というのはいないと思うので、今回の改正のところの影響はな

いと。 

あと、後期高齢のほうが現行19万円だったのが、１万円上げさせていただいて、20万円といった

ところ、こちらのほう課税所得が大体村のほうで今いきますと、840万円ですか、以上を超えた方で

すと、今回の改正に影響があって、今まで後期分として保険料が19万円だったところが20万円にな

りますよというようなところになります。 

あともう一点として、未就学児の均等割額の減額がございます。上の図のとおり、国保税につい

ては、村のほうは今２方式、昔４方式だったのですけれども、２方式になっていますけれども、所
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得割と均等割ございまして、所得割というのが、所得に応じて一人一人税が変わりますと、課税額、

納税額かによって違う、に掛ける割合がありまして、それによって変わってくるのですけれども、

均等割というのは、所得に関係なく、もう１人ずつ、１人幾らというふうに決まりがございまして、

そちらのほうが今度未就学児、ゼロ歳から小学校入学前までの均等割１人当たりのお金を５割軽減

しますよといったところが始まりますと、４月から始まりますといったところが、これによって世

帯の中でお子さんがいる部分のところ、未就学児、全員が対象ですので、子育て世帯の経済的な負

担が軽減されることが見込まれます。 

以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質問のある議員は挙手願います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これも２点ぐらい伺いますが、かつてこれに加えて国保関係の国保料といい

ますか、税条例といいますか、国保税の。国保税条例というか、国保料というか、平等割があった

のですけれども、これがちょっと記憶はありませんけれども、何年か前になくなったのでしょうね。

なくなって、この分はどこへ、そのまま平等割の相当額が金額は覚えていませんけれども、加入者

は何人は構わず平等割で幾らと、均等割は先ほど説明がありましたように、頭数によっているわけ

ですけれども、１人であろうが、５人であろうが、平等割というのが一定額、あれ定額だと思った

のですけれども、これはどこへ吸収されたのか。その分だけ減額になっているのか、廃止と同時に。

制度改正と同時に。それが１点お伺いしたいのと。 

  それから、後期高齢者保険ってありますよね、別に。役場から請求書が来ます。これは別会計に

なっているのですね、国保税条例とは。今回改正案、改正がないから出ていないのでしょうけれど

も、それとこの後期高齢者医療を支える財源にするという、これは国保税の、本村は税でしたか。 

          〔「税です」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 税でしたね。税の内訳だろうと思うのです。上が読んでのとおり医療分で、

これが実際にどなたも関わるその医療分の費用だと。それから、若かろうが、年配であろうが、構

わず被保険者は、この２と３は負担しているのだと、支えるのだと、介護を支え、後期高齢の費用

を支えるということで、その３本立てが総じて総体的に国保税と、こうなっていると。これとは別

に、後期高齢、別にあるのです。これとの関係というのはどうなっているのですか。特にこの介護

保険もあるのです。介護保険も別立てであるのです、これ。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 
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〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  まず、ごめんなさい。質問の後ろのほうから先にお答えさせていただきます。今回国保税の中に、

医療分、後期分、介護分とありますよというお話しさせていただいたのですけれども、当然医療分、

医療分というのは、当然その国民健康保険に加入している方の医療費の給付のちょっとごめんなさ

い。具体的な数字までちょっと今出てこないのですけれども、20％だったり、25％だったり、その

分は保険料で賄いましょうという決めがあるのです。そこの部分に充てる保険料、皆さんにご負担

いただく分と、後期分というのは、後期高齢者医療の医療費かかりますよね、皆さん。その部分の

半分は全世代でというか、75歳未満の全年齢で支えましょうという部分で、要は高齢者の方の部分

の医療費の補填もここで皆さんの若い世代からお金を徴収しているといったところでございまして、

先ほど笹岡議員のおっしゃっていた後期高齢者の方の保険料というのは、保険料はまたそれは保険

料で別で、その後期高齢者の部分の自分の医療費の部分の何分の１というか、ごめんなさい。大体

20％ぐらいですか、20％ぐらいを自分たちの世代、その75歳以上の世代で保険料を負担しましょう

といったところで、そこの制度の違いというか、うちの場合ですと、後期高齢者医療特別会計のほ

うがその後期高齢者の部分を担っているというところになっていますので、保険料はそっちのほう

で計算すると。こっちの国保で集めたお金というのは、そのまま直接ではないのですけれども、国

を通して東京都の後期高齢者広域連合のほうに納付されるような形の制度、仕組みになってござい

ます。 

  介護の話ししますと、介護は介護で、40歳以上から64歳までですか、国保に加入している方でい

いますと。その部分も介護保険料、介護保険の65歳から皆さんの世代それぞれ介護保険料徴収して

いますけれども、そこでそのうちの被保険者分といって、23％かな、今24％ぐらいかな、24％部分

を要はそこも40歳から64歳までですか、65歳未満の方たちで負担してくださいといったことで、そ

こをさらにここの部分で徴収しているというような制度設計になっていまして、そこの部分を国民

健康保険税として徴収しているというような制度になってございまして、あともう一点は何でした

っけ。 

          〔「平等割がどうなっているか」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） ああ、そう、そう、そう。ごめんなさい。ごめんなさい。 

  平成30年のときですか。改正多分させていただいて、ちょっとごめんなさい。私もそこの…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） その部分、どこに行ってしまったかというと、そのときの制度がそもそ

もが村がやっていた国民健康保険のそのものの保険者が東京都になった。一元化されたというとこ

ろがございまして、その間のときに利島村のほうも後期高齢者とか、そういったところも一般的に

２方式と言われている所得割と均等割だけにしますよといったところで、その前まで平等割ですと

か、あと資産割ですか、固定資産税の何％とかというのになったのですけれども、そこについては、
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今の平等割については均等割のほうに大体計算を合わせてきたみたいな、吸収してしまったみたい

な、イメージ的に。所得割と均等割を半々にしなさいみたいなルールが大体あるのです。だから、

利島村の国民健康保険税が1,000万もし徴収する医療分として、医療分ではなくてもいいのだ。徴収

するとすると、所得割で大体500万になるようにしなさいとか、均等割で500万になるようにしなさ

いと。あとはその被保険者の方の所得の状況ですとか、人数によって、そこをうまく案分していく

ような、計算していくようなことで、制度設計というかをやっているので、純粋にこれがこっちに

行ったよとか、その平等割だった分を均等割に全部きれいに課税できたかというと、なかなかそこ

はちょっとそこまでは言えないのですけれども、そのときに東京都のほうから標準保険料額、保険

税額というのが示されて、それに合わせたような形で村のほうも制度設計していて、改正させてい

ただいたというところございますので、一概に、ごめんなさい。詳しい数字は後で調べてもし必要

でしたらご提示させていただきたいと思いますけれども、現時点ではこの程度で説明させていただ

きます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 前段の説明は分かりました。後段のこの平等と資産、本村はありまして、な

いところもあったのですね、資産なんかについては。必ずその全部ではなくて。ただ、法的にはあ

りました。それを真面目に守ってきたというか、その自治体でやっていたわけですけれども、それ

が私は記憶はない。だから、聞いたのですけれども、いつからなくなったのかという記憶はなかっ

たのですけれども、その時期はともかくとして、今言ったそれを中止をされて、均等割はこれは一

定ですから、率を変えなければ、金額を変えなければ、均等割というのは率ではないでしょう。定

額ですよね、いずれにしても。何円にすると。それから、所得割については、上げる、下げるは率

でないと上げられないと。あとは収入が増えた人から同じ５％でも500万の人からもらうのと、100万

円の人からもらうのでは、金額的には違うのはこれは当然分かりますけれども、そこらの変動はあ

ったのですか。 

それで、私が分からないのは、例えば分かりません。平等割が仮に１万5,000円でしたと、当時。

何は構わず。それで資産割で平均で総額で100でもいいのですけれども、資産割が5,000円で、２万

円でしたと、仮に。そうしますと、この２万円の分はどこへどう吸収されたのか、あるいはもうそ

れはなくなってしまったから、徴収できなかったのか。その分をどこかに均等と、それから所得に

振り当てて、今そういう話ですよね。均等割と所得割に振り当てて、その分については課税してい

るはずなのだという意味に聞きました。ということは、平等割、形はなくなったのだけれども、中

身は変わらないということなのか、どうですか。さっきの話だと、何か変わらないのだと。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 
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〇住民課長（榎本雅仁君） 変わらないって、ごめんなさい。純粋に変わらないかどうかといいます

と、要は国民健康保険税も利島は結構一番安いというか、低額、ある意味低額なところになってい

てあれなのですけれども、ほかの他の自治体とかといいますと、給付費と一般に皆さん使われてい

る医療費の３割が自己負担、大体の方３割で、７割分をどうやってお金を集めてこようかという話

で、そのうちの７割の部分の何％かを保険料とか保険税として集めなさいという話なので、実際に

あまり利島とかだと保険料のアップダウンというのがほとんどなくていっているのですけれども、

ほかの多分自治体とか行くと、もう３年に１度ぐらい改正、それこそ介護保険と一緒で、給付費が

これだけかかってしまうから、保険料上げなければいけないよねとか、医療給付費、医療費がかか

らなかったから下げてもいいよねとかというような変動があるのです。だから、一概にそのときと

今の医療費がどれだけ違うかというのにもよって、その本来でいけば、どこまで保険税を集めなけ

ればいけないのかというのが変わってくるので、一概にそこのその改正したときに、ではどうだっ

たのかというので、吸収されたのかどうかというと、実際には全部吸収していないような、変な話、

平等割の部分をほぼほぼなくしてしまったとは言わないですけれども、平等割の部分はどれだけ変

わっているかというと、そんなになくなったみたいな捉え方でもいいのかなと、ある意味。平等割

です。１世帯に幾らで１万円もらっていた。均等割でちょっとごめんなさい。正確な数字、後でち

ょっと調べさせていただきますけれども、１万2,000円だったよとかといった場合のときに、ほぼほ

ぼ、２方式というので均等割だけにしたときに、均等割が１万ちょっと、数千円上がったけれども、

平等割が０になったので、単身の方たちからすれば保険税としては安くなっているでしょうけれど

も、ご家族が何人もいると、お子さんが何人もいるようなところは逆にちょっと上がった可能性も

あるというようなところです。 

なので、あまり多分その当時、ちょっと私も全然あれしていなかったですけれども、利島の中で

前年度の比較でしかやっていないのですけれども、前年度の中で保険料が大幅に増えるという方は

いませんでしたという多分、保険税が。保険税が大幅に増えるという方はいなかったというような

記憶していますので、さらに今回ですと、今回これを落としていただくと、お子さんの未就学児の

分は完全に半分になりますので、その部分について今まで均等割で、大人だろうと子供だろうと１

万2,000円ですか、今、１万1,000円ぐらいかかっていたのが、未就学児だと5,000円になるといった

ところで負担軽減が図れるといったところなので、そうですね。ご質問の中でいくと、全部が全部

というのをどっちにいったのかというのは、ちょっとごめんなさい。実際に計算してみないと分か

らないというところてす。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ざっくり言って分かりやすく言いますと、こういうことなのです。被保険者

が去年までは平等割、資産割、所得割、それから均等割、家族も増えませんと、同じですと。収入
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も一定だと、それから資産価値も一定だとした場合、去年払った算定基準が、村からいただいた、

村だか東京都かは別にして、広域連合がどうか、それは別にして、それは今年は例えば利島村役場、

村に被保険者が保険料を20万円払ったと。去年は20万円払ったと。ところが、そのうちの資産割が

5,000円入っていて、平等割が１万5,000円あったのだと、それで20万円だと。所得と均等の条件は

人数は変わりませんと。そうしたらば、その２つの平等と資産がなくなってしまったのだから、２

万円下がっていいわけですよね、単純な理屈的というか、計算からすると。去年20万円払ったもの

が今年は18万円になっていていいはずなのです。なくなってしまったのだから、徴収根拠はなくな

ったのだから。 

ところが、それは実態どうなっていますかと聞いたのです、分かりやすく言えば。そうすると、

いや、去年と変わらないよと、中身を見てみたら、少し違ってはいたと。違っていたのだけれども、

分かったことは平等と資産がなくなったと、これだけは分かったのだけれども、金額は変わらなか

ったというと、どこ行ってしまったのだと、これは。いう意味で聞いてきたのです。どこへ、広域

へ行こうが、村がやろうが、被保険者にしては同じなのです。徴収権者が例えばあれ徴収権者は村

なのでしょう、やっぱり徴収権者は。広域連合の資産といいますか、指示といいますか、指定とい

いますか、そこで大体決めてきて、村は徴収分納は村がやるのでしょう、村会計が。広域連合へい

きなり納めるわけでも何でもないでしょう。それはどっちでもいいのですけれども。 

〇議長（寺田 優君） それについては、５年ぐらい前だったか。 

          〔「30年だね。平成30年」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） そこら辺は改正したときのを見れば早いのではないですか。出ているのかも。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） こういう視点では分かりませんか。もちろん平成30年前から、その翌年の平

成29年前と平成30年前とどう違うかといったら、これはそれ調べなければ分からぬのは分かります。

ただ、分かっているのは、先ほど来言っているように、資産と平等はなくなったと。これはどこ行

ったのですかということ。聞いていませんか。先ほど所得と均等に振り当てていると言うから、そ

の率は変わっていますかと聞いているのです。均等は率を変えなければ増えるようにいかないので

す。頭数が増えない、変動しない限り。所得も同じような所得だったら、率を上げなければ、課税

率を上げなければ増えるわけがないと。増えるようにいかないです。所得が増えたのなら別ですよ、

これ。一定率でも。 

〇議長（寺田 優君） どうしようかね。前の話なのでちょっと休憩しようか。10分ぐらい、時間が

時間なので、休憩しますので、その間にその四、五年前の調べられたら調べてください。 

  では、休憩します。10分間。 

          （休憩 午前１０時５２分） 
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          （再開 午前１１時０２分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

  榎本住民課長、答弁お願いいたします。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  平成30年度、国民健康保険税の税率の改正がありまして、そのときに今回医療分だけでちょっと

お話しさせていただくと、それまで所得割なのですけれども、４％あったものが…… 

〇３番（笹岡壽一君） ちょっと待ってくださいね。 

〇住民課長（榎本雅仁君） 後で紙を渡しますので。 

〇３番（笹岡壽一君） ああ、そうですか。 

〇住民課長（榎本雅仁君） ４％だったものが2.81％と、均等割額が１万3,000円だったのが、１万

6,000円、3,000円ちょっとアップされている。資産割は35％あったものを０と、平等割なのですけ

れども、１万2,000円だったものが０になったということで、４人家族の場合でいけば、ごめんなさ

い。平等割が3,000円アップしているので、４人家族以下…… 

〇３番（笹岡壽一君） 平等割が違うのだよ。 

〇住民課長（榎本雅仁君） そう、そう。だから均等割が１人当たり3,000円アップしているので、平

等割、４人家族だったらとんとんと。４人よりも少ない、３人家族だったら得したなと。お得感で

いきますと。前年度の所得割がこの４％だったものが2.81％になっていて、資産割自体も35％だっ

たのが０％になっているので、ほぼほぼ国民健康保険税が安くなりましたよといったところでござ

います。 

〇３番（笹岡壽一君） はい、分かりました。 

〇議長（寺田 優君） ほかにありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） なければ、質疑を終了いたします。 

  討論ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 討論もないようですので、採決を行います。 

  議案第21号 利島村国民健康保険税条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第21号 利島村国民健康保険税条例の一部を改正する条例は原案どおり可決承認さ
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れました。 

 

    ◎日程第２３ 議案第２２号 利島村住宅建設基金条例を廃止する条例 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程23、議案第22号 利島村住宅建設基金条例を廃止する条例を

議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第22号 利島村住宅建設基金条例を廃止する条例。 

  上記議案を提出する。 

  令和４年３月７日。提出者、東京都利島村長、村山将人。 

  提案理由、利島村が所有していた株式会社ＴＯＳＨＩＭＡの株式を同社に売却した代金を原資と

する基金について、令和４年度当初予算において住宅建設のため全額を繰り出し、基金の設置目的

を達成したため、本基金を廃止する。 

  次のページなのですが、廃止する条例ということですが、最後の附則の部分、本条例は、令和５

年３月31日から施行するということで、この後審議していただきます令和４年度予算内にこの基金

からの繰り出しを入れまして、それだけではないのですが、それを基に所信の中で述べました新た

な住宅を建設するための資金に充てたいということで、予算内の操作の関係上、令和４年度いっぱ

いは一応基金としては残しておき、令和４年度末をもって廃止するといったことでございます。 

  よろしくお願いいたします。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明を終わります。 

  質疑を行います。 

  質問のある議員は挙手願います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） １点だけ伺います。 

  この基金を設置した経過と状況については、承知しています。それ以前にこの建設資金の住宅建

設の基金積みというのはなかったですか。財調の中に繰り込む以前、なかったですか。 

          〔「ないでしょう」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いや、いや、何か幾つかの基金を財調の中に統括してしまいましたよね、結

果的に。解体して。何年か前に３つだか、４つだかの基金を。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 
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          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） では、お答えさせていただきます。 

  住宅建設基金条例自身を整備したのは去年、ふるさとは公共施設整備とか、その基金とかが全然

できた後の話でございまして、この基金自体ができたのは。それに関して全く言い方があれですけ

れども、直接基金としてこういったのを積んでいるのはないという意味でよろしいですか。 

          〔「それ以前の基金の中にもこういう住宅建設用の基金はなかったと」 

と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） その部分としてはなかったです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これ記憶の問題で、なくしてしまっているから、そう昔ではないですよね。

３年ぐらいたつ。今、副村長、知っていますか。 

〇副村長（田中真里君） いや、私一切存じ上げておりません。 

〇３番（笹岡壽一君） そうですよね。 

〇副村長（田中真里君） 私が副村長の前で。 

〇３番（笹岡壽一君） そうだよね。村長は知っているのだよね。 

〇村長（村山将人君） はい、知っています。 

〇３番（笹岡壽一君） 監査委員か何かやっていたでしょう。 

〇村長（村山将人君） はい。 

〇３番（笹岡壽一君） その当時に廃止した本数、基金条例を廃止したのは何本だか、記憶、私はた

しか３本か４本あったような気がするのです。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） その中にはなかったですかと聞いているのです。同じ趣旨の、この経過は分

かっています。今の廃止しようという、これは分かっています、これ自体は。それ以前になかった

かと聞いているのです。一般的に住宅を造るために、村営住宅だか、職員住宅を建てるというのは、

だから別枠だったかもしれないです。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） もう記憶を再生しながらのお答えになります。すみません。基金面

がたしか公共施設整備と、ふるさとと、もう一本の名前がちょっと出て来ないですけれども、その

いわゆる住宅のためにという、ために積んでいる基金はもう当時からなかったです。住宅を建てる

目的として使える基金としては、その公共施設整備基金としては確かにそれはあったと思いますが、

そのためだけに積んでいたというわけではない。よろしいですか。 
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〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私はこのうろ覚えで、あったような気がするのです。それは職員住宅、公共

施設だか、庁舎建設だか、公共だか分かりませんけれども、皆さんも記憶が薄れるのは、私自身だ

って分からないので、何となくあったような気がしたので、それでそのときにヒント的にそういう

条例、この間廃止したばかり、この間というか、廃止したのだけれども、住宅建設基金条例という

のが出てきたので、これはある意味特殊な目的だったですよね。これを見ると条例の名称からする

と一般的ですよね、これ。置いておいてもいいのではないかと言いたいのです、逆に。確かに経過

と目的は知っています。だけれども、確かにその当時はそのための条例だったのは承知しています。

だけれども、ここに出てきている住宅基金条例というのであれば、将来も積むことがあるでしょう

と、何ら廃止する必要はないのではないかというのが私の言いたいところなのです。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） まず、先ほど上野課長のほうから述べられた廃止した基金条例に関しまして

は、共通事務用品等調達基金条例、それからふるさと振興基金、公共施設整備基金、福祉振興基金、

これらが廃止されております。 

〇３番（笹岡壽一君） ４本。 

〇村長（村山将人君） そうですね。ちょっと時差はありますけれども、廃止されております。その

中で一応当時の財政事情の関係で、財政調整基金の中に統合されたという経過があります。 

後の話で、住宅基金条例残しておいたほうがいいのではないかということで、確かに幹部会の中

でもそういう話題になりました。ただ、一応この基金設置、設立のときに（株）ＴＯＳＨＩＭＡの

売却した代金をその基金積みのときに充てるということがありましたので、その部分を変えたりと

か何とかしようかという議論にもなりましたが、幹部会の中では、そのときに必要であれば、新た

にまた基金を設置する条例をつくればいいではないかと、取りあえず今回はその（株）ＴＯＳＨＩ

ＭＡの原資を基に住宅を建てるという意味合いも持って、達成されたと、達成されるというか、達

成するのですが、そのために廃止でもいいのではないかということの結論で、今回こういうふうな

措置といいますか、上程させてもらったということです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 検討して、そういう検討の結果ということだから、それもとは思います。そ

れなりに分からぬではないです。ただ、これは予算措置すればいいわけですよね。全部やっている

でしょう、財調から何でも。それで、この間の何とかという基金設置条例、昨日かおとといやった。 

          〔「婚活の」と言う人あり〕 
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〇３番（笹岡壽一君） ああ、そう。婚活。それもそうなのですけれども、どうせ歳出行為取るわけ

です。歳出予算、歳入計上したけれども。どうせ使うときには歳出するわけだ。それで、そのこと

を今、村長が明確に言っているわけですよ、自分で。予算にも残すしかないのでしょう、５月まで。

予算に繰り込んでいなければ。今のところここの基金条例に積んであるわけでしょう、現在。そし

て、これを崩すのは、予算計上して成立を待って、それで４月１日以降の歳出行為になると、現実

的には。予算が決まったって、即歳出できないでしょうから、そういう流れですよね。だとすれば

条例は置いておいて、予算にはどうせそれは０になるのでしょうから、全額歳入しているのでしょ

うから、恐らく。それだけのことではないですか。そうしてどこへ幾ら使うか知りませんけれども、

そのまま歳出行為で歳出したらいいのではないですか。言わんとするのは分かりますね。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） はい。先ほどと同じで、特定目的基金として（株）ＴＯＳＨＩＭＡの株式売

却代金を原資にということだったので、その目的が達成されるということで廃止というふうな措置

をしたということであって、もう一つ、（株）ＴＯＳＨＩＭＡに対しても、ある種自分の株式、その

売買代金をどういうふうに使うのだということで、明確に住宅建設に使いますという意味合いもあ

って、その目的が達成されたので、廃止しますという意味合いも私の中で含んでいるというもので

あって、今後住宅とか、建設がさらに必要になったときには、改めてここで上程させてもらって、

ご審議いただくことになるかもしれませんが、今回この名称が（株）ＴＯＳＨＩＭＡの何たら株式

売却による住宅建設基金となっているわけではないのですが、設立のときにそういったことをうた

っていたもので、廃止と、達成されたので廃止ということを上程させてもらったというまででござ

います。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私はどっちかというと、一般論的なことを言っているのです、一般論的なこ

とを。これは特殊です、そういう点からすると。この１本、それだけですから。今言うように、そ

の目的でこの間設置して、その目的が果たせるから廃止するのだという、それだけのことです。私

が言いたいのは、どうして建設基金条例を設置したのだから、目的はともかく、建てるのが目的だ

か、あっちを建てる目的だかはともかくとして、そのまま置いておいて、今日は造り、明日は壊し

ということではなくて、何ら差し支えない。目的、言わんとする、村長の言うこと分かりますよ。

事情はそうでしょうと、そのことはもう十分理解しています。その上での発言です。 

というのは、廃止してしまったら、建設条例を。今度建設には、そのときにつくればいいではな

いかと、それは確かに言えないことはないです。今日廃止したけれども、明日つくったっていいと

と思うのです。できないことではないと思う。だけれども、あまり人聞きのいいことではないです
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よね。つくったり、壊したり、つくったり、壊したりというのは。だって、要らなくなったという

説明がつかないのですよ、将来にわたって。いや、あのときはこういうことでつくった基金なのだ

ということが別名でも起こしているのなら別です、別件で。ところが、住宅建設、また建設条例を

つくるのですかと、設置条例をやるのですかと、何でこの間壊して、またやるのだというような、

あくまでも私、村長の答弁は失礼ですけれども、特殊だと。それは特殊な状況下については百も知

っていますと。私のは一般論ですという意味でお伺いしているのですけれども、経過は２回も３回

も聞いたって、同じ分かっていることを聞いてもしようがないので。 

〇議長（寺田 優君） そのまま、では次へ。 

〇３番（笹岡壽一君） いや、それで再確認の意味で、そのままでいいやということであればそのま

までいいです。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 今回、この後ご審議いただく当初予算の中で単身用の住宅建設に向けた予算

を編成し、ご審議いただきます。当然先ほどの住宅建設基金を投入して建設する予定ですが、それ

によって私の中では都内の住宅事情が大きく変わるというふうに考えております。なので、今の逼

迫状況は変わってくるので、当面は大きな建設、それぞれ社宅とか、そういったことはもちろん検

討していただきたいところですが、職員住宅、その他の建設は修繕をメインに考えていきたいなと

いう中で、住宅建設は当面は問題としては優先順位は下がってくるのかなというふうに考えており

ます。なので、今後そういうことが必要になった際には、当然先ほどと繰り返しになりますが、新

たに基金の設置を必要になってくるのか、もしくは補助金が必要になってくるのか、そういったと

きの財政状況にもよりますが、現時点では繰り返しになりますが、廃止が妥当かなということで述

べさせてもらったまででございます。 

〇３番（笹岡壽一君） 委員長、これで最後です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私が一般論、一般論と言っているのは、基金の特質として、その器があれば、

容器ができていれば、器がそれこそできていれば、毎年毎年微々たるといいますか、一定の額で貯

金、積立てができるのです。なければできないですね、これ。金がよしんば余った、余ったという

のは、こういう脆弱な自治体で金が余るということはないでしょうけれども、余ったときを見て、

年々何万円だか、何十万だか知りませんけれども、どんどん、どんどん入れていくことができると。

ぼんと金が余る。例えば住宅を将来、今、計画はないというお話ですけれども、今は。だけれども、

５年、10年先に、６年先でもいいですけれども、そのために全ての基金というのは、そこに意味が

あるわけです。単年度予算でこれは起債を起こしたり、そういうことは可能です、事業をやるのに
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ついて、もちろん。だけれども、あるとき住宅をそれでは２年後に建てましょうと言ったときに、

そういう準備資金として、基金というのはそこにこそあるわけで、ある意味では。そういう意味で

申し上げているのですけれども、ただ、それはそれではもう分かっていますので、繰り返すことは

ない。ただ、私が申し上げているのは、そういう意味合いを含んでいますと、事前に準備するとい

う意味からしても、置いておいたほうがいいのではないかということです。 

  以上です。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了いたします。 

  討論ございますか。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ただいま大体あらかじめ申し上げたわけですけれども、そういう意味からし

て他意はありませんけれども、本来置いておくべきだということで、この廃止することについては

反対します、私は。置いておくべきなのだと、これ。そういう意味で反対をします。 

〇議長（寺田 優君） ほかに討論ございますか。 

  石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 今はもう村長がこれから造る住宅で、多分住宅の逼迫はないのではないかと

いうことだったのですけれども、そのための多分住宅基金だと思うので、（株）ＴＯＳＨＩＭＡの株

を売ったお金でやるということで、私はこれちょっとあれなのですけれども、（株）ＴＯＳＨＩＭＡ

のこれからになるのですけれども、住宅資金にするというやつで300万ぐらい入れてあるのですけれ

ども、住宅が逼迫しないのだったら、（株）ＴＯＳＨＩＭＡに300万も要らないので、これ今と違う

ので、そういうことなので、私はこの案には反対します。 

〇議長（寺田 優君） ほかに討論ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、討論を終了いたします。 

それでは、採決を行います。 

議案第22号 利島村住宅建設基金条例を廃止する条例を採決いたします。 

反対の議員の挙手を願います。 

          〔反対者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 賛成の議員の挙手を願います。 
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          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） ２対２ですので、私、議長の判断によるというところで、廃止する条例を可

決したいと思います。 

  よって、議案第22号 利島村住宅建設基金条例を廃止する条例は可決ということで、条例をその

まま廃止することにいたします。 

 

    ◎日程第２４ 議案第２３号 利島村勤労福祉会館設置条例の一部を改正する条 

例 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程24、議案第23号 利島村勤労福祉会館設置条例の一部を改正

する条例を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第23号 利島村勤労福祉会館設置条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  令和４年３月７日。提出者、東京都利島村長、村山将人。 

  提案理由、詳細につきましては、産業観光課長のほうより説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産業観光課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） では、私のほうからご説明申し上げます。 

  提案理由でございますが、職員体制の充実に伴い、勤労福祉会館の休館日、現在火曜日と水曜日

となっているところ、月曜日休館、従前ですか、３年前ですか、に戻させていただいて、祝祭日の

場合は月曜日は開館して、火曜日休みというようなことに改めさせていただいて、村民や観光客へ

のサービスの充実を図っていくといったところと、利用者の利用等々を踏まえて、現在開館時間を

朝10時からを朝９時に早めて、正午から午後１時までの間も今、休憩というか、休館しているので

すけれども、そこを開ける一方で、あまり利用者のいない午後７時までの開館を６時に改めるとい

ったところでございます。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明は終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質問のある議員は挙手をお願いします。 

  笹岡議員。 
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          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは私の推測ですけれども、専ら職員の勤務体制の事情による措置という

具合に認識しているのですけれども、今のお話もそれと受け止められるような説明だったように受

け止めていますけれども、そういうことですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 笹岡議員の質問にお答えします。 

  昨年の９月議会で産業観光課を設置する際に、村民へのサービス自体ももともとお約束したとこ

ろだったので、このタイミングでこれを実現したいとありました。あと、おっしゃるとおり、やは

り火、水お休みだと、職員がなかなか東京都だとかとなかなか連絡が取りづらいようなこともあっ

たりしましたので、そういったところも今回のほうで是正できるかなということで考えたり、その

２つの観点。ただ何より、第一義はやっぱり村民の皆様へのサービスの充実が一番大きいところで

ございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 確かに副村長、今、答弁のように、この指摘といいますか、要望といいます

か、したのは、私９月でしたか、月日は忘れましたけれども、しています。その限りでは、本人が

私自身とすれば、そういう質問、要望をしていることからすれば、それで結構なわけで、ありがた

いと言えばありがたいわけです。 

  ただ、お伺いしたのは、そうはいっても、そうはいっても夜間はないわけですね、夜間。従来は

いつから閉館になったか、ちょっと記憶もありませんけれども、以前は９時までか開館していたの

です。それが職員体制というようなことがあって、もちろん夜間毎日毎日のごとしに、あそこの集

会所や、あそこの施設を利用すると。卓球やるなり、何やるなりということはないだろう。これは

分かります。私らも利用しているので、ほとんど毎日毎日誰かが利用しているということならまた

別なのでしょうけれども、それのないことも承知はしています。ただ、やらないのだよと、閉館す

るのだよという、この間、時間。何時、６時ですか。 

          〔「６時です」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ６時から。ということだと夜間の利用はほとんとできない。そうすると夜間

に集まる場所がない。そこの交流会館があるではないかということは言いたい。言いたいというか、

あるのでしょうけれども、あそことここの勤労福祉会館の利用度というのは、こちらが開いていた

らあそこは行きませんよ、ほとんど。ただし、交流会館だって年に何日あそこを夜開けるか知りま

せんけれども、そういう意味では利用度からすると、住民の側からでも、交流会館だってその何か

のイベントがあったりするときは別でしょうけれども、普通はあそこにちょっと集まって何かしよ
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うと。例えばいろんな固有名詞挙げては恐縮ですけれども、何とかの会なんてあるのです。織物の

カラムシか、そういうのなんか今、昼間やったりしていますけれども、それで学校の先生方も何か

参加されているようですけれども、そうなると夜やってくれれば、結構参加しやすいと思うのだけ

れども、昼日中というのはなかなかできない。そこらの一工夫を何とかならぬかということは要は

お願いしたいわけですけれども、あそこはあまりにも鍵を借りにこなければいけないと、そういう

ことで一般の人たちはなかなか役場に鍵を借りにきて、あの会館を開けて集会を、集会というか、

何かをすると。 

例えば私、個人的なことを言って恐縮なのですけれども、将棋やろうか、碁をやろうかと言って、

交流会館の鍵借りてきて、夜やりましょうかということはちょっとできにくいです。これは全く私

的といえば私的なのでしょうけれども、囲碁、将棋というのは私だけでできるわけではないので。

そういうことを踏まえての話なのです、実は。昼間は囲碁、将棋、今まではしようがないから昼間

やっていました。夜はできない。その前は夜もやっていた。そういう点で、囲碁、将棋ばかりでは

ないのですけれども、皆さんがご利用する上で、夜間の例えばここで住民の要望に基づいて、10時

からだったのを９時にしたという、あるいは昼はどうするというのは、そういう振り替わりは分か

りますけれども、これは利用する側の立場としては、一人一人事情が違うのでしょうけれども、９

時から利用したい人あるいは昼休み利用したい人あるいは夜間に利用したい人、それを全部応える

というのはもちろん厳しいかなというのも分かります、それに全部ことことく対応するというのは。

ただ、何とか夜間が利用できるようなすべはないですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 当然ご要望にはお応えできる限りお応えしていきたいなという思いもありま

す。一方で、先ほどの説明でも述べられたように、働き方というところで非常に現在職員の負荷、

人員不足もそうですが、会計年度任用職員等にも協力してもらって運営している状況の中で、さら

に勤労福祉会館の補助金が年々減らされてくるという状況もありまして、先々を見据えた上で、一

番、全く利用していないというわけではないのですけれども、やはりその時間帯によっては数名も

しくは０とかという状況の中から、その方を無視するわけではないのですが、一応ご容赦いただき

たいなという措置の一つであって、それでもいや、夜やってくれという要望がもし多くなって、声

が大きくなってくるのであれば、今後それは検討していきたいなというふうには思いますが、今の

ところ現在の状況、財政状況も踏まえてこういった措置をさせていただきたいなというところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 要望はあると思うのです。ただ、それが村に届くかどうかとは別です。いろ

いろ要望があるというのはあるのだろうと思うけれども、人がいません。費用も大変ですというよ
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うなことが前面に出てこざるを得ないわけで、一番は財政ですか、もちろん財政はあるけれども、

人がいないということも一つの理由になると思いますけれども、要望はあるのだと。ただ、それが

村に届かないだけのことだと私は思っているのです。 

  それでは、過去のデータで、９時まで開けていましたと、過去に。そのときに利用率はどのくら

いあったかと言われると、これはまた私も困る。そのときを見て、ほとんど夜間は利用していない

のだと、開けていたけれども。それは私も困る。といって、そういうことを言うのであればという

ことになって、口を返すようなのですけれども、昼間それではどのくらい利用しているかと、昼間

は。例えば９時から10時でも、１時から６時まででもいいです。ほとんど毎日のように住民さんが

行って利用しているかと、これは村人誰でも知っているとおり、そんなには行っていないです。で

は閉鎖してもどうかということを言っているわけではないのです。私が言いたいのは、簡単に言え

ば、簡単に言い過ぎると誤解を招きやすいかもしれぬけれども、どう利用しやすいように施設を開

放しよう、開放というか、利用できるようにしようかと、するかという立場から聞いている、聞い

ているというか、お願いをしているわけです。それで、工夫とすれば、電話一本かければ、しょっ

ちゅうあることではないので、電話一本、言葉は悪いかもしれません。電話すれば、今日、今晩６

時なら６時から９時までお願いしたいのだがと言えば、開放はそのときはもちろん勤福は職員が張

りつかなければいかぬと。あそこの交流会館は職員来ませんよね、鍵を貸すだけで。勤福の鍵を借

りるといったら、今、事務所もありますし、だからそこを鍵を開けて自由に入って出てくると、こ

れは利用するほうだって気を遣います。そんな勤福に借りに行って、勝手に出てくるというわけに

いかぬと思うのだ。あそこは何もないから、どうぞご利用くださいと、あの交流会館は。その辺で

今日、明日とは言いませんけれども、この条例を審議する中で、将来、将来というか、その先のい

つだか分からないような将来ではなくて、含みで対応はできませんか。対応する考えはありません

か。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 現在の勤労福祉会館は、その運営補助が下がってくると、補助率が下がって

くるという運営を何とか維持していく手段の一つとして、産業観光課の事務所をあちらに設置し、

人員の補填というか、カバーもしつつ、業務を回しながらという応急的な措置、本来ではないかも

しれないけれども、そういう対応を取っている状況です。その中で、全くその排除はしませんが、

今後仮に例えば昨日、先日か、私の所信の中で述べていたようなワーケーションですとか、そうい

った委託なりなんなり、向こうを運営を任せられる業態、委託先が現れたりとか。いろんなことが

起きるかもしれないので、そういったときにはそういうことも対応できるだろうし、お願いもでき

るかもしれませんが、現在の職員の中のやりくり、ほかの会計年度任用職員も含めてなのですが、

なかなかちょっと厳しいなというところが現状でありまして、これは職員の数を増やしたからどう
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のというものでもなくて、働き方として、やはり５時以降残業とかになってしまったりとかいう問

題もありますので、そういった働き方の部分においてもなかなか難しいとは思いますが、全くその

可能性を排除しないで検討はしていきたいなというふうには考えております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 今、会計年度だか、臨時だか分かりませんけれども、身分が。あそこに勤福

に勤務されている職員、職員というか、人は何名ですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 現在２名です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） その２名のローテーションで、時間をずらすというわけにはいかないですか。

例えば午前中は１名ですと、一番忙しいのは何時から何時まで忙しいのか分かりませんけれども、

午後は２名いるけれども、あるいは交代でやって、ローテーションを組んで。そういうことは考え

られませんか。要するに残業はやらないけれども、例えば今日はこの人は何時から９時までいると、

この人は何時から何時までいると。そうするともちろんダブるところはあるわけ、２人いるところ

があるわけですね。そういうことは考えられませんか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） まだ具体的にその職員の方と、そういった打合せ、折衝をしたことはありま

せんが、現状の中ではヘリポートの業務、それから夏になるとプールの監視員とか、そういったと

ころで、その方たちを中心に運営、回していくという状況でありまして、会計年度任用職員の上限

の時間数もある関係で、後ろに回すといいますか、残業ではないですけれども、夜の時間まで回す

というところまで至っていないというのが現状ではないかなと、ここはどうでしょうかというヒア

リングなりはしたことはまだ申し訳ですけれども、ありませんが、一応そういう状況ではないかな

と私の中では認識しております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） もちろん職員のあれは無視する、軽視するということはさらさらありません

けれども、ぜひそういう住民のための施設でしょうから、直接的なそういうところでしょう。今い

るヒアリングするのか、ミーティングするのか分かりませんけれども、職員とも検討をしていただ

いて、そういう住民の例えば何日と何日は開いているよというのか、そういうことでもいいと思う
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のです。あるいは頼まれれば開けるよと、そのローテーション組むよと。それはいつどうなるか分

からないから、訳分からないで、職員だって予定していなかったけれども、今晩開けているので、

だから勤めると、これも酷だと思いますし、だから例えば週に何日と何日は夜開いていますよとい

うようなことでもいいと思うのです、何曜日と何曜日は。そういうこともいろんな多面的なことを

含めていただいて、働くのは職員ですから、そういう意味ではぜひ村長言うように、所管職員と話

し合うというか、してもらいたいと思うのです。そのようにして、本人すると言っていますから、

ぜひお願いいたします。 

  終わります。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了いたします。 

  討論を行います。討論ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 討論もないようですので、採決を行います。 

  議案第23号 利島村勤労福祉会館設置条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第23号 利島村勤労福祉会館設置条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決承

認されました。 

 

    ◎日程第２５ 議案第２４号 令和３年度東京都利島村一般会計補正予算（第７ 

号） 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程25、議案第24号 令和３年度東京都利島村一般会計補正予算

（第７号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第24号 令和３年度東京都利島村一般会計補正予算（第７号）。 

  令和３年度東京都利島村一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

  詳細説明に関しましては、各担当課長より説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 
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          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） 議案第24号 令和３年度東京都利島村一般会計補正予算（第７号）は、

次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,556万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を15億

3,296万4,000円とするでございます。 

  それから、内容につきましては、223ページをお開きください。今回の補正予算は、主に執行実績

見合いに応じた減額を行いました。 

  歳入においては、地方交付税が１億3,564万円の増、東京都の総合交付金の大まかな金額が判明し、

都支出金が8,736万円の増額となりました。そのため、村の貯金である財政調整基金や借金の返済の

ための村の貯金である減債基金繰入金からの繰入れを計２億6,729万円減らすことができました。ま

た、住民基本台帳システム改修事業費273万円については、令和３年度中の完了を予定していました

が、国の事業進捗の遅れに伴い、令和４年度に事業費が繰越しとなりました。一般会計補正予算、

今回は3,344万8,000円の減額で15億4,508万4,000円でございます。 

  歳入のほうでいきますと、まず234ページ、235ページですけれども、村税のほうでは村民税、軽

自動車税と最終の歳入調定に見合う補正となっております。 

  それから、その他の収入につきましても、歳入調定に見合うものとなっておりまして、大きなと

ころでいきますと、240ページから241ページですけれども、都の補助金の総務費補助金で総合交付

金につきましては１億558万7,000円の増額補正となっております。 

  それから、歳出のほうでございますけれども、244ページ、245ページですけれども、議会費につ

いては不用額の減額となっております。 

それから、総務費の総務管理費につきましても、同様に不用額の減額となっております。 

  それから、246ページ、247ページでございますけれども、企画広報費の負担金で、こちらは結婚

定住促進事業費が200万の減額となっております。 

  それから、会計管理費、財産管理費については、不用額の減額となっております。 

  選挙費のほうですけれども、254ページ、255ページから256、257ページですけれども、選挙管理

委員会費、それから衆議院議員選挙費、それから都議会議員選挙費、それから村長選挙費が不用額

の減額となっております。 

  それから、飛びまして、278ページ、279ページでございますけれども、消防団の活動経費の不用

額の減額と、それから280ページ、281ページですけれども、需用費の中で非常用食料購入費等300万

の減でございますけれども、これは備蓄計画に基づいた備蓄品の食料品の購入は予定どおり完了し

ていまして、あとは避難所等に使うパーテーションとか、そういったものについては、３年度に購

入せず、４年度に購入するということで減額補正となっております。 

  総務のほうは以上です。 
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〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 住民課の部分をご説明申し上げます。 

  住民課の部分で特筆するべきところは、239ページですか。新型コロナワクチン、中段の98万

8,000円と、新型コロナワクチンの接種体制確保の国庫補助金のほうは、２回目、追加接種等々あり

まして、増額となっているといったところと、あと241ページ、都補助金の中の衛生費都補助金の中

で、保健衛生費補助金、中段ぐらいですか、②で医療保健政策区市町村包括補助事業補助金、こち

らのほうは初期救急事業ということで、診療所の事業なのですけれども、こちらのほうは初期救急

事業のほうに該当するということで、ちょっと増額になっているといったところが歳入のほうでは

主な点になりまして、歳出のほうですと、261ページ、真ん中よりも上のほうで、12の委託料の中で

業務委託料、キャッシュレス化推進事業の委託料なのですけれども、これ補正でお認めいただいた

あの165万のＳｕｉｃａ、ＪＲ東日本さんのＳｕｉｃａのチャージ機の話で導入しようというところ

で、ちょっとＪＲ東日本さんとも協議を重ねてきたのですけれども、なかなか利島単体でこれチャ

ージ機を導入するというのが向こうも「うん」と言ってもらえなかったといったところで、ちょっ

と今回落とさせていただいています。こちらにつきましては、東海汽船株式会社さんとか、東京都

とか、ほかの他町村ですか、島しょの町村とちょっと島しょ全体でしたらＪＲ東日本さんもちょっ

と検討の余地があるのではないかといったところもありますので、次年度以降検討させていただき

たいと考えております。その他、大体不用額を削減させていただいたところです。 

  あと、269ページ、上のほうで17番、新型コロナウイルスワクチン接種事業でございますけれども、

こちらは今回診療所のスタッフにもお手伝いいただきながら、接種を追加接種及び小児のワクチン

接種を行いましたので、その分の接種を委託という形で取っておりますので、委託料を増額させて

おります。 

  以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） では、環境建設課所管の事業についてでございます。 

  まず、237ページ、村営住宅使用料に関しまして、家賃等の再算定をまた行わせていただいて、31万

1,000円の減額となっております。 

  241ページの土木費都補助金の公営住宅家賃対策補助金についても、また再算定の結果で減額とな

っております。空き家利活用等区市町村支援事業補助金に関しましても、空き家の除却等の金額の

算定をし直した結果、減額となっております。 

  続きまして、247ページの再生可能エネルギー利用事業でございますけれども、外部給電機のほう

の契約差金が発生しましたので、５万9,000円減額しております。 
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  269ページに関しまして、ごみ処理費に関しましては、不用額の減額はさせていただいております。

簡水特会への繰出金に関しましては、後ほど審議していただきます簡易水道特別会計のほうで、整

備のほうで都補助金が増えている関係で、ここで言うところは簡易水道特別会計繰出金が減額とな

っております。 

  277ページを御覧ください。道路橋梁費でございますけれども、道路清掃管理委託料に関しまして

は、契約砂金による減額、村道の枝除伐に関しまして、差金の減額になっております。刈り払い機

とチェーンソーの特別教育の負担金ですけれども、講師さんを呼んでやるようなタイプをちょっと

考えていたのですけれども、オンラインの講習会に切り替えまして、値段が下がったため、不用額、

減額が発生しております。 

279ページ、住宅管理費に関しましても不用額の減額となっております。 

以上です。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明の途中ではありますが、ちょっと時間が来ましたので、ここで休

憩をして…… 

          〔「ちょっと１点だけ言っていいですか」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） すみません。表紙の部分なのですが、ちょっと…… 

          〔「221です。221ページ、221」と言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） 第７号の表紙の部分の数字が少し総括表とずれておりますので、これからお

昼休憩なのですが、午後申し訳ないです。差し替えさせていただきたいなと思います。ご容赦くだ

さい。よろしくお願いします。 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を取り、１時より後の説明をしてもらいます。 

          （休憩 正  午） 

                                           

          （再開 午後 １時００分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

  村山村長から発言を求められていますので、発言を許します。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 休憩前の最後に述べさせてもらいましたが、上程させていただきました24号

議案の令和３年度一般会計補正予算（第７号）、これの表紙に関しまして、少し修正させていただき

たいと。ちょっと誤りがありましたので、後ほど総務課長のほうからその数字の部分、説明させて

いただきたいというところと、今回の条例とは関係ないのですが、午前中の議事を進めていく中で、

住宅基金条例の中で、私の発言で今回の建設に伴って住宅が満足するという発言をしたかと思いま
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すが、これは私の個人的な発言というか、コンセンサスを取っていない発言でありまして、やはり

今の職員住宅の老朽化や、ほかの住宅の修繕との兼ね合いもありまして、その一時避難もしくはほ

かの部分の個人の単身の方、単身の方を受け入れるといったこともありまして、これで決して満足

するような状況ではないということに変わりないということで、その部分に関しましては、おわび

と訂正をさせていただきたいと思います。申し訳ございませんでした。 

  それでは、総務課長のほうから午前中の数字の修正に関しまして説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） 先ほど数字に誤りがありましたので、訂正いたします。 

  令和３年度東京都利島村一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,344万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を15億

4,508万4,000円とするです。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） それでは、残りの議案説明をしてください。 

  榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 私のほうから主に農林水産に関するところのご説明申し上げ

ます。 

  273ページを御覧ください。まず、下のほうで椿害虫の駆除費でございます。椿害虫駆除費、こち

らのほう、借り上げ予定している車両のほうが借り上げなくてもよくなったところで、あと講習の

ほうもなくなったといったところで減額をさせていただいているといった次第でございます。 

また、その下の部分の林業新設改良事業費、次のページにまたがっているのですけれども、工事

請負のほうの費用が減額になっている部分ですけれども、林道宮沢線の大きなのり面工事を予定し

ていたのですけれども、近年の台風とか被害の中で、被害というか、雨風の中で、そこまで大規模

なのり面工事を行わなくても、地耐力というのですか、十分耐えられるといったところで、こちら

のほう、工事のほうを減額させていただいていると、工事の面積を小さくしているといったところ

で減額が発生しております。 

以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 山口教育長。 

          〔教育長（山口順一君）登壇〕 

〇教育長（山口順一君） 教育関係でいいますと、歳入のほうで240、241ですが、240ページの都補助

金の中の９、教育費都補助金、241ページ御覧ください。７、スポーツ振興等事業費補助金225万円、

これは利島村中学生ホームステイ事業のいわゆるオーストラリアの中学生の派遣の件ですが、中止
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になった関係で減額になっています。 

  歳出のほうですが、中では額が大きいもので説明しますが、283ページ、保健体育費ですが、そこ

の中段辺りですが、オリンピック・パラリンピック観戦補助143万4,000円、これはご承知のとおり、

参加をしませんでしたので、減額、そのほか、コロナの関係で幾つか、額は小さいですけれども、

そのすぐ上の利島村連合運動会補助金、これは規模の縮小による減額であったり、ずっと下へたど

っていってもらって、社会教育総務費、島しょ交流大会参加費負担金、これは中止になっています。

額もまた小さいですが、下のほうに文化財保護施設管理運営謝礼金８万円です。これなどもコロナ

の影響で、感染防止のために郷土資料館を開館できなかった。そんな関係の減額であります。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明を終わります。 

  それでは、質疑を行います。 

  質問のある議員は挙手願います。 

  石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 質問に先立ってちょっと意見を言わせていただきます。 

  これ説明なので、今、榎本課長のように、ページを言って、それで例えば今、児童手当がマイナ

ス10万円になっていますよとか、そういう説明してもらえるとありがたいのですけれども、これか

らこんなにいっぱいあるので、時間があるのではしょってやっているのかというのもあるのですけ

れども、できればページと、こういうわけで減っていますよ、増えていますよということを説明し

てもらえれば一番いいのですけれども、それはよろしくお願いします。 

  それで、241ページですか、それの総合交付金で１億円ぐらい来ているのですけれども、これはど

ういう工事か、仕事なのかを知りたいのですけれども。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） 今回の総合交付金の増額なのですけれども、これはいろいろ項目がある

のですけれども、経営努力割といったところで調整事務の徴収率の改善とか、そういったところが

評価されて、ある程度数字が伸びてきております。そういった形で、あとは知事が認めるものとい

ったもので、そういったものの中の算定が行われております。この総合交付金については、年に３

回財政事情のヒアリングが東京都でありまして、当初４月に行われて、10月に中間の財政事情のヒ

アリングを行います。それで、この後、１月に最後の財政事情のヒアリングが行われて、そのヒア

リングの結果を経て、その後、東京都のほうで総合交付金のあれで総合的な判断をしますので、そ

の中である程度の経営努力、徴税事務の能力とか、そういったところが認められて増額となってお

ります。 



 - 238 -

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） もう一つ、225ページに地方交付税ありますよね。地方交付税、これが約１億

3,000万ぐらい増えているのですけれども、これは何かあって増えるのですか。ちょっと教えてもら

いたいです。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） 村のほうで借金をしている関係で、その分の事業に交付税措置されるも

のが入ってきておりますので、その分増額となっております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 村の借金の補填をしているということでいいのですか。 

          〔「何でもいいわけじゃないですよ。いい借金と……」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） お答えします。 

  借金にもいろんな事業をすることに起債できますよというメニュー、メニューというか、こうい

うものがあるという借金、起債…… 

          〔「起債、お金を借りることです」と言う人あり〕 

〇総務課長（鈴木広一君） 起債、借金です。村がする借金なのですけれども、借金、債権を起こす

で起債というのですけれども、いろんなメニューがあるのですけれども、その交付税措置について

は、この借金だと、このうちの何割、例えば一般廃棄物処理施設の事業で、国費が当たる事業につ

いては50％、単独だと30％、例えば辺地債だと80％だったかなというぐらいそれぞれのメニューで

あるのですね、交付税措置率というのが。なるべくその交付税措置率が高いものについて起債をか

けているので、そうすると普通交付税のほうで補填というとあれですけれども。 

〇４番（石野 治君） 一部返ってくるの。 

〇総務課長（鈴木広一君） 部分的に返ってきますと。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） ちょっとかみ砕きますと、当然村って事業をしていくために、いろんな借

金をせざるを得ないものあります。ただし、その借金の中で、この借金は国がいいよと認めている

ものは、そのうちの一部が地方交付税とかで返ってきます。だから、そこは当村の財政担当がかな

り工夫しながら借金の仕方も工夫してやっていると。そのおかげで当初見込んでおいた３億4,000万
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よりも今回１億3,000万も多い交付税がもらえることになったという形になっております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） いろんなページに再積算に伴う減とか、そういうのが多いのですけれども、

これはどういうことなのでしょうか。やり直したら減っていたとか、見直してみたら増えていたと

かということですか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） お答えいたします。 

  一般論だと思って聞いてください。全体的に当初予算というのは、もうその前の前の年の年末ぐ

らいに編成してまいります。そのとき、今回また後でその令和４年度の予算審議していただきます

けれども、その事業執行、当該年度になって、今であれば、令和３年度でありますと、大体２年度

の末とか、２年の末とかぐらいですか、にもあらかたの予算ができ上がってきます。我々の中の作

業をしたところで、その当初予算の中で最初はこのぐらいでしょうと見積りをしているわけですけ

れども、実際にこの年度に入って、もう一回計算し直します。そのときに金額のほうがまた新たに

出ますので、そうするとそこに当然乖離が発生してまいります。そのために再積算、再積算という

のをうたわれていると。もう一回計算をやり直しているのは、実績に合わせて計算していますので、

より近い数字に計算しますので。よろしいですか。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

〇４番（石野 治君） 分かりました。終わります。 

〇議長（寺田 優君） いいですか。 

〇４番（石野 治君） はい。 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 今のお話を聞いて、ああ、そうかと思ったのですけれども、１つ、村税のと

ころで、225ページ、村税もやっぱり400万近く増えているのですよね。これは個人か、それとも法

人で増えたのかというところなのですけれども。 

  それと、もう一つ、下のほうで寄附金とありますよね。これはふるさと納税のことですよね。こ

の辺本当は何百万、何千万とあれば万々歳なのでしょうけれども、この辺も増やす方策を何とか、

来年度予算の審議の中で出てくるということはないでしょうけれども、この辺もそれこそ行政が考

えるのではなくて、議員も一緒になって、あるいは村人全員が考えていくというふうな方向になっ

ていけばいいのでしょうけれども、その辺がちょっと気になりましたので、特に村税のところだけ

お答えいただければと思います。 
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〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） では、この村税のほうの増減についてなのですけれども、当初予算の見

積りの段階である程度想定していた数字と実際に出入りがありますので、転入したり、転出したり、

そういった人たちのものが増えたり減ったりするので、それを全部最終的な調定額等に照らし合わ

せて、そういった再積算によって増減が出たということで、実際には４、５月分に入ってくるもの

が、その３月までに入ってくるとか、そういった転出、転入の出入りの関係で数字が動いていると

いうことでございます。 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 例えばよく繰り越すと、事業を繰り越すというのがありますよね。そうする

と建設会社だったらその工事が当初は今年度に予定していたのだけれども、それがずれて来年度、

翌年度に繰り越されたといった場合には、当年度で計画していたその予算が翌年度に繰り越されて、

それが、そういうのが事業税というか、法人税か、そういうので膨らむ。極端に変わるのだよとい

うような解釈でいいのですか。個人の転出入というのは、これは分かりますけれども。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 前田副議長の質問にお答えします。 

  235ページをお開き願えますか。235、235です。235の上のほうからページ見開きですけれども、

こちらを御覧いただくと、村税増えたうちのほとんどは個人の村民税によるもので、もともとは個

人の住民税として1,900万ぐらい私ども見込んでおりました。そこが390万増えまして、2,300万にな

ったということで…… 

〇１番（前田 清君） 個人ですか。 

〇副村長（田中真里君） はい。だから、皆さんのおっしゃられている住民税が皆さんの収入が多か

っただとか、例えば１月１日時点のあれになりますので、収入の多い方が利島に越してきてくださ

ったとか、そういったいろんな事情が先ほど鈴木課長からもありましたけれども、今、出入りが当

然ありまして、思った以上にその個人の住民税が伸びていると、個人の所得が伸びたということか

と思っております。 

〇１番（前田 清君） 分かりました。いいです。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 何点か伺うのですが、これは用語の問題から伺いますけれども、私も石野議
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員から質問がありました再積算に伴う増ですと、増減ということなのでしょうけれども、かつては

ここにも残存等が残っている言葉がありますけれども、今の副村長が説明された現年度分の個人税

の増額、見込みより。この歳入については調定と言ったのです。歳出は調定とは言わなかったので

すね、歳出勘定は。それが一々紛らわしい。面倒くさいから、再積算と。それで、残存というのは

私言いましたけれども、現年度分課税分については括弧書きで調定額よりと、調定という言葉は残

ってはいるのです。これはやがては消えるのですか。再積算ということで統一してしまうのですか、

歳入歳出ともに。今、過渡期だから、取りあえず調定とは言葉は残したけれども、来年の辺りから

は予算から消えてしまうと、全部再積算と。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 笹岡議員の質問にお答えします。 

  調定というのは、ご存じのとおり調査決定を略して調定と言っております。どれだけ収入が入っ

てくるかを調査して、それを決定すると。それが村の財布に入る行為でございまして、文言につい

ては、今この時点でお答えが難しいのですけれども、中で今後ちょっと検討させていただきます。

この場では、その用語にぶれがあるよという話ですよね。そこはすみません。その言葉まで私ども

考えておりませんでしたので、ちょっと今後検討させていただいて、ご報告なり、分かりやすい言

葉で伝えるようにはしていきたいと思っております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 言葉を返すようですけれども、そういうことではないだろうと思うのです。

予算用語というのは全国ある程度共通で、自治法にも出て、番号まで出ておりますよね、何々費は

何番と。だから、そういうことからすると、村で独特の言葉なのか、本村だけが。初めて出てきた

のですよ、再積算というのは。もう全国そういうことになったのか。ということは全国今おっしゃ

るように、詳しく解説していただきましたけれども、調定という用語が歳入についてはありました

と、そういう表現しましたと。歳出については調定する必要がないのです。だから、調定という言

葉は使っていなかったのです、歳出は。出すものはもう決まってしまっているから。ところが、歳

入は見込みですよ、全部。当初予算では。全てというぐらい。前年度決算に基づいて歳入見込みを

起こすのは起こすので、その点では歳出も一緒でしょうけれども、新たな事業以外は決算を見なが

ら、参考にしながら、歳入歳出を計上していくと。そういう意味で、今後の課題として、本村独特

の用語になったのかどうか。親切というふうなことを含めて。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） すみません。申し訳ないです。副村長も言われたとおりで、そこまで気が行
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き届かなかったと、表現として行き届かなかったなと、意味合いを持っているのか、ちょっと財政

担当の方とも確認をしていなかったもので、目的としては決算補正、最終補正なので、より実数に

近づけている調整だと、上野課長がここでしゃべられたとおりで、そのための調整、その表現が再

調定なのか、再積算なのかというところで、意味合いが違うのかもしれませんし、そうなのかもし

れませんが、ちょっとその辺りに関しましては、確認が取れていないもので、申し訳ないのですけ

れども、ただ目的としては、先ほど繰り返しになりますが、実数の数字に近づけるための補正だと

いうことでご理解ください。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） いや、もちろんそれは分かるわけです。それはそうなのだと見てのとおり分

かるのです。ただ、くどいようで、くどいといえばくどいことになるのでしょうが、新しい表現な

のですよ、これ。私が聞いて今まで初めててす、再積算というのは。確かにおっしゃることは分か

ります。それで、これは再積算となると全部ですよね、歳入歳出。通用します。私が言いましたの

は、本村独特の言葉で親切にそういう再び計算します。積算して見積り計算しますよという意味で、

調定という言葉は残っているのだけれども、だけれども、親切に調定という意味は何ぞやと、どう

いうことを調定というのだと言うと、先ほど副村長の答弁では、ちょっと不親切だと、もう一回計

算し直しますよという、それのほうが分かりがいいということで、こういう用語をつくったのか、

あるいは言うのならば、言わせれば法定用語といいますか、行政用語といいますか、予算用語とい

いますか、そういう意味で再積算という用語が出たのかと、これがちょっと気になったのです。意

味は特にありません。再積算というのは結果論ですよね、見込みではなくて、どっちかといえば。

言葉は悪いですよ。間違っていましたと、見積り計算が。誤まっていたと。したがって、再び計算

してみたらばこうだよと。 

ところが、調定というのは、また先ほど副村長、言葉、用語を含めて説明していただいたとおり

です。したがって、歳出にはあり得ない。そういう意味で聞いたのです。特に深い意味はありませ

んけれども、今年初めてつくった言葉ですか。どこからこれ出てきたのですか、この再積算という

のは。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  このぽち再積算、ぽち再積算と書いた、大体どこにも歳入のほうに書いてあると思うのですけれ

ども、これシステムというか、システム上の話というか、財務会計のシステム上の話で、職員が補

正の予算をつくる場合に、理由を当然財政担当者にお話しするのです。そのときにここ、要は再積

算という書き方がどうかというあれではあるのですけれども、要はそこの財政担当者に対して伝え
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るものを書いてしまうのです。書くのですよ、その１行のところに。それがここに打ち出されてし

まっているというところであって、本来でいけば調定がこうあったよと、２月とか、１月末から２

月にかけて補正予算を決めて固めていく中で、当然調定を挙げて、調定が大体住民税の場合なんか

特に一例を挙げますけれども、２月、３月になったらあまり変動するということは住民税の場合な

いではないですか。そのときに調定額が今システム上で、当然システム上というか、調定というの

は500万、1,000万だったら1,000万という調定があったときに、その調定額に対して当然予算ですか

ら、住民税の個人分だったら1,000万という数字が最終的に、これ最終補正なので、挙げられればい

いというか、だと思うのです。でも、実際は700万しかなかったよとか、予算額が今700万だったと、

300万増額しなければいけないよねというのに、担当者が再積算というここへ文言を使ってしまった

のですけれども、調定額で要は個人分で300万増だよと書けばそれで済んでしまったようなことを再

積算という言葉を使って、ここにそれが載っかって反映されてきてしまったと。 

〇３番（笹岡壽一君） 要するに電子機器の問題。 

〇住民課長（榎本雅仁君） 電子機器の問題の話で、ちょっとページもめくっていただくと、241ペー

ジで、ちょっとうちの課の話になってしまうのですけれども…… 

〇３番（笹岡壽一君） 二百幾つ。 

〇住民課長（榎本雅仁君） 241。 

〇３番（笹岡壽一君） 241。 

〇住民課長（榎本雅仁君） うちなんかのところでいきますと、衛生費都補助金で…… 

〇３番（笹岡壽一君） どの辺ですか。 

〇住民課長（榎本雅仁君） ５行目と言えばいいですか。②、医療保健政策という、そこのところの

ぽち初期救急事業の追加支援を行ったため、356万円というふうに出ていますよね。 

〇３番（笹岡壽一君） はい。 

〇住民課長（榎本雅仁君） これというのは、要はその担当者が財政担当者に何でここを増額するの

だよというのをわざわざ説明した文章なのです。 

〇３番（笹岡壽一君） そうですね。 

〇住民課長（榎本雅仁君） これと一緒のことなのですよね。だから、担当者が財政担当者に対して

教える、教えるというか、説明、当然予算要求するのに当たって説明しなければいけないと、当然

財政担当者だけではなくて、総務課長、副村長、村長と、その文言をここに入力したものをそのま

まこっちに転記されてしまったといったところで、特段予算書上の何か確かに問題というか、あれ

はあるのですけれども、特に何かで文言が追加、本当は別にここまで書かなくていい話で、要はこ

の事業として補助金が339万2,000円増額したのだよと、それで議会ではこれは何で増額されたのだ

と言ったときに、逆に私たちが、担当課とかがさっきも申したとおり、初期救急費の追加で交付が

あったからですよというようなその説明文のところを載せてしまったといった意味合いでございま
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す。 

〇３番（笹岡壽一君） はい、分かりました。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。分かったというか、分かってはいるのですけれども、要する

に本来調べて定めたのだよと、それで終わりだったのです、歳入については。調べた結果、こうだ

よと。このくらいの見込みをしていたのだけれども、当初。だけれども、その後調べてみたらば、

このようになったから、このように定め直しましたと、決めましたと、決定しましたというのを、

決定したので、それに基づいて計算した結果、こうですよということなのですね、ご丁寧というか。

それしかも今お伺いしますと、特に何らの意味はなくて、電子機器の上での申し送りみたいな、説

明みたいな、いわゆる内部事務的な伝達用語といいますか、説明用語といいますか、そういうこと

で理解していればいいということですね。将来削ってくれということではないです。くっついてい

いと思うのですけれども、それはどちらでも。分かりました。 

  では、用語はともかく、皆さんからちょっと質問のあった問題から先に処理したいと思う、分か

りがいいと思うので。先ほどふるさとがありましたですけれども、何か20万だか30万減額になって

いたようですけれども、これの実態は、これ決算に近いのですけれども、実態はどういうことにな

っていますか、今ふるさとは。というのは、あえて格好つけて言わせていただければ、どういう活

動になっていて、例えば宣伝はどうなっていますかとか、あるいは返礼品というのですか、何とい

うのだっけ、あれは。これはどういうところで、どこでどう扱っているとか、実態をちょっと説明

していただけませんか。これは決算でもいいのだけれども。 

もう少しつけ加えていいますと、これは収入は本当は200万あったのだと、収入というか、寄附金

は。受入れは。だけれども、返礼品に支出したものが八十何ぼかあったと。したがって、差引き村

の予算に収入として歳入されたのは何ぼですと、こういうことなのか。その操作、計算はどこで、

誰がやっているのかということを聞きたいのです。返礼品と寄附金との関係。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。所管、私のところでもふ

るさと、返礼品取り扱っていますので、私のほうからお答えします。 

  こちらの寄附金、笹岡議員のまずおっしゃっているのが243ページのお話ですか。寄附金…… 

〇３番（笹岡壽一君） 出たのを先にやっております。 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） ふるさと納税の話ですよね。 

〇３番（笹岡壽一君） そうです。243ですか。今、私…… 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） そうしたらそこについては、これ寄附額がここに載っかって



 - 245 -

くると、皆様からお預かりした寄附額、ふるさと納税。ここに載ってきて、歳出自体は歳出科目が

別にありまして、そう、そちらで出しています。それで、現在のところ、これちょっと今年減って

しまった理由としては、やはりエビとか、サザエとか、本来ふるさと納税の返礼品であったものが、

やはりここ不漁でちょっと取れないということがありまして、今やっているのがお酒と、こういう

ふうに、こういうサイトがございまして、ふるさと納税専用のサイトというのですか、こちらのほ

うがございまして、そこの中でお酒と椿油…… 

          〔「あと、くしとか」と言う人あり〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） くしとか、椿油の関連商品、そちらのほうだけしか今取り扱

っていないものですから、ちょっと寄附額のほうが下がってしまったといったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そこで、返礼品は各事業者に関係してくると思うのですけれども、基本的に

は村がいろいろ立てていると思うのですけれども、対応については。よく聞くのが、金額の何％の

範囲、これ2,000円以上でしたか、免税だったか何かは。そんなの規定があったと思うのですけれど

も、それはいいのですが、例えば何％を、寄附金の何％に相当する返礼をすると。そうするとこれ

は品物はそれぞれ単価が違うと思うのですけれども、それを例えば10万円寄附していただいたらば、

10％を返礼還元すると。そうしたら１万円相当の品物をイセエビであれ、サザエであれ、椿油であ

れ、あるいは何でもかんでもいいのですけれども、民宿の宿泊料でもいいと思うのですけれども、

それは問いませんが、そういうことでやっているのですか、それとも…… 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  うちのほうで今やっているのは、パッケージ化もうしてしまっているのです。１万円寄附いただ

いた場合はこれですよと、率でいきますと大体30％を超えない、30％を超えてしてしまいますと、

また総務省からのお叱りを受けるというので、そこら辺は…… 

          〔「指名停止」と言う人あり〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 指名停止というか、ふるさと納税やっては駄目だよとなりま

すので、そこは超えないように当然やっていますし、ですので、単純に考えれば、１万円のパッケ

ージを、１万円寄附してくださいというような、商品を購入するのと一緒のような形になっている

のですけれども、１万円納税しましたら、3,000円相当のものをお送りするというような形で、それ

が１万円と２万円と３万円とか、そういうセットがそれぞれありまして、３万円だと9,000円なので、

こういうようなものですとかいうような形で行っているといったところで、１万1,000円もらったか

ら、その３割分だからエビが何百グラムだよとか、そういうふうにはやっていませんので、あくま
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でももうセットの金額が決まっていて、その金額を寄附をいただいたら、その分に対しての返礼品

をお送りするというような形になっています。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 確かに今おっしゃっていましたけれども、ある自治体が一時期国との関係で

問題が起きましたですよね。あなた方の指図は受けませんと、我が自治体はこうしますということ

でやって、それは趣旨から反すると、この立法した、国の立法趣旨から反するというようなことで

クレームがついたりして、それは30％かどうかはともかくとして。 

  そうすると、今の説明ですと、本村では金額によってもうパッケージ決まっていると、どれを選

びますかというのは、寄附者の行為によって、ＡパックだかＢパックだか、Ｃパックだか知りませ

んけれども、３万円寄附したと。そしてあなたの還元、還元というか、返礼品はこのパックの中か

ら選んでくださいというような意味ですね。そういうシステムでやっているということですね。分

かりました。 

  それでは、あとページを言います。237ページの歳入ですけれども、下から４つだか５つ目の上に、

住宅使用料の減額、収入減です。これは原因はどういうことなのか、ちょっと一言説明をいただき

たいと思うのです。空席は、空席というか、空き室が続いたと、あるいは家賃がどうだとか、変動

があったのだと、住居人によって。住居人の収入によって。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 家賃をまた改めて算定するわけですけれども、人の出入りは当然発

生してまいりますので、入居人が入りました。出ました。発生しますので、そのもともとの予算を

立てているときと、その乖離が発生しますので、そこの中でも人が出てしまって。実入りが減った

と言うとちょっとあまり言葉がよろしくないですけれども…… 

          〔「予定より少なかった」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 予定より額が少なくなったと。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） やっぱり次のページで239ページですけれども、このやっぱり歳入で、国の補

助金なのですが、社会保障の番号制度システム整備金というのがこれだけ補正されていますけれど

も、240万ですか、241万1,000円か、増額されていますのですが、これは詳しく右のほうの説明見ま

すと、それぞれの事業によって増減があるということで、トータルでは241万1,000円と、差引きで。

これはこれで細かい説明は結構です。結構ですが、これはどういうシステムで、本来これで間に合

ったのか。そこのシステムというのはよく分からないのですけれども、下にマイナンバーというの
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は注釈は出ていますけれども、これは本来例えば補正額、需用費は細かいものは分かりませんけれ

ども、2,500万というような大枠はありますけれども、このうちのこの社会保障システム何とかかん

とか補助金というのは、その2,500万のうちに当初予算だか、途中で補正しているか分かりませんけ

れども、2,500万のうちにこれに部類するものは400万あったのだよと、それに対して272万8,000円

の補助が来たということですか。大体これどうなっているシステムですか、今。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  こちらなのですけれども、ちょっと先ほどの不手際が…… 

          〔「何ページ」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 239ページです。非常に今、議員のおっしゃっているページ、まさにここ

の下に書いてあるような黒ぽちのところなのですけれども、マイナンバーカードを持っている方が

転出とか転入をする際に、マイナンバーのカードで今できるようになったのですよね。それで、そ

のシステム改修を結局やらなければいけないよと。今、既存のシステムだと、そこに対応していな

いので、既存のシステム改修するのに、国がお金出しますよと言ったので、今回お金いただいてい

るといったところで、これ国からお金をもらったのですね、これは歳入ですから。この事業につい

てシステムのほうの改修をするよと言って補助金をいただいたといったところでございまして、何

をするためのあれかといいますと、もう本当にこのシステムを新たに構築というか、新たに新しい

のにするのではなくて、今ある既存のものを、今、住民票を発行しているあのシステムがあるので

すけれども、そのシステムに一部機能を追加するみたいな形で、そのマイナンバー、転出、転入を

するときにマイナンバーカードで簡単にできるようにしますよというのを機能をつけ加えるための

補助金として、これは補助金を国からもらったといったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） このいわゆるマイナンバーというのはよく分からないのですけれども、番号

はもらっているけれども、あるいは番号ももらっていない人もいるのかもしれませんけれども、番

号はもらっているけれども、カードの交付はあれは申請するのでしょうけれども、カードそのもの

の交付はないと、受けていないと、していないと、村から言えば。これは実情どうなっている。国

でもまだ20％ぐらいですか、交付率は。マイナンバーの普及率といいますか。20％を切っているの

かな。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 
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  マイナンバーにつきましては、国民全員にもう既に振られていると。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） よろしいですか。いいのですか。ごめんなさい。それで、今の国全体の

マイナンバーカードの発行率ですけれども、41.8％と。国が。 

          〔「全国で」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 利島の実情を申しますと、もう本当に１週間に二、三人今、申込みは来

ています。申込み来て、発行しているような状態で、普及率やはりマイナポイントとよく宣伝とい

うか、ＣＭをやっていると思うのですけれども、コマーシャルやっていると思うのですけれども、

マイナンバーカードを交付を受ければ5,000円ポイントをもらえるよという制度をまた今やってい

ますので、それでここのところ住民の方も大変交付を受けに来る方が多いといったところで、村も

これに近い数字は出ていると思っております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それこそこれ何かキャンペーン国がやっていて、何か２万円ぐらい、２万円

だか幾らか。 

〇住民課長（榎本雅仁君） 最大だとそのようになります。 

〇３番（笹岡壽一君） 最大で見まして。それで、本村でもそれを交付しているわけですか。２万円。 

〇住民課長（榎本雅仁君） あげるのは国なので。 

〇３番（笹岡壽一君） もちろんそうでしょうけれども。 

〇住民課長（榎本雅仁君） 村でもキャンペーン受けています。 

〇３番（笹岡壽一君） それから、国ではいろいろ宣伝って、こういうことやりますよというのはあ

りますけれども、今どこまで普及して、普及というのはあれですよ。どこまで対応できるのかと、

このカードで。例えばよく言われているのが、住民票を取るときはこうだとか、ああだとか。それ

から、医療にかかるときはどうだとか、健康保険証に代わるのか。保険証がなくても、それ出せば

健診が、あるいは治療が受けられるとかという話を漏れ聞くのだけれども、どこまで普及というか、

対応しているのですか、このマイナンバーカードというのは。いいですよ、細かくは。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  マイナンバーカードの決して私信者ではございませんけれども、国がやっていることですので…

… 

          〔「最近つくったんですね」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 最近つくりました。私も最近つくらせていただきました。どこまででき
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るかといいますと、村で今やれることといいますと、マイナンバーカードで村独自でというのはな

いですかね。住民票のせいぜい発行をするとか、そのぐらいしかできないですし、ほかの市町村で

いくと、コンビニでマイナンバーカード出せば発行できるようなこととかも、広域交付ではないで

すけれども、そういうのも進んでいるところもありますけれども、島しょ部で特にやっているとこ

ろもまだございませんし、あとは診療所もまだマイナンバーカードで保険証の代わりというのもち

ょっとまだやっていないといったところでいますので、主に国の関係のところでいくと、税関係で

すか、マイナンバーのカードを使って税務申告をするというようなことですとか、あとは今、うち、

私もちょっとやっているのです。やっているというか、あれなのですけれども、接種証明書ですか、

デジタル庁が開設して、接種証明書をちょうど私昨日それを取ったのですけれども、接種証明書も

マイナンバーのカードを持っている人だと、マイナンバーのカードと、そのスマートフォンをその

代わり読み込みするものが必要なのですけれども、そういうのでやると、連携させると、自分のス

マートフォンに接種証明書がきちっと、３回目の接種どこで受けましたとか、そういうのが載るよ

うな、それを公的な証明書として使えるようなのもできるというようなこともありますから、今後

広がっていきますし、また医療の保険証にも今後拡大していくというふうになっております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） こればかりやっているわけにはいかないのですけれども、話だと少なくても

健康保険証は要らないよと…… 

〇住民課長（榎本雅仁君） まだそこまではいっていません。 

〇３番（笹岡壽一君） いや、いや、そこまでいっていないようですけれども、それで何か先々は運

転免許証も要らないと、これだけ１枚あれば。あの免許証が、この札、あの札というともう極力消

化すると。それで、今、何とかカードありますよね。Ｓｕｉｃａだとか何とか、電車に乗れる。あ

れもこれでいいのだと、何かどこまで広がるのだか、わけ分からなくなる話もうわさだか何だか聞

くのですけれども、この何でもできるみたいなカード、オールマイティカードみたいな、これの発

信元、私は国だろうと思うのだけれども、その何とか省というのができていると思うのですけれど

も、どこまでこれは進んでいくのか、ちょっと分かりませんけれども、村でできるのは、今、所管

課長述べていただいたように、何ですか。その…… 

〇住民課長（榎本雅仁君） 税と住民票…… 

〇３番（笹岡壽一君） 税と住民票とコロナと、そんなものですか。 

〇住民課長（榎本雅仁君） はい。もう最低限で。 

〇３番（笹岡壽一君） それを持ってくれば申告書は要らないのですか、税というのは。打ち込まれ

て。 

〇住民課長（榎本雅仁君） そんなことはないですね。 
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〇３番（笹岡壽一君） ないでしょう。ただ、ｅ―Ｔａｘというのはあって…… 

          〔「そう、そう、それに読み込ませるんで、今」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いや、それはそれでカードなくてもいいのですよね。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） うん、カードは要らないと。よく分からないのだが、必要ないのかなと思っ

たり、何か大騒ぎする割にはあまりメリットない。なくしてしまったらどうするのかなと思って、

むしろそっちが心配で。そういうことで聞いてみました。 

  では、次を。一番身近なのは、保険証なのですけれども、それはやっていないですね。 

〇住民課長（榎本雅仁君） まだやっていないです。 

〇３番（笹岡壽一君） 国ではやっているのですか。国でやっていることは、都道府県とか本村がや

っていないだけで、他の地域ではもうやっているのですか。 

          〔「対応している医療機関の本数は１桁台で、何％の医療機関しか対 

応していないです」と言う人あり〕。 

〇３番（笹岡壽一君） 医療機関の問題ですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  これマイナンバーカードの話というのは、そこに保険者さんがまずいると、保険者さん。 

〇３番（笹岡壽一君） え。 

〇住民課長（榎本雅仁君） 保険者さん、医療保険ですので、保険者さん。国民健康保険だったら、

東京都を含め利島村というところがありますけれども、各私ども市町村職員共済組合だったら職員

共済組合とか、そこがマイナンバーカードにデータを載せるというのですか、その保険証と同じ機

能を持たせるというのは、逆にどの保険者さんも今進めているところで、利島村はまだこれからな

のですけれども、村のその国民健康保険としてはこれからなのですけれども、まず保険者さんがそ

の被保険者の方のデータをそこに載せないとというか、カードに登録させないといけないと、そう

いったところが１つあるのと、今度実際の医療機関さんのほうでそのマイナンバーのカードを出し

たときに、そのマイナンバーのカードを出して、読み取る機械が今度必要になってくるわけですね、

データを読み取る機械が。そこで、先ほど副村長が言ったのは、その医療機関のほうで読み取るも

のというのが、整備をしていかないといけないので、利島村の当然診療所もまたその整備できてい

ないので、ほかの自治体の方とか、ほかの被保険者の方でマイナンバーのカードを持ってきて診察

させてくれとか言った場合に、利島村の診療所ではまだそのマイナンバーのカードだけだと医療保

険がどこなのかも何の情報もそれ読み込まない限りは分かりませんので、対応できないといったと

ころで、まだ今後この本当にあと１年の間に多分どこの自治体も、医療機関もこの整備していかな
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ければいけないみたいな話になってくると思っています。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 健康保険証はうちにはシステムがありませんから、治療は受けられませんと

いう、面倒見られませんという病院はないですよね、保険証さえ出せばどこへ行っても、今、日本

では。保険証で対応するでしょう。ところが、今の副村長に写真も見せてもらいましたけれども、

これは単純にその機械がないためにできないだけの話で、この機械が高いのか安いのか知りません

けれども、かざせば写るのだか、通すのだか知りませんけれども、これがないだけの話ですか。 

  例えばどこどこの病院に何がやれるか、やれないかなんて誰も分からない、行ってみなければ。

常連客、常連客というか、常連の患者さんは分かるでしょうけれども、よその島の診療所、病院へ

行ったらできたと。例えば利島の住民でもいいですよ。カードを持っている人は、どこかの島へ行

って、我が伊豆諸島の中で大島で行ったらば、大島ではその機械があって、読み取ってくれて受診

できたと。ところが、本村の診療所へ行ったら、その機械がないために受けられませんでしたと、

これだけのことですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  先ほど来申しているとおり、まず保険者のほうの問題が１個あると、保険者のほうでまずマイナ

ンバーのカードに対応していないと、データを連携させていないと…… 

〇３番（笹岡壽一君） もちろんそれはそうだ。 

          〔「健康保険とで」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） そう、保険者だ、健康保険。保険者のほうがきちっと対応できているの

であれば、ただ、保険者のほうで対応できていて、その受診する病院なり、診療所なりでもその機

械を読み取れることがあればできますと。ただ、先ほど副村長も調べてくれているのですけれども、

医療機関ではまだ７％しかその読み取る機械がないよというか、今、読み取れないというか、その

制度にもまだ上っていないというところもありますので、今はもう保険証を持っていっていただく

しか、どこの医療機関でも受けられるためには、保険証を必ず持っていってほしいといったところ

でございまして、当然利島村も国民健康保険の保険証を持っていってくれないと、マイナンバーの

カードを持っているからといって、そこの病院の保険が適用できるかといったことにはならないと

いうところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） いや、それはこの前の説明で分かっているつもりなのです。要はそうすると
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保険証を村に持ってくれば、そしてカードを欲しいですと申し込めば、その保険証が10番なら10番

というかにナンバーがあったとしますよ。これはこれで何年かに１回書換えが来るのだね、保険証

は。ところが、１回それで取って。村役場に私なら私が持っていきます、保険証と一緒に。そのと

きカードはないわけですけれども、そしてこれでお願いしますと言えば、村はカードを発行するに

ついては、その保険証ナンバーを取り込んで、そして本来ならばその医療機関にその機器さえあれ

ば、そのカードを持って通すのだか、かざすのだか知りませんけれども、そうしたら診療が受けら

れると、こういうことになるのか、いや、本村では持ってこられたって、保険証までは入力できま

せんということになるのか。そのカードというか、普及率が、病院側の普及率が７％だと今おっし

ゃいますけれども、なぜそんな低いのか。それは人のことを分かるかと言えばそれまでですけれど

も、例えば何が問題で普及しないのか。例えば本村の診療所では何が問題でそのカードを受け付け

る機械がセットできないのか。そういうことを知りたいのです。 

  要するにもう一回言いますよ、簡単に。保険証さえ持ってくれば、保険証を私持っていきます。

持ってきたときに、入力できて、それで村が診療所に機器をセットすれば、もう保険証は要らない

ということになりますか。そう単純でもない。単純でもないとすると、何が問題があるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  ちょっと私の説明が悪いところもあるのかもしれないのですけれども、笹岡議員をちょっと一例

に挙げさせていただきますと、まず医療保険は後期高齢の東京都…… 

〇３番（笹岡壽一君） 細かいのはいいですよ。 

〇住民課長（榎本雅仁君） 東京都の後期高齢なので、東京都の後期高齢医療のところでまずデータ

をそのマイナンバーに載せるということをしないと、多分できないと思うのです。 

          〔「マイナンバー連携」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 連携をしないと。それは当然村も含めてのその改修というのが必要にな

ってくると。ちょっとごめんなさい。できるか、できないかというあれはあるのですけれども、た

だ国民健康保険で言ってみれば、国民健康保険もそのシステム改修しないと、その国民健康保険の

被保険者皆さんの情報ですよね。そことマイナンバーのカードの連携というのが必要になってくる

のです。そこがちょっとまだ今できていないと。それを今後この１年ぐらいで進めていきますよと

いったところが１個あるのですが、本来だったらもうちょっと前にやる予定だったのですけれども、

日本年金機構さんのほうで個人情報の流出があったりとかといって、途中でストップしてしまった

のとかと、社会情勢のいろいろなものがあって、中断されていて、村のほうもまだできていないと

いったところもあるのですけれども、村のほうも当然国民健康保険のほうがマイナンバーに連携と

いうふうに、マイナンバーのカードに国民健康保険の情報が入っていくようなことになれば、診療
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所のほうもお金をかけて改修は当然して、すぐに使えるような流れになっていくというふうに考え

ています。民間の病院ですと、やはり補助が多分10分の10出ないと思うのです。なので、自分のと

ころである程度お金がないと、その機械が買えないとか、システムが改修できないとか、いろいろ

そういったところがあるので、なかなか進んでいっていないといったところが原因かと考えており

ます。 

〇３番（笹岡壽一君） 進めるにはどうしたらいいの。 

〇住民課長（榎本雅仁君） 進めるには国が全部お金を持ってくれるとか、当然。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 診療報酬を上げてしまうとか、そういうふうになっていかないと、もう

この制度として、あとはもうやらないところは、乱暴な言い方しますと、それ以外はもう保険証は

通用しないよとか、もうマイナンバーを持っていないとと。ただ、その場合にはマイナンバーカー

ドのまず普及率も上げていかないと、これはやはり40％の普及率、片や保険証は100％もう皆さん持

っていますと、マイナンバーカードの場合、40％しか持っていない人に対して、それを一概に全員

ではすぐやりますというわけにはなかなかいかないといったところが制度の問題というか、システ

ム上の問題もありますし、制度の問題もありますし、やっぱり国民の皆さんがマイナンバーカード

を持とうという機運にならないと、やはりなかなかこれは進まないなといったところでございます。 

〇３番（笹岡壽一君） では、最後に、最後って、これについてはこれで締めますけれども。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうすると住民が、私でいいですよ。私がカードを欲しいとしたときは、こ

れは何か手続は要るのですか。村へただ来ればそれでいいのですか。お願い、何か申請書があるか

どうか知りませんけれども。 

  それと、そうしたらばもらうことができる。もらっている方もいらっしゃるようだけれども、課

長自身がもらったということなのですけれども、そうするともらうにはどうしたらいいですか、こ

れ。何かどこどこに照会して、ナンバーがどうのこうのという話ですけれども、それで番号を持っ

てくれば、後期高齢だか、それはともかくとして、一般、後期高齢でない人を含めまして、健康保

険証を持ってくれば、そのカードを出せば、その機器のあるところでは診療が受けられると、ない

ところではもちろん対応できないから。そのときには本村ではそれをナンバーを、保険証のナンバ

ーだか何だかを打ち込んで、これを持っていけば、この機械のあるところなら診療は受けられます

よというところまではできるのですか。それは本村ではできないけれども、それやるならどこかへ

行ってやるとか、自治体ごとにやるから、利島の住民が大阪へ行ってできるかどうかは分かりませ

んけれども。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 
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          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） マイナンバーカードの発行についてのまず申請についてですけれども、

窓口に来ていただければ、村のほうで申請書ございますので、そちらのほうで申請していただいて、

その後にはがきでお知らせ行きますので、ご自宅に。それをはがきを持って村のほうに来ていただ

ければ、カードをお渡しできると。 

〇３番（笹岡壽一君） 何か２か月ぐらいかかると言ったよね。 

〇住民課長（榎本雅仁君） いや、今、２週間ぐらいですか、１週間、２週間で、そんな２か月もか

かりません。今、２週間ぐらい、大体皆さん見ていますと、２週間ぐらいといったところでござい

ます。それで、あとはスマートフォンですか、スマートフォンのほうからちょっと大変、大変では

ないですけれども、そっちのほうが簡単は簡単だとは思うのですけれども、お申込みしていただい

て、役場に来なくても、自分のスマートフォンで顔写真とか、通知カードというのか、通知カード

にＱＲコードが書いてあって、そこからそれを読み込んで、その通知カードの番号が、マイナンバ

ーの番号ではないのですけれども、発行するための番号があって、その番号を入力すると、インタ

ーネット上というのですか、スマートフォン上でももう登録できて、その登録すれば役場にわざわ

ざ来なくても申込みができるといって、そういう顔写真自分で自撮りして撮って、そのデータをア

ップロードしてあげると、そのデータが向こうへ行って、向こうでつくられて、カードだけ来ると、

カードが役場のほうに届いて、その利用者さんというか、住民の方にははがきが届いて、はがきと、

そのはがきを持って役場へ来ていただければ交換できるといったところできますので、窓口に来る

か、インターネットというか、で申し込むかの２種類があります。 

 もう一個のマイナンバーカードと健康保険証の連携というのですか、そのデータを別々のデータ

のものを連携させる、ひもづけさせるのにマイナンバーの番号が必要だといったところ、そこにつ

いては現時点では利島村の国民健康保険もまだ改修終わっていないので連携はできないのですけれ

ども、実際にはそれは健康保険のその親元というのですか、保険者と私どもの専門というか、言う

のですけれども、国民健康保険だったら利島の住民の方だったら利島村、私でしたら東京都の市町

村共済組合というところで、自分の保険をつかさどっているところに申込みしていただくような形

になるので、住民の方全員が利島村に来ても、うちのほうもその方の医療保険について把握してい

ない部分も当然ございますので、連携できない場合もあるといったところでございます。 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。まだなかなか運用にはほど遠いような感じだな。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 先ほどふるさとをやりましたけれども、同じページで243ページですけれども、

その下の財調の繰入金が減っていますけれども、これはどういう理由によるかといいますと、歳入

で繰入金を戻したのです、歳入がなくなったということは。２億1,000万、これを財調に、言うなら
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ば、あとの歳出は見ていませんけれども、歳出見ればどうなるか分かりませんけれども、財調に積

み込んだという…… 

          〔「積み戻した」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 積み戻したという、戻入したということですね。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。それはどういうものですか、要らなくなった理由は。補助金

か何か来たということですか。 

          〔「都から１億、国から１億予定よりも多く歳入が来たので」と言う 

人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ああ、なるほど。 

          〔「……必要がなくなったということです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。 

  それから、これはページは今度は支出、歳出になりますけれども、村の総務管理の庁舎、小中学

校校舎…… 

          〔「245ですね」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 245ページですけれども、庁舎、小中学校校舎棟、棟です。劣化診断調査委託

料というのが約900万、900万というか、1,000万です。これ減がこれやらなかったということですか。

やったのだけれども、安かったという。それで、庁舎、小中学校って、どっちがどういうことだっ

たのですか、この減額理由は。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 主には、庁舎と言うよりは、学校でございます。今回この990万使う必要が

なくなった理由は、今年度の当初予算の中で、1,700万ぐらいかけて学校の長寿命化計画を計画して

おったのですけれども、その中で実はセットで入っていたと。その1,700万の学校長寿命化計画の中

に同じような調査をセットでやっていく。だから二重投資にならないようにこっちの分は予算は使

いませんでしたという形になります。 

〇３番（笹岡壽一君） 二重…… 

〇副村長（田中真里君） 二重投資。同じことをやらないように、学校長寿命化計画の策定の中で同

じ調査をやっていただいたので、個別にこの調査はする必要がなくなったということでございます。 

〇３番（笹岡壽一君） 他の事業でやった。 

〇副村長（田中真里君） そう、他の事業で同じことをやっていたということでございます。 

〇３番（笹岡壽一君） はい、分かりました。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 



 - 256 -

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） その分が、他の事業でやった分が990万、1,000万に相当するということです

か、逆に言えば。 

〇副村長（田中真里君） はい。 

〇３番（笹岡壽一君） はいと言った。それで仕事をやったということでしょう、そっちのほうで。

どういう事業科目だか分かりませんけれども。そちらでやったから、この科目は要らなくなったと。

分かりました。 

  それでは、247ページですけれども、これは関連した質問ですけれども、備品購入費で、これは総

務費です。総務費のこれ管理費なのかな、管理費ではないかな。管理費ではない。企画広報費か。

企画広報費の中の地域おこし協力隊というところで、それで備品購入費という、これは違うのかな。

上からのつながりなのかな。つながりですね。いずれにしても、これは地域おこし協力隊の事業費

が250万、いろいろもろもろ、下に旅費だの、管外旅費だのといろいろあるようですけれども、まと

めて言うと、歳出合計が213万円ばかり減額、要らなくなったと、不用額、不用ですということの減

額がありますけれども、このことと、これが分からないのです。その下のほうに財政番号で、歳出

番号でいいますと、11番の役務費の広告料のところで、この広告料、これは何ですか。広告をして

募集をするということですか。何かこれどこかにただ申し込むだけではないのですか。どこへ広告

するのですか。新聞広告。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  こちら地域おこし協力隊の事業費で253万8,000円が減額となっているのですけれども、中身見て

いっていただくと分かるとおり、主にマイナスになっているのが結婚定住促進事業でマイナス200万

円が入っていて、違うか。ごめんなさい。間違いました。申し訳ない。そこは９だから大丈夫だ。

失礼しました。253万8,000円入っているのですけれども、ごめんなさい。備品購入、１人、次のペ

ージの…… 

〇３番（笹岡壽一君） 次。 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） ええ、249ページの13番というのが７行目にあるかと思うの

ですけれども、13番に地域おこし協力隊人件費というのがあると思うのですけれども、地域おこし

協力隊のほうは、全部の人数採用していないと、思ったとおりしていなかったといったところもあ

りまして、その分の当然地域おこし協力隊、長年にわたって村でもご説明、議会でもご説明申し上

げていますけれども、人件費プラス備品とか、そういった活動に関する費用について、国からの特

別交付税措置されているといったところもございまして、当初採用する予定だった者が当然住宅事

情、一番のところは住宅事情で募集できなかったといったところで、備品購入費は落としてあると
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いうところと、あとまたこの広告料というのは、地域おこし協力隊も募集するに当たって、１か所

ではなくて、複数の会社ではないですけれども、そういったところに広告媒体でＰＲしていかない

といい人材は確保できないといったところで、当初そういうのでお金を予算計上していたのですけ

れども、募集しなかったといったところで減額させていただいているといったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ３年の任期が切れた職員がいると聞いたのですけれども、私またその人の人

件費分が余ってしまったのかなと、だから払わなくてよくなったのかという、そういう推測をした

ので、今、説明を伺いますと、そうではないということのようですね。そうするとその人は今どう

なっているのですか。個人名、個人は言いませんよ。どういう扱いになっているのですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） ３年の任期が切れた方については、249ページの下から10行

目ですか、集落支援員、19、集落支援員人件費、こちらのほうでお一方は働いていただいていると

いうか、集落支援員としてお一方働いていただいていて、集落支援員という名称なのですけれども、

実質会計年度任用職員として１人の方働いていただいていて、会計年度任用職員（集落支援員）で

すか、という形で１人の方が働いていただいていると、今２人の方とも村に残って、村で働いてい

ただいて、村のほうが給料ですか、は出しているというようなことになっております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは個人に絡む問題で、なかなか具体的にはやりにくいのですけれども、

村とすれば、365日職員という会計年度職員ということで、これは村の職員ですよね。だから、村の

仕事をやっているのですよね。そうでもないのですか。村ということでほかの仕事をやっていると

いうことですか、他の仕事を。事情があれば個人分内だから、これがどうのこうのという他意はな

いので、不都合があれば別に構いませんけれども。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  一応会計年度任用職員、フルタイムではなくて、パートタイムの任用職員になっていまして、週

30時間ですか、30時間前後は村役場の職員として働いていただいて、そのほかの時間については自

分の自営の仕事をしていただくような形でやっていただいているというので、厳密に笹岡議員が見

られたときが村役場の職員として働いているのか、またもやほかの立場として働いているのかとい

ったような形で、そこはその職員、当然いつのいつだという話まで踏み込んだ話になってしまうと、
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ちょっと私も下へ行って見てこないといけないですけれども、そういった形で、あくまでも普通の

正規職員というか、フルタイムの職員ではなくて、パートタイムで部分的にというのですか、週30時

間について、おおよそですよ、おおよそ週30時間については村役場の職員として働いていただいて

いると、こういったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうしますと、私がその該当者だとした場合、当該者ですとした場合、私は

村からいただける報酬といいますか、給料といいますか、賃金といいますか、分かりませんけれど

も、これは30時間分ですか。 

          〔「週30時間」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 週30時間分で、あとはそれが幾らになるのかと、それが大体社会的に見て、

まあまあそこそこ生活できるという収入には相当するのですか、これは。それだけでですよ、例え

ばの話。いろんなパートがどうのという話ありましたけれども。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  ここはちょっとプライベートというか、あれに入って、うちのほうのお支払いするというか、報

酬の月額としては21万円程度になっていまして…… 

〇３番（笹岡壽一君） いいですよ。 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） それだけでよろしいですかね。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは当然自主財源ですよね。 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） はい。 

〇３番（笹岡壽一君） 今言った自主財源で、国からは来ないでしょう、もう任期が切れてしまった

のだから、国の対象からは。ああ、そうですか。それで、あとは30時間以外は拘束しないと、これ

は一般の公務員とまた違う。少し違いますよね。今、２か所で副業ということでやってきているか

ら、ここの本社の仕事をやりながら、どこかの別の会社へ行って仕事もいいなんていう世の中にな

ってきているから、あまりうるさくはないでしょうけれども、ああ、そうですか。分かりました。 

  では、最後に教育委員会をちょっとあったのですけれども、どこへ行ってしまったかな。探して

いるのですけれども、ちょっと時間すみません。 

          〔「249ですか、中学生の海外派遣」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いや、そうではなくて、どこでしたっけな。 
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          〔「281から教育関係です。281」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そう、そう、これだ。いつも話題、問題になりそうなところなのですけれど

も、このところ安定しているような認識というか、話もお伺いしていますけれども、給食の人件費

なのですが、これは作業員のほうですか、それともアルバイトといいますか、臨時といいますか、

それによる人件費の変動ですか。というのは、会計年度任用職員の期末手当というのがあって、減

額理由が。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  ちょっと私、前教育委員会のほうの担当もしていましたので、お答えさせていただきますけれど

も、こちらで今回減らさせていただいている５万6,000円の部分の話ですよね。こちらが会計年度任

用職員の調理員の方の期末手当、今、会計年度任用職員のボーナス出ていますので、そこの部分は

ボーナスは別に減らしたわけではなくて、最初の積算がちょっと多かったと、積算したところが多

かったので、その分は不用額になったので減額したといったところです。 

          〔「多めに見込み過ぎた。実績がそこまで行かなかったから減らした 

という、誰かのお金を削ったわけではない。もともと多めに見積 

り過ぎて」言う人あり〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 過ぎていた。積算が間違っていた。誤まっていたわけではな

いのでしょうけれども。 

          〔「予算の計上が多過ぎたという」と言う人あり〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） ところなので、誰かの分を削ったという話ではないのですよ

というだけでございまして。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） いや、私はお察しのとおり、その要因をちょっと聞いたのですけれども、単

純に、単に行政の側の積算違い、見込み違いですか。いや、見込み違いなら分かるのだ。ところが、

計算違いですか。というのは額はもう決まっているわけでしょう、会計年度職員の報酬体系は。月

額幾ら、0.だか、何か月分の賞与。これは決まっていると思うのですよ、固定額。将来変動するの

はともかくとして。あなたとこういうことで契約しますと、村は。契約書を交わしているかどうか

知りませんけれども。単純に人の状況によって、本来給与は一定だかどうか分かりませんけれども、

給与はこういう給与、給与というか、給与体系の人を採用する、任用する予定だったのだけれども、

実際に任用したのはこういう給与体系の人だったと、それによる誤差だということなのかどうかと

いうことです、簡単に言えば。 
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〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  こちらのほう、ちょっと精査させていただかないと、実際に何でこの減少になったかという原因

なのですけれども、考えられるのは、そもそも積算をしていく中でというか、会計年度任用職員っ

て月額幾らですというような形で募集をかけます。そこはもう固定で一緒というか、の部分の人と、

それよりも時間を短くして採用する人もいるといったところで、変な話、千差、その時間によって

ばらばらというところであって、当初予定していたというか、これ結構毎回毎回人件費の部分って、

毎度毎度補正かけているところでもあるのですけれども、当初予定していたところよりも、当然時

間数が減っている方がいたりという、当初というか、４月に採用するときは変な話、先ほど言った

ように、週30時間でやりますと言ったけれども、途中で週20時間にしますとか、その辺はちょっと

フレキシブルな、給食なんかの場合は結構そういうのもあるのかなというところもありますので、

そういうのを計算していって、うちで今回について、このまま行くと当然期末勤勉手当なんて、も

う12月支給を終わってしまっているので、もう余りますというのが分かっているので、そこの部分

を減額させていただいているといったところでございます。 

〇３番（笹岡壽一君） 終わります。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了いたします。 

  ちょっと待ちましょう。 

  質疑を終了しましたので、討論を行います。討論ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 討論なしと認めます。 

  それでは、採決を行います。 

  議案第24号 令和３年度東京都利島村一般会計補正予算（第７号）を採決いたします。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第24号 令和３年度東京都利島村一般会計補正予算（第７号）は原案のとおり可決

承認されました。 

  ここで10分休憩します。 

          （休憩 午後 ２時３３分） 
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          （再開 午後 ２時４３分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

 

    ◎日程第２６ 議案第２５号 令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会 

計（事業勘定）補正予算（第２号） 

 

〇議長（寺田 優君） 次は、日程26、議案第25号 令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別

会計（事業勘定）補正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第25号 令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

補正予算（第２号）。 

  令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 

  詳細以下、住民課長より説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） では、中身のほうを説明させていただきますけれども、295ページ御覧く

ださい。都支出金でございますが、保険給付費都交付金のほうが減額となっておりますが、こちら

のほうは歳出のほうを見ていただいて、299ページですか、そちらのほうで利島村の国民健康保険の

方が皆さん病気にかかられずに過ごされたといったところで減額になっていると、給付費がかから

なかったといったところで、その分こちらのほうが減額となっているのと、あと303ページですか、

303ページです。303ページ、国民健康保険会計の事業勘定というのは、診療所会計と関係している

手前、こちらの部分が東京都から特別調整交付金で流れてきたものをそのまま繰出金として直診勘

定のほうに流すのがあって、その部分も減っている部分といったところで、減額になっている部分

がございます。主立ったところの増減につきましては、そういったことになっておりまして、全体

的に857万円の減額となっているといったところでございます。 

  あと１点、先ほどマイナンバーのところの答弁で、利島村の国民健康保険について、まだマイナ

ンバーの連携できませんよという趣旨のお話をさせていただきましたけれども、確認したところ、

今年度の改修でマイナンバーの連携ができているといったところと、あと東京都後期高齢者広域連

合も今年からマイナンバーのほうと保健所のほうのひもづけができるといったところで、保険者側

の都合とマイナンバーのほうというのは解消されていると。あとは診療所のほうですか、医療機関
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のほうのそのマイナンバーのカードを持ってきた方に医療保険としての保険証としての読み込ませ

る機能が準備できれば、利島村でもマイナンバーカードを使って医療が受けられると、医療保険が

受けられるといったところになりますので、そこにつきましては、診療所関係、今年度というか、

令和４年度ちょっと準備していくような考えで、今これから当初予算はちょっとそこに盛り込んで

いませんけれども、その先にちょっと考えさせていただきたいなと思います。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明は終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質問のある議員は挙手願います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 先ほどの一般会計は成立していますので、補正が。ただ、過誤が内容にあっ

たということの今説明ですけれども、そうでしょう。 

          〔「いや、村でのマイナンバーカードの状況で説明しただけで、特段数 

字の……」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ですから、先ほどの答弁ではそれはないですよと、入っていないと言ったけ

れども、今は調べてみたらあったということでしょう。 

          〔「そう、そう、そういうことで、だから利島村ではまだ使えません 

よと、診療所のほうの体系が整っていないから」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いや、いや、それはこれからでしょうけれども、先ほどは本村ではそういう

対応はできませんと、できていませんと言っていたのだけれども、所管に確認してみたら、いや、

できていますよと、対応できますよという、そういう答弁なのでしょう。ですから、そういう意味

で案件はもう承認可決されているのですけれども、説明の中で過誤があったということでしょう。

そこで、お伺いしてもいいですかねと、こう聞いたのです。 

  というのは、今、所管課長言っていますけれども、そうすると持ってくれば、保険証だけ持って

くれば、村に健康保険証だけ持ってきて、カードを欲しいのですと言いさえすれば、それでもう手

続するよ、できると、すると。それでそれでもって利島に、本村には取りあえずないけれども、そ

の機器が、対応する機器が。機器がないのだけれども、それは先の話として、既にやっているとこ

ろがあるでしょうと。例えば都立病院なんかでやっている。確認していましたから、広尾病院にあ

るかどうか知りませんけれども、そこへ行けばもう対応できますよと、それには持ってくれば、先

ほどの説明ですと、２週間もあれば保険証だけ持ってくれば、申請できますよと。そうするとそれ

によって、２週間もあれば、そのマイナンバーカードに保険証ナンバーが打ち込まれて、そのシス

テムのあるところへ行けば、もうそのカードだけで受診できますということになるということにな
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るのですか。そういう説明でしょう。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） いや、違いますね。そういう説明はごめんなさい。していません。ごめ

んなさい。私の説明がちょっとへただったのかもしれないですけれども、ちょっとご説明させてい

ただきます。 

  ２つに分けなければいけないのは、まずマイナンバーカードを申請する、しないというところが

１点あるのです。マイナンバーカードをただつくるだけ、必要に応じて保険証云々は関係なしに、

まずマイナンバーカードをつくらなければいけないよと。 

〇３番（笹岡壽一君） それはそうでしょう。 

〇住民課長（榎本雅仁君） それで、それにかかるのに、役場に来てくださいとか、インターネット

で申し込んでくださいみたいなお話を先ほど一般会計のときに途中で補正予算とはちょっと関係な

いと言ってはあれなのですけれども、あれでご説明、ちょっと補足の説明をさせていただいたとい

ったところと、あとその答弁の中で利島村の国民健康保険や東京都の後期高齢の広域連合について

は、まだ対応していませんよといった話については、今年度にもう対応を終わっているので、連携

はできますよと。連携するのはどうやってするのかというと、マイナンバーカードを持ってきてい

ただいて、村役場でするのではなくて、利用者自身、皆さん住民の方というか、笹岡議員だったら

笹岡議員がこのインターネット上で登録をしなければいけないと。マイナポータルというサイトが

ありまして、そこの中であなた、マイナンバーのこの番号でこういう方が国民健康保険とひもづけ

しますか、しませんかみたいな、後期高齢とひもづけしますか、しませんかというのを登録いただ

くといったようなことで、これ実際に村役場に来て、これひもづけしてくださいと言うわけではな

くて、あくまでもインターネット上で操作すると。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） というところで、村役場に来たからできるというところは、あくまでも

マイナンバーカードを申請をするというところだけが村役場で実際にはやること。そこについても、

あとはそこだけについて村役場でやりますよといったところでございます。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） みんな見たほうがいいかもしれないね。 

          〔「今、僕も見させてもらいました」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ああ、そうですか。そうしますと、カードは村で、その前に聞きます。ナン

バーは既に決まっているのですか、村のほうでは。全村民があなたは何番ですよということは村で
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は決まっている。何番は。 

          〔「国から来ている」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ああ、国からね。それで、ただそれはナンバーだけですと、それでカードと

は直接は関係ないと。 

          〔「関係ないです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） カードの申請をしたときには、ナンバーは決まっているから、私なら私が10番

ですよと、自動的に10番のカードを発行してくれると。それは空のカードですと。 

          〔「生年月日とか」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 住所、生年月日、写真はともかく、そこまでで内容は、それ自体を持ってい

たからって何にもならないカードですと、言わせれば。何の役にも立ちませんよと、せいぜい身分

証明になるかどうかで。あとの中身は全部個人で、ここに入れてパソコンなり、あるいはどこかへ

行ってやってもらうと。健康保険を使いたければ健康保険の関係するところに物を申して、そして

ネットで自分で入れられるのですか。そのネットで個人で入れるためには、ここに私も今押してい

ないのですけれども、空のカードはもらって、何を入れたいか、おのおのが個人が選んで、それで

それに従って、ガイドに従ってパソコンでできますよと、村は関係ないと。そうすると村は知らな

いところで、この人は健康保険証を持っているとか、あるいは持っていないとか、それは村は知ら

ないということになりますね。あるいは村に登録するのですか。 

          〔「見た目は全く同じマイナンバーカードで、こっちは保険証機能が 

ついているとか、ついていないということになっていますね」と言 

う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは村はもう全然分かりませんと。 

          〔「それは分からないですね、個人のは」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 勝手に個人がパソコンで入れようが、入れまいが、それは自由なのでしょう。 

          〔「見た目は全く一緒です」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） はい、ありがとうございました。 

          〔「金色のチップのところに新聞紙６枚分ぐらいの情報が書き込める 

ので、そこがどんどん書き込まれてくる」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 何でも入れられるのですか。 

          〔「何でもはちょっと」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 例えば、何でもいいと、何でもと私の言い方も悪いかもしれませんけれども、

大まかに言って、普通の人が使う、例えばＳｕｉｃａ機能だと、クレジットカード機能だとか、あ

るいは健康診断だとか、あるいは運転免許証だとか、我々に関係すると言ったら、そんなものです。

中にはやっぱりそう取っている人もいるかもしれませんけれども。 
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          〔「だから、今、国のほうでは運転免許証代わりに使えるようにとい 

うことをしているようで」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは空っぽのカードは、村とすれば手渡すけれども、あとは自分でやって

くれと、何を欲しいか、何を入れるか、そういうシステムなのですか、これは。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  大枠で言うと、笹岡議員のおっしゃっていることで合っていると、民間企業なんかでポイント付

与、自治体なんか絡めて商工会館なんかでポイントなんかを付与する、幾ら買うと、幾らとかとい

うポイントの付与なんかもマイナンバーのカードにひもづけというか、することはできたりもしま

すし、あと自治体でよくやっているのは、印鑑証明を取るときの印鑑証明書ってうちも発行してい

ますけれども、あれなんかもマイナンバーのカードに入れることもできなくはないと、費用対効果

とか、いろんなところでちょっと必要かどうかというところが出てきてしまったりはするのですけ

れども、ですとか、いろんなことのサービスにつながっていく可能性があるのですけれども、一方

でよく昨今も言われているように、マイナンバーからの情報の流出がどうなのかといったところで、

セキュリティーが非常に高くなっているよといったところで、セキュリティーが高くなるイコール

費用も結構かかっているというようなところもあるので、多分今、全国一斉にばっと広がるような

なかなか仕組みではないのかなと、非常にマイナンバーの番号は皆さんに配付したけれども、カー

ドをつくらないというのもやっぱりそれで何か悪用されるのではないかとかと皆さん心配されて、

結構つくらないところもあると思うのですけれども、そういったところも加味すると、なかなか一

概に全部のどういったものでも何でもかんでも入れていいのかというところもありますし、そうい

ったところはいろいろな中で、そこの中に入るカードのその磁気の中に全部の情報を入れるのかと

かというのもまたちょっと語弊があるところというところもあるのですけれども、大枠としては、

そういうような空のカードがあって、それに要はいろんなものがひもづいているから、１枚のカー

ドで何でも自由に、自由にというか、便利に使えるよというところがこのマイナンバーカードの趣

旨とされるところだと、こう考えております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 今、副村長が非公式といいますか、新聞紙なんか６枚ぐらいのデータが、こ

れはいいですよ。 

          〔「私はカードの仕様が分からないんですけど」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いいです、いいです。こだわりません。こだわりません。相当のデータがあ

るという、相当というか、ある一定のデータは取り込めるだろうということで、チップの問題もあ
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るのでしょうけれども、それはともかく、アプリはご案内のとおり、皆さんご承知のとおり、半分

有料といいますか、携帯なんかでもパソコンでもそうですけれども、全く無料のもありますし、そ

れから同じ天気予報でも有料なのもありますよね。例えば携帯電話天気予報なんか見るでしょう。

ＮＨＫのニュースなんかも見られるでしょう。あれも有料もあれば、無料もあるのです。ＮＨＫは

無料と言っていますけれども、自分のは。ただ、ほかの会社では結構有料なのもあると思う。これ

は何を取り込んでも無料ですか。何があるか知りません。メニューとすれば結構さっき言ったよう

に、我々必要とすれば、そうはいってもクレジットカードと、あるいは電車に乗るか、あるいは特

定の店、クレジットカードなんていうのは、どこでも使えるカードがあるかと思えば、銀行みたい

なのがやっていて、どこでも使えるというのもあれば、そうかと思うと、その企業だけが、うちの

会社だけは、あるいはチェーンだけは使えるというカードもあると思うのです。それはともかく、

私が聞きたいのは、そのさっき副村長見て、機器で説明を受けましたけれども、そのメニューを選

択したときに、何があるか知りませんが、相当のものは無料で取り込むことができると。相当のも

のというのは何か中身は分かりません、メニューは。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 笹岡議員の質問にお答えいたします。 

  マイナンバーカードですけれども、金色のチップの部分に、先ほどちょっとこの金色のチップの

いつ頃登場したかによってちょっと違うのですけれども、新聞紙1.5枚分とか、場合によっては６枚

分とか、そこの情報が書き込めるようになっています。その情報を利用して、今、政府は免許証と

それをくっつけたり、保険証とくっつけたりと、いろんな将来パスポートとかもくっついてくるの

か、そういったもので進めていまして、当然この部分については、民間の会合も今、総務省のほう

で進めていまして、何か入れませんかとは総務省は呼びかけてはいるようですけれども、ちょっと

そこに民間の事業者さん、例えばレンタルビデオの会員証とか、そこで応じるかどうかはちょっと

また別だと思いますが、それをやることで、利用者さんに特段負担が来るようなことには恐らくな

らないのではないかと思いますが、あくまでそこは政府がこの空いている領域に皆さん何か使いま

せんかと言って、それに民間事業者が応じるかだけの話であって、私どものほうで何ともちょっと

お答えしかねるところになります。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） あれもこれもということを言って、取り留めのないところまで私は論ずるつ

もりはないのですけれども、まず普通の特に今、我が村の住民、住民といったっていろいろいるわ

けですけれども、せいぜい10ぐらいでしょうか、まとめて言えばクレジット、クレジットもいろい
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ろあります、さっき言ったように。それと我々にはほど遠いけれども、パスポートだとか、身近な

ところでは保険証、何といっても健康保険証と、これが社会保険であれ、共済であれ、国民健康保

険であろうと、それとか、あるいは免許証、こんなところだろうと思うのです。通常生活の中では

本村で暮らしている。それらはメニューの中に織り込まれていて、それを選ぶのは皆さんですと、

副村長おっしゃるように、チップがどうだこうだというのももちろんあるかもしれません。多少の

変化はあるのかもしれませんけれども、差は。それはすぐもう本村では、本村関係ないのですよね。

本村では言わせれば、カードだけ発行すればそれでいいのでしょう。そこまででしょう。あとは免

許証を入れるか、保険証を入れるか、クレジットあるかないかはともかくとして、入れるか、パス

ポートをどうするか、これはお客さん次第ですよ。そのアプリはあなた方が携帯と同じだ、パソコ

ン、携帯と。そういうところで認識とか理解しておけばいいのですか。 

          〔「そのとおりです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それで、ということは特に免許証なんか今ちょっと話がありましたけれども、

免許証は持っていないと。だけれども、これだよと出せば、この御紋が見えないかということで出

せば、不携帯は…… 

          〔「警察が来たときにピッとやれば、免許証を出せばね」と言う人 

あり〕 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  多分一番の問題がそこにあるのかなと、結局データ化されてしまっているので、目に見えて保険

証もそうですけれども、そのマイナンバーのカードを見ただけでは、そこの中に何の情報が入って

いるのかも分からないという、写真と生年月日と住所か、住所はそこに記載されているので、そこ

は分かるのですけれども、それ以外の情報で、この人どこの健康保険に加盟しているのかとか、そ

れこそ免許証は本当に持っているのか、持っていないのかというのは、そこのそれ見るだけでは一

概に分からないといったところ…… 

〇３番（笹岡壽一君） ……ですよ、持っているかと、この紋所がというわけにいかないから。 

〇住民課長（榎本雅仁君） なので、その辺がそうなってくると、もう社会インフラのそこの整備の

話になってくると思うのです。それこそ警察官が一人一人要はそれを読み取る機械を持っていない

と、免許証本当にありますかとかと言ったときに、分からないよねなんていう話になってはこれは

困ることでしょうし、だから大まかな中でそういう概念でいいのですけれども、あとはこの考えら

れそうなところをまず申し上げますと、ヘリとか、シンチュウとかのああいうのですとか、本当に

今実際にやっているのは図書館なんか、利島は図書館ないのですけれども、都内に行くと、市町村

行くと、図書館のカードなんかもわざわざ持っているのをマイナンバーの中に入れ込んでしまうと
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か、入れ込んでしまうという言い方はちょっと乱暴なのですけれども、そういうようなもの、結構

行政系のサービスの中で、今までカードはいっぱい持っていなければいけなかったようなものを１

枚で済ませましょうというのが、年金なんかも含めてもそうなのですけれども、そういった形でい

ろんな情報をその中に入れていくと。利用者が使いやすいようにするというような制度です。そう

いうようなものを進めていきますといったところでございます。 

〇３番（笹岡壽一君） これで終わりますけれども。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） もちろんこのシステムは相手、相手って、機械が、受け止める機械がいわゆ

る証明書です。その機械が証明してくれなければ使えない。これは当然です。紋所と言ったって、

目で見たか、分からぬかと言ったって、反応しないでしょうから、免許証については、違反らしい。

止められたときに警察官が持っているであろう何かにかざすと、免許はないけれども、免許証の何

の誰だということは分かるとか、クレジットというのは、いろいろ買物クレジットもありますけれ

ども、一番のやっぱり皆さん利用するのは、確実的に利用するのは乗り物だと思うのですね、１つ

は。それと、我が村にしてみればそこの宿とは限りませんけれども、少なくとも島嶼会館はそのカ

ードでただで泊まれると。ただと言うと語弊があるかもしれぬけれども。そうすれば島嶼会館にそ

ういう機械があるのかどうかは知りませんけれども、そのカードをかざせば島嶼会館金がなくても

泊まれるということもこれは町村会だか、振興公社だか知りませんけれども、振興公社も町村会も

一緒みたいなもので、そういうことも住民の、島民の利便性を図る上では可能ならばやってもらい

たいものだと思うし、第一その入るのか、入らないのか知りたいのです、そのメニューが。これの

中から勝手に選んでいいのだということができるのかどうか、パソコンなりなんかで。そうはいっ

て空っぽのカードを発行したけれども、そのメニューはありません。運転はありません。健康保険

証はありません。クレジットはありませんということになるのかどうか。何が使えますか。何が入

れられますかというのはぜひこれ住民知りたい。そう10も20もは要らないですと、多分当面。せい

ぜい５つか６つ種類があったらいいのだろうと思うのです。東海汽船に乗れるとか、東京へ行った

ら電車に乗れるとか、宿へ泊まれるとか、どこも日本国中の宿とは言いません。島嶼会館に泊まれ

るのかとか、診療所、病院に行けるのかとか、パスポートは私の範疇を超えるから、５つか10もは

ないと思うのですけれども、そういうことはメニューはあるのでしょうかということも含めて聞き

まして、それで終わりますが。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  まず、先ほど来から申しているクレジットカードなのですけれども、今、政府のほうでクレジッ
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トカードが載せるかどうかというのを何か検討している最中、ちょっと私もネットの記事でしか見

ていないのですけれども、検討している最中だそうで、確実に載りますよとか、載りませんよとか

というのは今後次第だと。 

〇３番（笹岡壽一君） それ国ですか。 

〇住民課長（榎本雅仁君） 国。国のほうであくまでもこれはマイナンバーカードの発行主体という

か、あれは総務省とかデジタル庁とか、そっちのほうになりますので、村が何でもかんでもこれや

ります、あれやりますというわけではなくて、総務省のほうである程度これはいいですよ、こっち

は駄目ですよとかというのをメニュー化しているというか、その中の検討の中でクレジットカード

とかキャッシュカードですか、そういったものについても載せられるのではないかとかという検討

を今始めている段階で、今、村として確実に言えるのは、住民票の発行ですとか、先ほど申し述べ

たとおり、国民健康保険、保険証です。保険証の部分、そういったところについて、あとは電子証

明を使った証明書関係の本人確認の部分ができるので、先ほど議員もおっしゃられたｅ―Ｔａｘの

ようなところで使えるとか、そういうようなことには使えますけれども、それ以上のところという

のは今後いろんなところで進むのか、加速していくのかなといったところでございまして、またそ

こについて、ぜひ住民にも当然興味、関心のあるところとなってきますので、そこについては村の

ほうも情報は分かり次第、逐次ご説明申し上げるとか、周知していきたいと考えております。 

  以上です。 

〇３番（笹岡壽一君） 終わります。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、質疑を終了します。 

  討論を行います。討論はございますか。 

〇３番（笹岡壽一君） 今、こっちのほうと違って、前の議案にあったのです、一般会計の。 

〇議長（寺田 優君） ああ、そう。 

〇３番（笹岡壽一君） 説明が違っていたから、国保には関係ないです。 

〇議長（寺田 優君） では、ここでやりますか。 

〇３番（笹岡壽一君） そうですね、大したことはないです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 事業で１点だけ。 

最後の歳出繰り出しの繰出金、これは戻入先はどこで、一般会計ですか。その理由も教えてくだ

さい、減額理由。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 
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          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  303ページの国民健康保険診療所会計の繰り出しですけれども、これ都からもらったお金を利島村

国民健康保険診療所となっていて、国民健康保険のための診療所なのですね、利島村の診療所って。

そこなので、１回都から来るお金を利島村の国民健康保険事業勘定会計で、１回事業勘定で受けて、

それを診療所に流さなければいけないといったところで、その部分で診療所に払い出ししなければ

いけないお金で、都からもらえるお金が減っているので、その分診療所に流すお金も減らしている

といったところでございます。 

〇３番（笹岡壽一君） 戻したのではないのだ。 

〇住民課長（榎本雅仁君） 戻したのではないのです。 

〇３番（笹岡壽一君） はい、分かりました。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了いたします。 

  討論を行います。討論ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 討論もないようですので、即採決を行いたいと思います。 

  議案第25号 令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）

を採決いたします。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第25号 令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算

（第２号）は原案のとおり可決承認されました。 

 

    ◎日程第２７ 議案第２６号 令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会 

計（直診勘定）補正予算（第２号） 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程27、議案第26号 令和３年度東京都利島村国民健康保険事業

特別会計（直診勘定）補正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 
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〇村長（村山将人君） 議案第26号 令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）

補正予算（第２号）。 

  令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 

  詳細は、住民課長のほうから説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 令和３年度の国民健康保険直営診療所会計の補正（第２号）についてご

説明申し上げます。 

  全体で291万7,000円の減額となっておりますが、内容です。313ページ御覧ください。こちらなの

ですけれども、その他診療収入の現年度分が256万3,000円増加になっているのですけれども、こち

らについては一般会計のほうでも述べさせてもらったのですけれども、コロナワクチンの接種で、

診療所と委託契約を結んで接種を行っていただいているといった形態にしていますので、そちらの

部分で委託料のほうが増収になっているといったところで、一般会計からの歳出を行って、診療所

の会計のほうの歳入に入れ込んでいるといったところで、ここは当初予算がワクチン２回分だった

のが、３回目の追加接種も行い、また小児のワクチン接種も行ったといったところで、増額となっ

ています。 

  それで、先ほど笹岡議員の最後のご質問でいただいていた、ここがまさに568万5,000円と、先ほ

どの国保の事業勘定のほうの繰り出し分がマイナスした分を、マイナスの500というのがここの歳入

の事業勘定の繰入金のところがまさに減っている部分でございまして、これは都からもともと特別

調整交付金でいただく分が減っているといったところで、直営診療所に来たお金も減少していると

いったところでございまして、それに伴う歳出でございますが、人件費等々減っていたり、いろい

ろ使用料、賃借料が減っていたりといったところで、不用額が出ているところを減らさせていただ

いているのと、あと317ページで医療費なのですけれども、こちら備品購入費としまして、ＰＣＲ検

査の検査機械、島でぜひ今どうしても島で検査を行って、都内に検査機関に出すと、２日、３日、

２日ですか、大体かかるといったのと、あとやっぱり船便が着かないとどうしても出せないといっ

たところありましたので、そこについて機械をぜひ購入して、迅速なＰＣＲの検査の結果はやはり

分かったほうがいいといったところもありまして、検査の機械を購入させていただきたいなと思っ

て計上しております。 

  以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明は終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質問のある議員は挙手願います。 
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  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ちょっとこんがらがっているかもしれません。錯覚があるかもしれません。

ちょっと分かりにくいと思って。 

  先ほどは事業勘定から繰り出しましたよね、歳出して。歳出で。そうしてその繰り出した金は直

診勘定に入っているのですよね。そうですよね。そうすると直診勘定の歳入が増えていいのではな

いのですか。違いますか。 

〇住民課長（榎本雅仁君） マイナスにしているのです。予算額はマイナスにしている。繰出金額も

マイナスです。予算額としては繰出額もマイナスにしていて、差額もマイナスにしている。 

〇３番（笹岡壽一君） ああ、そうか、そうか、そうか、そうか。そうだよね。そうですね。 

〇住民課長（榎本雅仁君） そうです。 

〇３番（笹岡壽一君） マイナスだからプラスなのだよね、実際には。はい、分かりました。そうだ、

そういうことがあるのだ。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ほかに質問ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了します。 

  討論ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 討論もないようですので、採決に移りたいと思います。 

  議案第26号 令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算（第２号）

を採決いたします。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第26号 令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算

（第２号）は原案のとおり可決承認されました。 

 

    ◎日程第２８ 議案第２７号 令和３年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補 

正予算（第４号） 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程28、議案第27号 令和３年度東京都利島村簡易水道事業特別

会計補正予算（第４号）を議題といたします。 
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  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第27号 令和３年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算（第４

号）。 

  令和３年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

  詳細は、環境建設課長より行います。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 歳入歳出補正でございます。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ427万1,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を

２億3,858万8,000円とする。 

歳入歳出予算の款項の区分及び該当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」による。 

第２条 地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費

は、「第２表 繰越明許費」による。 

すみません。322ページを御覧ください。322ページ、もともと井戸のほうの増設、井戸を掘りま

すよといったところの予算でございますけれども、視察いただいたときに、村長よりご説明させて

いただいているのですけれども、その梅雨時のときまで雨が貯水池にたまるまで工事ができません

で、来年度に繰越しをさせていただきたいというところで、繰越明許費を設定させていただきます。 

続きまして、329ページの簡易水道都補助金でございます。後に述べさせていただきます。すぐで

すけれども、工事請負費、非常用発電機、当初予算でお認めいただいて、機器を購入させていただ

いているのですけれども、そちらのほうの設置工事の部分について、都の補助金が増えております。

その最終的なところの絡みで一般会計繰入金が減額になっております。 

330、331ページを御覧ください。３番の施設管理費でございますけれども、管理の謝礼金に関し

ましては、人にお願いしているところが減ったので、不用額を減額させていただいております。 

光熱水費につきましては、脱塩海水淡水化装置の運転が増えておりますので、電気代がとてもか

かりますので、こちらのほうを増額させていただいております。薬品についても水のほうの量が増

えてまいりましたので、使用料が増えているので、増額を要求させていただいております。 

先ほど申し上げたのですけれども、一番下のところのディーゼル発電機の整備工事というところ

でも、当初予算のところで発電機を買うに関してはお認めいただいて、実際購入は済んでおります。

こちらのほうの設置工事について438万4,000円計上させていただいております。 

以上です。 
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〇議長（寺田 優君） 議案の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質問のある議員は挙手願います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） どこに入っているかちょっと分からないのですが、現地を視察したときに、

事故が発生していて困ったという、水でボーリングができないのと同時に、事故が発生した、事故

といいますか、事故だろうと思うけれども、それは予想外だったと思うのですけれとも、結構手間

暇かかるようですけれども、それは織り込み済みなのですか。どこに入っているのだ。入っていな

いのですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） その掘削に伴う事故に関しては、当然事故なので、想定もしておりませんし、

現在精査中、協議中というところでございます。よって、金額も確定しておりませんし、もっと言

うとどこが負担するのかというところも含めて、今、相手方、相手方といいますか、業者さんと協

議をしている最中でございますので、予算計上するまでには至っていないと。ただ、前年度お認め

いただいた掘削工事自身は、先ほど議員もおっしゃられたとおり、水不足の関係で今年度中にでき

ないということで繰り越させていただきますという予算措置でございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） というのは、これは先走るのか。折衝、交渉はこれからだということなので

しょう。折衝中ということではなくて…… 

〇村長（村山将人君） 折衝中ということです。 

〇３番（笹岡壽一君） 中ですか。 

〇村長（村山将人君） はい。 

〇３番（笹岡壽一君） いいかな。控えるかな。 

〇村長（村山将人君） できれば。できればというか、業者も見ている可能性があるから。 

〇３番（笹岡壽一君） はい、分かりました。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 新年度６月議会もしくはそれ以降になるか、前になるか、後になるか分かり

ませんが、改めて報告させていただきたいと思います。現在のところはそこまででご容赦ください。

よろしくお願いします。 
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〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。了とします。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

  石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） １点だけ。 

  ディーゼル発電機の設置工事なのですけれども、これは設置する場所もできているのですか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） ディーゼル発電機自身の設置する部屋というのですか、自身はもう

施設を造ったときにもう箱というか、場所だけというか、部屋だけもう用意されていたと。 

          〔「今がらんどう」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） がらんどうになっている。 

〇４番（石野 治君） 終わります。 

〇議長（寺田 優君） それでは、質疑を終了し、討論を行います。 

  討論ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 討論もないようですので、採決を行います。 

  議案第27号 令和３年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）を採決いたしま

す。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第27号 令和３年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）は原案

のとおり可決承認されました。 

 

    ◎日程第２９ 議案第２８号 令和３年度東京都利島村介護保険事業特別会計 

（事業勘定）補正予算（第２号） 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程29、議案第28号 令和３年度東京都利島村介護保険事業特別

会計（事業勘定）補正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 
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  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第28号 令和３年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補

正予算（第２号）。 

  令和３年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

  詳細は、住民課長のほうから行います。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 令和３年度の介護保険事業特別会計の補正予算（第２号）、こちらのほう

のご説明申し上げます。 

  全体でいきますと、348万1,000円の減額でございます。中身につきましては、これは歳出のほう

からいったほうがよろしいかなと思いますので、345ページ御覧ください。当初居宅介護サービス給

付費負担金、こちらのほうの中で、居宅介護サービス給付費のほうを予算計上させていただいてい

たのですけれども、利用者の方が、これ居宅介護サービス給付費は、島の外、島外の施設でデイサ

ービスとか、そういったのを利用された方、ショートステイも含めてなのですけれども、そういっ

た利用される方が昨年度までいらっしゃったのですけれども、今年度いなかったというところで皆

減させていただいているというのが一番の大きなところでございまして、そこに伴って、あと歳入

のほう、それぞれ国都支払基金等々全部連動しているといったところでございまして、その分を減

額させていただいた。国または村からの当然繰入金もあります。そういったところを減額させてい

ただいているといったところでございます。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質問のある議員は挙手願います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 介護保険とは別口ですけれども、別制度ですけれども、関連があると思うの

で、似たような事業をやるわけでお伺いしますけれども、今この措置制度というのはありますか、

本村で適用対象しているのが。事業対象にしているのは。なくなりましたか。介護保険一本ですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 
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  措置で入所というのですか、している方はいらっしゃいません。介護保険、後期高齢者の方の介

護で必要な場合というのは、介護保険を使っているといったところでございます。 

          〔「サービスでやっています」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） サービスというのは、何のサービス。 

〇住民課長（榎本雅仁君） だから、介護保険のサービスですね。を使っています。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） というのは介護保険ですから、勘定ではない。認定された方のみですね。通

所にしても、泊まりにしても。その他のサービス対象事業というのは、やっていないということで

すね。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  認定を受けている方、ちょっと制度が昔というか、以前の制度よりもちょっと介護保険って何年

かごとに制度変わってきているので、今の制度でいきますと、総合事業というふうに言って、昔、

介護予防事業と言っていた部分ありますけれども、そこの部分というのは介護認定を受けるか受け

ないかというところで、サービス自体を使えるか、使えないかというのを変な話、除外もしていな

いのですね、全部。元気高齢者の方で、それ一概に一番何かというと、利島村でいきますと、地域

支援事業の中に地域包括支援センターという事業ありまして、そこは変な話、認定を受けていなく

ても、相談は当然行けるとか、だから介護認定を受けたから、必ず介護認定を受けないとサービス

が受けられないよというのは、介護保険の中ではちょっとそうは言い切れないといったところがち

ょっと若干の中であると。その中で今回の歳出の科目で言わせていただきますと、介護サービス諸

費、344ページですか、344ページの保険給付の中でも介護サービス等諸費というものについては、

介護保険の認定をきちっと受けてくれないと、このサービス使えないよといったところになってき

ますので、その使えるサービスによって、その認定が必要なのか、必要ではないのかとかというの

が分かれてくるよといったところと、あとうちの場合、ちょっと特殊な事例もあるのですけれども、

要支援と昔からそれ言われている方たち、要支援については、介護サービスのちょっと枠外でサー

ビスを受けているという場合も村独自というのですか、社会福祉協議会、高齢者在宅サービスセン

ターのデイサービスの中の何か独自サービスとして受けているといったところもございますので、

一概に全部が全部サービスを受けているというわけでもないですというのだけをご説明申し上げま

すと。 

  あと一例で言ってしまうと、利島村の高齢者在宅サービスセンターのほうでショートステイとい

いますか、のをやっていますけれども、あれも独自サービスなのですね、ある意味。施設に通所さ
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れている方が当然使うというところであれなのですけれども、この介護保険の中に、介護保険のサ

ービスの中としてはちょっとメニューとしては別になっているといったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私をはじめ、ここにいる議員の皆さんに大体は「明日は我が身」なのだよと。

ということもあるのですけれども、措置事業というのはなくなって、以前は介護保険が始まる前は

全部措置事業でやっていたのです。その中では特に制限制約はなくて、取りあえず。今、補聴器の

問題でも利用する、取り上げる制度と、東京都の制度として紹介してきているわけですけれども、

包括事業の中で、いろいろな施策が東京都はやっていて、そのことと介護保険とは別ですよね、東

京都にしてみれば。介護保険というのは国の事業で、もちろん都道府県も市町村も関与しているわ

けですけれども、その比率、負担割合はそれぞれあったとしても、そこでそれを背景にしながらお

伺いしたいのですが、今度はそれは制度の問題です、制度の。それで、実際に何をやってきたかと

いいますと、やっているかというのが分かりがいいのかな。支援事業になっているのか。介護保険

も確かに少し変わりました。１だ、２だ、３だなんてなくなって、その下もできたりして。介護度

が１、２、３、４、５なんていう、その前の準介護度とか何とかと、２つ、２段階ぐらいできてき

たり、そういうこともあると思うのですけれども、本村でやっているおむつの支給だと、具体的に

言って、床屋さんだとか、あとは送り迎え、入浴は介護になったろうと思うのです、多分。入浴と

いうか、体を洗うのは。あとはリハビリといいますか、散歩、そういうものはリハビリということ

で、介護保険になっているか分かりませんけれども、今言ったおむつ、それから床屋、整髪、女性

ではパーマというのかな、あれは。要するに髪のカットです。いうのは続けていると思うのです。

それから、食事はどうなっているか。かつては措置制度のときは独自で500円でやっていたのです。

それで、介護保険ではそれはどうなってしまっているのか。昼食といいますか、昼食、食事だな。

その辺は今どういう運営になっていますか、この福祉問題では。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  まず、散髪とか、おむつの支給というのは、あれは社会福祉協議会さんの独自事業です。あれは

介護保険とか、村の補助金がそこに全く使われていないかとはちょっと言えませんけれども、実際

は村とか、村の介護保険がおむつの支給をしてくれとか…… 

〇３番（笹岡壽一君） 聞き方が……。そうではないのです。今、村とか、そういう意味ではない。

いいですよ。 

〇住民課長（榎本雅仁君） ということなので、そこは介護保険ではないですよというのが回答とし

てはあります。それで、どこまでなのかというお話の中で、今の利用者さんのお昼、昼食というの
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ですか、利用者さん、デイサービスの方たちの分については、当然介護保険料の中に含まれており

ますので、そこについては利用者さん１割負担です。その介護段階、要介護の段階によって、金額

設定、村が設定しているというか、村が指定事業者なので、村の設定している介護報酬に従って算

定してもらって、請求していただいているというようなところで、ごく先ほども申したのですけれ

ども、ごく一部の方と、ここはもうまさに要支援１、２の方なのですけれども、制度にのせてしま

うと、毎日通所できなくなってしまうよという人たちがいるのですね、どうしても。あくまでも介

護の中で１回通所するのに要は何点という診療報酬というか、介護報酬もらう制度なので、何点以

上、要支援１だとか、２の方というのは、何点以上は自己負担になってしまうよという人たちいま

すので、その部分については社協さんの自主事業としてやっていただいているというような形で、

そこは社協さんのほうでお金を取っていただいているという、何がしかの昼食代というのですか、

サービス料というのですか、そこは取っていただいているよというような形になっているので、そ

こは全部が全部一概に介護保険の制度の中で回しているというわけでもないというところだけご承

知おきください。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私の質問がちょっと不足、舌足らずだったかもしれません。おむつだとか、

それから床屋さん、何というか、整髪というのかな、これとあと食事です、500円と。これは村では

当初社協ができた、その前はもちろん法人ではなかったのですが、あれ法人ができてまだ30年たっ

たかたたぬかぐらいだろうと思いますけれども、私も関与したのですけれども、法人設立のときは。

その当時は村は措置制度を利用して、それでおむつを支給する。それから、整髪券を支給する。そ

れで昼食代が300円だったのですね、記憶では。それでそれを300円では云々という話が出てきまし

て、500円にしたと、住民の皆さんからいただくのを。それまで300円、300円持っていけばお昼、ご

ちそうが出たかどうか別として、やっていたのだけれども、それをちょっとそれでは厳しいという

ことで200円上げて、その200円はそれではお客さんからいただくかということで、いただくという

ことにそれはなったのです。それで、あと整髪料と年に２回でしたか、整髪券は。 

          〔「３回ぐらい」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ３回でしたか。男性、女性問わず。そういうのはあったのですけれとも、そ

れは村が負担していたはずなのです。委託先は社協です。社協にそういう金ないのだから、ないと

言うと変ですけれども。それで、そういう事業を村営としてやるのだが、事業委託は社協に委託し

ていると、委託すると。それは見た目には確かに社協の事業になっているのです。今はもうどうな

っているか知りません。今は総括的に社協に対する事業費が織り込済みで、例えば助成金、補助金

が1,000万だか1,500万だか分かりませんけれども、その中で適当にやってくれと。早い話、あれは

老人会はいまだに役場直でしょう。社協に委託ではないでしょう、老人会費の負担は。あれは村直
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営でしょう。老人会はいいですよ、別に。多分村直営だと思います。 

          〔「直営じゃないです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いや、いや、老人会は村直ではないですか。社協を通していますか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  まず、社協の、今、村のほうで委託しているというのは、地域包括支援センターというものが各

市町村に設置しなければいけないよということで、そこには主任ケアマネさん、ちょっと略称で言

ってしまいますけれども、主任ケアマネさん、保健師さん、社会福祉士さん、どの課の職業の方は

いてももらって置きなさいよというのがあって、その当時社協に委託したときは、役場の職員でそ

の保健師さんとか、まだいなかったという時代もあったりして、社協さんに委託していると。そこ

は委託事業として地域包括支援センターというものを社協のほうの高齢者在宅サービスセンターの

中で一事務局というか、持ってもらって、そこで高齢者の相談事ですとか、お困り事というのを聞

いてもらっていたりするというのがまず１個ありますと。相談事業でそこのケアマネさんが今はケ

アプランをつくってもらってサービスを提供しているというような流れが１つあります。 

  社協の独自事業として、村が補助金を出しているような形になっているものの中に、ホームヘル

プサービスとか、また先ほどのおむつと、ごめんなさい。おむつもお年寄りとか、あと今、乳幼児

の方にもおむつ配っているらしいのです、社協さんのほうで。そういうのは社協のあくまでも独自

事業で会費集めてきたり、その他の…… 

          〔「寄附金」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 寄附金で歳末助け合いとか、ああいうものの寄附金を募金集めてきて、

その募金の一部が戻ってくるので、それを原資として社協の独自事業として使っていて、当然足り

なければ村の補助金からの部分が一部流れているといったようなところもありますけれども、そう

いったような形で実施している部分もあるといったところと、あとは何だっけ。 

〇３番（笹岡壽一君） 要するに食事は別にして、おむつと整髪券。 

〇住民課長（榎本雅仁君） そう、そう、そうですね。その２つについては村が直接今委託している

ものではございませんと。 

〇３番（笹岡壽一君） 村事業というと語弊があるけれども…… 

〇住民課長（榎本雅仁君） そう、そう、そう。 

〇３番（笹岡壽一君） それは語弊があるのだけれども、それは補償しているかということです。 

〇住民課長（榎本雅仁君） ある意味補償はしていますよね、実際にやっているので、村も別にそこ

を目くじら立てて、そこにお金を使っているだろうというようなお話はしていませんので、村の補

助金から一部が流れているような形を取らせていただいているのだと思います。何といったって、
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今、社協さんのほうはコロナ禍で会費を集めていませんので、それぞれのお金、大分そこで会費で

稼いでいた部分がなくなっているという現状もありますので、その分は村から補助していると言わ

れればそれまでという話にはなると思います。 

  あと、老人会につきましては、あくまでも老人会は老人会に対しての村は補助しているだけであ

って、委託ではないのです。 

〇３番（笹岡壽一君） もちろん委託ではないですね。 

〇住民課長（榎本雅仁君） だから、補助しているのは補助しているのですけれども、老人会さんの

ほうでやはり事務がなかなか難しいということで、社会福祉協議会の事務局長が老人会の事務をや

っていただいているような状況といったところになっています。 

  以上です。 

〇３番（笹岡壽一君） はい、分かりました。終わります。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了いたします。 

  討論ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 討論もないようですので、採決を行います。 

  議案第28号 令和３年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）を

採決いたします。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第28号 令和３年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第

２号）は原案のとおり可決承認されました。 

 

    ◎日程第３０ 議案第２９号 令和３年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別 

会計補正予算（第２号） 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程30、議案第29号 令和３年度東京都利島村後期高齢者医療事

業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 
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〇村長（村山将人君） 議案第29号 令和３年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第２号）。 

  令和３年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

  詳細は、住民課長より行います。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 令和３年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計の補正予算（第２

号）についてご説明申し上げます。 

  ここに書いてあるとおり、251万7,000円を減額しております。内容でございますが、こちらも歳

出から見ていったほうが分かりがいいかと思いますので、歳出のほうを御覧ください。361ページで

ございます。葬祭費のほうは、読んで字のごとくというか、葬祭費が亡くなられた方がいないと、

その分当初の予算を組んでいたのから減額しているといったところでございまして、あとその下の

広域連合納付金でございますが、こちらのほう、高齢者、75歳以上の後期高齢者の方が主に医療費

がお医者さんにかからなかったといったところで、少なくなっているといったところが原因で、原

因というか、大変いいことなのですけれども、そういったところで減額させていただいているとい

ったところでございます。それに伴って歳入のほうもそれぞれ一般会計からの繰入金等々を減らし

ているといったところでございます。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質問のある議員は挙手願います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 361ページですけれども、この葬祭費が減額になっていますけれども、これは

１件当たり、１件と言ったか、１人と言ったか分かりませんけれども、これは幾らですか。10万で

すか、あるいは５万ですか、３万ですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） ごめんなさい。お待たせしました。１件５万円でございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 別にどうということの意味合い、深い意味はないのですけれども、それを25と
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いうことは、当初25万、５人分見ていたと、簡単に言えば。それで、この年末に来て、年度末に来

て、そうはいないだろうと、３人ぐらいいるかもしれぬと、簡単に言えばですよ。そういうことで10万

円減、読んでのとおり、そういうことなのでしょう。だから、まだ15万円あると、対応はできます

ということですよね。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  そうですね。多く見積り過ぎていると言われればそれまでだと思うのですけれども、１月の段階

で亡くなる可能性が、可能性があるというわけではないのですけれども、言い方はごめんなさい。

大変失礼しました。 

          〔何事と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） そう、そう。そういうようなお話でございまして、ごめんなさい。何と

も言いようがないのかなといったところでございまして、決して死ぬのではないかというわけで残

したわけではございませんので、お含みおきください。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ４人目に入ったら金がないのは……。それはともかくとして、これはほかに

ちょっと話題が、話題というか、案件が違うと言えば違うのですけれども、住民からすると国保の

ほうでも10万ぐらい出るのですよね、葬祭費。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） ちょっと代わって、国民健康保険に加入の方につきましても、同じ国民健

康保険条例の第６条の中に５万円が支給されます。 

〇３番（笹岡壽一君） ５万。 

〇副村長（田中真里君） はい。 

〇３番（笹岡壽一君） １人10万では違いますか。おかしいなとは思った。 

〇副村長（田中真里君） ５万円となっております。葬祭費、第６条で、被保険者が死亡したときは、

その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として５万円を支給するということになっております。 

〇３番（笹岡壽一君） 10万もらったような気がするのだよな。 

          〔「合わせてもらったのも……」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 
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  最初、以前は３万円だったのを、変えて５万円にしていると、10万円にしたことはないです。そ

れで、後期高齢の制度が発足したときに、３万円から５万円か何かに多分変えさせていただいてい

るように記憶してございます。平成20年でしたかね。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） そうですね。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは受給権者は被保険者となると、介護保険に被介護されている年齢は、

障害者とか、そういう方は別ですけれども、65歳以上でしたか、何歳でしたか。 

          〔「後期高齢者医療」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 75歳。 

          〔「どっちなの」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 介護保険。 

          〔「介護保険じゃないでしょう。後期高齢者が国民健康保険……」と言 

う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いや、いや、介護保険で５万円もらえるのでしょう。 

          〔「いえ、いえ、いえ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ああ、そう。これ何だっけ、案件。 

          〔「後期高齢です」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  葬祭費につきましては、国民健康保険に加入している方は利島村の国民健康保険のほうから出し

て、後期高齢の方については後期高齢の利島村の一応歳出するところは利島村なのですけれども、

利島村の75歳以上の方については、後期高齢者広域連合に成り代わって利島村が支給しているとい

うような形になっています。 

〇３番（笹岡壽一君） ああ、……介護保険と……、審議中の案件でも。 

  分かりました。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 失礼しました。案件は介護保険審議やっていると思って勘違いした。後期高

齢。申し訳なかったです。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了いたします。 
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  討論ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 討論もなしということで、早速採決を行います。 

  議案第29号 令和３年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）を採決い

たします。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第29号 令和３年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

は原案のとおり可決承認されました。 

  ここで10分休憩をいたします。 

          （休憩 午後 ４時０３分） 

                                           

          （再開 午後 ４時１０分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

 

    ◎日程第３１ 議案第３０号 令和４年度東京都利島村一般会計予算 

 

〇議長（寺田 優君） 次は、日程31、議案第30号 令和４年度東京都利島村一般会計予算を議題と

いたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第30号 令和４年度東京都利島村一般会計予算。 

  令和４年度東京都利島村一般会計予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算総額で15億9,802万6,000円です。 

詳細につきましては、おめくりいただきまして、パワーポイントでつくっていただいたものを見

ていただきたいと思いますが、先ほど述べました15億円ですが、前年比のプラス7.4％です。対前年

比でいうと１億1,003万円プラスということで、かなり今までにないぐらいの大きさの予算となって

おります。 

この中で、再生可能エネルギーのものは債務負担行為ということで１億2,468万円、この部分が大

きいというのと、次のページ見てもらうと分かりますが、下段のほうで歳出、土木費9,000万円プラ

スということで、こちらはかねてから説明してまいります住宅、リースという形ですが、２棟、そ
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れから無電柱化計画、こういった大きなものが一番要因として考えられるということです。 

  先ほど可決いただきました今年度、令和３年度一般会計の中では、最終的に財政調整基金、今回

の補正で取り崩すことなく、プラ・マイ・ゼロということで、総合交付金が５億7,000万近く入って

きたということで、何とか取り崩すことなかったのですが、令和４年度に関しましては、やはりち

ょっとこの財政事情を考えますと、総合交付金どこまで見込めるのかというところもありますが、

恐らくは財政調整基金、財調を取り崩すことになるようなことになるだろうと。しかし、それでも

私の政策の一つとして、住宅を早急に設立したいという思いから、それも致し方ないということで、

こういった予算編成にさせていただきました。 

  そのほかプラス・マイナス、詳細に関しましては、各担当課長からこの後説明させていただきま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） それでは、主要事業の説明をさせていただきたいと思います。私のほう

からは総務課関連の主要事業の説明となります。 

  まず、議案書でいけば423ページでございますけれども、第４次総合計画後期の策定でございます。

第４次総合計画の後期について、業務委託により作成、総合開発審議会や住民の皆様と意見交換を

行い、計画に反映していきます。本編に加え、村民の皆様全員に配布する分かりやすいリーフレッ

トの作成予定でございます。 

  それから、同じく423ページの中段でございますけれども、一般会計の総務費で、個人情報保護法

改正対応ということで、地方公務員法改正、定年延長対応を図っていきます。これは従来個人情報

条例が適用されてきた村が法改正により個人情報保護法が適用され、新たな事務等が発生するほか、

地方公務員法改正に伴う公務員の定年延長に業務委託により対応するものでございます。 

  それから、同じく423ページの中段でございますけれども、今度顧問弁護士の導入ということで、

40万円、契約書のリーガルチェックや裁判や損害賠償等の有事の際の対応のために、顧問弁護士を

設置する予算でございます。 

  それから、439ページの中段でございます。地方税共通納税システムの更新でございます。予算額

は750万円で、地方税統一システムの更新を実施、今回の導入により最新の法改正等が反映されると

ともに、納付書にはＱＲコードが附属し、キャッシュレスでの支払いも可能になります。令和５年

度より支払い開始になる予定でございます。 

  それから、370ページのほうの資料を御覧ください。今度は防災の関係です。議案書でいきますと

497ページの下段でございますけれども、一般会計の消防費で、防災関係で、防災計画、津波避難計

画の策定でございます。576万円の予算でございます。近年の被害が甚大化する自然災害に備えた地

域防災計画の策定と、新たな計画として津波避難計画を業務委託により策定する予定でございます。 
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  それから、370ページのその下のほうですけれども、一般会計の消防費のほうで庁舎屋上のパンザ

マストの入替えということで768万円、これは庁舎屋上の鉄塔が経年劣化により、さびなどで倒壊の

おそれが出てきているため、さびにくい素材の鉄塔に入れ替える予定でございます。 

          〔「ちょっといいですか。説明について」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） この調子でやるのですか、あと２課、３課、教育委員会まで。歳出勘定と事

業についての説明ですね、聞いていると。歳入は説明しないのですか。今まで歳入からやっている

のだけれども。 

          〔「去年もこの形でやっております」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 歳入説明なし。 

          〔「必要であれば、聞いていただければ説明も、まずはこの主要事業 

の説明ということでやらせていただいてからに」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いや、主要事業は分かります。主要事業はそれはそれでお伺いしますけれど

も、予算説明というのは、それだけではないはずなのですけれども。事業だけ説明するということ

では。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 取りあえずそれをずっと。 

〇３番（笹岡壽一君） これはこれでやるのは結構ですよ。これが悪いとは言っていない。 

〇議長（寺田 優君） 説明が必要ならば、その歳入についても歳出についても説明するということ

にしましょう。 

〇３番（笹岡壽一君） 二重、三重にならないですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 私のほうから住民課の所管する関連事業についてのご説明申し上げます。 

  ちょっと見づらいのですけれども、371ページ御覧ください。下段の部分になります。社会福祉協

議会の支援強化でございます。こちらは従事者の負担軽減のため、人員１名増を行うとともに、社

宅建設についても支援を行っていくと。また、村役場から新たに職員派遣も検討しておりまして、

要介護度が進む一方、人手不足で悩み苦しんでいます社会福祉協議会のほうの支援の強化を進めて

いくところでございます。 

  続きまして、372ページでございます。こちらのほう、言語聴覚士さんによる難聴講座でございま

して、専門職による支援について、言語聴覚士を活用した、今まで言語聴覚士さん、乳幼児の対象

にしていたものは行っていたのですけれども、今後高齢者に向けた難聴に対する主に補聴器の部分
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ですか、そこに対する講座を新たに開始する予算でございます。 

  その次でございます。住民健診、がん検診の受診機会拡大でございます。こちらのほう、今年度

からですか、先月、２月に住民健診のほうをさせていただきましたけれども、健診事業者との兼ね

合いで、それまで５月とか、８月とか、春とか夏の機会に行っていた住民健診が、どうしても都合

で２月しか来れないというようなところになりまして、２月も船の欠航とか、ヘリコプターで一応

入っていただくとかあるのですけれども、そういった中で来れなかった場合に、その年度中に受け

られないというような事態がちょっと今後予想されるといったところもございまして、住民健診、

がん検診を本土での５月から２月の健診実施終わるまでというか、健診の前まで、利島で健診を行

う２月の何日かというその前までの期間、本土に出島した際に、当然予約とか必要ですけれども、

その本土で受診できるように、健診を受けられるような機会を拡大すると、受診機会の拡大を図っ

てまいります。 

住民課関連で主立った事業はそこになります。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） よろしくお願いします。環境建設課関連の主要事業について説明さ

せていただきます。 

  超小型モビリティの導入というところで、３年度、今年度なのですけれども、トヨタ自動車さん

と豊田通商さんとでタウンエースでしたっけ、ライトエースか、ライトエースを実証実験というと

ころで、島の中で走らせていたとき、事業があったのですけれども、そのときに合わせてシーポッ

ドという小さい２人乗りの電気自動車、４人乗りの普通の軽自動車より小さい車両で、それを超小

型モビリティというふうに国交省のほうで呼んでいるようであるのですけれども、そちらのほうの

導入を５年リースで、今年度61万円というところの金額で計上させていただいております。将来の

持続可能な島づくりに向けた環境負荷の低減、その４人乗りのところであるよりも、２人乗りとか、

実際に走らせる状況のほうが、小さい車で小さいエネルギーで走りますので、環境負荷のほうが低

減されますというところと、トヨタ自動車さんと関係を構築を続けたいというところで、将来的な

その自動運転というところをちょっと考えて、どう動けるかというのを今、非常に厳しいところも

あれですけれども、そちらのところございますので、自動車会社との関係を確保していきたいとい

うところで、今回小型モビリティの導入をさせていただきたいと考えております。 

  次のページになります。空き家整備の推進、空き家の除却というところで、令和３年度中に私ど

も村で購入した物件、物件というか、建物というか、ございますけれども、こちらのほうの除却工

事を実施させていただきます。 

あわせて、村道の拡張、ちょっと来年度はあれなのですけれども、拡張して車のすれ違いができ

るようにするなど交通の便も図りたいと考えております。 
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  歳入のほうの話なのですけれども、こちらの事業のほうの405ページ、総務費の国庫補助金のとこ

ろで、空き家対策総合事業支援補助金、405ページ、202万3,000円計上させていただいています。 

あわせて、409ページの土木費都補助金のところで、住宅費補助金で空き家利活用等区市町村支援

事業補助金202万2,000円計上させていただいております。中身につきましては、面積掛ける構造ご

とに定められた単価、木造だったら幾ら、コンクリートだったら幾らという額が決まっておりまし

て、これに５分の２を掛けた額となっております。 

その下のペットボトルプラスチック圧縮機導入、令和５年度からそのプラスチック製品、今、容

器包装プラスチックのほうを回収させていただいておりますけれども、令和５年度から製品プラ、

今まで容リでない、容器包装リサイクルのプラスチックというものを回収しているのですけれども、

そうではないプラスチック、こちらのほうもリサイクルの対象とさせていただきたいと考えており

ます。その強度のあるプラスチックを圧縮できるような圧縮機の導入を考えております。現在のプ

ラスチックの圧縮等でも活用し、作業能率のアップを図りたいと考えております。 

歳入については、406、407ページのところの衛生費都補助金の409ページに行っていただいて、清

掃費補助金の350万円というところが当たってまいります。 

          〔「上のほうの……。上段」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） はい、409ページの上段です。 

  続きまして、焼却施設基本計画策定地質環境調査、新たな清掃センターについて、焼却施設につ

いて、基本計画、地質測量などの環境の影響調査をさせていただきます。委託をかけます。老朽化

が進む現在の清掃センターに代わって、令和５年度着工、令和６年度からの稼働を目指します。 

  無電柱化計画の策定、村道の無電柱化計画を業務委託により作成と。無電柱化により景観の向上、

強風による電線の切断防止など防災力向上を図る。 

  次のページに行かせていただきます。村道の堂山線の遊歩道の無電柱化予備設計、堂山線の堂山

神社から浄水場までの遊歩道、村道堂山線の電線等を地中埋設により景観等に配慮。景観もそうな

のですけれども、地中化になれば強風等で電線が切れなくなるというところがございます。強風や

突風などでも浄水場、清掃センターもそうなると思うのですけれども、電源の供給が止まらないよ

うにするための工事の予備設計を業務委託により実施。 

先ほどの無電柱化計画とこの予備設計につきまして、408、409ページを御覧ください。土木費都

補助金の無電柱化チャレンジ補助金というところで、10分の10補助金があるのですけれども、今の

ところちょっとまた別のまちづくり公社さんというところに１回入っていただいて、そこから再委

託を考えておりまして、そこの部分での事務費に関しては、ちょっと対象外になるというところで、

その残りの部分の都補助金を計上させていただいております。その土木用のダンプを中古車を購入

をさせていただきたいと考えております。令和３年度に廃車になった軽自動車の道路管理車の後継

車を買うと。道路点検作業、災害時の通行止め作業等活用体制を整える。 
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  続きまして、リース契約を活用した住宅整備、譲渡特約付リース契約により、不動産会社と書い

てありますが、リース会社さんですか、が村内に２棟18室の住宅を建設、村が独占的に借り受け、

職員住宅、村営住宅として活用、特約により10年後には村役場の所有にと。 

  歳入でございますけれども、412、413ページを御覧いただきまして、一番下というと言うとあれ

かな、下から２番目と言うべきでしょうか、特定目的基金繰入金というところで、住宅建設基金繰

入金3,510万7,000円計上されております。 

環境建設課の関連は以上です。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 産業観光課に関連するところをご説明申し上げます。 

  378ページ御覧ください。モノラックの一般質問でも皆様方からご心配いただているモノラック用

のレールの購入でございます。老朽化したモノラック用のレールについて、更新を実施する予算計

上でございまして、これは実際にレールのほうを購入するといったところにございます。レール６

本は、６メーターを６本購入し、取替えを実施するといったところでございます。 

  その下について、椿産業スマート農業実証実験準備といったところで、ＩＣＴやＡＩを活用して、

こちらのほう、ＩＴ企業と共同で椿の収穫量の予測や品質向上に向けた研究のほか、椿苗の選別に

おいてＡＩ識別や非破壊検査診断の研究を行い、生産者が楽に椿実を収穫できる体制を構築を目指

して行うものでございまして、その隣のページの379ページの新製油センター製造のところとも関連

してくるのですけれども、いかに生産者の方が今までご家庭で選別してきたところを、工場ででき

ないかと、一括でできないかといったところの研究を行うといった費用になってございます。 

  続きまして、379ページでございます。上の上段にございます定住サポート補助金でございますが、

村内に移住して起業または民間事業者に就職した方を対象に支援といったところで、こちらのほう、

移住して利島で起業された方や民間事業者に就職された方に移住の支援費用として、１家族50万円

を上限に助成するよと、単身世帯については半額の上限と、25万円の上限としますよといったとこ

ろで、これは東京都のほうの事業というか、補助でございまして、やっぱり村長が申し述べている

ように、インターネット、光ファイバーも整備されたことから、そういったものも含めて、もろも

ろ含めて利島で起業、事業を起こしたり、あとは民間企業、これは民間企業だったらどこでも構わ

ないのですけれども、就職された方に島に来た後にぜひ定住していただけるような支援をして、移

住をしていただけるような支援をしていきたいといったところで事業化しております。 

  その下の新製油センターの製造工程設計と、あと建屋建設設計でございます。こちらは新しい製

油センターの竣工に向けた準備として、製造工程及び建屋の設計について業務委託を行う経費とな

ってございます。こちらについては、東京都の補助金が75％充てられるといったところでございま

す。 
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  続きまして、380ページ、こちらなのですけれども、まず上段のほう、薬剤散布でございます。こ

ちら毎年、ここ何年かもう続けて実施しておりますけれども、エダシャク類の病虫等のＢＴ剤の散

布を委託するに当たって、前年度のここのところ何年かちょっと被害が拡大しているといったとこ

ろもございますので、昨年度の1.5倍の規模で実施する予定でございまして、そこのその費用となっ

てございます。都の補助金が50％充てられているところでございます。 

  続きまして、その下にございます漁業者への支援ということで、販路拡大や市場開拓、燃料費高

騰、梱包材等の費用と、それや、また漁具倉庫点検などに新たな助成を実施します。新たな助成を

実施するところは214万円でございまして、漁業に対する支援としては2,681万円といったところに

なってございます。 

  381ページでございます。こちら東京愛らんどシャトルの定期便の助成でございます。ヘリコミュ

ーター代金、東京愛らんどシャトルの搭乗率向上、路線維持のために現在の島民価格から25％、大

人で言いますと1,100円、子供ですと700円を助成して、助成後の料金としては、大人3,320円、子供

2,330円になるといったところで、ここにつきまして助成する新たな費用として計上させていただい

ているといったところでございます。 

  続きまして、下の欄に参ります。観光施設のトイレ洋式化でございます。前浜レクリエーション

施設内のトイレとウスイゴウ、南ケ山園地のトイレを今、便器が和式なのを洋式化しまして、利用

者の快適性を図ると、向上を図って、より観光客や住民の方に利用しやすいようにしていただくと

いったところで費用を計上してございます。こちらは都の補助金が半分となっております。 

 続きまして、382ページ、上段でございます。株式会社ＴＯＳＨＩＭＡの委託から補助への転換と

いうふうになってございます。こちらは第三セクターとの関係の見直し、役場業務の効率化といっ

たところで、令和４年度より東海汽船、神新汽船、伊豆七島海運も含めるのですけれども、代理店

を、今まで利島村が代理店となっていたところを株式会社ＴＯＳＨＩＭＡに変更になると、これに

伴って村役場は定期航路用に準備していましたフォークリフト３台全て売却を行いまして、それを

今度は事業用車両として株式会社ＴＯＳＨＩＭＡさんのほうがリースを行うといったところになっ

ています。また、ラフテレーンクレーンにつきましても、現在村の事業だったところなので、使用

料等々発生していなかったのですけれども、そこについても株式会社ＴＯＳＨＩＭＡさんのほうか

ら使用料等を徴収するといったところが変更となっております。 

  以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 山口教育長。 

          〔教育長（山口順一君）登壇〕 

〇教育長（山口順一君） それでは、教育委員会関連の主要事業のご説明をいたします。 

  まず、体育館へのバリアフリートイレの導入であります。災害時に避難所にもなる体育館のトイ

レを洋式化し、車椅子や人工肛門、オストメイト利用者でも快適にご利用できるバリアフリーの多
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目的トイレを設置いたします。これは2,278万円、この半額、50％は補助が見込めます。ここに国の

補助とありますが、国が３分の１、都が６分の１、合わせて２分の１の補助となります。 

あわせて、一般質問のときも話題になりましたが、老朽化が進んでいます学校の屋根の防水工事

も行います。2,355万円。 

次に、校務支援システムの導入であります。教務系、通知票、出欠管理、時数管理と学籍系、指

導要録などを統合した機能を有する校務支援システムを導入いたします。そのことによって情報の

一元管理及び共有が可能となります。具体的に言いますと、別々の帳票、例えば通知票、指導要録、

出欠、出席簿などで管理している各種の情報を他の帳票に利用する際、手作業での転記作業が必要

なくなる。そのことにおいて作業量が減り、また転記ミスなどを防ぐこともできます。利島のよう

に施設一体型の学校で小中一貫教育を進めている学校においては大変有効なシステムだと思います。

また、手書きの帳票、今でも学校日誌ですとか、週案簿というのがあるのですが、それを手書きで

行っていますが、その電子化を図り、これも作業時間の短縮につながるものと思います。そのこと

によって、導入することによって、今、社会問題になっています教員の働き方改革にもつながるも

のと思います。これは85万円の５年契約になります。 

以上です。 

〇議長（寺田 優君） 歳入の説明、必要ですか、歳入。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ただ、数字を読むだけならやったって意味はない。 

〇議長（寺田 優君） 歳入だからないのだよな。数字読むだけになってしまうでしょう。 

  それでは、本来は上野課長みたいに……とか。どうしますか。 

〇３番（笹岡壽一君） 数字を読むだけなら意味ないと思うのだけれども。 

〇議長（寺田 優君） そう、そう、そうなってしまいます。 

〇３番（笹岡壽一君） そうではなくて、そういうのではなくて、ここにある事業は全てやる必要は

ないと思うのだけれども、今述べた、説明した事業が全てではないと思うのだけれども、この事業、

この予算の中の、この歳入の中には何が、どういうことが会計の中に入っているのか、そういう説

明すべき内容があるのではないかと思うのです。 

先ほど村長の総額報告では、予算表が大きくなっているでしょう。 

〇議長（寺田 優君） 寄附は多くなっているのだよね。 

〇３番（笹岡壽一君） その中で何が大きくなったか見れば分かるではないかというのではなくて、

その中に何が、例えば基金の繰入れがどのくらいになって、それは何でこうなっているのか、どこ

で使うためになっているのかとか、この対象事業はこういう対象事業なので基金をどうしたとか。 

〇議長（寺田 優君） 今出てきた歳出の事業に対するその補助の部分とか、そういうのは…… 

          〔「じゃ、分かる範囲で」と言う人あり〕 
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〇議長（寺田 優君） 分かる範囲で。 

          〔「分かる範囲で」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 説明したほうがいいのではないですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） それでは、可能な限り全てこれがこれにというふうにリンクしているとも限

りませんし、年度途中で変わるかもしれませんので、あらかじめご承知おきいただいた上で補足さ

せていただきます。 

  まず、407ページの総合交付金ですが、こちらも今年度ベースといいますか、事業がかさんできて

いるので、我々、我々というか、職員の担当の方ではよく当たるであろうと、事業に対して当たる

ことを見込んで５億1,000万円と見ております。これが今年度も同様に、増える場合もありますし、

それはちょっと違うよと言われる可能性もありますが、一応現時点ではこれだけ見ていますと。こ

のものに関しましては、どれにというわけではなくて、例えば製油センター、それからモノラック

の部分もそうかな。それから、住宅のところがどうなのか分かりませんが、そういったところの使

途として見込んでおりますというところです。 

  次に、409ページなのですが、各補助金がありますが、大体御覧のとおりで理解されるかなという

ところです。廃棄物、上の部分で清掃費補助金の部分で、これも上野課長のほうから説明があった

圧縮機の部分ですというところです。 

  それから、その下の部分も、これも上野課長からあった無電柱化の部分の補助金が充てられてい

るといったところです。 

  中段の林道改良事業補助金、これは1,400万円見ていますが、宮沢線なのですが、例年より少し下

がっていると、事業規模少し小さくなっているようで、例年よりも少し下がっていますが、一応令

和４年度は1,400万円見ていますというところです。 

  それから、413ページなのですが、フォークリフト、中段です。売却、それからその上の部分、作

業用車両貸付収入900万円、これがいわゆる（株）ＴＯＳＨＩＭＡの部分の関連するところかなとい

うところです。現在持っているフォークリフトを売却したその部分の収入、それからラフタレーン

クレーン、（株）ＴＯＳＨＩＭＡだけではありませんが、貸出しに伴う収入を見込んでの計上をさせ

てもらっております。これも初めてなことなので、年度途中でどうなるかというのは補正にて対応

したいと思います。そんなところでよろしいでしょうか、歳入に関しては。一応細かいところに関

しましては、ご質問いただき、答えられるところで答えていきたいなというところでご理解くださ

い。お願いします。 

〇議長（寺田 優君） よろしいですか。 

〇３番（笹岡壽一君） はい。 
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    ◎散会の宣告 

 

〇議長（寺田 優君） それでは、質問については明日から始めたいと思いますので、本日はちょっ

と早いですけれども、これで終了いたします。 

明日は９時半からまた開会しますので、よろしくお願いいたします。 

                                   （午後 ４時５０分） 
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    ◎開議の宣告 

 

                                   （午前 ９時３０分） 

〇議長（寺田 優君） おはようございます。令和４年第１回利島村議会定例会の本日は４日目とい

うことでありますが、これより会議を再開いたします。 

 

    ◎日程第３１ 議案第３０号 令和４年度東京都利島村一般会計予算 

 

〇議長（寺田 優君） 昨日は一般会計予算の議案の説明を行いました。今日は、質疑より行ってい

きたいと思います。 

それでは、質問のある方は挙手をお願いいたします。 

石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 第４次総合計画後期の策定なのですけれども、これは…… 

          〔「何ページ」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 368ページ。これは、第４次総合計画を住民業務委託により作成するとあるの

ですけれども、総合開発審議会や住民の皆様の意見交換を行い計画に反映するとありますが、これ

いつ頃、もう総合開発審議会を開いて、住民説明会はもう終わったのですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 先日も説明したところなのですが、新年度できるだけ早い時期、この当初予

算がご審議、可決いただきましたら早々に総合開発審議会を開催して、委員の当然委嘱、お願いも

しつつ開催し、後期計画策定に向けて諮問をし、それに関してこの五百数万というものは、パンフ

レットを作成したりとか冊子を作成したりとか、あとはその会議のアドバイスをしてもらったりと

か、そういった予算であって、本来であれば令和３年度中に、８年計画の４年目にやらなければい

けないのですけれども、ちょっと昨年選挙もあったりとかして遅くなってしまったので、早急に開

いて後期計画の策定をお願いしたいなというものです。 

  できましたら早い時期にお示しできればいいかなと思うのですが、今のところですと令和４年度

中いっぱいをかけてやりたいなと。令和４年度の今ぐらいにはもう恐らくといいますか、完成した

ものをお示しできればなというところです。なるべく早くものが仕上がればお示ししたいというと

ころです。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 
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          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 今パンフレットとかリーフレットも全部ひっくるめて五百何万の業者に委託

してやるとかいって、全部をひっくるめた予算でいいの。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） はい、分かりました。 

〇議長（寺田 優君） いいですか。 

〇４番（石野 治君） いいです。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。いいですか。 

笹岡議員。まだ手を挙げていない。失礼しました。やりますか。 

笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 順番はないのですけれども、私は正直申しますと皆さんが終わった後、他の

議員が終わった後でと思っていたのですけれども、質問があるのかないのか分かりませんけれども、

手が挙がらないということで、私にということで、指名といいますか声がかけられまして…… 

〇議長（寺田 優君） 失礼しました。 

〇３番（笹岡壽一君） いえいえ、ありがとうございます。 

  お断りしておきたいのは、ランダム的、要するに不規則的に順序を順番を追ってということでは

なくて、必ずしも順番的ではなくて伺っていきたいと思います。ですから、時には歳入、時には歳

出ということがあり得ます。そうはいっても、初めに歳入のところで少しお伺いしたいと思った。

私は歳入説明をしてほしいといった関係もありまして、お伺いをします。 

ただいま申し上げましたように、まず歳入を全部片づけてからということではありません。取り

あえず東京都の支出金に関して説明をいただきたいと思います。東京都の支出金の中でも、ページ

を言いますと407ページを開けていただきたいと思うのですが、これが東京都の支出金の中の補助金

の中で総合交付金というのが中ほどの下にあります。これの内訳というのはどうなっています、本

村では。総合交付金が５億1,000万ほど歳入予定になっていますけれども、この内訳、ヒアリングか

申請書を出していると思うのですけれども、そして東京都の８月か９月か知りませんが、ヒアリン

グはあったのだろうと思うのです。呼ばれているのだろうと思うのです。呼ばれていなかったかど

うか知りませんけれども、そこまでは立ち入れませんが、本村では利島村さんではこうですよと、

こういうことを交付しますということをお伺いしたい。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） 総合交付金のご質問の件でございますけれども、令和３年度の総合交付

金につきましては、財政状況割、経営努力割、そういったいろいろ項目があるのですけれども、そ
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の中でも経営努力割といったところが39団体中１位だったということで、その中でも特に徴税努力

といったものが伸びておりまして、令和３年度の交付金については５億を超える数値となっており

ます。その実績に鑑みて、令和４年度の積算についてはそのぐらいの額はいただけるのかなという

ところで、それに近い数字で計上しております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 説明をいただきましたけれども、大きく分けまして財政支援割とそれから事

業の振興割というのですか、これがパーセンテージそれぞれあると思うのですけれども、この財政

支援割額、これは別枠でいいと思うのです。ところが事業割です。政策割というのでしょうか、こ

ちらは事業に本村が行う事業、これに割り当てられる財源に充当すると。特にそちらのほうをお伺

いしたいのです。これは、事業によってはそれぞれ交付率が若干違うと思うのです。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 昨日の最後にも説明させてもらいましたが、どれにどうとかというところが

非常にデリケートな部分であって、あくまで今年度の実績による見込みなので、それよりも増える

かもしれないし減るかもしれないというような、あやふやといいますか、ある程度の今までの経験

則、こういう事業をやってこのパーセンテージで大体これぐらいを見込んでもらったけれども、そ

れが果たして新年度それを見込んでもらえるかどうかというのは、今後財政担当者とのヒアリング

とか、東京都とのやり取りの中で決まってくるもので、先日可決いただいた令和３年度の総合交付

金も今の時点でやっと確定した、やっとというか確定させてもらったような状況なので、詳細なと

ころは、正直申し上げて申し上げられない部分であったりとか、非常にデリケートな部分なものと

いうところで、何とも説明を尽くしたいところなのですが、そういう扱いをしているというところ

で、なかなか難しいかもしれないけれども、ご理解いただきたいなというところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ３月が最終確定ということになるのは、村長がおっしゃるとおりだったと思

うのですけれども、６月にやるのですよね。６月というのは何ですか。３月と６月。３月だけでは

ないですね。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 取りあえず６月に交付を受けるというのは、前年度の総合交付金の

うちの３分の１を暫定的というか取りあえず一部先に渡しますよというものです。最終的に２月末

に総合交付金確定するのですけれども、そちらにおいて残りの額を支給、支給と言ったらあれです
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けれども、交付されるか過大な場合は返還ができと。最終的な額をもってそれでまた精算しますよ

というか、精算というのが表現が正しいかどうかは。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そこで伺いますけれども、何だか分からないけれども、ある日突然２月に算

定されて３月に交付してくるということではないと思うのです。財政の支援割は別ですよ。事業割

には何の事業をやるのかと、利島村さんは。その申請がなければ審査のしようがないですね、東京

都は。何を充当してもらいたいのかという。それで明確に、例えば道路建設だとか何かの補助事業、

補助。これについてはこれだけの何％の補助をしますという、これは別にあるわけですね。補助事

業というのは総合交付とは別に。単独でこういう事業をやりますと。例えば道路の施工をやります

と。そうするとそれに対してどれだけの補助をします。例えば本村で今抱えている椿油製油工場だ

とか焼却場だとか、これをやる場合には総合交付金の一部を充当するかどうか分かりませんけれど

も、別途に東京都が認めれば補助要綱に基づいて何％補助しますと、そういう東京都には補助規定

がありますよね。別に町村に対する補助規定。全ての事業について、補助する事業については、全

ての補助事業について規定がありますよね、何％と。何割というのでしょうか。それはよしとして、

総合交付金に絞ってお伺いしますけれども、この事業の進行割、これは利島村が今年度は何をやる

と。もちろん前年度実績もあるわけです。継続してきている事業に対する交付金、継続している。

それから、ある日突然といいますか、今年度、もちろん事業計画に基づくわけでしょうけれども、

後に問題、問題というか先ほど話もありました４次だか５次だかというこの総合計画といいますか、

その計画に基づくのがあれば単発的に出る事業というのはあるかもしれません。あり得ますよね。

だから、それについてのそのときの年度だけ、単年度だけ、しばらくはないと。この手合いの手当

てといいますか登記支援といいますか、これは一般的に補助金でやると。一般論としてですよ。だ

けれども、比較的この継続性を持つと。これは、同じ補助なのだけれども、手当て、東京都からの

支援なのだけれども、これはある程度総合交付金で充当する。これは支援策ですね、振興支援割。

これもやみくもにはやっていないのだと。あくまでも自治体さんの計画に基づいて、それを東京都

が審査して認めて、そしてそのうちのこの事業については何十％、あるいは何％を助成すると、充

当していいよと。そのために、それをもって交付額を決定してくるということではないのですか。

違いますか。私は、やみくもにある日突然、東京都がぽんと出してくるとは思っていないのです。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 当然やみくもではないと。繰り返しになりますが、一応今年、前年度の実績、

最終的にはご報告いただいてこういった割合、こういうところに当たりますよということで交付し

ていたものを基に新年度、この去年のベース、昨年、今までの実績をベースにこうやって予算を編
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成しましたということなのですが、総合交付金、毎年毎年我々、それから都議会議員の先生方と一

緒に総合交付金の増額もしくは維持をお願いしますという要望を重ねてきて、500億、600億確保し

ていただいておりますが、それがそのままどうなるかは分かりませんし、ほかの島との兼ね合い、

全体のパイもありますので、その部分で我々が決めるものでもなく、東京都さんが一応振り分けの

中で配分といいますか、この部分に充てていいよというものであって、それで仮に今５億1,000万計

上させてもらっておりますが、下回る可能性もなくはないと考えております。そうした場合は、自

己財源として財政調整基金から繰り入れたりとかという措置が必要になってくるかもしれませんが、

今のところでは予算編成上はそういった過去の実績を基にそういった数字を上げさせてもらってい

るというところであります。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私はそういうことを聞いているのではないのです。それは、先ほど私述べた

のと変わらないですよね。要するに過年度の経緯を見て継続性のある事業、これは対象に結構なる

のです。ところが、単年度である年度だけ、これを１回構築、あるいは建設すれば、あるいは造れ

ば、しばらくは、少なくても10年や20年あるいは30年、この間はもう継続して毎年毎年これを造る

と。道路でもそうです。ある意味、補助事業なのですよね。しかし、これは総合交付の対象から除

かれるでしょう。一部は入るかもしれません。だとしたら総合交付の一部がどの程度入ってくるの

か。 

  それから、入らないもの、今言った本村で事業をやっている、継続して。その中に何が充当され

ているのか、何を求めているのか、それを、もちろん東京都の裁量ですけれども、村としては何を

対象にしているのか、これだけは分かっているわけでしょう、申請するに当たって。 

          〔「分からないですよ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） だって、分からないのに東京都は一方的にこれはこれに使えと。やっている

事業だか何だか、こういう事業はやっているのだかやっていないのだか分かりもしないのにこれを

使えという、こういう交付の仕方はないわけですよ。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 笹岡議員の質問にお答えします。 

  議員はあれですよね、この総合交付金は何に使っているのかということを明らかにしろというこ

とを、つまびらかにしろということかと思うのですけれども、実はこちらについては、年度の中で

この事業に充てたいですということを、もう東京都の担当者とずっとやり取りをしながら決まって

いくものであります。また、これに充てたということをこの公の議会で公開していいかというと、

かなり危険な部分はあります。東京都も当然見ている可能性はございますし、これをオープンにし
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ていいというのは、私どもまだ言われたことはございませんので、ただそんな中で村が行う事業に

ついて担当者も一生懸命交渉をしながら、なるべくこの５億円の東京都のお金を充てられるように

努力はしているところでございます。ここでそれをつまびらかにすることが、東京都もあくまでど

こまでオープンにするかというのは、決められているところでは、許しを受けているわけではござ

いませんので、ここでこれに充てていますということをオープンにすることは、ちょっと控えさせ

ていただければと思っております。ただ、少なくとも村がやっていく、継続的なものを今後やって

いくもの、そういったものの中で、なるべくこのお金が充てていただけるように誠心誠意努力はし

てまいります。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そこは少し私は違うような認識を持っています。というのは、東京都は制度

に基づいて実施しているのです。制度に基づいて。それには私先ほどから述べているように。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 大変申し訳ございませんが、やはりちょっと相手方との関係、東京都から交

付を受ける立場として、繰り返しになりますが、デリケートな問題なので、詳細に関しましては、

先ほどまでの過去の実績から算出したというところで、答弁は控えさせていただきたいなというと

ころです。 

さらに、今年の実績に関しましては、監査委員なりなんなりで監査していただくというところま

でしかこの場では発言できないというところでご配慮いただきたいなと、お願いです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それでは、改めて伺いますけれども、国から地方交付税が交付されています

ね。これもそうですか。これも公表できないのですか。国ではもう決まっていますよね。これを基

準にしてこういう算定で交付すると。人口割だの面積割だの施設割だの。はっきり言っているので

す。それについては、村は面積、面積を今さら測るということは言えないでしょう、国がもうつか

んでいるのでしょうけれども。そういう交付税については、言うまでもなくはっきり明確になって

いるのです。それで、事業をやるときは国からの補助もあり得るわけです。いっぱいあるでしょう。

例えば学校を造る。そのときは、学校を造りますからこういうことで校舎を建設する、体育館を建

設する、これは補助対象になるのですかならないのですかと調べて国に申請する。窓口は東京都か

知りません。分かりません。これを普通の行政の財政支援を受ける、支援といえば支援なのでしょ

うけれども、交付を受ける道順ではないのですか。それが今言うように村長、副村長を含めて、ど

ういう事情があるか知らないですけれども、東京都はそれはオープンにすることはできない。とこ
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ろが、東京都は決めているのです。オープンになっていいように。というのは、つまびらかにとい

うのは、私意味が分かりかねているのだけれども、私はそういうことを言っているのではなくて、

大きく言って、この事業とこの事業はお願いしていると。それぐらいは言えませんか。それも秘密

ですか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） すみません、総合交付金に関してなのですけれども、昔は普通建設

事業といって、例えば道路を造ります、学校を造りますといったときに、これぐらいかかるので、

そのうちの一般財源がこれぐらいなので、そのうちのこのぐらいを支援してくださいというルール

は昔あったのですけれども、今ルールが変わりまして、過去３年間のその普通建設事業、道路を造

ります、何造ります、庁舎とかは駄目です、充てられないですというのがあると。そのうちの一般

財源は決算をベースにしていて、３年間の平均を取って、そこからこのぐらい交付しますよという

今ルールに変わっていまして、なので、ここにこう分けますというのは、今申請がないのです。ル

ールとして。 

          〔「決算を基準に」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 決算の数字が基準になります。今年度どれだけありますかというの

をまたその１年間かけて、４年度のものは４年に入ってから、９月と１月かな、ヒアリングは。10月

になるのかな。あるのですけれども、そこでまた東京都さんの中でも算定されて、39団体、市町村

がございます。その中で配分も東京都さんがする。言い方を悪い言い方をすると分捕り合戦になり

ます。 

          〔「そこはいいです」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは、私は都議会議員ではないので、都議会の予算も云々ということはあ

りませんけれども、それは当然です。これは無尽蔵にあるわけではない。その予算額は東京都が決

めます、都議会で。市町村が幾つあるかはともかくとして。全区市町村が受けているかどうかも分

かりません。国の交付税でもそうです。東京都は、今は分かりませんけれども、かつて不交付団体

でしたね、東京都は。地方交付税。日本でも１都ぐらいではなかったでしょうか。これは本当はあ

るかもしれません。現在は分かりません。かつてそういうときがあった。地方交付税を受けていな

い団体、そういうのがありました。細かく言うと、地方自治体の中で区市町、区は東京しかないの

ですけれども、都道府県市町村でほかにもあるかもしれません。これは分かりません。 

それはともかくとして、今私がお伺いしているのは、村長のお言葉を返すようで恐縮なのですけ

れども、つまびらかにという、何が幾らもらっているのだということまで明らかにしろとは言って
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いないのです。一定枠で39市町村だか分かりませんけれども、それはそれでいいとして、そこを聞

いているのではないのです。分捕り合戦だかどうかということは。ほかのところの自治体でももち

ろんやっているでしょうから。東京都に、無尽蔵ではないと、これは。一定枠の予算の中で処理し

ていると、対応しているということは承知しています。市町村から要求があればどんどん、どんど

ん増やしていくということ、それもあるかもしれませんけれども、そういう状況ではないというこ

とも承知しています。何も分からないというか前年度、先ほど言っていますように、前年度という

ことは継続しているということなのですよ、私が再三言っているように。その事業はその市町村で

は継続していると、その事業は。維持していると。この維持、支えていくためには応援を支援しま

すよと。ところがさっきも言いました。学校を造る。修理その他は別にしても、１回造れば30年、40年

という建物があるのです。それは補助金もらっています、国も都も。毎年毎年継続して学校を造っ

ているわけではないのです。だから、そういう意味で聞いているのです。 

お控えくださいという村長、副村長からのそういう答弁ですけれども、かつて（株）ＴＯＳＨＩ

ＭＡに対する運営資金の委託料、これについては90％と言ったか何％と言ったか記憶はありません

けれども、交付金を充当していると言っているのです。あれを言うべきではなかったのではないの

ですか、では。余れば返すとまで言っているの。ところが、東京都はそんなことは言っていません

と言っているの。 

〇議長（寺田 優君） 答弁が同じなら先に進ませてもらいますよ。 

 どうする、答弁する。 

〇村長（村山将人君） いや、一応同じになりますので、ご理解ください、ご容赦くださいというと

ころです。 

〇議長（寺田 優君） 答弁としてはあれ以上の答弁はないらしいです。先へ進んでください。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 実はこれがあります。皆さんの手元にありますか、役場にありますか。 

          〔「要綱がありますよ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ありますよね。これに基づいてやっているのでしょう。 

          〔「そうです、そうです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 村もそうでしょう。東京都もそうでしょうけれども、自分が作っているのだ

から、東京都が。これ要綱ですから、議会の議決があるかどうか知りませんけれども。 

  副村長がお笑いというか言っていましたけれども、先ほど言ったついでに私のほうから申し上げ

ておきますけれども、総合交付金の返金については、企業との契約に著しい瑕疵があった場合、求

めることがあるが、瑕疵の内容についてはその都度判断すると。瑕疵はないが、自主的に返金した

いということは想定していない。想定していない。それで、要綱にも規定がない。仮にそうした、
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町村から返したいと思っている、余ったからといった申出があった場合には、ほかに住民生活に資

する事業に使えませんかと聞くことはある。誰が言ったかですよ。ということは違うのですよ。 

          〔「この話とは違ってないですか、それ、過去の……」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） もちろん違います。だから、今、いやいや笑わないでくださいよ。 

          〔「笑ってないですよ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そう。というのは、そういう答弁が随所でもないのだけれども、出てくるけ

れども、返還しなければならないということはお認めになるでしょう。そんな言った覚えないです

か。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） まあいいです、それは。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 先のところで私、東京都から過大にもらい過ぎてそれを返すことになった

ら返金になるかもしれないし、あるいは実績がそんなに及ばなかったということで来年度以降の総

合交付金が減らされるということがあるということをお伝えした。ちょっと私も全ての制度を熟知

しているわけではございませんので、ただ過大にもらい過ぎたら、当然さっきおっしゃったとおり、

当然実績がそこまで行かなかったとなれば次年度以降、実績の減少ということもあるかということ

は、可能性はあるかと思います。私が100％返金になるかというところは、あくまでちょっと例とし

て申し上げたところでございまして、そこは言葉が足りませんで、大変申し訳ございませんでした。

失礼しました。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは、今のこの案件とは直接的には関係ありませんので、これで何かあり

ますか。 

          〔「ありません」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） よしというかこれ以上言いませんけれども、元へ戻します。 

そういうことからして、総合交付金というのはそれほど秘密事項なのかと、これは。これこそ改

めて東京都へ聞きたいと思っているのです。利島村ではそう言っているけれども、秘密なのですか

と、東京都は。今は担当課長が替わっているかもしれません。というのは、これがこういうことを

お願いしていますと、東京都に、村は。それが分かれば私ども議会としても要請も陳情もそれなり

にできるかもしれないのです。この事業は総合交付金で見てくれませんかと、村から言っているは

ずなのですと。言っていますと。 

          〔「これから言うんですよ」と言う人あり〕 
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〇３番（笹岡壽一君） これから言う…… 

          〔「これから言うんです、来年度……」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いやいや、対象にしている事業があるのではないのですか。事業振興で考え

ている事業が。ずっと継続しているというのだから、３年度もやってきたのでしょう。２年度もや

ってきたのでしょう。単発ではないのでしょう。先ほどから言っていました、３年度を見て申請す

るとか東京都にお願いするとか言っているのだから、東京都もその実績を見て、その事業がもうな

くなってしまっているのに、それを対象から外すのは当たり前です、これ。３年度、前年度までや

ったのだけれども、今年はありませんと。なのにお願いしたって、ありもしない事業をやるわけな

い。それが皆さんがどうも、何で不都合なのか私には分からない。東京都は、私はそんなことを考

えてはいないと思う。聞いていないから分かりませんよ。お願いする立場で、東京都が理解してい

ただいて骨を折っていただいて、分捕りだかどうかはともかくとしてですよ、それでは利島村さん、

この事業については前年度このくらいやったから、今年度も引き続きそれは認めましょうというこ

とでやっているのが総合交付ではないのですか。私はそこが全然分からない。意味が理解できない。

それでも同じですか、答弁。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 繰り返しになりますが、大変申し訳ございませんが、これからのこともあり

ますし、交渉といいますか、ヒアリングを職員、担当のほうがこれからやっていく上では、私とし

ては控えさせていただきたいと。繰り返しになりますが。その上で監査していただくということに

させていただきたいと思います。いろいろ予算書を見ていただければ割合で大体分かるかもしれま

せんが、これにこれという明確なものがないというところなので、あやふや、曖昧といいましたら

そうなのですが、そういったデリケートなものなので、控えさせていただきたいというところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員、先に進んでください。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 何をやっているかというだけ聞いているのですよ。何に幾らかと言ってはい

ないのです。どの事業をお願いしているのですかと聞いているだけなのです。これも駄目ですか。

交付金をこの事業については手当てしてほしいと。だって、副村長言っていたのでしょう、（株）Ｔ

ＯＳＨＩＭＡの委託事業については東京都の交付金を充当していますと。まあいいですよ、村長が

これ以上と言うから、私はどうもその答弁が、ああそうですか、控えてくださいと。何かやるとど

う支障があるのか分からないのです。 

          〔「交渉する上でいろいろ問題があるので、控えさせていただきたい 

ということです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは聞いています。どういう支障があるのかね。 
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          〔「逆に総合交付金が減らされる可能性もあるので、そういったこと 

を明らかにすることによって。なので、ちょっと控えさせていた 

だきたいということです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ああそうですか。 

          〔「これは、村としては３分の１を使えるお金なので……」と言う人 

あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 何分の１、それは別として､要するにこういうことでお願いしたいということ

は行政内の秘密、秘密というと表現は悪いのかもしれませんけれども、これはこういうことで充当

してお願いをしていると。これは伏せたいということですか。 

          〔「伏せたいです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 行政がそう言うのでは。私はおかしいというような感じがしますけれども、

それなりのことで、この件については取りあえず控えておきます。 

          〔「お願いしたいです。ありがとうございます」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 納得はしていないのですよ。納得はしていないけれども、控えておきます。 

  それでは、ランダムと言いましたので、本当は、くどいようですけれども、今のところを基準に

しながらもうちょっとこの辺はどうとかということで考えていたのですけれども、それはオープン

にならないということなので、訳が分かるというところが残りましたけれども、お伺いをしていき

たいと思うのです。したがって、少し観点が違ってきているので、よく考えて、質問とですね。 

それでは、一旦歳出は根底がちょっと崩れた、私の考えていることとずれたので、取りあえず都

の補助金関係というのはほかにもあるのですけれども、そこを取りあえず聞いてみましょうか。こ

れも駄目なのかな。オープンにできないのかな。以下同文なのかな、分かりませんけれども。同じ

ページで、総合交付金のその段の下に、民生関係でしょうけれども、社会福祉費の補助金というの

がありますけれども、これも聞く前に聞いておきます。これも駄目ですか。一々これも聞かなけれ

ばいけない。これも駄目ですか。 

          〔「大丈夫です」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それでは聞きますけれども、地域包括支援事業の補助金730万ほどあるのと、

それから福祉推進事業もありますし、それから４、５、６の事業がそれぞれ歳入減の、どういう事

業でどういうことで補助金がこれだけの金額がなされているか、具体的には１件お伺いしますけれ

ども、６番目の感染拡大防止対策、これは一般ですか、それからコロナですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  まず、一番上からいきます。離島サービス確保対策、そこはいいですか、そこからやりましょう
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か。そこからやったほうがいいですね。まず、２番の離島サービス確保対策事業費補助金でござい

ますが、こちらは介護保険の中で、利島村もそうなのですけれども、離島サービスといって、ちょ

っと言い方は悪いのですけれども、僻地に対する介護サービスを実施するに当たって、東京都のほ

うでも、ここにあります。ここで東京都に出張に行く際の旅費の４分の３を補助していただけると

いったところで、こちらのほう……２分の３かな、ごめんなさい、詳しい数字はちょっと…… 

          〔「後で追加してください」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） させていただくといったところで社会福祉費の…… 

          〔「差し支えのあるところは、今村長がそういう話を……」と言う人 

あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 別に差し支えが特にないので、こっちのほうは。大丈夫です。 

  そういったところで、旅費の部分について補助していただけるといったところでございます。 

また、④の地域包括支援事業費補助金ですけれども、これなのですけれども、主に社会福祉協議

会に対する補助金を東京都からいただけると。うちが当然社会福祉協議会に対しても補助金を支出

している部分に充てさせていただいている部分と、あと受験生チャレンジという事業がございまし

て…… 

          〔「受験生」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 受験生。 

          〔「試験を受ける」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） そうそう。中学校３年生と高校３年生ですか、受験生。低所得の方のご

家庭の方の受験の費用とか塾の費用とかの補助をする事業が、東京都の事業と東京都社会福祉協議

会があれしている事業なのですけれども、そちらの事業の窓口業務を社会福祉協議会に委託してい

るものですから、そこについても社会福祉協議会のほうに補助金を出すような形を取っておりまし

て、そこの補助金をいただけるといったのが合わせて734万円ということなので、ここはもうほとん

ど社会福祉協議会に対する補助金に充てさせていただいているといったところでございまして、そ

の下の⑤番の地域福祉推進事業補助金です。こちらのほうもホームヘルプ事業というのを、ホーム

ヘルパーさん、利島村のほうで社会福祉協議会のほうでもホームヘルプ事業というのをご家庭に訪

問してやっていただいていると思うのですけれども、そちらの事業を実施するに当たって500万円の

うちの２分の１といったところに充てさせていただいているといったことで、こちらのほうも社会

福祉協議会に対する補助の中の財源の一部にさせていただいているといったところと、あと感染拡

大防止対策推進事業のこちらですけれども、こちらのほうはコロナ対策、まさにコロナ対策のとこ

ろの費用に充てさせていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 
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          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは一般はないのですか。コロナが終われば、まあこれは分かりましたよ、

コロナ対策だというので。これは分かりましたけれども、通常一般はないのですか。伝染病、ほか

にもインフルエンザだの結核だのあると思うのですけれども、それはそれぞれの要綱というか制度

でもって手当てが、助成といいますかそれがあるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  一般と言われますと、インフルエンザとかそういったものというのは、ほとんど村事業というか

になりますので、東京都からの特段の補助というのは、充てるところもないかなと思うのですけれ

ども、ただ一部の中では、一番下の段から２行目ですか、一番下から２行目の衛生費等補助金の中

の医療保健政策区市町村包括補助事業補助金、こちらの中で感染症に対する、コロナの中のもので

もここの中に変な話、包括というのは、もう大きく含めてという意味というのですか、その中でそ

こに合致するものがあれば補助の対象になるような形になっていますので、その全部でメニューで

いくと、もう本当に50とか60のメニューの中に当てはめられるものがあれば当たるような形になっ

ています。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。 

  それで、このページだけでまとめてしまいます。その次の、これは後期高齢の包括事業ですけれ

ども、私はいろいろ補聴器の関係で助成をお願いしている関係もあるのですけれども、この包括事

業、下の高齢化社会対策の包括事業、この47万4,000円というのは、これは何が対象になっています

か、どういう事業ですか、これ村では。歳出との関係でも見てはいますけれども、それとの関係も

含みながらお伺いしています。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  ２番目の高齢社会対策区市町村包括補助事業の内訳というか何に補助を充てられているかといい

ますと、笹岡議員も先ほどおっしゃったとおり補聴器もそうですし、あとは歩行器…… 

          〔「歩行器、歩く」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 歩く、そういう福祉用具の購入に対する補助。利島村役場も福祉用具の

補助事業もやっていますし、あとは住宅改修なんかもやっていますし、そこの要は介護保険からち

ょっと、介護保険でも当然同じような事業をやっているのですけれども、介護保険にそこまで行か
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ない方たちです。福祉用具とか住宅改修は要介護を取らないとサービスが受けられないというのが

ありますので、要支援まで行かないけれども必要な方というのは当然いらっしゃるので、そういう

方たちの部分というのも、補聴器もそこに要は福祉用具というか入ってくるのですけれども、そう

いった形で、そういった用具の２分の１を東京都で補助していただいているといったところで、う

ちの補助要綱が持っているところについての２分の１というところを充てていただかせていただけ

るのと、ちょっと老人クラブの助成の中…… 

          〔「何クラブ」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 老人クラブ、老人会ですよね。老人会の助成も包括補助の中にも入って

いるといったところで、老人クラブ、上にも２万8,000円とあるのですけれども、それ以外にもこれ

老人会、老人会へのと言っては語弊がちょっとあるのですけれども、老人クラブへの補助金という

のも、この47万4,000円の中に一部別途入っているものがあると。包括補助の中で、ここは今までの

実績に基づいた予算を積算する中でここを上げている、なっているだけで、今後令和４年度の当然

東京都の社会福祉対策区市町村包括補助事業の中に村のほうで申請を行っていくのです。令和４年

度の補助金のどういうものがメニューとしてありますよというのもまだ示されてない段階でござい

ますので、これは４月以降に示されたら村のほうも必要なところにエントリーというか、補助をお

願いするというか申請を行っていくと。事前協議があるのですけれども、事前協議を行っていくと

いったような形になっています。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私が一般質問でお願い、要望している補聴器関係と、いわゆるそれに関係す

る事業の支援については、これは包括事業要綱の中の、高齢化社会の要綱の中のその他というとこ

ろで、補聴器の支援なんてどこを探してもないように見えるのですけれども、お伺いすると、内規

の内規というのでしょうか、その他の中でやっていますということでした。お願いをしているので

すけれども、その中に明確にいろいろその要綱の中には高齢化社会に関する助成が定められていま

すけれども、本村で、村がやっている、例えば二、三の例を、例えばの話ですけれども、社協なん

かで歩行器を購入している、それで貸与している、それから電動ベッドというのですか、あれ。上

がったり下がったりする。それも無償で貸しているようなのですね。そのほかにいろいろ、昨日も

お世話になったと申し上げましたけれども、電動カートがある。あれは個人が買っているからどう

のとあるけれども、今度はそうではないということになってきているようですから、この辺りもど

の辺りまでが村とすれば事業対象として高齢化社会の包括事業関係に支援助成をお願いしているの

ですか。電動ベッドだとかあるいは歩行器だとか、今先ほど歩行器というお話もありましたけれど

も、それらは対象外になっていますか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 
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          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  これに関しての補助金に関しては、基本的に利用者さんというか住民の方ですね。住民の方が必

要だよと思って、一例で言って歩行器と言ったのですけれども、ちょっと生活に支障があるから歩

行器を買いたいのだとか、住宅をちょっとここ改修したいのだという話になったときに、初めて、

村役場のほうにその補助がありますので、申請していただいて、村のほうでそれでオーケーだよと

決定を出してお支払いしたと。それが仮に歩行器に５万円かかりましたと。杖でも何でもとかとい

う、そのいろいろの村の中のメニューもまたあって、それに対して村が購入費に５万円かかりまし

たよといったときに、東京都さんに５万円かかりましたと言うと、では２万5,000円補助しますよと

いうような形で補助が決定されるような形になりますので、村がこれ貸したいのだといって、無償

で貸すよといって、ベッドを購入するとか何かをするといったときに、それをその補助金の中で、

この補助金に充てられるかというのは、本当にもうその場になったというか、事前協議をする段階

で、村としてこういう事業をしてこういう費用がかかりますよと。これがこのメニューのここに包

括補助費の中のここの部分で充てられませんかという、それこそそれももう協議次第というかで、

一回一回お伺いをして、そこだったらオーケーでしょうとか、それはちょっとほかのこっちの補助

金がありますよとか、それはもう補助ができませんとか、そういうような形でいろいろそのときの

担当者様とというか東京都さんとのお話合いとかいったところになります。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それでは、これは後で聞こうと思っていたのですけれども、ページの関係上、

そこをせっかく開いていただいているので、全く別件ですけれども、お伺いします。 

  407ページの一番上、６万9,000円、金額は少ないのですけれども、読んでのとおりの規制経由、

土地ですね。規制経由事務負担金って、これは何ですか。というのは、予算書を見ていただけると

分かるように、前年度までかどうかは分かりませんけれども、少なくても前年度はゼロなのです。

それで今年度６万9,000円と。これは何かあった。それで、将来何かずっとこれ置かれる制度なので

すか。たまたま何か発生したのですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） すみません、制度的になのですけれども、具体的なちょっと数字は今分

からないのですけれども、ある程度の土地の大きさになったものに関して取引が、売りました、買

いましたといったときに、市町村へ届出してもらう制度なのですけれども、それを我々はまた都さ

んに上げるという制度があるのです。開発規制な形でです。なのですけれども、前年度ゼロという

のは、申し訳ございません。毎年当初予算計上を忘れておりまして、今回ちゃんとようやく当初予
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算で計上させていただいたというところで。ただ、実績は毎年ゼロでございまして、毎年ゼロなも

ので、この面積ですよとちょっと今ごめんなさい、言えないという、分からないというのが正直な

ところでございまして、毎年いただけているというのは確かでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それだと予算措置の問題とすれば、昨日もどこかで出ているようですけれど

も、昔から予算化する上で科目だけの存置というのがありますよね。今あれ最低幾ら、前は1,000円

だったと思った。今は幾らになっているか知りませんけれども、取りあえず科目は置いておくと。

しかし、該当するかどうか分かりませんと。そういう事案が発生するかどうか分からないと。発生

したときには、当初予算段階では発生するかどうか全く分からないと。あるいは過去の実績がない

とか、しかし起きるかもしれないというときには科目だけを設置すると、存置するということで、

後に補正でもって事案が発生すれば補正でもって処理するということが制度があると思うのだけれ

ども、ゼロというから、これは今お伺いすれば事案としてはあり得るのだと、そういうことですね。

たまたま対象物件がなかった、対象事業がなかったという、それでゼロという、分かりました。そ

れはそれとしてそうします。分かりました。 

  それで、ここで一旦歳入については留保といいますか置いておいて、歳出関係で入っていきます。

次のページ、これはページを追うような格好ですけれども、ページの林業の補助のところで、林道

の改良事業、これは「宮沢線」と書いてありますけれども、これが1,400万ということで都からの支

出金、補助金をいただいているという。これは、災害復旧というのは、あれが災害対策道路という

認定なのですか、それとも何か、「林道」って書いていないか、これ。「林道」って書いてあります

よね。これは、何か災害があって復旧事業をやるということですか。崩れて修復するとかなんとか。

どういうことですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産・観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  ページ数でいきますと、ごめんなさい、409ページの歳入の話と…… 

          〔「歳出は一応見ました」と言う人あり〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 見ましたかね。ごめんなさい、479ページですか、林道改良

工事と災害復旧となっているのですけれども、まさに林道宮沢線は一度開通はしているというか、

年度の途中で、今ちょうど工事しているところというのは平成12年に崩れてしまっていて、そこの

災害復旧という形で工事をさせていただいているといったところで「災害復旧」という名称で補助

金を10分の９ですか…… 

          〔「70％じゃない」と言う人あり〕 
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〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） いや、90％でいただいていると。本来でいくと75％。 

          〔「70」と言う人あり〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 70％か。70％のところなのですけれども、あくまでも災害復

旧だよというところで、ちょっと割合を高くいただいているといったところで、そこは東京都の担

当者というか、ご配慮いただいたところで工事が今続けられているといったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それから、ページはどこだかちょっと分かりませんですけれども、探しても

らったほうがいいかもしれないですけれども、表に、表ってこのイラスト、ここで少し順を追って、

これもそのまま順番を追っていくとは限りません。全部やるわけでもございませんし。この説明云

々というのですか、そこにはこの件は何ページに書いてあるよという表示があるので、それを見て

いただいたほうがいいと思うのですけれども、370ページの下段のこの庁舎屋上パンザマストという

のがありまして、建て替えというのでしょうか、入替えというのですけれども、これはどういう施

設なのですか、ここに設置されている消防費の、消防費というからには防災関係でしょう。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） このパンザマストについては、庁舎の今屋上に防災行政無線がついてい

まして、その支柱がこのパンザマストなのですけれども、これがさびてきて、腐食してきて、もう

ちょっと倒壊の危険があるということで、それの経年劣化のものを入替えというもので、もうこれ

からやるものについては、さびにくい素材で対応していきたいということです。庁舎の屋上にある

防災行政無線の柱です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ちょっと左の写真と右の写真を見ると、何か想像つかないのですけれども、

右のほうの写真だと何か軍艦の大砲を支えたような模様に、砲塔みたいのに見えるし、片方を見る

と放送施設かなと、こうも見えるわけですけれども、これは防災無線だから防災対応ですよね。そ

こで、ちょっとお伺いといいますか提案型のお伺いをしたいと思っているのですけれども、これは

庁舎の建設が今日程に入っているかどうかというのはさておいて、丈夫なさびにくいものを造るの

だという説明はありますけれども、なかったっけか、そういうことは。さびなど倒壊のおそれが、

えっ、なかったっけ。 

          〔「さびにくい素材……」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） さびにくいというのがどこかに。ああ、書いてある、書いてある。これは庁

舎に関係なく、庁舎の屋上でなければならぬということではないのだろうと勝手に想定しています。
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何が何でも庁舎の屋上でなければならぬという何かあるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） お答えします。 

  庁舎に防災無線の送信所がございます。送信するためのアンテナがここについておりますので、

そうするとここにつけるのが一番最適であると。よろしいですか。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは送受信は別なのですか。このアンテナも入っているのでしょう、これ

を見るとアンテナみたいだけれども、左の写真はスピーカーが入っているけれども、防災の例えば

東京都なり国からの、最近はやりの何とかという一斉の受信がありますよね。村役場が一々放送し

なくても。国からの発信。それの受信はどこでやっているのですか。有線ですか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 先ほどの補足というかをさせていただきますけれども、まずＪアラ

ート、地震とかそういったものの受信に関しては、また別にパラボラアンテナが１個ついていまし

て、このパンザマストを使わずに受けているのですけれども、この上から。 

          〔「それじゃなくて」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） そっちではなくてこの建屋の上にパラボラアンテナがついていまし

て、それで受けておりますけれども、このパンザマスト、ここにスピーカーついているのですけれ

ども、子局、漁協、農協、漁港ではなかったかな、場所としては漁協の名前だったかな…… 

          〔「農協」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 農協のところと何個か子局があるのですけれども、浄水場とかそこ

にスピーカーがついているのですけれども、そこに電波を飛ばしているので、ここのパンザマスト

のこのアンテナから。なので、ここにないとこのパンザマスト自身が支柱です。支柱がないと電波

を飛ばすことができない。その発信元になります。 

          〔「……もここで取っちゃっている場所になっている」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） そうですね。その送信所としてこういう形で出していますというの

を関東総通に提出させていただいております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 申請許可の設置場所がここになっているからなっているということなのです

ね。これは、ですから動かしようにいかないのだと。私は、また庁舎もろともということがあるの
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で、庁舎が地震なんかでがたがたになったときに、そのときはこれもストップしてしまうなと。庁

舎の上に乗っかっているわけだから、使い物にならないと。防災の通報のしようがないと。受ける

こともできなければ放送もできないということになると思うので、ならば庁舎とは関係なく、しか

る場所、例えば隣の鉄塔の脇とか、どこだか場所まで私は言いませんけれども、そういうところに

庁舎に関係なく施設して、それのほうが庁舎が、ここはあまり丈夫な庁舎でもないわけです。鉄筋

でも何でもないのです。一見鉄筋に見えるけれども。鉄骨の何とか建設というのだよ、ぱかぱか、

ぱかぱかおっぱめるような。のこぎりで切れるみたいな。 

          〔「耐震パネル建築、工事が……耐震補強は……」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 耐震、ああ、そうかそうか。 

          〔「笹岡議員が……工事です」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いいですよ、ここしか、動かしてはつかないというのならしようがない、こ

れは。分かりました。 

  それから、せっかく作っていただいているこの資料というか説明文書なので、写真、イラストつ

きの。これから私はこれに伴うことなく、限ることなくというのがあるのですけれども、お伺いを

しますけれども、次は、順序はごめんなさい、いろいろ入れ代わります。その前のページになるの

でしょうか。顧問弁護士の導入というのがありました。これはどういう制度ですか。後に説明あり

ます、歳出で。それでここにも一定の説明があります。「契約書のリーガルチェック、裁判や損害賠

償、有事の際」と書いてあります。これは、何十年と利島の村政も存在してきているけれども、村

政のことは、これは少なくとも戦後75年ありますけれども、初めてですね、顧問弁護士というのは。

職員の補強といいますか、そういう施策ですか。例えば契約のリーガルチェックというのはよく分

からないけれども、何をチェックするのだか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 顧問弁護士の導入についてお答え申し上げます。 

  こちらの顧問弁護士なのですけれども、昨年の議会で私どものちょっと契約書の不備があったり、

それこそ昔からずっと見直していない契約書なんかもあったりして、果たして今の、また正しいの

かどうか、こういったところのチェックもできますし、例えばこういったトラブルがありますがど

うしたらいいですかという相談をしたり、場合によっては住民の方がお困りなことを私どもが変わ

ってこちらの弁護士に聞くみたいなことも可能かなと思っております。月間何件かご相談がいただ

けるような形の契約で来年度お願いしたと。もう今多くの自治体がやはり顧問弁護士を入れる時代

になってきておりまして、やはりちょっと当村も、もういいかげんといいますか、やはりもうその

段階に入ってきたのかなと思うところがございます。やはり法令をきちんと守りながら、またその

契約書だとかで、それこそ私ども初歩的なミスではないですけれども、そういったことがもう二度



 - 316 -

とないような形でやっていきたいと思っております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 歳出にも金額が出ているようですけれども、事案別の事件処理というか案件

処理と顧問料とは違うと思うのです。顧問料はあるなしに関係なく払うと。いわゆる弁護士を、言

葉悪く言えば拘束する、その範囲内において。問題はどこまで拘束しているのかという問題はあろ

うかとは思うのですけれども、それで案件を依頼すれば、それは当然別途費用ですよね。だとすれ

ば、案件ごとの処理では駄目なのですか。発生したときに発生するに当たって相談すると。もちろ

ん弁護士ですから有料です。私は、この先ほど何十年来と言いましたけれども、そんなに本件で事

件が発生しているわけではないと思うのです。今後もそんなにそれほど心配な業務体制、執行体制

なのかということにも思えない。何か支障、差し障りが出たときに相談するぐらいでいいのではな

いでしょうか。何か常時、これ言わせれば、この範囲内では常勤体制ですよ。この範囲で言えば。

もちろんここへ座っていてくれということではないです。出勤してきてくれということではないで

す。それぐらい分かります。だって、常識で、よそにあるからうちもつくるというのは、それもど

うかと正直言って思います。必要だというのならば、それはしようがないです。必要だというのな

らば。今の状況の中の……は、契約書のリーガルチェックというのが、これが引っかかるのです。

それで、これは何ですかと言いたいわけ。一々、一々チェックしているのかと。そうではないでし

ょう。どなたか村に委託事業なり発注事業なりなんなりを委託しますわな。今まではそんなものな

くてやって、多少は問題があったかもしれません。事件があったのかもしれませんけれども、それ

を一々、一々これから弁護士に相談するのかと、契約に当たっては。これでいいですかと。それが

リーガルチェックなのかと。 

その後段のほうです。後段。裁判や、これは裁判なんかになったらば議会の議決が必要なのです

よ。弁護士もさることながら。勝手には告訴も何もできないのだよ、村は。告訴も告発も勝手には。

それには予算が伴うわけだから、裁判所だってただではやってくれない。それは、別口で当然依頼

するしかないのですよ、これは。それと同時に、私の見方とすれば、皆さんと見方が違うのだろう

と思いますけれども、同時にこういう事件がほとんど発生していない。裁判ということは告訴、告

発でしょう。村が告発されたか告訴されたか、あるいは村が誰か相手方を、住民だか業者だか知り

ませんけれども、告訴、それから告発されたかすると。そのときは、村が告訴するのなら議会に諮

って告訴したらいいではないですか。何で常勤、常勤という言葉を使ってちょっと誤解を招くかも

しれませんけれども、顧問弁護士として、これ１回頼んだらずっと頼むのでしょう。今年だけとい

うことではないのでしょう。 

          〔「取りあえず年間計画の賃料、単年度」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ずっと毎年これ規定額で頼むのですか、これ。お伺いします。 
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〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 事件があるなしではなく、ふだんの業務からコンプライアンスを意識すると。

これは、私の村長になるための選挙の際にコンプライアンスというのは強く訴えてきた中で、その

政策の一環であるということなので、何か事件があるためのどうのとかというわけではなくて、そ

ういったことに対する備えという意味、それから皆さんに意識、職員の皆さんにも意識してもらう、

契約書をチェックしてもらうというのもそうですけれども、全てをチェックしてもらうのではなく、

無作為になるのかもしれないのですけれども、年間契約の中で行き届かない部分があるかもしれな

いので、そういったところをチェックしてもらうと、そういった意味でございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私に言わせたら、それは村長がやったらいいのではないのですか、職員のコ

ンプライアンスか何かというのは。何も弁護士を頼んで、あの職員のやったことは要請があるか、

何々があるかという問題ではないと思うのです。講演なら講演で年に２回でも３回でも頼んだらい

いではないですか、必要なら。職員の管理というのは弁護士ではないでしょう。村長でしょう。村

長が適切に管理したらいいのではないですか。コンプライアンスなので、何かあったらそんなこと

を気をつけろよとか、こういうことをやるなよとか、弁護士を頼んで職員を指導するみたいな、そ

の番人みたいな、それはどうかなと率直に言って思います。必要に応じてやったらいいのではない

かと。その都度あったら。たまには弁護士を、東京都か何かは無料相談やりますよね、年に１回だ

か２回だか。住民に対しては。役場の事務所を借りて住民に放送して、年に１回だか２年に１回だ

か知りませんけれども、時折やっています。あれは村が呼んでいるのではないのでしょう。私は、

こういう制度というのは何か上から目線で、弁護士がこう言っているよと。それこそ村長が言う研

修したらいいではないのですか、職員が。それに何か弁護士がそのためにコンプライアンスなんて、

何だか意味が分からないけれども、何をしたいのかなと。よく分からない。私は、この事案は、私

は撤回すべきだろうと思います。やるなとは言わない。事件があったら依頼するのは当たり前です

よ。 

〇議長（寺田 優君） 意見は後にしましょう。 

笹岡議員。 

〇３番（笹岡壽一君） それでは、これはお世話になるほうでお伺いしますけれども、ページは372ペ

ージです。上の段の先ほど歳入のところでお伺いした案件にこれが伴うわけですけれども、「半額が

都の補助金です」と頭に書いてありますよね。確かにそうなのですね。それで、今本村では、歳出

でもあると思うのですが、２万円でしたか。担当課長、住民課長は答弁で非課税世帯に限るという

要綱があるのだが、これについては検討すると。私はぜひ撤廃してほしいと。全部撤廃しても10人
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かそこらだと。10人が３人増えるか４人増えるかはともかく、しかも全員が持ってくるとは限らな

いという状況の中で、これは一つはぜひ撤廃してほしいと。これは一般質問で述べて、住民課長か

ら答弁をいただいているところですけれども、具体的には何か講演会やっていただくというお話も

ありまして、それでここには具体的といえば具体的なのでしょうけれども、講座を開くとか、どう

いう対応、どこまで対応していただけるのですか。どこまで。話では、答弁書だか村長の所信表明

だったか行政報告だったか記憶はないのですけれども、要するに今こういう問題があるわけです、

おっしゃるとおり。私も何人か聞いています。話をしていました。そうすると、もちろんはめてい

る人もいます。ところが、結構テレビや何かのコマーシャルで、買ったはいいけれども使い物にな

らぬということで、タンスの中の引き出しの肥やしになっている補聴器が結構あるのです。一、二

万円ぐらいで買ってみたと。ところが、これも使えない、あれも使えない、といって返すこともで

きないと。相手も引き取らないということがあって、そういう指標があるわけです。どういう事業

を今年度具体的にやっていただける事業ですか、これ。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  事業は、これからちょっと構築していかなければいけないといったところもございますけれども、

まずちょっと私のほうで考えているのは、まず言語聴覚士さんの方に来ていただいて、言語聴覚士

さんでどこまで補聴器というか難聴というか耳が聞こえにくい方の、診断はできないというのはお

話聞いています。診断するのはあくまでも医師だといったところなので、まずはお話を聞いてみな

いと何とも言えないのかな、その方たちの…… 

          〔「当事者の」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 当事者の、はい。どういう補聴器使われているのですかとか、そういっ

たところから話を、持ってきていただいて、当日はですね。持ってきていただいて、どういうとこ

ろに問題があるのかというのをぜひ専門家の方にちょっと聞いてもらって、そこは一度大きなとこ

ろで、講習ではないですけれども、広いところでやってもらって、その後に個別相談みたいな形を

設けて、どこか補聴器の問題なのか、本当にもっと聴力が落ちてしまっていて、補聴器というか、

もう本当にそういうテレビのコマーシャルとかで売っているような補聴器ではなくて、もうちゃん

とした本当の機械が、専門的な機械が本当に、専門的な機械というのですか、オーダーメイドして

いかないといけないとか、補聴器も何か私が聞いたところによると、低音が聞こえないとか高音が

聞こえないとか、それによって全部設定を変えなければいけないとかいろいろな難しい、補聴器は

もう本当に専門に調整する方もいらっしゃるみたいなので、そういったところに次につなげて、つ

なげるという私どもの要望でいいのですけれども、その人に情報連携させながら困っている方をお

助けしたいというか、そういったところの事業を進めていきたいといったところで、何分ちょっと
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ごめんなさい、私たちも不勉強というか、ちょっと分からないところもいっぱいありますので、ぜ

ひ１回講座を開いて、その後、当然必要とあれば事業として、また補正計上とかさせていただきな

がら、皆さんが耳のところで困っていることをちょっと課題解決というか、解決させていただきた

いなと思っています。ちょっと今のところのその内容としては、講座を開かせていただいて、これ

は受診したほうがいいですよとか、例えばなると思うのです、そこの場で。そうしたらもう専門診

療に来たときに受診していただいて、お医者さんに診ていただいて、それで次こうしたほうがいい、

ああしたほうがいいというお医者さんのほうからお伺いできると思うので、そうしたらそれに対し

てまた対応できるような方策をちょっと取っていきたいと思います。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 人に合わせてって、まさに入れ歯と同じで、今そういう時代になっているの

ですね。補聴器は、先ほど私言いましたけれども、１万や、金額を言っては悪いですけれども、補

聴器を買ったからそれを耳に差せば全部聞こえる、必ずしも順調に聞こえると、そういう人もいる

だろうと思いますけれども、今そういう時代でなくて、私聞くと、補聴器を入れたはいいと。とこ

ろが、低周波、高周波というのがあるのですね。私はそんな物理学的なことはあまり詳しくないで

すけれども。聞こえないものが聞こえてしまう。そのいい例が、いい例というか悪い例が空調の音、

普通の人は聞こえませんよね、これ。根本行ったら知りませんけれども。こうしている分には聞こ

えないです、空調の音は。だけれども、その補聴器を使うとそれだけは拾い上げてくると。それで、

肝腎要の人の話だとかそういうのは聞きづらくなると、かえって。そういうのがあるそうです。そ

れからもう一つは、これは補聴器がこの耳の穴に合わないとどういう現状が起きるかというと、ピ

ーと鳴るのだそうです。うるさくてしようがないというようなこともあるようで、いろいろしたが

って、今は歯と一緒で、耳の穴に合わせて作るというのがはやっているということのようです。そ

れには金額だと大体治療費も、そういうリハビリ的なものを入れてですよ、型も取ってはめて、買

ってきたもの、売っているものを買ってくるだけではなくて、それが大体30万円以上かかるという

のです。私が議会でお願いしたのは15万です。それに対して都の先ほど来の東京都の包括事業の中

で半分補助すると。それで、東京都は、前の議会でも話しましたけれども、それは村独自は条例も

規則も何も特に要りませんと。やりますということで言っていただければ、東京都は審査はするの

だけれども、２分の１を補助するという、そういう建前になっていますと。……柔軟なのですね、

東京都は。それで、……それは確かに後期高齢者社会のほうの要綱です。だけれども、自治体によ

っては、今回申し述べませんでしたけれども、ある市なんかでは西のほうの市なんかでは、18歳以

上まで適用すると。しかし、その制度は東京都にはない、助成制度は。これは町や市がやるという

ようなこともあるようです。今一つの難聴問題というのは大きな社会問題になろうとしてきて、今

まで扱ってきていない。歯は問題になるけれども、耳のほうは、３つの目と聞くというのは大事な
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器官、匂いをかげば鼻もそうかもしれませんけれども、目と耳というのはやっぱり物を感ずる上で

は大事な器官。そういう点でお願いをしてきてお伺いしたわけです。それで、これは担当課長、ご

説明では大体日程とか要綱をやろうとすることは分かりました。 

それで、具体的にちょっとお伺いしたいのが、この私歳出のところを見ると、よく分からない、

この表のずれがあって、ここに予算書を今用意しませんけれども、この招聘費というのはよく分か

らない。34万だとか18万だとか旅費はどうだとかと出ているのだけれども、これページちょっと見

ましょうか。ここには書いていないけれども、歳出のほうもちょっと詰めている感じがして。 

〇議長（寺田 優君） ページ数は分かるの。 

〇３番（笹岡壽一君） 分かります。書いてあるから。ちょっと待ってください。 

          〔「459じゃない」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 459ですね。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  459ページを御覧ください。ごめんなさい、これ高齢者という形で事業化というか歳出科目をして

いるわけではなくて、あくまでも成人保健事業という形で、ごめんなさい、招聘費のほうをちょっ

と取っていますので、ほかのごめんなさい、専門職のほうと併せて予算計上させていただいている

ものですから、ごめんなさい、ここの成人保健事業で74万6,000円といったところをあれすると75万

円ですよというふうに、ごめんなさい、事業費として書かせてしまっていただいているので、その

中で当然専門職の招聘の謝礼分と旅費相当分という形でお呼びしたときにお支払いするといったこ

とで、これは全員分というわけではなくて、言語聴覚士だけというわけではなくて､ちょっとごめん

なさい、臨床心理士とか作業療法士とか、そういったところも含めてという話になります。 

〇議長（寺田 優君） ちょっとここで休憩しましょうか。 

          （休憩 午前１１時０６分） 

                                           

          （再開 午前１１時１６分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それでは、もう一回ということになろうかと思いますけれども、私とすれば

今初めて発言するのかどうかちょっと記憶にないけれども、いわゆる75万が全体的なものというの

は、それは先ほどお伺いしたところではあります。これは分かりました。私がお伺いしたのは、と

りわけその中で分からなかったものですから、さっき予算と言ったけれども、表が目の錯覚なので
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す、単純に。があるのです。と思うのです。というのは、その74万6,000円がともかくとして専門職、

これはいろいろ今聞いて分かるには分かったのです。これは、いわゆる言語聴覚士だとかその他も

ろもろ、私一般質問で述べましたけれども、専門医を含めましたけれども、それを招聘するについ

て専門職ですから、招聘するについてこの34万円というのが行がちょっと分からないのだよ。これ

18万8,000円が旅費相当というのか、下の10番の科目の需用費というのは、これは３万円だと、旅費

が３万円なのかな。消耗品が３万円だから需用費ですよね。ここまでは分かる関係で、ほかの業務

のところはまあまあ合っているような気がするのだけれども、ここだけ行がずれているような感じ

がしてしまって、これ機械のせいなのか私の目のせいなのか分かりませんけれども、専門職の謝礼

金というのが34万円、それでその他報償費で、何だといえば報償費なのだが、旅費の相当額という

のが18万円あるわけです。と読むしかない。この34万円と18万8,000円足して成人事業費の報償費が

52万8,000円、こうなっているわけですね、合計だけで。そこは分かりますけれども、これは具体的

に、先ほど言ったように何と何と何が入っているのですか。その他とおっしゃるけれども、先ほど

の話は聞きましたよ。そればかりではありませんと。例えば補聴器関係、難聴対策とすれば、この

中に何と何と何が入っているのですか、専門職の中には。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  まず、謝礼金というのは、来ていただく講師というかその専門職に来ていただいて、ここで講演

をやるなり相談事業を受けるなりして日当を１日当たり幾らという日当の部分なのです。 

          〔「それはいいです」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） その他の報償というのが、この旅費が当然かかります。交通費と宿泊費

が。 

          〔「質問の仕方が悪かったかな」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） それで、そこの部分と何回かに分けて当然来ていただく、ほかの言語聴

覚士だけではなくて、栄養士さんの栄養相談とかも成人保健事業でやりますので、そういうのの来

ていただく費用とかも含めて、ここで18万8,000円を何回かの旅費を積算してここにのせていただい

てといったところでございまして、３万円の需用費なんかは、変な話、成人病の予防なんかの場合

に、当然料理を出して、こういう料理だったら糖尿病にいいですよではないのですけれども、糖尿

病になりにくいではないですけれども、そういうような事業をやる場合に、当然消耗品を買ってき

て調理しなければいけないというのもあったので、そういうのをのせているといったところでござ

いまして、補聴器関係の話としては、ごめんなさい、ここだけではなくて、高齢の老人福祉のほう

の…… 

          〔「何ページですか」と言う人あり〕 
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〇住民課長（榎本雅仁君） 451ページです。451ページの老人福祉費補助金というのは、18老人福祉

費補助金というので228万1,000円ですか、そこの中に含まれているものの中で補聴器が一番下の６

万円の部分とかシニアカーの部分とか、補聴器のカバーはそうですね。ごめんなさい。補聴器の６

万円とかのところが今回の補聴器に関するところでございまして…… 

          〔「ちょっと待ってくださいね。高齢者自立支援、これは違うのか、 

どれだどれだ」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 行でいくと下から５行目です。 

          〔「高齢者補聴器、これか、補助金、これは」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） ６万円。そこは補聴器に対する助成の今予算になっていると…… 

          〔「ここに書いてあるな、補聴器購入費と」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） そうそう。 

          〔「私が聞いたのは招聘費」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 招聘費は、だからさっきの成人保健の中で招聘するのに当たって謝礼と

その他の報償費というところで招聘しますよと。 

          〔「招聘……はこっちはないんでしょう」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） はい。こっちの成人保健のほうでやりますといったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私が聞いたのは、具体的に説明していただいたような、そこを聞いたのでは

ないのです。難聴者対策と言ったほうがいいのでしょうか。それで、そこに招聘される講師といい

ますか専門家といいますか専門職というのは、説明会だか講演会だか講座をやりますというから、

書いてあるから、これに関与して、その他はどうでもいいということではないのです。難聴者対策

としてどういう方が何回いらっしゃるのですかと簡単に言えばお伺いしたいわけです。例えば専門

医が、この専門医というのは治療するのはいいとして、この補聴器の障害認定というのは、どのド

クターでも医者でもできるということではないのですね。その免許、資格といいますか免許を持っ

た医者でないとその認定はできないと。診断はできてこういう補聴器をあなたつけたらいいですよ

と。必要な状況ですよというのは、これは言えるでしょうと。そういうこともあったりして、何か

いろいろ医学会は医学会でいろいろ制約があるようですから、それを含めてお伺いしているわけで

す。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  まずですけれども、本年度取組として私が一般質問の中でお答えさせていただいたと思うのです
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けれども、まず言語聴覚士さんに来ていただいてこの聞こえの講座を実施すると。その中で個別の

相談も受けますよといったところで、まず言語聴覚士さんが１回いらっしゃると。次に専門診療の

話になるのですけれども、専門医による診療、専門医って、ごめんなさい、耳鼻咽喉科の専門診療

になるのですけれども、そこについては毎年毎年専門診療で来ていただいている方なので、逆にこ

の一般会計ではなくて診療所の会計、直診会計のほうで予算措置しておりますので、そちらのほう

でまず１回受診していただくと。そこでその人それぞれに多分症状が出てくると思いますので、そ

こについては別途、それは５月になりますので、５月に専門診療やりますので、５月終わった段階

で聞こえづらいとか、ちょっとそこから先の、ごめんなさい、本当に障害の区分認定とかの話にな

ってくると、東京都とお話ししないとちょっといけなくなってくるというところなのです。難聴と

いうか耳の聞こえない方でも１級とか２級とかあると思うのですけれども、手帳を取らなければい

けないとかいう場合も多分出てくると思うので、その辺は東京都さんのほうと話をしていきますけ

れども、そこまでではないけれども、補聴器の調整をとかといったら、補聴器を調整する多分専門

職というか、またそれに特化している方たちもいますので、その方たちを逆に今度招聘していかな

ければいけないということも出てくると思うのです。そういったのも含めて、そこはここの中で見

込める、ほかのところの予算というか、この予算で見込めるのだったら当然ここの予算で使えます

けれども、必要とあらば６月で補正させていただくとか、ちょっと流用させていただくとか、その

辺は適宜やらせていただいて、５月の専門診療が終わった段階でその方がどういう状況なのかと。

補聴器を購入すればどうにかなるのかということが、その辺の話については、ちょっとその段階で

またちょっと村のほうも検討していかなければいけないのかなと考えております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） さっき議長には非公式でお願いをして、一応了解をいただいたと思っている

のですけれども、私ばかりやっても私も疲れますし、ほかの先ほど手が挙がらないので、これはど

ういうことなのかなと思って、実はかつて歴史ないなと、この一般会計で質問が全然ないというの

は。１件ありましたけれども。ちょっと気になっていたところなのですけれども、もしそれはそれ

として、他の議員から、私も正直言ってお休みしたいし、終わるわけではないのですけれども、こ

こで一旦バトンを皆さんに議場に戻したいと、こう思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 今の笹岡議員の続きで、続きというか下の段、372ページ、住民健診・がん検

診というところなのですけれども、受診機会の確保を目的とし、５月から本土で受診ができるよう

調整というところなのですけれども、私以前に住民票があったところからは、秋口にたしか健診票、

あれが送られてきて、何月何日までに受診くださいという通知が来ていたように記憶しているので
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す。期間が結構長くて３か月か４か月先ぐらいまでの期日が書かれていたのです。多分そういうこ

となのだろうなと思うのですけれども、本土で受診というと、例えば私が東京に出る機会が多いも

のですから、そうするとその機会を使って、自分で病院に申込みをして健診を受けるということな

のでしょうか。 

それともう一つ、健診を受ける際には、多分利島の用紙なりを持っていく必要があるのではない

かなと思うのですけれども、その辺をお答えください。ご説明ください。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 前田副議長のご質問にお答えします。 

  こちらなのですけれども、現在実施している事業者とちょっと事前に今お話しさせていただいて

いるので、調整という書き方をさせていただきました。確かにほかの市町村ですといっぱいの市内

の健診機関というかクリニックとかそういったところで受診というかできるような仕組みがあって、

大体の市町村ですと地域に医師会がありまして、医師会と村が集合契約をしてその健診を実施する

とか、がん検診を実施するとかというような、住民健診やったりがん検診やったりというような仕

組みがあるのですけれども、利島村の場合、その医師会との契約というのはないものですから、も

う受診、健診機関１者１者と要は健診の契約を結んでいかなければいけないというようなことがあ

って、それを全部を全部調整するわけに、ちょっと今の人員的にとかいうところでは難しいといっ

たところで、現時点で今２月に来ていただいている健診機関さんに、今ちょっと内々でというか打

診させていただいているところで、本土にも当然健診機関の病院というか健診した場所があります

ので、そこにおいて利島の、まず住民の方が役場のほうに一度住民課のほうにお申込というか、受

けたいのだけれどもというお話、いつ頃受けたいとかというお話を伺って、それに対して、この人

村の人なのでお願いしますと当然健診機関にも言わなくてはいけないですし、健診の機関のほうと

まだちょっと調整中なので、では要はがん検診の場合とか尿検査の容器とかどうするのとか、それ

を直接本人のところへ送るのか送らないのかとかいろいろな調整をしなければいけないものですけ

れども、そこをちょっとこれから調整に入っていくのですけれども、なので、その健診機関さんの

ほうで一括的にやっていただくような形を今現在考えているところで、ただ今よりも、今は本当に

２月にその３日間に利島にいないと実質健診を受けにくいとか受けられないとかというところがご

ざいますけれども、それをいつでも東京に出た際に、自分のご都合と合わせて、当然健診事業者の

予約状況とかもありますので、そこを合わせてちょっと調整していただいて受診の機会を拡大した

いというふうに考えております。 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 私、実は国保ではないのです。国保ではないのだけれども、私加盟している
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のが保険者名称というのが全国健康保険協会という、言ってしまっていいのですよね。 

          〔「協会けんぽ」と言う人あり〕 

〇１番（前田 清君） 協会けんぽですから。それで、受診票が来るのですけれども、「利島村」とち

ゃんと書かれているのです。利島村の健康診断の日に合わせて受診くださいという感じで来ている

のです。そうすると、私の場合はどういう扱いになるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 前田副議長のご質問にお答えします。 

  健診の特定健診というものが今40歳以上義務づけられていて、そういう方たちには今ちょっと一

例を挙げさせていただきますけれども、協会けんぽさんの場合ですと集合契約で先ほどあれしたよ

うに、こころとからだの元氣プラザさんのほうと集合契約を行っていただいていて、利島村の実施

するときにそこで受けてくださいねみたいなご案内が多分行くと思うのです。そこに利島村の実施

する場所というのが、要は東京都の、このままでいきますと元氣プラザさんでいけば飯田橋でも受

けられるような形を取っていくと。そこはあくまでも保険者さんによってどこまで健診項目がある

かというのもちょっと、その保険者さんによってばらばらといったところもございますけれども、

そのときには村のがん検診のほうも併せて受診できるような形は当然整えていきたいと考えており

ます。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 先ほど笹岡議員のほうから顧問弁護士の件で大分いろいろとお話がありまし

たけれども、私ちょっとお聞きしたいのは、この顧問弁護士の導入について40万円って、39万何円

とあるわけなのですが、これは要するに１か月分のあれなのか、それとも１回のあれなのか、それ

とも１年の契約なのか、そこを先教えてください。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 顧問弁護士の契約につきましては年間で39万6,000円、月間３万円で今回契

約することで議案を上げさせていただく。月３万円です。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 私も先ほど計算して、多分１年のあれだろうなと思って計算したら３万3,000円

何がしで出てきたので、多分そうだろうなとは思っていたのですが、私はこの顧問弁護士について

は、私はよいと思っているのです。というのは、何かあったときに急遽頼むという、時間がかかっ

たり、やれ今忙しくてそっち行っていられないですとかと言われることがたまたまあると思うので、
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やっぱり私はこういった弁護士は、これからの時代ですから導入されたほうがよろしいかと思って

います。 

〇議長（寺田 優君） 意見は後です。 

〇５番（井口 保君） それで、次に防災計画の関係でちょっとお聞きします。 

  これは防災計画・津波避難計画策定ということであるのですが、そこの内容を読んでいきますと、

「津波避難計画を業務委託により作成」とあるのですが、これはどういったあれでというのは、利

島は今現在東海汽船のところにも避難の案内板みたいのがちょっとあったと思ったのですが、それ

以外にどういったものを策定していくのか教えていただけますか。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） この津波避難計画でございますけれども、近年地震とか台風とかいろい

ろなもので災害があるのですけれども、この防災計画と併せてこの津波避難計画も策定するように

なっておりまして、うちのほうで今津波避難計画についてちょっと策定が遅れていまして、これに

ついて令和４年度に取りかかるということで、具体的な内容については、これからの業者を集めな

がら内容を精査していくところでございますが、いずれにしても令和４年度に津波避難計画を策定

するということで、実施するということでございます。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） こちらの津波避難計画、先ほど総務課長も申し上げたとおり、消防庁から

もぜひ作れということで言われていまして、こういった津波のおそれがある全国1,700ぐらいある市

町村のうち670、今99.4％が作っています。0.6％が作っていない団体に今ちょっと私ども入ってお

りまして、ちょっともうこのタイミングで、当然命だとか財産を守るためにも必要なところだと思

いまして、今回計画を考えております。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） そこで１つお伺いしたいのですが、要するにこれ計画を立てて、案内用の本

か何かを多分作るのだろうと思うのですが、そういったあれは、この576万何がしに入っているので

すか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 以前総合計画を作ったように冊子の形で、全ての皆様に配布するところまで

どうするかというと、ここはちょっとまだ今後検討なのかな。ある程度の部数を作成しようという

ところで、このほかにもいろいろ策定を今進めているのですが、軒並みおおよそそれぐらいの予算
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をかけて業者に委託もかけながら策定を進めていると。いろんな計画を整備している中の一つとい

うことです。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 要するに、そうしていきますと部数はあまり作れないと。全住民の家屋に配

るほどのものはできませんよと。ある程度の部数しかできないと。そうすると、それは部数は、で

は早く言えばどこどこへどのぐらい、どこどこへどのぐらいというような感覚で置くようにするの

か、それとも欲しい人が来て頂けるのか、そこいら辺はどうですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） すみません、私のほうからお答えさせていただきます。 

  計画冊子というのですか、これは一般の住民の方が読んでもあまりというか、ではこういったと

きに第１次避難体制で役場の中でここまで声はかけるよとか、第２次避難体制ではこうだよとかと

いうような計画書という中の部分というのがあまり住民の方に、当然ホームページで公開するとか、

そういったことは当然しますけれども、そういった中の必要なところ、住民の方に本当に必要なと

ころ、ではこういう放送が流れたときにでは避難しましょうとか、地震があったら高いところに避

難しましょうではない、ここ以上に避難してくださいと。今ハザードマップとよくお聞きになられ

ると思いますけれども、ハザードマップとこの計画の策定とまたちょっと別なのかなといったとこ

ろで、計画は計画できちっと策定すると。計画の冊子を、ではそれを住民に全戸配布するかという

話になってくると。そこは、当然必要な方たち、消防団長ですとか島内の事業者とかと当然協定も

結んでいますので、そういったところには当然お配りしなければいけないというところはあるかと

思いますけれども、住民の方が本当に必要なのは、どういったときにどういう避難をするのかとか、

では大雨のときにレベル、今レベル制になりましたけれども、２のときにはではどういった方がど

こへ避難しなければいけないのかというのは、地図みたいなものと併せて分かりやすい、当然住民

の方に分かりやすいようなものというのは別途作成して、それはお配りしなければいけないのかな

というふうに思っておりますので、その中に当然要配慮者とかという方たちの避難するときはこう

いうときですよとか、そういったところも含めて住民には計画の冊子ではなくて、分かりやすいリ

ーフレットとか、大きな地図ではない、マップではないですけれども、そういったものをお配りす

るといったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 私は読んで字のごとく、防災、津波避難計画策定ってあったものですから、

一応そういった住民に対して、要するにどういった心構えをしていただくかということで作るのか
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なと思っていたのです。だから、全戸配布はできますかというのは、そこで聞いたのですけれども、

そうではなくて、要するにある部数しか作らないよと。ところが、要するに今の課長の答弁により

ますと、新たにそういった地図みたいなもので、それだったらあまりお金がかからないだろうから、

それは後々考えていきますということですので、それで分かりました。 

  次行きます。373ページの超小型モビリティ導入とあるのですが、これ私ら今山へ行くにワンドア

の車に乗っているのですが、この車の場合、草刈り機とかそういったものを積んで行けるのか行け

ないのか。ただ村内を走り回るだけの車なのか。要するに利島の住民としてみれば山へ行きますか

ら、大概の人が。山へ行ったり海へ行ったりしますから、荷物が積めなければこういったものを導

入しようという気はないと思うのです。そこでお聞きしますが、そういったあれはトヨタさんのほ

うとの話合いの席上ではあったのでしょうか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） お答えします。 

  取りあえず今この考えている用途としても、私ども職員が実際に主として使うわけですけれども、

職員が動くに当たって、実際に動くに当たって、車に乗るのは１人ですとかいって大した書類、ち

ょっとした書類とかを持って１人で動いていますといったときに、軽自動車で動くのはなかなか正

直、エネルギーとしてこの超小型モビリティに比べるとエネルギーを相当に使いますよと。比較で

す。使いますというところで、実際にそういう動きのところであるので、負荷軽減というところで

１人乗り、この車は２人乗りなのですけれども、あと実際もうちょっと小さい、荷物を置くスペー

スもあるのですが、いったところで、用途としてそれでよかろうというところで、今回リースをか

けさせていただくというところでございます。ルーフキャリア等、上につくかどうかというのはち

ょっとお聞きしていないので、そこは分からなくて、そういった使い方もあるのかどうか、ちょっ

と導入させていただいて検討させていただきたいと。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） なぜ私聞いたかというと、ゼロカーボンを推進していくのだということなも

のですから、いや、もしそういったものを積んだりなんだりしてできるのであれば利用してみよう

かなと思ったのです。だから、それでちょっとお聞きしたのですけれども、ということは、要する

に今のところは役場の公用車的なものでやっていくのだと。要するにまだ個人向けのものとしては、

そう考えていませんよということですよね。 

そこで、もう一つお伺いするのですが、自動車会社とのお話の席上で、こういった島の実情、こ

ういった形だと島は使っているのですよといった話をされて、こういった車を将来的に造る計画は

あるのかどうかということは、お聞きしたことはありますか。 
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〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） すみません、意味をちょっとあれなのですけれども、実際にもう今

この車は、今写真がここに載っているのですが、Ｃ＋ｐｏｄというのは、実際にもう本土の中でも

実際に走っている車両でございます。この前、昨日話をさせていただいたかと思うのですけれども、

実際にこの車両を１回持ってきて島の中で走っております。私と、いますので、荻野と２人で乗っ

て、坂上ったり、ああ結構走れるなという話もしたのです、実際。いうところがございまして、物

としては、もう今の実際この軽自動車のナンバーをつけて走っている車両だというところが１点ご

ざいます。 

あとは、すみません、ほかに何かありましたでしたっけ。 

          〔「要するに利島の、草刈り機や何かを積んで走っているんだから」 

と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 草刈り機云々というのもあれですけれども、トヨタさん自身の、こ

の車というわけではないですけれども、実際にもう利島に来てやっていますので、状況としては把

握されてきているのかなと思っております。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） そうすると、自動車会社のほうではそういったところは利島に来ていただい

ていないのだから、大体分かっていらっしゃるのではないかというお話なのですが、だけれども、

実際にこれそういった自動車会社の人と１回そういった今現在利島が大勢使っている車、そういっ

たものを見ていただいて、こういった使い方なのですよというところを分かっていただかないと、

向こうでも今現在、利島以外に日本全国どこも軽トラックとか軽の乗用車、軽のワンボックスカー

が走っていますよね。それで、2011年だかの福島大地震、東北の。あのときも全部車が流されて、

それで利島でも車購入するときにもやっぱりワンボックスカーが足りなくて、なかなか手に入らな

いということがあったわけなのです。だから、それだけ私は需要があると思っていますから、そこ

いら辺の開発もいいのではないかなと思ったのです。だから、そこでちょっと話をされたのかなと

思ってお聞きしました。ということは、まだまだそこいら辺まではいっていませんよということで

すよね。 

  それでは、次のあれでお聞きします。椿産業スマート農業実証実験準備、このＩＣＴやＡＩを活

用してやっていくのだということがあるわけなのですが、これは要するに拾ってきた実、その中で

いい実なのか悪い実なのか、そういったところを選別して、いい実だけを選んで、それを要するに

種をポットや何かで植えてやるのか、それとも一面にばらまいて作るのか、そこいら辺はやり方が

あろうかと思うのですが、それで果たしてこのＡＩを活用したそういったものが果たしてどうなの
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だろうというのがあるのですが、そこいら辺を教えてください。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 井口議員のご質問にお答えします。 

  椿産業スマート農業実証実験の準備にかかるところなのですけれども、これは椿の種の選別とい

うのは、まさに油を絞るための種の選別の話でございまして、植えるためのものではないといった

ところでございまして、ここ平成30年からですか、椿の製油工場の更新を行うよというような計画

が動き出してから、やはり近年の椿産業を取り巻く高齢者人口の増加とか、やっぱりそういったと

ころの問題、後継者不足とかそういったところでいかに改善するかというのの一つの方策として、

今の生産者がご苦労している椿の、拾ってきて洗って乾燥させて納品するというのですか、という

ところの見直しを図るためには、やはりある程度古い実とか虫に中身が食べられてしまっているも

の、そういったものは取り除くのを機械化したいというようなご要望も生産者の方、農協さん、工

場の関係者含めて上がってきていると。やはり安定的な生産量を向上させるためには、ぜひ村とし

ても実施しなければいけないなというのが次の製油工場を建て替えるに当たっては、一つの課題と

なっているといったところの中で、やはり担当も農協さんも今作業に従事している方もいろんな研

究というか方々の業者さんのところへ行ってお話を聞いたりですとか、自分たちでも一生懸命調べ

ていたりとか、いろいろなことをやっているのですけれども、やはり椿の搾油についてというか、

椿実を絞るというそのやっている業者さんというか団体というのですか、圧倒的にやっぱり少ない

といった中で、一個一個検証していかないと、本当によりよいものというのがどうなのかというの

が、これはもう本当に雲をつかむような話にもなってきてしまっているといったところもあって、

本当に村としてもより生産者の方に負担はかけたくないと。ただ、村としてもやっぱりある程度の

費用対効果というのかな、コストもしたいといった中で、このＡＩによる選別や非破壊検査診断機

とかの研究というか、そういう大学とかそういう研究機関と連携しながら、椿実の選別によりよい、

いい方法をちょっと模索していこうという中で、この東京都の総合交付金や国の補助金などを活用

しながら、ぜひＩＴ企業さんのほうの力を使って実施していきたいといったところと、あとはこれ

は農協さんのほうからは、ぜひにと言われているのが、やはり豊作、不作の椿の実というのが非常

に激しい生産物であるといった中で、ある程度予測値を立てたいというのは言われているところで

ございまして、そこをするに当たって、気象とかそういったもののデータを蓄積しながら予測をし

ていくとか、そういったのをきちっとデータ化されて、今後のこの状態だったら椿が、要は変な話、

何缶取れるのかとかいうのを予測とか、そういったのも進めていきたいといったところで、今回こ

の準備を進めていきたいといったところで予算を上げさせていただいております。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員の質問の途中でありますが、これより休憩を取ってお昼にしたいと

思います。 
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          （休憩 午前１１時５８分） 

                                           

          （再開 午後 １時００分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

  井口議員の質疑より始めます。 

 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 午前中、課長から答弁いただきました。それで、私勘違いしていたのだなと

思ったのですが、実はその椿実を選別した後に優良な種を取るようなことをちょっと聞いた覚えが、

ちょっと自分の中で勘違いしていたのかなと。要するに、なる年とならない年があるので、その中

からよい椿実を種子としてある程度取るのかなと、そういった考えを持っていたのですが、それは

ないと。要するに、ただ選別のみですよということでよろしいわけですね。分かりました。 

  それでは次に、461ページ、新型コロナウイルスワクチン接種事業として454万2,000円うたわれて

いるのですが、これは令和４年度のワクチン接種事業として上がっているのだろうと思うのですが、

これちょっと教えてくれます。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 井口議員のご質問にお答えします。 

  こちらなのですけれども、令和４年度につきましても接種が行われるのではないかというような

ことを想定しまして費用計上をさせていただいておりまして、４回目の接種をするとかしないとか、

また当然小児用の接種でとか、新規に接種しなければいけない方というのか、今まで接種していな

くて接種したいという方も当然いらっしゃいますので、そこについても当然診療所のほうでやって

いただくといったところもありますので、費用だけは計上させていただいていますけれども、ここ

まで使うのかどうなのかといったところは、また今後の厚生労働省とか政府ですとか東京都の決め

に従って利島村で実施していく予定でございます。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） ということは、要するに一応これだけのものを１回やるかやらないか分から

ないけれども、一応準備しておくということですよね。これはワクチン事業とあったものですから、

また４回目も打つのかなと思って、それでお聞きしたのです。分かりました。 

  それで次に、477ページ、農業振興事業助成金60万あるのですが、これというのはちょっと足りな

いのですよね。というのは、農協さんのほうに、草刈り機を購入したいのだけれどもって、「もう決
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めました」と言ったり、「チェンソーを買いたいんだけど」と言ったら、「いやもう今年度の予算は

なくなりました」ということが何回かあったのですよ。それで、私もチェンソーを20年使って、よ

うやくと買おうかなと思ったら、予算がないと言われてもう諦めてしまった。それで、次の年です

か、早めに買わせていただいたのですけれども、それでこの60万、ちょっと増やすということはで

きませんか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 井口議員のご質問にお答えします。 

  こちらの補助金ですけれども、過去３年、大体平均したところで出させていただいていて、確か

に井口議員のおっしゃるように、オーバーというかもう補助金がなくなってしまったというような

年度もあったのですけれども、逆に使っていなくて余ったというような年度もございますので、こ

こについては、一概にこうだよというようなところはございませんけれども、足りなくなった場合

についてどうするかについては、村長とも相談させていただきたいなと考えております。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） これもさっき私チェンソーとか草刈り機とかと言ったのですが、今、山にエ

ンジンかけて、風で草とか吹き飛ばすあれがありますよね。それを今結構買い始めているのですよ。

ですから、そういったあれがあるので、何とか予算的なものを増やしていただければ、椿農業者は

助かるのではないかな。欲しいと思ったときに予算はありませんではちょっと困ってしまうので、

それだけではないので、草刈り機も買いたい、チェンソーも買いたい、いろいろあるので、そこい

ら辺をご検討をいただければありがたいなと思いますが、村長、よろしくお願いします。 

  次に、村営住宅管理経費、491ページ、5,758万7,000円あるのですが、これのちょっと内訳という

か、それを教えていただけますか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） すみません、お答えいたします。 

  13節の使用料及び賃借料ということでよろしいですね。5,366万2,000円というところが節として

計上されているところなのですけれども、今回２棟18室のワンルームのお話のところでございます。

リース料、借入れを、10年間のリースを行いますというところで、最初の１年目はこの10年間とい

うリースの１年目についてこの5,335万円、右側の下から７行目、村営職員住宅リース料というとこ

ろで計上させていただいている、これが今回、すみません、何ページでしたっけ。 

          〔「377」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 377ページのリース契約を活用した住宅整備というところで、こちら



 - 333 -

のほうの１年目のリース料を計上させていただいています。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） これだけの金額をリースでやらせていただいて、それで村が借り受けるとい

う形でしょうけれども、それでこれたしか前、書いてありますが、10年後には村役場の所有になる

のだよということでやっていくのだということですよね。そうすると、これを建てるときは全部独

身、単身用だけですよね。そうすると妻帯者用はないと。だから、独身用で18ですか。 

          〔「18、はい」と言う人あり〕 

〇５番（井口 保君） 戸を設けますという形ですよね。分かりました。 

  以上で私の一般会計については終わらせていただきます。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 先ほど井口議員も質問していましたが、防災計画、これは平成29年に防災計

画ができているということなので、あとは津波の計画でしょうけれども、これ利島村で津波といえ

ば東は農協から西は大根ぐらいまでだと思うのですけれども、あとは磯なので、逃げられないので。

どんな計画を立てても。これそれだけのところでどういう計画になるのか分からないのですけれど

も、利島の役場では何メートルのところへ逃げるとか、そういうあれというのはできないのですか。

多分防災で東京都が、崖崩れのようなのが東京都からも出ているので、去年も何か利島ではママン

道と言うけれども、土手ですか、土手の高さを業者が測っていて、どこから聞いたのって、東京都

から頼まれてきていたというので、そういうのは役場とは関係ないのだろうと思うけれども、東京

都とのね。これ29年の防災計画をちょっと直して、それで津波というのは、今言ったように利島だ

と漁港から大根ぐらいの間しかないので、逃げるとすれば。そういうのは役場の人のほうが知って

いるのではないのですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 石野議員の質問にお答えいたします。 

  津波避難計画ですけれども、幾つかの自治体でも出ておりますけれども、これどんな計画かとい

うと、災害が発生してから発災してから復旧していくまでどんなふうなことをやっていくかという

ことをその行政だとかほかの団体の力を借りながら、発災から復旧までの計画で、私ども仮に大き

な災害があって仮に港湾施設、港湾が例えば崩れたとかいったら、その場合はこのケースで最後復

旧まで目指していくというのは、そういった計画を決めるものにもなりますので、その際はどこの、

例えば消防庁なのか自衛隊なのか、そういったところと連携しながら、そういった災害が起きてか
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らその後皆さんを避難してもらって、その後また利島で再び皆さんが安心して暮らせるようになる

まで、ここを全て計画の中に乗せるものになりますので、どこの部分で起きるというよりは、もう

少し広い意味での計画になっております。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） すみません、私のほうからちょっと補足、今副村長のほうが津波計画の

お話をしているのですけれども、防災計画につきましても、平成29年からその後も含めてなのです

けれども、多種多様なほかの、一例を申し上げますと、要避難者行動支援計画とか、要はきめ細か

な計画を立てる必要性が、要は要支援される方、支援が必要な方ですよね。支援が必要な方はどこ

にいてどういった支援が必要で、どこにまで避難するのかとか、本当に殊細かな今防災計画の中、

それは防災計画の中ではないのですけれども、防災計画といっても昔みたいに全員が全員みんな避

難所まで避難しなさいとか、それだけではなくて、細分化を結構されてきている中で、やはり専門

的な知識がないと、どうしても計画の見直しというのができないといったところで、これ職員が１

人でやって、抜けがあるわけにいかないものでございまして、そういったところは、やっぱり専門

家の力を借りなければいけないといったところで、どうしても費用のほうがかさんでしまうといっ

たところもございますので、ここはぜひお認めいただきたいといったところと、やはり防災計画の

中で、あと今うちのほうで福祉避難所の設定がちょっとないというようなところもございますので、

福祉避難所の中のぜひ計画も、これ立てていかなければいけないといったところもありますので、

そういったところで、今までの防災計画の中で、どうしてもどんどん、どんどん時代が進んでいっ

ている中で、計画を見直していかなければいけないといったところがございますので、そこについ

ては、役場の職員だけではどうしてもできないといったところであって業務委託を出しているとい

ったところなので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 役場の職員だけではできないということは分かりました。 

  次に行きます。次は、井口議員が車の質問をしていたのですけれども、車です。超小型モビリテ

ィ導入、これは以前実証実験、あくまでも実験だといった説明があったのですけれども、これトヨ

タとの関係を構築したいために導入したということなのですけれども、それはそれでいいのですか。

トヨタ自動車との関係を構築したいためにこれをレンタルしたということで、取りあえず何か自動

車会社との関係をつくりたいということだったので。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 取りあえず今回リースの話を持っていっているのですけれども、こ
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のＣ＋ｐｏｄを入れさせてくださいと。将来的な実証実験のときでもそうなのですけれども、将来

的に島の中で自動車の自動運転を進めていきたいですというところもトヨタさんに話させていただ

いて、そこのつながりというところでこの事業を進めさせていただきたいというところで話をさせ

ていただいています。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 自動運転に向けてというのですけれども、この利島で自動運転は、普通のと

ころだとセンターラインが引いているとか何かがあって、それを見てやるか、あとは衛生から来る

それでやるのかよく分からないのですけれども、利島で自動運転って、どういうあれでできるので

すか。利島だと。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） お答えします。 

  この超小型モビリティ導入ということで、利島よりも先進的に式根島のほうで取り組まれており

まして、国のスマートアイランドとかいうようなのとリンクしながら進めているもので、どういっ

たものがどうなるというのは、今は課長のほうと私と、あと事業者さん、今回トヨタさんてお名前

出させてもらいましたけれども、どうもオンラインの会議に私も参加させてもらって、その私の前

からずっとやられていたようですが、これは課長のほうからも述べられているとおり、前村長のゼ

ロカーボン計画に沿ったようなものだと。なので、その部分は検証していって、可能性がある限り、

ちょっと実験的なものを継続していったほうがいいのではないかと。今後、島には必要なくなるか

もしれないですけれども、必要になるのではないかというようなところで、こういうものだという

ふうに決めてやっているわけではないと。取りあえずリースという形で導入させてもらって、私の

中でまだこれは課長と職員とも協議はしていないのですが、観光的なものにもなるのではないかと、

式根島のように。いろんな可能性を排除しないで導入をしていったらどうかということで、今回上

程させてもらったということです。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 今役場に電気自動車というのは何台ぐらいあるのですか。６台。 

          〔「うん」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） それで、この井口議員も言っていたけれども、荷物が積めるか積めないかと

いう問題もあると思うのです。それで、この車体の長さを見ると、草刈り機なんかほとんど積めな

いというのがあるけれどもね。そういうのを利島村でただ…… 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 
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          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 井口議員の質問の中でも同様のことが質問されていたというふうに思います。

４輪車というか、今の利島村である白い箱、あれは電気自動車としてあるのですが、それはもしか

したら椿山に行く農業従事者にも有効ではないかということは分かります。分かりますし、今まで

どおりの用途でいいのかと。一方、それ以外の方々、例えば観光の方とか荷物のない方、そういっ

た方にも同じ規模の車しかないとなると、エネルギー効率とかそういったことも、課長の説明と重

なりますが、もうちょっとスマートに低効率で動くものがあるということで、それではではちょっ

とこれを導入してみようということで今回上程させてもらったもので、あれを山に行くものとそも

そも想定して考えてはいないというところです。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 式根島でレンタカーか何かやっているような、そういう考えでやっていると

いうことですか。 

          〔「それも一つとして」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） いや、ほかに何か使い道ありますか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 役場の中で言いますと、毎日書類を郵便局に届けたりとかいうことも一つで

すし、あとはお客さんが来たときにご案内するといったときもありますし、細かいことでいろいろ

大人数で大荷物でという場合は、それなりの大きさの車がありますが、そうでない場合もあり、そ

の観光の要素も含め、明確にこうですというものではないのですけれども、将来を見据えてどうだ

ろうというところで重なりますが、導入してみようということであります。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） この車、役場の職員だけでなくて、ちょっと住民が乗せてくださいと言えば

貸出しができるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） まだそこまで議論は尽くせておりませんが、そういったこともちょっとやっ

てみたいなと。構想の中ではあります。ただ、まだ現状どういうオペレーションでとかいうのは、

今考えておりませんが、当然やっぱり役場の中だけでなくて、やっぱり島でこういう需要がある、

こういう車は有効だよということをやっていく中で、ちょっと体験してもらいたいとかいうことも

当然考えられますので、それはその導入後、話し合ってみたいなと、検討してみたいなと。今の段
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階でも少し検討はしておりますが、まだ具体的にこういうふうに考えていますという段階ではあり

ませんが、後々そういうことも含めて前向きに検討したいなと思っております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） これはもう契約済みですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） この予算を審議していただき、ご可決いただければ、その後執行する上で契

約というふうになります。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 374、空き家整備の推進、空き家除去ですか、429ページ、2,000万、これは空

き家除去工事で2,000万あるのですけれども、429ページ。これはどこの、言えない、まだ。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 村で一応購入をしたというところなのですが、その建物の除却費用というこ

とで、財源としては国の特別交付金かな。それを充てております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 同じところの500万円で住宅改修ですね、これもどこかとは言えないの。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） これに関しましては、今まで続けております空き家改修事業のための予算で

あって、需要がなければ使わないといいますか、減額補正を途中でするのかもしれないのですけれ

ども、一応当初予算としては計上させてもらっているという状況です。 

          〔「貸していいよという人が出てきたら改修のために使うお金。下の 

はもう決めた除却です。誰かが貸しますよってなったら改修……」 

「うちの家ちょっと直したいから……」「直したいからじゃなくて、 

住んでもらいたい場合はこうです」「ちょっと違いますね」「ちょ 

っと、うん」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） あとは493ページ、これ定住促進の工事で900万あるのですけれども、これは
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どこかの。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 石野議員の質問にお答えいたします。 

  今回２棟私ども住宅建てる話をして、前回村長が本来であればご案内したかったので、あいにく

ちょっと予定が合わないので行けなくなったのですけれども、今ログハウスがある久保里山住宅、

あそこの先に今、端というか、誰も今使っていない椿、あそこをちょっと村が今回買っておりまし

て、あそこに入るための道路整備、車両とかがちゃんと入れるようにするための、そのための費用

として今回900万円計上しております。あそこに２棟のうち１つ住宅が建つ予定でおります。また、

こちらについては、そのうち実際に場所も含めて改めてご案内させていただきます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 次です。この無電柱化ですか、375ページ、900万のあれなのです。これ村道

とあるのですけれども、どの辺りをやるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 今のところなのですけれども、集落内の村道全体というところをち

ょっと考えております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 住宅のあるところを西から東まで全部電柱なしにやる計画ですか、これ。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 村道の周りというか村道のところに電柱、村道自身に建っているわ

けではないのですけれども、村道の周辺というのがいいのですか、将来内の村道周辺のところの電

柱をなくしていきたい、無電柱、そういったところの計画を立てていきたい。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） これ道路内に管路か何か埋めるわけですか。もうちょっと前になるのですけ

れども、東電にプールのところの高圧線が道路を横断しているのですよ。「下から配管やったほうが

いいんじゃないか」と言ったら、「いや、高圧なのでちょっと難しい」とか言われたのですけれども、

その点は平気なのですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 
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          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 幾つかそういう問題点みたいなのは上がってくるというか、きそうだという

想定は幾つかされておりますが、今後の計画次第というところです。この多くは私の所信の中でも

述べさせてもらいましたけれども、東京都と足並みをそろえるというところにかかってきておりま

して、主体は村なのですが、東京都とタッグを組んでやっていきたいなというところで、詳細につ

きましては、ここで900万円無電柱化計画策定と上げさせてもらいましたが、恐らくこの後６月もし

くは９月議会までにはある程度固まって皆様にお示しできるのかなというところで、細かいところ

までは少し述べられないのですけれども、一応こういう話があり、水面下といいますか、進んでい

ますよというところです。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） ６月か９月頃までにはおおよそのここをやりますよとか、取りあえず１年目

は、２年目はこっちですよと、そういう計画が出来上がってくるということですか。 

          〔「計画より将来像ですね。どんなビジョンで」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） まだ今やれるかどうかは決まっていないと。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 繰り返しになりますが、まだ検討段階なので、詳細は述べられませんという

ところで、決まり次第、決まり次第というのは、どこまでどうするかというのではないのですが、

大枠がお示し、今我々の中ではあるのですが、まだちょっと発表できる段階ではないというところ

なので、大枠が決まり次第議会の中で述べさせていただきたいなと思います。よろしくお願いしま

す。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 次は376ページ、これも無電柱化なので、これは堂山線から山の中へ行くので

大丈夫だと思うのですけれども、これもまだ設計とかそういうのに入る段階ではないということで

すか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） まず、先ほどの無電柱化計画の策定を先に行いまして、それが終わ

った後にこの村道堂山線の無電柱化の予備設計、あくまで実施設計を行っていくとかそういったと

ころのための予備設計になるのですけれども、そちらを行っていくというところになるのです。な

ので、これでいきなり実際にこういうところ、こういう経路を通ってという実施設計レベルのもの
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まではできないです。 

          〔「令和８ぐらいになるかな」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） そうですね。事業に関しましては、実際に令和８年度までというと

ころを考えています。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） では、堂山線ですか、こっちのほうが村道より早く仕事が予定として終わる

ということで、もうケツが決まっていないの。 

          〔「ここも村道なんですけどね」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） だから村道…… 

          〔「最初の箇所ということです」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） ここから先始めるということですか、やるとすれば。ケツが決まっているみ

たいなので、令和８年度って。 

          〔「最初の部分」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） ５年かかると。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 次はダンプ、376ページ、これ軽で中古で150万であるのですが、あと50万ぐ

らい足して200万で新品買ったほうがいいのではないのですか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） ダンプなのですけれども、多分恐らく50万円ぐらいで、あと足して

200万というと、新車で買い得るのかなというところはあるのですけれども、取りあえず塩害等々も

あるので、取りあえず今回は中古車を導入させていただいて事業を進めたいと考えております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 令和３年度の軽は廃車になったというのですけれども、これ何年ぐらい使っ

たのですか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） もともと道路管理者として使っていたものに関しては、ダンプ車で

はなくて軽トラックの形なのですけれども、平成二十二、三年に買っているから10年ぐらい使った

のかなと思います。それももともと中古車でしたので。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 
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          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 私は新車のほうがいいと思います。多分調べてみても二百十五、六万ですよ。

いろいろあれやれこれやれというと高くなるけれども、考えてみたらどうですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 今後用意する際には検討させていただきたいと思います。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） これは井口議員も聞いていましたけれども、（株）ＴＯＳＨＩＭＡへの売却代

金を活用して、要は住宅整備ということなのですけれども、これ今年から始める工事ですよね。今

年は5,300万ですけれども、あと以降は3,300万、10年間、９年ですけれども、これ。そうすると約

３億五、六千万かかるのですけれども、この18部屋で要は幾らぐらいの屋根を取るのですか。１部

屋取る予定ですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） まだ皆様にお伝えできる状況ではありませんが、やはりほかの部屋とのバラ

ンスを考えた料金、家賃設定をしようかなというふうに考えております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 単独者用の部屋だというのですけれども、元これ普通一般の建設会社なので、

まずもうけも相当見ていると思うのです。それで、あと10年たって役場のものだと、そうなったと

きに今度補修とかまたかかるような気がするのですけれども、そういうのは計算に入れていないの。

新品のもののような感じだということですか。 

          〔「そこそこきれいな状態でもらえるんじゃないかなと思っています」 

と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 独身者がやるのですよ、普通アパートなんかやるというと大体独り者という

のはきれいに使っていないです。大体ですよ。全部とは言っていない。このとき、役場のものにな

ったとき、修理費が役場持ちでしょう、これはもう。当然補修費が。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） モラルの部分に関しましては、何とも言いづらいところでありますし、利用

者様にお願いするというところで、あとは当然一般の住宅のように敷金とか礼金のようなものを設

定しまして…… 
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          〔「敷金だけです」と言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） 敷金か。仮に退去する際にはチェックして、この部分に関しましてはちょっ

と請求させてもらうと、そういうようなオペレーションでやっていくように、これは多分ほかの住

宅とも一緒だと思うのですけれども。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） すみません、お答えします。 

  今の村営住宅を借りる際には、住民の方が借りる際にきちっと、ここを毀損したらご自身で負担

するのですよとか、今後の経年劣化というか、よく言うような畳の表替えというか、畳がすり切れ

てしまったよと。５年使ってすり切れてしまったよとかといった場合は村でやりますよとか、そう

いうのを取決めというか、東京都の都営住宅に倣って村でも整備していまして、それに基づいて当

然必要以上に汚してしまった場合は、今まで住んでいた方、住民の方というか居住者の方に責任を

追ってもらうこともありますし、そこは許容範囲、多少の壁の汚れ、10年間当然住んでいれば壁は

汚れるものといった場合では、その貼り替えというのは、当然村がやらなければいけないとか、そ

こについては一々細かくある程度決めておりますので、そこは担当のほうにもお問合せいただけれ

ば回答できるかと思います。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） ちょっとあまりに利島村の予算としては高過ぎるのではないかなと思うので

すよ、私は。造るのならもう少し考えて造ったほうがいいのではないかと思うのですが、その点ど

うですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 考えていなくはなく、一応考えた上で私の政策の一つとして今回上げさせて

もらったと。一番は需要と、あとはスピードをかなり意識して、本来であれば私の選挙のときには

当初予算の段階では今までの中を事業をちょっと客観的に判断する時期にしようというところで考

えてはいたのですが、結果的にはその前に住宅が一番何よりも急ぎだということで、予算規模とし

ては大きくなってしまったというところですが、何をするにも人が取れないとか、そういったとこ

ろからつまずいてしまうという問題に、先ほどの農業の問題ですとか漁協もそうですし社協もそう

なのですけれども、そもそもの町内の職員を取るとなっても、やっぱり人が必要だと。来たいとい

う人がいる中で、家がないというところがやっぱり引っかかってしまうので、そこを解決するため

には、やっぱり時間をかけずに、時間をかけずにというのは、時間をかければそれなりに、例えば

補助とかそういったことも、もしかしたら狙えるものだったのかもしれませんが、そういった時間
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ももったいないという中で、何とか早く整備するために一番安くといいますか、ダメージというか

負担が少ない方法の一つとしてそのリースというようなやり方で今回計上させてもらいました。確

かに利島にとってはかなりの予算規模、トータルですると予算規模になってしまうのかもしれない

のですけれども、それでも必要だという判断の下、今回上程させてもらったというところです。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 人員が不足しているということは私も分かります。ただ、急いでというあれ

はあるけれども、ちょっと額が高過ぎるのではないかというのは考えています。それで、これもし

家賃で、では今の例えば職員は、値段的にはよく分からないが、２万円ぐらいで住んでいると思う

のですけれども、この部屋も２万円ぐらいで住ませるようなあれになるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 繰り返しになりますが、家賃の設定に関しましては、今後当然条例で定めな

ければいけなくなってくるので、議会のほうにもお諮りするというところです。高いという話もあ

りましたが、土地がある中で、今二階建てを想定しているのですが、仮に半分だと。今全て二階建

てで計画して18部屋、そこを９部屋で建設したところで、金額は１億数千万で済むのかもしれませ

んが、やはりなかなかそれで解決にはならないというふうに考えております。18部屋でも、昨日も

訂正させてもらいましたが、それでもまだ足りていないと。具体的に言うと数部屋余っているぐら

いがちょうどいいとすら思っている状況です。なので、そういったことも踏まえて、最適かどうか

というのは今後の判断になってくるのかもしれないのですけれども、構想、協議している中でこう

いった形がいいのではないかと。今の状況、土地の村の保有している土地の状況、そういったもの

を踏まえてこういった計画を出させてもらったというところです。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 私がある村の人から言われたのですけれども、空き地があったら村が買い上

げて、うちを建てたいとかそういう人があったら、村有地というのですか、そういうところ、新島

辺りは村有地を貸して家を建てさせていますよね。そういうことも考えたらどうですかとある住民

から言われたのですけれども、そういう考えはないですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 今後の住宅政策の一つとしては有効というかアイデアの一つとしてはあるの

かなと思うのですけれども、現状ではまだ検討されていません。今後、課題というかアイデアの一

つとして考えていきたいなと思います。 
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〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） すみません、これも井口議員が質問しているのですけれども、スマート農業

だったかな。それで、スマート農業で、生産者が楽に椿実を収穫できる体制というのですけれども、

これ生産者が楽に椿の実を収穫できるというのです。どういうようなことで。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  再三議会等々でも私のほうも述べさせていただいておりますし、前担当課長のほうも述べさせて

いただいているかと思うのですけれども、生産者が楽に椿実を収穫できるというのは、今現状は椿

実を拾っておうちに持って帰っていただいていると思うのですけれども、そこをある程度実の選別

とかそういうのもしないでかき集めてきて、そこで山の中でどこまで選別というかしていくのかと

いうような、これは生産者の方と今後検討もしていかないといけないですよねというお話は、多分

再三させていただいているのですけれども、ある程度今みたいに、本当に一粒一粒拾わなくてもい

いような状態で、しかもおうちに帰ってさらに洗浄、洗って乾かして、さらにそこからまた古い実

を選別しているとか、いろいろなご苦労をされているといったところを軽減させるといったところ

でございます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 今何件かやっていますけれども、ブロアーで丘のほうへ葉っぱから何から全

部集めて、それを今度機械で実と選別するというような考えでいいのですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  まさにそこをどこまでをどこでやるかというところは、このスマート農業の実証実験と製油セン

ターの製造工程の設計のところと併せて生産者の方とご相談させていただきたいといったところで

ございまして、どこまでをどうするのというのを、村役場とか農協さんとか製油センターさんで決

めたとしても、それによって生産者の方とのお話合いが必ず必要になってくると思うのです。生産

者がどこまでだったらそんなに時間かからないから自分のところでやろうとか、それはもう生産者

の皆さんとのもう本当にこれはお話合いの中で決めていくことだと思いますので、そこについても、

ごめんなさい、この実証実験を含めていろいろな中でご検討させていただきたいと思います。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 
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〇４番（石野 治君） では、次へ行きます。 

  379ページ、定住サポート補助金、これは定住してきて10日でも３日でも住んだということで出す

のですか。 

〇議長（寺田 優君） 荻野産観課長補佐。 

          〔産業観光課長補佐（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課長補佐（荻野 了君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  一定の条件がありまして、これはもともと東京都の補助金を活用して村のほうでも補助をしよう

というふうに考えております。その中の条件としましては、５年以上10年以内は住むというような

決まりがありまして、５年以内だと償還しなければいけないと、返金をしなければいけないという

ような要綱を今作っているところです。５年以内だとどれぐらいの減額かはちょっとまだ忘れてし

まいましたけれども、３年以内だと全額返さなければいけないというようなルールにはなっており

ます。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 分かりました。あと、同じあれで製油センターですか、これは製造工程と建

屋の設計とありますが、どれぐらいで設計ができるのですか。今年いっぱいとか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  一応契約の期限としましては、年度内といったところなので、令和４年度内です。来年…… 

          〔「に契約するということですか」と言う人あり〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 契約ではなくて、ごめんなさい…… 

          〔「完成」と言う人あり〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 完成ではない。設計の成果物が出来上がるというような形に

なっています。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 381かな、愛らんどシャトルの定期便の助成についてなのですけれども、これ

…… 

          〔「製油工場は終わったんですか」と言う人あり〕、 

〇４番（石野 治君） 製油工場は終わりました。 

  これは、今乗って、今老人というのかな、70歳以上だか、ヘリポートで名前を書くとそのままで
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いいのですけれども、今度はどういう場合になるのですか。例えば東邦航空と村役場とで契約して、

これだと大人で3,320円、子供で2,320円の搭乗券を売るとか、そういうことはできないのですか。

それかあと事務所で現金で乗ってきたよといって現金で渡すとか、そういうことは。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  まさにそこを今鋭意検討しているところでございまして、本議会が終わりましたらちょっと至急

話を詰めたいなと思うのですけれども、今現状、申請書をヘリポートで書いていただいて、それに

よって助成を、振込を行っているという事例、70歳以上とか、あとホームに入所される方とか患者

と患者の付き添い、そういった方はやっているのですけれども、あれも本来でいくと、要綱上は搭

乗券を添えて申請することみたいな形になっていますので、そこについては、ちょっと一旦みんな

全部見直ししなければいけないのかなといったところもちょっと考えていて、そこも含めてちょっ

と要綱の一部見直しが必要かなといったところで考えております。 

ただ、当然振込の件数もある程度一定件数いってしまうのかなというところもありますし、当然

そこの現場の事務もヘリの、当然皆様よくお使いで分かると思うのですけれども、ヘリコプター、

ヘリコミューターが着く、東京愛らんどシャトルが離着陸する際とか非常にあそこ混雑している場

合もあって、さらにこれが搭乗率を上げるための施策でございますので、より今よりも搭乗率が上

がると思っておりますので、そういったところを考えると、なるべく、事務のほうもそうですし、

住民の方もご負担のないような方向でいきたいなというふうには考えております。その一つの手だ

てとしまして、当然現場でその差額をお返しするとか、ただちょっと東邦航空さんのほうで最初か

ら利島の住民の方について、大人の場合、今の1,100円を除いて3,320円とかというのをできるかと

いうのは、ちょっと東邦航空さんにも確認しないといけませんけれども、実際上の話として、御蔵

島さんが今助成を行っているといった中で、御蔵島さんもその買うときにもう引いた値段で買える

ということはできていませんので、そこについてはちょっと不可能なのかなといったところでござ

いますので、そこについては、今後ちょっと検討させていただきたいなといったところでございま

すけれども、今一番現実的なのは、ちょっと話が変わってしまうのですけれども、通院の医療費の

助成みたいに申請していただいて、１か月まとめてその分を翌月に払うような形が一番現実的かな

というようなふうには考えております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 本日３月10日は東京都平和の日という日でありまして、東京空襲をはじめ戦

災で亡くなられた方々を追悼するとともに、世界の恒久平和を願う日でもありますので、ここで１

分間の黙祷をささげたいと思います。 

  皆さん、ご起立をお願いいたします。 
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黙祷。 

          〔黙  祷〕 

〇議長（寺田 優君） ありがとうございました。おなおりください。 

  それでは、続きをやらせていただきます。 

  石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 次に行きます。観光トイレなのですけれども、洋式化するとあるのですけれ

ども、トイレが２か所あるのだったら、１か所は今のままの和式にしておいてくれないかというち

ょっと要望もあったのですけれども、できますか。２か所同じところ、今和式が２つあるわけで、

それを１つは洋式にして、それで１個は残しておいてくれたほうがいいなというあれもあったので

すけれども。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  ちょっとこちらのほう、都の補助金の対象になるところもございますので、ちょっと東京都と確

認しながら、そのままというか、１つでも問題ないとか、洋式ではないとバリアフリー化の対象に

ならないとか、そういったのもありますし、そういうところも含めて、あと和式ではないと使いに

くいという方がいらっしゃるようでしたらちょっと検討しなければいけないですし、その辺はちょ

っと検討させていただきたいと思います。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 383ページの学校のトイレです。これは、ちょっと数字は間違えたのではない

かなと思うのですけれども、4,852万円で、このトイレ設置2,278万円と2,355万円、これ足すと

4,633万円になるのですけれども、そうすると219万が余るのですけれども。 

それともう一つ、503ページの上から13番目ぐらいに4,582万2,000円となるのですけれども、そう

するとこれはここの数字が間違っているのではないかと思うのです。4,852万円。これどっちが正し

いのか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 383ページの体育館へのバリアフリートイレ導入学校屋根防水改修工事です

けれども、石野議員のおっしゃるとおり「4,582万円」が正しいです。私どものちょっと確認不足で

ございました。大変失礼いたしました。申し訳ございません。４、５、８、２が正しいです。すみ

ません、失礼いたしました。 
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〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） すみません、382ページ、（株）ＴＯＳＨＩＭＡ、これ去年の９月、12月頃か

ら（株）ＴＯＳＨＩＭＡが、要は委託でなくて、12月に、その頃だと4,500万ぐらい、3,000万と4,500万

でいいだろうという説明だったのですけれども、今１億円になっているのですよね。3,000万の

7,700万ですから大方3,000万多くなっている。それと、あとはフォークリフト３台を全て大島の自

動車整備会社に売ったと。これを売らないで残しておいてもよかったのではないですか。あと、全

部そうでしょう、軽の車も。 

          〔「車も……に分かれています」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） そうすると、このリース料というのは、フォークリフトのリース料なのです

か。 

          〔「フォークリフトとトラックの４トントラック」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 年間。 

          〔「40万円、年間」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 軽は違うわけですね、軽トラックは。これこんなこと聞くと悪いのですけれ

ども、自動車会社にもう売ってしまってあるのならどの会社かというのも、まだ。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 石野議員の質問にお答えいたします。 

  382ページの（株）ＴＯＳＨＩＭＡの委託から補助への転換でございますけれども、確かに私ども

って９月に説明したときは、今7,500万円で委託しているけれども、3,000万東海汽船から入ってく

るから、うちから出す補助金は4,500万になりますよというお話はしたところでございます。では、

実際何ででは7,700万もの金額になってしまったのかというのをご説明させていただきます。 

これは、今まで利島村役場が４トンのトラック、ラフタレーンクレーン、そして３台のフォーク

リフト、全てこれを用意して無償で貸し出しておりました。だから、そういう見えない車、事業用

車両の負担を村が見えないところでずっと負担していたと、そういったこともありまして、見えな

いところも考えて、やっぱり１億円規模の費用がかかっていたのが現実でございます。令和４年度

からは、そういったところも全て今回クリアにしております。株式会社、私どもはもう離島航路の

仕事が村役場からなくなりますので、今まで使っていたフォークリフトはもう全て売却で、売却先

につきまして、この公の場ではちょっとお答えしかねますので、あと売るか売らないかも含めて、

この予算が可決されないと売ることはできませんので、まだ売ってはおりません。まだ見積りをい

ただいただけでございます。 

  すみません、話が戻りますけれども、そういった来年度以降はそういった見えなかった自動車代
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の負担、事業用車両の負担も全て明らかにするということになりまして、（株）ＴＯＳＨＩＭＡが自

分で４トントラックも借りるし、３台のフォークリフトも自分でリースで用意すると。そうすると

大体年間1,200万ほどかかるということになります。さらに、ラフターにつきましても、（株）ＴＯ

ＳＨＩＭＡだけにただで貸すというわけにはなかなかいきませんので、他の港湾事業者さんと同じ

だけの値段を取ると。具体的には１時間６万円で150時間相当、その分はラフターの使用料としてち

ゃんと取りますよということになります。そういった今まで見えなかった車両の負担等も全部考え

ていくと、実質的には7,700万円ほどの補助が必要になるということが明らかになっております。 

  なおといいますか、今回、だからそのラフターこそ村役場が用意しますけれども、借りたらちゃ

んとそれをほかの民間事業者と同じようにお金を払ってもらうよという形で、一種のけじめではな

いですけれども、そういったところはきちんとしたつもりでおります。 

  以上です。よろしいですか。自動車の売却先については、ちょっとこの場ではお答えしかねるの

と、売るか売らないかは予算が可決されないと、それも決められないということでございます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 資金収支予算書というのは頂いているのですけれども、これを見ると役員報

酬で役員退職金、役員は前に一般質問で聞いたときには１人だと。去年までは月40万ですよね、役

員の報酬が。 

          〔「45です」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 去年までだと40万です、３年度。 

          〔「何を答えればよろしいですか」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 去年まで40万だった役員、役員ってこれは社長さんの給料ですけれども、こ

れが720万になっている。要は大方倍々に上がっているということでしょう。 

それと退職金、これが４年勤めていたから450万だと、そういうあれで、何と言ったらいいのかな、

民間になったから自分で勝手に倍々に上げてくださいよということなのか、そのために7,000万にな

っているのか、いろいろありますよ、これ。住宅資金のための300万、営業所のために100万、あと

サイネージに48万とか、だからこういう、では民間になったのでばりばりもらいましょうというこ

となのか。ラフタークレーンにしてもそうですよ。900万で要は150時間ですよね、１年間。それで、

この例えば100時間しか使わなかったと、ラフタークレーンを。そうすると300万余るでしょう。50時

間余ると使っていないのだから。150時間で900万でしょう。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） だから、100時間だと600万でしょう。そうするとあと50時間使っていないと

…… 

          〔「補助金が減るだけですよ」と言う人あり〕 
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〇４番（石野 治君） これどういうあれになっているのですか。 

          〔「……が返還になりますよ」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 今までは使わなくても委託だから返さなくていいといったものを、今度は補

助金だから全て返すと。 

          〔「そうです。返還」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） この増えた720万、給料、こういうのはどういうのですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 石野議員の質問にお答えいたします。 

  株式会社の代表取締役というのは、年度の途中で実績がよくても自分の報酬を増やすことはでき

ないようになっています。これはもう会社のルールです。基本的には会社の代表の役員報酬という

のは前年度の実績に応じて翌年のものを決めるという形になっております。従来ですと今までこの

役員の方はボーナスがなかったのです。ボーナスがなかった。従業員の皆さんはボーナスがあるけ

れども、役員にはボーナスが出ていなかったと、そういったところもあって、村役場の管理職相当

のボーナスが出ているような形に今回見直しをしております。実際に前年度の実績につきましても、

少ない人数の中きちんと定期航路を回したということで、それにふさわしい処遇に見直したという

ところでございます。 

あとは、どこでしたっけ。上がっているのが。ラフタレーンクレーンにつきましては、年間900万

円ほど補助することで見ておりますけれども、実際にそこまで使わなかった場合は、当然補助金の

段階で全て返還、お渡ししたものを返していただくという形になります。これは、委託から補助に

変わったことで初めてできるようになった、会計の仕組みが違いますので、補助というのは足りな

い分を補うものになりますので、それに伴いできるようになったものでございます。 

あとは住宅の話ですよね。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇副村長（田中真里君） 住宅の話につきましては、村長も申し上げましたけれども、やはり定期航

路というのを運営していくためにはやはり人が必要です。人を呼ぶためにはやはり家が要りますと。

石野議員自身も住宅の話のときに、本来社宅は自らその会社で用意すべきものというお話はされて、

質問の中であったかと思いますけれども、まさに同じでございます。本来は、この会社が用意すべ

きものだとは思うのですけれども、この会社は今定期航路しかほぼほぼない。ほかの収益なんかほ

とんど微々たるものでございまして、やはり本来はこの会社の住宅というところで、これらの経費

として見ようということで、その今後例えばどこかの金融機関、七島信用組合さんなんか、そうい

ったところから借り入れて家を建てるときのその返済については、補助の対象ということで考えて

おります。 
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  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） （株）ＴＯＳＨＩＭＡというので、第三セクターというのでしょうけれども、

これ今18部屋、もし通れば建てるわけですよね。 

          〔「建てます」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） そこにも入れるのですよね。 

          〔「入れます」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） それで、わざわざ、では（株）ＴＯＳＨＩＭＡが全然住宅に入っていなくて、

新しく全員呼ぶのだと、そういうことではないでしょうから、だから何も300万住宅基金として積み

立てることはないと思うのです。これ積み立てるとしたらどこまで積み立てるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 石野議員の質問にお答えします。 

  18部屋造るからもう社宅造る必要はないだろうというお話をいただきましたけれども…… 

          〔「いえ、そういう話じゃない」と言う人あり〕 

〇副村長（田中真里君） そういう話ではないの。 

          〔「はい。18部屋あるけど、余っていたら入れるでしょうというこ 

と。余っているのにわざわざ社宅……」と言う人あり〕 

〇副村長（田中真里君） 余るかどうか、実はまだ分かりません。今後、村役場では古くなってきた

村営住宅の建て替え、同じように老朽化してきた職員住宅の建て替えをしなければいけない部分が

あります。そうすると皆さん一時的にやはり避難していただかなければいけなくなると。今まで何

でそういうことができなかったかというと、避難する場所もなかったと。そういう意味で、この18部

屋というのは、ある程度今後の村営住宅の建て替え、職員住宅の建て替え等も視野に入れた上での

18部屋でございます。そういう意味では、例えば建て替えのために一時避難してもらうとしたら、

10部屋ぐらいはもう簡単に埋まってしまいますし、今のこの村の中での各民間事業者の人手不足を

考えたら、恐らく18部屋というのは本当にあっという間に埋まってしまうかなと考えております。

そういうこともありますし、やはり会社については、その社宅を用意すべきというのが私も議員と

同じ考えでございます。そこについては、費用というか経費としてみたいというのが私どもの考え

であります。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 役場も18部屋建てて、足りなくなったら、この前も（株）ＴＯＳＨＩＭＡだ
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けが社宅建てるので、役場がまた建ててやったほうがいいのではないのですか。そうすると（株）

ＴＯＳＨＩＭＡの職員しか入れなくなりますよね、これ。だから、どうせ300万ずつ、では基金とし

て積み立てたらと思うのですが、１回基金全部取り壊して……こうやって会社に住宅を建てるよう

に積立金をやるのだったら、役場で基金をつくって、それで積み立てたほうがよっぽどいいと思い

ます。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  住宅については、社会福祉協議会さんのほうにも社宅の建設の補助金のほうを本年度つけさせて

いただいているといったところもございます。各それぞれ事業所さんの本当に人材が逼迫している

とか、そういったところにご迷惑をかけているというか、いうところはあるのですけれども、本当

に必要で社会福祉協議会の皆様の一般質問等々でもご意見いただいていますけれども、本当に高齢

者在宅サービスセンターの運営の危機とか、そういったところとか（株）ＴＯＳＨＩＭＡにしてみ

れば定期航路の接岸するしない、できるできないとかというところは、本当に村の根幹に関わって

くる部分については、ある程度村でも面倒を見るという言い方がちょっと上から目線というか、何

というのかあれなのですけれども、より重要度が増しているところについては、村営住宅で18部屋

造ったからといって、その18部屋を各団体で取り合いしていても、これはなかなかうまい未来の話

ができないといったところもございますので、しっかり本当に必要な、本当に高齢者がサービスを

提供するためには住宅、高齢者在宅サービスセンター、社会福祉協議会さんの職員というのは当然

必要ですので、そういったところにある程度自分のところで独占的にという言い方は悪いですけれ

ども、ある程度確保できるようなものを造ってあげないと、今後利島村のそういう様々なサービス

の提供ができなくなってしまうといったところを危惧したもので、（株）ＴＯＳＨＩＭＡさんをはじ

め社会福祉協議会さんのほうにも住宅のための社宅の費用を補助するといったところを考えて予算

計上させていただいたところなので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 職員住宅にその人たちだけが住むというのもいいですけれども、先ほども言

ったのですけれども、新島みたいに村有地もあるのだったら幾らでも建てられるでしょうけれども、

利島にはないですよね。今村有地というのは、ほとんど。住宅建てられるような場所というのは。

そうすると、民地になるか、あと山のほうへ行くかしかないのですけれども、そういうあれもやる

のだったら、この住宅基金の積立てをやっておいて造ってやったほうがいいのではないかと思うの

です。個人個人で、ここへ２つ、こっちへ１個なんてやらないで。それのほうが安く上がると思う

のですけれども、そういう考えはないの。 
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〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 政策としてそういう考え方も一つであるかもしれません。ただ、仮に議員の

おっしゃられるようにわざわざ補助を出さないで、（株）ＴＯＳＨＩＭＡ、社協を出さないで自分た

ちで基金として積めばいいではないかと、同じではないかと。 

          〔「役場です」と言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） 役場がね。役場がそうすればいいではないかと。そうすると、その財源に関

してやはり補助、委託、重要なインフラ、企業に対する補助の一つとして見たほうが補助で財源と

して賄えると。ただ、自分のところで基金として積み上げるとなると、それはやっぱり一般財源を

宛てがわなければいけなくなると。そういった事情もあるということも含めてこういう形を取らせ

てもらったという次第です。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） よく分からないのですけれども。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君）                                  

                                            

                                            

                                            

        

          〔「それはまずいんじゃないの」と言う人あり〕 

 

    ◎発言の取消し 

 

〇副村長（田中真里君） では、すみません、今のは訂正させていただきます。すみません。発言取

消しで、すみません。 

                                           

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 私が先ほど申したとおり、やはり必要な団体には必要な住宅がないとど

うしてもサービスの提供が滞ると。ここの１点がまず社宅を造るといったところの、誰でも入って

いいですよとしてしまうと、今現状の社会福祉協議会さん、例を出して言ってしまいますけれども、
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職員採用したいのだけれども住宅が空いていないと。村営住宅に空きが出たらすぐ募集させてくれ

ないかと。それは、ほかの団体さんとの取り合いになっているわけですよね。そういったときに、

ほかの団体さんとの抽せんになりますよといったときに、採用面接すらできないといったところが

ありまして、役場としてもそこを高齢者のサービスの提供を滞らせてはいけないからといって、結

構うやむやでさせることもできますけれども、ほかの団体だって人材確保が厳しい中でやっている

中で、そういった不公平を出すわけにはいかないという中で、やはり社宅が必要なところについて

ある程度補助していかなければいけないと。これは特に根幹に関わってくるところです。高齢者の

皆さんが、変な話、利島の中でサービス提供できなくてもよくて、島外に出てくれという政策を打

てるのでしたらそこまでやりませんけれども、そういうわけにはいかないと。船が着かなくてもい

いですよというわけにはいかないと。そこについては、ある程度村も補助していかないといけない

といったところを考えておりますので、ご理解ください。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 今課長さんが言いましたけれども、船が着かなくてもいいのか、従業員がい

なくて。それが着かなくなるほど従業員がいないのに役場は野放しで置いておくのですか。そうい

うことないでしょう。何とか手を打つでしょう。例えば井口議員なんかも東海汽船やっていたので、

ちょっとぐらい手伝えるでしょう。日当で手伝ってくれって言えば手伝いますよね。 

          〔「私もうできませんから」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 船が、もういなくて着かないのだというのだったら。そういうことでなくて、

私が言っているのは、たしか自分のところで造れれば一番いいですよ。だから、この住宅を造るの

に何人ぐらい、幾らぐらいの積立てをやるつもりか、そういうのがあるのですよ。例えば10年で

3,000万だから、では土地はありましたかと。土地がなければ積み立ててもしようがないのです。で

は、個人同士で売り買いやるかと。そういうとき役場でやったほうがいいのではないかなと私は思

っているのです。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  社会福祉協議会、たびたびちょっと例に出させていただいて申し訳ないのですけれども、社会福

祉協議会でも現在事務局長のほうからもご提案いただいていて、ぜひ住宅はやっぱり社宅建設しな

いといけないよねと。当然そのときには土地の購入、この補助したもので土地、まず地主さんと交

渉していかなければ、入らなければいけないといったところで、まず土地の購入が決まったよとか、

建設計画がある程度出来上がったよといったときに、多分というかごめんなさい、積立てをするの

ではなくて、どちらかというと銀行から社会福祉協議会さんがお金を借りて、そこで造っていただ
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くと。そこに対しての毎年返済を充てなければいけないといったところもありますので、そちらの

ほうに補助を充てていただくというような部分もありますので、今年うちのほうで社会福祉協議会

400万とかって渡していますけれども、そこで、早い話が土地の交渉をしていただいて、まず近くの

ところで土地を購入していただけないかなといったところで、それで土地の購入をして、次の段階

としてお金借りられますよとか、設計して計画していきますよとかという、どんどん、どんどんと

んとん拍子にいけばいいのですけれども、どこまで行くか分かりませんけれども、補助として出す

からには、それがもうなされていなければ当然返還に当たる部分は出てくるでしょうし、そこら辺

についてはちょっと考えて、補助金なので、補助する段階できちっとルールを取り決めて実施して

いきたいと考えております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 例えば（株）ＴＯＳＨＩＭＡには300万と。300万の積立金、住宅のあれがあ

りますよと、積立金に。これで土地も買いました、では今から建てますと。そのときに買ったとき

に、300万で土地を買いましたと。それでは建てるので、あとはどこかから借りてくださいと、おた

くらで。そういうことでいいのですか。 

〇議長（寺田 優君） 休憩しますか。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 休憩しましょう。 

          （休憩 午後 ２時３３分） 

                                           

          （再開 午後 ２時４６分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

  もう一回最初から質問し直してください。すみません。 

  石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 住宅を造ることはいいです、本当に。それで、ただこのもうからない会社で

すよね、絶対に。もうからない会社で、要は積立金を積ませて、それでやるのだったら役場で建て

たほうがいいのではないかなとは思っているのです。ただ、そういうことができないというのだっ

たら、それは積立金でも構わないです。何かできそうがないような話だったので、積立金でも。積

立ててやるというのは。（株）ＴＯＳＨＩＭＡの300万の住宅積立金、これはもうもうからない会社

だと言っているので、まだこれはでは従業員のもうためなのだと。ほかの社宅というより村営住宅

に入れなかったときどうするのだということなので、だからこれはああだこうだと言ってもしよう

がないので、会社が住宅を造るとき、自分で土地を見つけてやるのだというのなら、それはそれで
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いいです。 

あと、住宅でなくて、もうからない会社の役員さんが、去年まで40万だったのが急に60万に上が

ったというのがよく分からない。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 石野議員のご質問にお答えいたします。 

  お渡しした答弁骨子の36ページですよね、今御覧になっているところは。 

          〔「何ページですか」と言う人あり〕 

〇副村長（田中真里君） 答弁骨子の36ページ、今お持ちのページだと思います、石野議員の。答弁

骨子ですよ。手元にあるではないですか。今その左手のところにあるペーパー、その表、それです。

ここで役員報酬720となっていて、前年度が657万ということで70万円ほど上がっておりますが、こ

れにつきましては少ない人員の中やったというところで、あと年度途中で報酬というのは上げるこ

とができませんので、会社の役員というのは。これはもう会社経営されている方みんなご存じです。

今年もうかったから役員報酬増やすことは絶対できません。翌年度にそれは反映されるものになっ

ています。そういったところもあったのと、ボーナスについても、今の役場と同じように年間4.4か

な、おおむね。すみません、役場の管理職に準じるボーナスの月数を支給するということで、処遇

を公務員並みに、公務員並みと言ったら、公益事業に資するところでございますので、村役場の公

務員並みという形にボーナスの支給月数も変えたということで、役員報酬については金額が変わっ

ております。いいですか、今ので。少ない中頑張ったのもあるし、処遇としても公務員並みのボー

ナスの支給月数にしたよというところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 720万は給料で…… 

          〔「これはボーナス込みです」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） ボーナスないの。 

          〔「込みです」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 込み。ボーナスも一緒に加わっているの。 

          〔「役員へのボーナスってないので、全部役員報酬という言葉に入り 

ます」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） なるほど。あと、この450万の退職金なのだけれども、４年ごとと書いてある

のかな、これ。４年分。これは。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 
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〇副村長（田中真里君） 続きまして、役員退職金ということで計上しています450万円ですけれども、

一般質問でもお答えしたかと思うのですけれども、今まで（株）ＴＯＳＨＩＭＡの役員、社長は退

職しても退職手当が一切出なかったと。ただ一方、村役場の職員は辞めれば出ますし、私も村長も

退職すれば退職手当が支給されます。なので、そこにつきましても、公益事業をやる会社でござい

ますので、村役場の処遇に準じるという形で役員退職金を計上しました。これは就任から４年分で

ございますので、これ以降は、来年以降は１年分ずつしか積み立てませんので、金額は減っていき

ます。来年度だけはちょっとここの金額が多くはなっておりますが、次年度以降は減っていく形に

なっております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） これは今年だけの…… 

          〔「来年以降は４分の１になります」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 100万円。 

          〔「はい。ぐらいになります」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） これ100万円というのは積み立てていくのですか。それとも１年ごとの。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 役員につきましては、株主総会のために選任されることになりますので、

選任が続けば積み立てていって、本人が辞めるか株主総会で退職になったときに支払われるという

形になります。そこまでは積み立てていくことになると考えております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） もう一つ、この採用教育費、上から11か、外注費の。これは去年は100万円だ

ったのですけれども、今年161万になっていて…… 

          〔「どこですか」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 上から11、161万、要は上の段の真ん中頃。 

          〔「161万7,000円のところですね」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） これが増えていて、それでこれ採用教育費になるのですけれども、今度また

一番下のほうへ行って下から11番目、リース料の上に50万というのがあるのですけれども、これは

どういうあれなのかちょっと分からないのですけれども。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 石野議員のご質問にお答えします。 
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  上のほうの採用教育費については、これ（株）ＴＯＳＨＩＭＡさん、非常に重機とか使われると

いうようなところもあって、当然今の年齢の子たちが、若い子と言ってはごめんなさい。語弊があ

りますね。今もし免許を取るとすると、そもそもトラックの４トントラック、皆さん多分あれして

いると思うのですけれども、４トントラックって運転できないのですよ。 

          〔「今の子は」と言う人あり〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 今の子という言い方が、ごめんなさい、今の子ではなくて、

私がもし免許を取っていないとして免許を今取るとすると、そういったところで、中型免許を取っ

たりしなければいけないといったところで、上の費用で、あとラフテレーンクレーンも当然取って

いただかないと業務ができないといったところ、あとフォークリフトとかそういうのもあるのです

けれども、そういったものをやっていただいて、教育に係る費用というのですか、免許取得に関す

る費用の部分と、あと当然採用するのにハローワークに採用の募集とか、役場に出すと無料でやっ

てくれるのですけれども、その他の民間の会社ですか、とかに採用の広告を載せるとその分お金が

かかるといったところが採用教育費のところに入っているところといったところと、あと研修につ

いては、これは社内の研修です。モラルの向上とかそういったところとか、あとは資格というより

もどちらかというと研修的な内容ですね、接客の研修ですか、そういったところに使う費用が研修

費用として計上されていると、こういったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） もう一つ、償却というのがあるのです。減価償却100万円、これどこの何を減

価償却にしたのか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） こちらなのですけれども、事務所内で使っているパソコンと

かコピー機とか、また軽自動車もそうですし、そういった（株）ＴＯＳＨＩＭＡさんのほうの備品

というのですか、に関するところの固定資産税に関するところの償却費用となっていまして、先ほ

ど述べたとおり、役場が買っていたよというか、役場の所有していたのはフォークリフトと、あと

役場でリースして貸していたというのが４トントラックとか、その辺については役場の費用で負担

していたと。令和３年まではといったところで、償却でも事務所の中の物品については村が貸して

いるわけではなくて、（株）ＴＯＳＨＩＭＡさんのほうで購入していただいているといったところに

なります。 

          〔「終わります」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 
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〇１番（前田 清君） 井口議員をはじめ今の石野議員と結構ダブって聞くところがあるのですけれ

ども、まずは370ページの防災計画・津波避難計画策定…… 

          〔「何ページ」と言う人あり〕 

〇１番（前田 清君） 370ページで、先ほどの石野議員の質問の中で、たしか被災から復興までの絵

図面を描くということで、その委託費用として576万円ということなのですけれども、私前に去年だ

かそこらにも、これと全然関係なしで、景観上からといって船置場というのですか、あそこ。船置

場、漁船を何隻かつないであるではないですか、廃船を。あれが何とかならないかってたしか前回

言ったことがあるのですけれども、１年ぐらい前かもしれないですけれども。そのときには、あそ

こは港湾局の管轄だから、村役場としては手が出ないというようなことを言われたような記憶があ

るのですけれども、防災減災という意味から考えると、あそこの廃船を何とかしたいなという気が

するのですけれども。多分業務委託して現地視察、当然してくれると思うのですけれども、業者の

人が。その中でもあの辺、漁組の事務所もあるし、あるいはあそこ何だっけ、あの港は。 

          〔「泊地」と言う人あり〕 

〇１番（前田 清君） 泊地で働いている人もいるだろうから、彼らが例えばその津波だったら津波

で、津波が発生したよというのであれば、逃げる道筋ですよね。だから、多分それあれ何とかしな

さいよという話が出てくるのではないか、そういう話が提示されるのではないかと思うのですけれ

ども、今の漁組の組合長とかとも話をしている中で、漁組としてはなかなか手が出ないと。逆に行

政として何とかしてほしいなというのがあるのです。あれ船ごと持っていくと１隻当たり何か100万

円ぐらいかかるというのですよね。ではなくて、細かくもう粉砕して運ぶようにすれば費用が全然

違うのではないかと。１隻当たり10万円単位の、20万かかるのか30万かかるのか分かりませんけれ

ども、多分そんな費用でできるだろうというのです。だから、その業者から提示される前に何とか

利島村役場さん、何とかしなさいよなんて言われる前に、いや、今、手をつけている最中だよと言

ったほうが何か格好いいなという気もするのですけれども、そこが１点と…… 

          〔「そこだけでまず」と言う人あり〕 

〇１番（前田 清君） そこだけ。では、お願いします。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 前田副議長のご質問にお答えします。 

  私が担当課長をしている頃から漁協さんとはそのお話をさせていただいているところでもござい

ます。また、漁協の組合のほうの総会の中でも、ぜひ漁船の処分をよろしくお願いしますと申し上

げた経緯もございます。村として今ちょっと私というか、去年とかもちょっと組合長とのご相談の

中でちょっとさせていただいていたのが、当然処分する費用について、100万円かかるというのが、

主にかかるところは海上運賃なのです。海上運賃を１隻だけで持っていくと、どうしても費用が単
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価が高くなると。堆積とかに重さ、重量によって貨物の運賃が変わってきてしまうと。今ある漁船

が、当然曳航なんかできるような状態でもないといったところと、あと陸送ですか、本土に着いて

から陸送するのに、ちょっとそこも費用がかかるといったようなところもあって、費用がかかりま

すよと。実際の処理費、処分費というのですか、漁船を壊してというかきちんとした処分を行う分

には、ＦＲＰ船とか木造船ですと、今ちゃんと国の補助が利いて、大体利島の船で私そのときあれ

させていただいたのですけれども、一番大きな船でも二十四、五万で処分が、その処分費だけです。

輸送費かからないでいくと二十四、五万でできますよというようなことで、そこだけ、そこだけと

いうわけではないのですけれども、そこについて船主さんのほうにご負担いただいて、残りの部分

についてのその輸送については、いろいろと東海汽船さんとか伊豆七島海運さんなんかとも協議を

させて、私一旦ちょっと協議させていただきたいと思います。まとめて、要はチャーター船みたい

な、貨物をチャーターして、一切合財を全部乗せてその処分を行うところの処理業者さんに直接港

に横づけさせていただいて、海上運賃のみでどうにかならないかというようなお話も、これは東海

汽船さんのほうの貨物部さんともちょっと一度お話しさせていただいて、そこは多分問題ないでし

ょうみたいなお話は一度いただいているのです。それをもって漁協さんのほうに、では運賃のほう

の負担というか、どうするのかというところを１船１船当たりで割り返すのか、それともそこに対

して村役場として漁協に今補助を出しているといった中で、補助ができないのかとか、その辺の検

討はちょっとさせていただいているところがあって、その後漁協の組合長さんのほうというか漁協

のほうからも明確な回答がないといったところがございまして、どうしても皆さん一遍に処理して

くれればこちらもある程度どうにかいくのかなと。ただ、１隻でも残してしまったら、結局今まで

どおりになってしまうものだといったところもあるので、そこについては、ぜひ利島村の漁協さん

のほうで、総意としてあそこのものを片づけるといったようなことで、村に要望をちょっと一度上

げていただきたいなといったところで考えております。 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 分かりました。私のほうからもその旨、話はしておいてみます。ただ、防災

減災という観点から取り上げさせてもらっただけなのです。 

では、次に行きます。これも先ほど来皆さんが質問されているところなのですけれども、まず378ペ

ージ、椿産業スマート農業実証実験準備、これ600万、これも委託料だと思うのですけれども、600万

計上されているのですけれども、ＩＴ企業と共同で椿の収穫量予測、できるのかと本当に思うので

す、こういう文書を見せられると。収穫量の予想なんかは、幾らＩＴを使っても、あるいはＡＩで

やろうといっても、それはＡＩだったら学習させれば確かにできるかもしれない。鳥の状況からど

うだろう、ヒヨドリがどうだ、メジロがどうだ、そういうところまで見ながらこれ予想させるので

あれば精度は上がるかもしれないけれども、単にＩＴ企業と共同でなんていったら、大体ＩＴ企業
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の人が椿産業のことを知っているかといって。まず100％知らないですよ。知らない人間が、ではこ

うだろう、ああだろうと考えることに600万使うかといったら、えっ、とんでもないと私だったら思

うのです。 

それと、それは収穫量予想とか品質向上に向けた研究ということなのですけれども、あと椿の種

の選別、これにＡＩは誰でも理解できます。非破壊検査ってあるのですよね。確かに椿を拾うと割

れたものもあります。非破壊検査機といったら、普通こういった壁とか、壁の中のクラックだとか

ひび割れを見つけるとか、そういう機械ですよね。椿の実に対応するか。しかも、選別したいのは

多分古い椿、油椿とか、あと古い虫が食ったものとか、そういうのを選別したいと思うのですけれ

ども、これも多分機械で選別していくというのだったら、人間の目で見て選別したほうが僕はよっ

ぽども費用もかからないし、選別をする人を雇って、人を雇ってというか人を使ってやらせるのと、

ここで600万使って、結局駄目でしたと。先ほども言いましたけれども、ＡＩに学習させてというの

だったらできるかもしれない。ただ、椿１粒１粒を見ていくというのはどれだけ、例えばそのコン

ピューターを使う何使うといっても、ローラーに１粒ずつ流していかなければセンサーも利かない

というような形になれば、とんでもないことだと思うのです。そうすると、600万をここで使ってや

る意味があるのかなという気がしないでもないのですけれども、どういう答えが返ってくるか、そ

れ逆に楽しみなのですけれどもね。では、答弁あるのでしたら。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 後でちょっと荻野課長補佐のほうにも補足願いますけれども、

まず私のほうから、ＩＴ企業と共同でといったところでちょっと一つのご懸念があるといったとこ

ろなのですが、ＩＴ企業も今様々な農業分野に参入していて、ある程度のノウハウというか、分社

化しているとか、そういったところでやっている企業さんもございまして、その中でまず農協さん

のほうから村のほうにも、担当者のほうに私も聞いたのですけれども、必要だよということなので

す。その収穫量の予測というのはぜひしたいといった中で、当然長年皆様方がご経験されてきたそ

のノウハウとか経験とか、そういったものもおありかと思うのですけれども、そこについてのやは

り科学的な知見というのですか、その日その年の気温が、ではずっとグラフとしてできているのか

とか、どこかにはあるのでしょうけれども、そういうものとか、あとは日照とか風光とか、その場

所場所によって当然なるならないとか、土地、土壌もありますし、そういった中である程度、ここ

はもう本当にここからはＩＴ企業を含めて、大学の研究室と共同でという意味合いでちょっと捉え

ていただければと思うのですけれども、一番というかぜひいただきたいのは、これまでどうしても

勘に頼っていた部分を、ある程度可視化できるようなことをぜひ今後進めていかないと、何によっ

て椿の収穫が落ちたのかとか、何によって豊作になったのとか、それは木のいろいろな状況とか踏

まえてというのを、研究をやはりやっていかないと今後椿産業として、産業として果たして維持で
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きるのかといったところも踏まえながら、これ確かに１年だけでどうにかなる問題でないです。ず

っと継続して、ある程度費用をかけていくのですけれども、まず最初の段階として、その準備を進

めていくといったところで、国の補助金とか東京都の総合交付金とか、いろんな補助金が充てられ

るというところもありまして、その補助金をどういうメニューで何年間かけてきちんとやっていく

かと。そういったところも踏まえてこの準備段階として取り組んでいきたいというふうに思って予

算計上させていただいているといったところでございます。 

後のほうをちょっと荻野のほうから。 

〇議長（寺田 優君） 荻野課長補佐。 

          〔産業観光課長補佐（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課長補佐（荻野 了君） 前田副議長のご質問にお答えします。 

  非破壊の選別の件について私のほうから説明したいのですけれども、現状は今、製油センターに

持ち込まれた種に関しては、一応製油センターの従事者の人も目視で酸化している実を除外する作

業をしていると。前段でＩＴ企業のほうとも打合せもしていますし、来島して実際の現場とかも見

てもらっているのですけれども、それを受けた上でＩＴ企業とつながりのある大学とかとも、こう

いう状況だというのは、もう既に報告してもらったりとかしているのですけれども、その通常の選

別機であると、カメラで映った映像を認識してはじくという作業をしていたりとか、レーザーでは

じいて、風ではじいたりとかというのをしているのですけれども、現状食品加工とかで使われてい

る米の加工品とか、例えば野菜とかの選別機というのは、簡単に言うと赤いニンジンが黒くなって

いるから選別しやすいのですよね。米でもそうですけれども、もともと白いものが黒くなるから、

分かりやすく選別しやすいのですけれども、椿の種は、皆さんご存じですけれども、もともと茶色

っぽいのが黒っぽくなるとか、色が変わっていなくても中だけ酸化しているのとかもあったりとか、

さっき出た油、油が出てきてしまっているというようなのがあるのですけれども、現状は農家さん

もそうですし、製油センターに従事している方も、一応目視では、これは多分酸化している種だろ

うというのを確認してはじいているという話を伝えたところ、人間が目視で判断できるのであれば、

機械でもできる可能性は高いというような現状の認識ではそういうふうには回答していただいてい

るので、そこら辺で可能性が少しでもあるのであればやるべきかなというところです。非破壊に関

してはその答弁になります。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 研究してもらう分にはいいのですけれども、私はただ危惧すると。600万の金

をかけて、これからもお金は投入するのでしょうけれども、やって結果は駄目だったよということ

にならないように、ぜひ調べてほしいと思うのですけれども、ただもう一言言わせてほしいのです
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けれども、野菜とか、米１粒というのは小さいものですけれども、椿の実も小さいのですよね。せ

いぜい大きくても我々の親指の先ぐらい。普通中指、人差し指の先っぽみたいな感じの大きさしか

ない。それも裏を見て表を見てというのがありますので、だからそんなＩＴとかって私も詳しくは

ないですけれども、でも相当苦労するだろうなというのは分かるので、ぜひとも成功するように祈

りたいですけれども、よろしくお願いします。 

  あと、定住サポートの補助金300万ついています。これをさっき誰か、石野議員かな質問されてい

ましたけれども、私ちょっと見方を変えて質問させてもらうのですけれども、300万で１家族50万と

して６家族分ですよね、計上しているのは。多分来年度４月以降で移住してくるという人、何件か

いるかもしれないのですけれども、６組までも見通せるかというと、ちょっと疑問だなと思うので

す。それで、例えばこれ移住して利島で起業された方、要は移住してきた人を対象にですよね。そ

こにお金を使うのもそうなのですけれども、その前、移住してもらうために使うという、そっちが

先ではないかなと思うのです。ですから、この300万の予算のうち半分はそっちに金を使うべきでは

ないかなと思うのですけれども、その辺はいかがでしょうかということしか私としてはないのです

けれども。 

〇議長（寺田 優君） 荻野産業観光課長補佐。 

          〔産業観光課長補佐（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課長補佐（荻野 了君） 前田副議長のご質問にお答えします。 

  先ほどちょっと休憩中に、副議長がいないときにその話で少し歓談していたのですけれども、そ

もそもこの支援事業事態のもともとというのは、東京都さんがやっている定住サポート事業という

のがありまして、それを活用して今回村のほうでも事業化しようというところで上程させてもらっ

ていると。その活用するのに対していろんな条件がありまして、引っ越しを東京の、簡単に言うと

23区から条件無理地域と言われる島嶼地区だったりとか、あとは奥多摩町と檜原村が対象になるの

ですけれども、そこに移住する人に対しての支援をするというので、東京都の補助金を活用して村

がやるということに今なっています。条件としては、そのほかの条件としては、向こう10年定住す

る意思があるというところが条件になっていまして、例えば３年以内に引っ越してきたのだけれど

も、ちょっと様々な事情があって出ていかなければいけないとなった場合は、100％返還しなければ

いけないと。３年から５年の間だと半額返還しなければいけないというのがあります。今回なぜ村

のほうでこういった事業をやろうという話になったのは、当然島に引っ越してくるというのは、な

かなか今引っ越し業者も使えなかったりとか、去年の10月に某社さんの引っ越しで使える賃金体制

が変わりまして、安く以前は引っ越してこれたのが、引っ越せなくなったというような事情もあり、

やっぱりその引っ越しの費用というのはかなりハードルとして高いだろうというところもあって、

今回事業をさせてもらったということなので、引っ越してくる前の支援というのは、ちょっとこの

補助金だと建てつけ上、使えないというところなのです。 
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  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 村長の所信の中でリモートワークという言い方をしていましたけれども、社

会情勢がそういうふうに変わってきていますので、利島に移住して、そういうリモートワークで仕

事をしようなんて人が現れなくもないのでしょうけれども、また通信も光ケーブルも張りめぐらさ

れていますので、そういう意味では期待できなくはないのでしょうけれども、もうちょっと魅力あ

る施策があれば、多摩とか檜原村とかって話が出ましたけれども、豚１頭あげる、牛１頭あげると

か、そういうのがありますよね。そういうのをやってくれとは言いませんけれども、そういう感じ

で、多少なりとも生活の基盤、少なくともその支援できるよみたいなものがあればなおさら、では

行ってみようかという人も出るのではないかなと思います。 

  それと、定住のほうは終わりまして、製油センターの製造工程設計、建屋設計というところなの

ですけれども、すごい金額、委託費に計上しているのですよね。私、昔製図書いたことあるのです。

その当時はドラフター使って、もう書いては消し、書いては消しで、通常の大きさの消しゴムは１

週間も使うとなくなるというぐらいよく書いては消し、書いては消しとやっていたのですけれども、

今は設計はパソコンですよね、多分。パソコンで今３次元まで現せると思うのですけれども、それ

を考えると、それと特に建屋のほうが随分高いので、1,550万も見ているのですけれども、そうする

と建屋なんてそんなに特殊な建屋ではないと思うのです。だから、ほかに日本にあるいろんな工場

とかそういうのがあると思うのですけれども、そういうのは結構使えるのではないか。逆に設計、

製図屋さんだったらそういうデータいっぱい持っているので、そこからデータ持ってくれば、引っ

張ってくれば、それを加工してやると、こんなかからないのではないかって、私素人なので、思え

てしようがないのですけれども、本当にこんな2,360万という金額が出てきたのでしょうか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 前田副議長のご質問にお答えします。 

  前田副議長が素人だと言われてしまうと、私どもももっと素人ですと言うしかないのですけれど

も、やはり製油センターで、しかも椿実の油を絞るというところが非常に特殊というところで、実

際に設計をしますというかできますと言ってくれる、まず業者さんとかそういったところを探すこ

と自体からして非常に困難であるといったところで、ある程度これまで実績があるようなところ、

上五島ですか、上五島町のほうで設計をやったとか、そういったある程度実績のあるようなところ

からの見積りを通らせていただいて積算させていただいているといったところでございますので、

申し訳ございませんというかあれなのですけれども、もう何分私どももこの設計とかそういうもの

ができるものが役場内にもおりませんで、そういったところで多少高くなってしまっているのかな
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といったところがございますけれども、そこにつきましては、ちょっと今後とも精査させていただ

くとしかちょっとお答えしようがないのかなといったところでございますので、よろしくお願いい

たします。 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 先ほど言いましたように私も素人なので、その辺はぜひおいおい精査しなが

ら進めていっていただきたいと思います。 

  あと１点、これは先ほど石野議員が質問した中で、観光施設のトイレの洋式化というところを聞

いているときに、私ははっと思ったのですけれども、何年か前に神津島に行ったことがあるのです。

天上山、あそこ裏砂漠というのでしたっけ。あそこを歩いているときに…… 

          〔「裏砂漠は大島です」と言う人あり〕 

〇１番（前田 清君） 何といったっけ、あれ。あそこも砂漠ですよね。あそこをトレッキングとい

うのか歩いているときに、あの山のてっぺんにトイレがあるのです。しかも水洗なのです。利島と

神津は比べようがないのですけれども、昔は何か水の神様が寝坊してどうのこうのって、そういう

話もあるので、利島では水には苦労するのですけれども、もし361万円という予算があって、先ほど

の石野議員の説明で、個室が２つあるのであれば、１つは手をつけないでそのままにしておくとい

うことになると、予算が余るのではないかなと思うのです。もしそうなった場合に。そうしたら宮

塚のてっぺん辺りにも、簡易トイレでもいいので、つけられないかなと思ったのですけれども、そ

の辺はどんなものでしょう。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 前田副議長のご質問にお答えします。 

確かに宮塚の山頂にトイレがあったほうがいいと、私もここ何年か課長をやらせていただく中で、

何度も毎年必ず登っているような状態でございまして、東京都のほうにも今要望をちょっと行って

いたのが、展望台のところに新たに施設をなかなか造るというのは、山頂の展望台を今現状難しい

というのが、東京都からいただいている回答もございますけれども、今あるものに附帯設備として

造る分にはまだ可能性があるのではないかといったようなお話もちょっと聞いているところでござ

いますので、そこについては、東京都さんともちょっと議会でもそういうお話があったといったと

ころも踏まえながら、要望活動を行うのにちょっとお話をさせていただきたいと考えております。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 温かい話のうちから始めたいと思います。私も幾つか質問ありますので、我
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慢して、聞くところは聞いてください。 

  今の早速トイレの話から入らせてもらいます。これは、実は私も住民さんやら学生のボランティ

アさんから、要望といいますか受けていたことなので、参考に聞きとどめていただきたいと思うの

ですけれども、一つは、この計画の中に入っていない歩道のあそこの公園があります、議長の隣が、

うちのあの西側にです。そこのあれは何公園というのだか、あそこのトイレが割に利用者がいるの

ですよと。ところが、何か壁というのか屋根というのか知りませんけれども、相当傷みがあって、

雨漏りも吹きつけもすごいと。すごいというか雨の日なんか行ったときにです。そういうことで改

修をお願いしたいと。幾つかあるか私聞いていませんけれども、トイレが幾つあるのだか。 

  それから、もう一つは、いわゆる公衆トイレということなのですけれども、これについてもこう

いう要望がありました。新しく造るのは大変かもしれないけれども、しかし欲しいと、そうはいっ

ても。非常手段的には、案内をしてもらえるとありがたいと。これは観光の方でした。どこにトイ

レがあるか分からぬと。マップならマップが桟橋の辺りとかどこかにあるのだろうと思いますけれ

ども、役場の周りにもあるのかな。その辺にこういうところにトイレがあるという案内をしてもら

いたいと。 

それから、もう一つ、案内のついでに、トイレの近くとか行きやすいところ、公衆トイレという

と表現がちょっとまずいのですけれども、例えば入りやすい場所というと教育委員会とか資料館、

あるいは勤労福祉会館、あるいは交流会館、こういうところが上手に利用できないのかと、うまく。 

それから、もう一つは、似たようなところで農協があるのですけれども、これは農業協同組合の

施設ですけれども、都会は皆さん東京の方ですから承知だと思うのですけれども、デパートや大型

のスーパーあるいは量販店、こういうところは表示があるのですね、店内に。ところが、コンビニ

にはないですよね。表示がないところが多いのです。しかし、あそこには入っていって、どこにト

イレがあるか分からないのだけれども、入っていって店員さんに聞けば、あそこにありますよと。

あっちにありますよと、こういう案内をしてくれると。そういう意味を参考にして、入りづらいの

だけれども、例えば農協さんだとかそういうところには、前に、入るようなところに「トイレご利

用の方はどうぞ」と看板出しておいてくれればありがたいなと。ところがそうでないと、公衆用ト

イレがないのに入れないと。こればかりは、特に女性は厳しいだろうと思うのです。それで、勤労

福祉会館なんかにもどうぞお入りくださいと、ご利用くださいと。あるいは村役場でもどうぞと。

ところが、その休みのとき、閉鎖しているときは別ですよ、これ。それで、桟橋なんかもあれ閉ま

るのでしょう、公衆トイレ。あそこは開いている間開いているでしょうけれども、開いているので

すか、24時間、自由に。 

          〔「開いてます」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ああそうですか。私行ったことはないので。そういう要望、働きかけがあり

ました。それで、特に村の何とかホリデーとかなんとかという、ワー何だっけ。 
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          〔「ワーホリ、ワーキングホリデー」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） だか何かで来たのかちょっと分かりませんけれども、女子大学生が東山のほ

うからずっとぞろぞろ、ぞろぞろ来たのですよ。五、六人。そうしたら、「どこへ行くのだ」と言っ

たら、「トイレ」だと言うの。「もうここまで10分ぐらい歩いてきた」と言うから、どこか山の中へ

行ったのでしょうね。普通なら、慣れていればそこらでやるのでしょうけれども、分かりませんよ。

それで、「どこへ行くの」だと言ったら、「製油工場にあるって農協の職員に言われています」と。

そこまで10分、15分ぐらい歩いていく、ぞろぞろ、ぞろぞろ来た。そのときのその女子大生たちが

言っていました。「山の中にも欲しいね」と。これは男性にはあまり分かりにくいですね。そういう

点だけ。今、前田議員がトイレというのはいかに重要かということで、生理現象の厳しいあれです

から。申し上げて、といってそれではどう設置するかと、行政がね。例えば休日は役場閉まってい

るのだけれども、教育委員会のトイレだけは使えないかとか、トイレだけは。そういうものの課題

かなと。あるいは勤労福祉会館はどうぞというようなことも踏まえて、新たにどこどこに設置しろ

という、山の中に設置してくれというのも、これも村の行財政の関係もあるし、用地の私有地の関

係もあるでしょうから、それなりの山の西山のどこかに１か所とかあっちに１か所とかといっても、

簡単にああそうですねというわけにもいかないかもしれない。ただ、使えるよ、何とか工夫すれば

そのお客さんなり、これ外から来たお客さんに限らないと思うのですけれども、島民でもそうだと

思いますけれども、女性の場合は。だから、そういう点で。といって他人の家にトイレ貸してくだ

さいというのはなかなか大変だと思うし、そういう意味で、ご検討をいただけたらと思います。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  なかよし公園がまず出ましたので、なかよし公園を所管していますので、私のほうで、住民課の

ほうとして、ちょっと問題があるようでしたらちょっと修繕ができるかどうかとか、ちょっと検討

させていただければと思います。 

  また、ちょっと私もちゃんと確認を取ってお話できればいいのですけれども、マップで東京都の

公安局さんが作成したマップか何かにはトイレの位置とＡＥＤの位置とか、その辺は載っかってい

るのかなといったところで、その辺のＰＲですか、アピールをするのにどこのトイレが使えるとか、

そういったのはきちんと観光客の方、観光についてはまだまだこれからというところもございます。

産業観光課ができたばかりといったところもありますので、そういった中で周知して、ホームペー

ジも含めて周知できればなというふうに考えております。 

また、島内の中で山の中にトイレというところは、なかなか難しい現状として難しいところもあ

るかと思いますけれども、そこについてもどのような方法があるのかといったところは、ちょっと

調べさせていただきたいなと考えております。 
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  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私が考えていた質問もありますし、皆さんの質問を聞いていまして、うんと

いうようなところで、なおこれはまあというところを初めにお伺いしていきたいと思うのです。 

製油センターも今議員から質問がありました。それで、私もお伺いしておきたいと思うのですけ

れども、確かに施設の仕方だとか、どういう機器が必要だとかということは、これから生産者をは

じめ、行政あるいは農協とか検討を加えていったらだんだん明らかになっていくだろうと思うので

すけれども、それはそれとして、まずこの製造工程という意味なのです。工程という。私は順序立

てて聞きますと、計画する上で。工程がまず第一だと、それが。何を造るのだと、どういう施設に

するのだと。どういうラインを造るのだと。これをやっぱりレイアウトして、レイアウトを含めて、

機器はどういう機器を据えるのだということに基づいてやって、それからそれに見合った建設、建

屋、それからその建屋が入るであろう用地、敷地と言ったらいいのですか、まず用地を買って、そ

れから建物を建てて、それからどういう機械、設備を入れようかといっても、これは入りたくても

入れないとかいうことだってあるわけで、そういう考え方が大事かなと思っています。 

それで、さてこの2,364万円というのが何に使うのだと。これが確かに分かりにくいですね。確か

に。内訳が製造工程が815万という、業者委託なのかと見ます、普通。業者さんが全部そういう、村

長は村長で話合いをもって取り組んでいると。かつては委員会があったと。ところが、その委員会

の話は戻しませんけれども、私さっき言ったように農協だとか生産者だとか農業委員会だとか関係

機関ですね、進めていくということのようです。そういう中で、この815万円で何がどこまでなのだ

と、工程で言えば。建屋、設計は後にしましょう。今言ったように。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  製造工程って、製造工程と書いてしまうのがちょっとよろしくなかったかなと、ちょっと反省す

るところではありますけれども、要は椿油を作る部分です。椿油を作るために何しますかというと、

実を受け入れます、量ります、乾燥させます、蒸します、温度を上げます、油絞ります、絞った油

を今度ためて遠心分離かけます、遠心分離かけたものを脱酸をしますとかというのが製造工程なの

です。だから、そこはある意味、言い方が悪いのですけれども、もう生産者とか作業員のここをや

ったほうがやりやすいとかというのは加味されると思うのですけれども、作業しやすいとか作業し

にくいとか、あとはより酸化値を下げられるとか、そういうところの話というのがこの上の部分の

製造工程で、要はよく言うラインというのですか、その商品が製品ができるまでの作業工程を設計

するというのがこの製造工程なのです。なので、ここから先ほどのさっきのごめんなさい、質問の
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中で、ほかの方の議員の方の質問の中の種子の選別とかそういうのって、ここにまだ一切入ってい

ない状況なのですよ。あくまでも実を持ってきた状態からどうしますかと。きれいに洗っている状

態からのどうしますかと。今の工場と同じスペックのものを作るという時点で、今って非常に、多

分工場内へ入られて分かると思うのですけれども、入って右、入ったところに一旦実をとどめ置い

て、右で乾燥させて左で油を絞るみたいな、ちょっと工程がそのたびに人手の労力がかかるような

中で、しかもフォークリフトを動かさなければいけないような、そういった工程で行われていると

いうのは、そこはちゃんときちんと見直して、新しい工場を造ったときになるべく自動化というの

ですか、全自動というか流れるような作業ができるような仕組みにしていこうというのの設計を行

うのがこの上の815万のほうで行うといったところでございます。これは業務委託をすると。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私もそう思っているのです。そういうことで一致したようですから、そこは

そういうことで、私もそういうことだよなということで分かります。ただ、そういうところの調査

といいますかそれに向けての調査、調査ということは、住民に聞く分にはただでしょうし、農協と

協議する分にもただでしょうし、農業委員会も費用弁償があるにしても大した金ではないでしょう

し、そういうことで、もちろん行政の内部での議論というのはただでしょうし、そういうことで進

めていただきたいと思うのです。それに付随して建屋というのは決まってくると、大きさが。少な

くても二階家にすれば二階家というのもあるでしょうけれども、そういうことで了解しておきたい

と思うのです。 

ところで、この場所はどこでしょうか、そうはいっても。場所がないことには建てられない。こ

れが問題で、先ほど来、後でも後には私も住宅やりますけれども、お伺いしますけれども、自然公

園が引っかかってきていて、どこでもいいというわけにもいかないと。これ住宅もそうですね。住

宅は住宅で後でやりますけれども、場所はどうです、これ。平米で言ったほうが、坪で言ったほう

がいいか分かりませんけれども、一定の相当の面積必要ですよね、敷地が。車の出入りもあります

し。だから、そういうことを踏まえて、これ図面はできました、工程はできました、それから用地

探さないといかぬわけですよ。どのくらいの用地を用意していいか分からないのだから、これが決

まらないことには。用地どうですか。ある程度目安で探していますか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  いい言い方というか、今の工場の用地が、変な話、中を見てみると広過ぎるというか…… 

          〔「古過ぎ……」と言う人あり〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 広過ぎる。製造工程の不効率な配置になっているので、結構
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そこから推察というか、今の当然搾油量を計算していくと、今の工場と同等か、それよりも多少狭

くても工場自体その絞る過程だけの話をすると、少なくても済むのではないかといったようなとこ

ろもあって、それと今の面積から算出して、今と同等のぐらいの面積があればどうにかなるのでは

ないかというところで、何か所か候補として挙げさせていただいているところはあるのですけれど

も、実際にまだ詳細なところがどこまでというところも詰め切っていないものですから、そこにつ

いて、本当にそこの中に当てはめられるのかどうかというところも含めて、ちょっと今後の詳細設

計というのですか、設計でこのぐらいの面積必要だよというのが出て、建屋の面積としてこのぐら

い必要だよといったところの備えで、ちょっと土地のほうはぜひ皆様にご協力いただきたいという

か、ご相談に乗っていただきたいところでもあるといったところでございまして、ただこれは前処

理の部分が逆にどのぐらいの広さが必要なのかとか、あとは油を作ったけれども、瓶詰めにするの

にどのぐらいのスペースが必要なのかとか、いろいろな附帯的な条件が出てくると思うのです。ど

こまで変な話、前処理でやるのにどこがいいのかとか、その辺を含めてちょっと総合的に検討しな

ければいけないといったところがございますので、場所が決まっているのかと言われると、ある程

度一定の候補地としては見込めるというか考えてはいますけれども、ここといったところはまだな

いといったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。自分の持っている、私のは皆さんが質問した後のほうから先

にやっていきますので、忘れられないうちにと思いまして、次はサポートです。定住のです。これ

お伺いしました。質問を聞いて、結果はお伺いしました。それで、これは要望がどうかなという感

じはしたものですから、改めてお伺いします。こういう制度だということは分かりました。東京都

のです。いつからやっているのだと、これも分かりました。移住して起業された方、起業というの

は商売を起こしたということですね。事業を起こしたという人。それから、民間事業者に就職され

た、会社だか商店だか分かりませんけれども、これがということは、民間というのはどういう表現

で民間と言っているのかちょっと分かりませんけれども、役所以外は全て民間ということなのかで

すね、例えば社協、農協、漁協、いろいろありますわな、会社。 

〇議長（寺田 優君） 荻野課長補佐。 

          〔産業観光課長補佐（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課長補佐（荻野 了君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  今回の支援事業の対象外になるのは、利島で言えば村役場の職員だとか、あとは学校の先生、あ

と警察官は対象外、それ以外は対象、島内事業者で言えば、ちょっといろいろ条件はあるのですけ

れども、対象になり得る事業者と言えると思います。 

  以上です。 



 - 371 -

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 皆さんが質問した後ですが、ただ確認しているだけです。と思ってください。 

  それから、これは嫌みに聞こえたらごめんなさいですが、こういう声がありました。椿のスマー

ト事業で、先ほど議論がありまして、それはそれなりに理解しています。質問応答はです。ただ、

ここで言う誤解されやすいと思ったのが、椿の種と椿の実はどう違うのだと、これ。だから、ＩＴ

とＡＩはまあまあだと。ＩＴのほうは仕事をするほうなのだよと。ＡＩというのは考えたり見たり

するのだろうと。人工頭脳とかなんとかって日本語で言うのでしょう。それとも引っかけになるの

ですね。ＩＴというのは何か物理的にこういう仕事をすると。仕分けをするとか。そういうので仕

事をして予測の品質、いい品質をこのときは種、種というのは植物です。それで、あえて言えば実

というのは一般的な人間が利用する、それを。もちろん利用しない実もありますよ。種というのは

子孫を残すということです。実は子孫を残すかどうかは別なのです。そういう意味で聞いているの

です。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  多分井口議員のご質問を受けたときも、そこで、ああ、今ちょっとごめんなさい、笹岡議員のご

質問を受けて、聞いていて、ああ、そういう意味合いで実というふうに書いて、種と書いてしまっ

たがために、次世代にその残すという意味で選別するのかと。いい木を母樹を選別するのかという

意味合いでこれを取ったのかなと。ごめんなさい、ちょっと私どもの認識を、ちょっとあっという、

ちょっとふと思ったところでございまして、それで一応種というのは椿実、確かに実と種の違いの

ところというのはあまり、ごめんなさい、ここの文言で深く、ごめんなさい、私ども考えておりま

せんでしたというのが実際のところの話としてあれですけれども、種というのはどちらかというと、

皆さんが拾ってくる一粒一粒が種なのかなと。……でなっているのが実なのかなとかというような

イメージで、ごめんなさい、ここに書いているだけなので、特段何か実と種がどうこう違うのかと

かという、そういうわけで、椿実が収穫できるとかって、もぐことをどうのこうのするとかって、

そういうわけでもございませんので。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりやすく言えば、果物なんかで考えるとよく分かるのです。実というの

は食べるのです。もちろん食べられないものもあります。ところが、子孫を残すためには実では残

らないのです。中の種を使わないと。果物の中に種がある。バナナでも何でも。梅干しでも。それ

からここはちょっと頭に入れておいてください、行政の方。スマート事業について、ここには「総
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合交付金」と書いてあるのです。ここは表示しているのです。ほかが表示していない。これ以上問

いません。一応認識しておいていただければありがたいです。 

  それから次は、若干問題というか議論がいろいろありましたけれども、この住宅、ここには「リ

ース住宅契約」と書いてありますけれども、これについて少し私なりにお伺いしていきたいと思う

のです。 

それで、村長の答弁を聞いていました。趣旨も分かりました。そこで、二、三点とかお伺いして

いきたいのですけれども、副村長の当初の答弁では、これは村職員というような表現もしていたよ

うでしたけれども、高額所得者29万円以上の人は入れませんと。今の制度の中には。公営住宅には。

それ以上の人が来たときに対応できないのだと。だからこれを造るのだと。自由に入れるように。

例えば40万の人が来ても入れますよと。そういうことなのですね。ですから、そういう人が入る分

にはいいと思うのです。高額所得者が。ところが、一方、今度村長のほうです。今の世帯住宅に単

身者が入っている人たちは家賃が高いでしょうと。こちらに来れば安いですよと、この人たちはな

ぜ安いかといったら低所得者なのです。一般論として。ここでもって40万の人がいますと。今の住

宅で。だけれども、この人たちが単身住宅へ来たときにはそれが２万円で入れますとか、これは確

かに安いです。所得が40万円であるがゆえに家賃を６万、７万取られていると。取られているとい

うことはちょっとまずいですけれども、支払っていると。ところが、こちらに来れば２万ですよ、

３万ですよと、こうなる。だから引っ越してもらうのだと。それを選ぶのはその居住者ですと。強

制はしませんと。ここは相矛盾したものはありませんか。感じませんか。高所得収入者のために造

るのでしょう。ある意味ですよ、ある意味。全部とは言いません。ある意味。そういう答弁をされ

ているのだから。29万円を超えた人は入れないから、本来そこには法的にいられないから、私はそ

う理解した。ちょっと待ってください。どちらでも答弁。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  村営住宅と一概にいっても、公営住宅法に基づいて、村の中でもコンクリート造りで造った公営

住宅と、それ以外の比較的簡易構造で造った住宅の、それを一般住宅と村のほうでは呼び替えて、

村営住宅と一般住宅という言い方をしているのですけれども、ほかの自治体なんかでいくと公営住

宅と村営住宅みたいな、同じ村営住宅なのですけれども、村営で行っている住宅なのですけれども、

２種類の住宅を造っているのですけれども、その公営住宅法にのっとって造った住宅というのが、

耐用年数が70年とか、物によっても違うのですけれども、その建設価格とかに応じて家賃収入を、

幾らまでだったら幾らの家賃取りなさいよというのを厳密に計算されて出てくるといった中で、

29万円と先ほどからおっしゃっているのが、月額でいくと29万円以上、控除とかした後の金額で29万

円以上の収入がある人については、そもそもからしてその公営住宅のほうは入れませんよと。公営
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住宅法で決まっている話なのです。そこで、入れないので、そういう人が当然利島の中にも、ある

程度お仕事をされて生活をしていると29万円というのをちょっと超えてくる方というのは多々いる

と、今現状としてもです。多々いる中で、村のほうの一般住宅、村営住宅、村のほうで公営住宅の

国からの補助金とかそういったものの公営住宅としてきちんとした補助をもらわないでという言い

方をするのです。補助をつけないで住宅として建てたいといったところで今回の住宅のほうを一般

住宅としてというか、リースになってしまうのですけれども、10年後の話で一般住宅として使える

ような形で行っているので、そちらのほうが、昨日私も副村長に言われて調べたのですけれども、

利島の190世帯ぐらい今ある中で、大体110世帯ぐらいですか、単身者が多いといったことと、あと

どうしても採用する中で、利島に移住してくる方というのは、やっぱりご家族連れの方というのは

どうしても今少ない状態というのがあるといったところも踏まえて、やはり単身用である程度部屋、

そんなに単身、役場の職員とかも話を聞いていても、そんなに広い部屋は、３部屋、４部屋は要ら

ないといった中で、それはいろいろあるかもしれませんけれども、比較的そういうワンルームとか

１Ｋとかそういったもので事足りるのではないかというところで、今回住宅のほうを設計させてい

ただくといったところでございまして、２棟18部屋が本当にその敷地、実際にやってみて入るかど

うかというのは、まだ何にも確証がないというか、入るだろうの話でまず話はしていますので、本

当にでは18戸できるのかどうなのかというところも、まだ今後の予算が通って来年度４月になって

から業者とまたさらに話をしていかないといけないものですから、今後ちょっとずれる可能性もあ

りますけれども、そういった中で一般住宅と公営住宅と、そこのくくりの中で村長と副村長が述べ

ているといった中で、そこに差があるのかと言われると、今回の住宅については一般住宅なので、

29万円の縛りがないといったところと、単身用なので、家賃も公営住宅で比較的独身の方、単身の

方である程度年収がいってしまっている方でも安く入れるとか、村のほうで一般住宅の場合は家賃

設定できますので、費用負担が少なくなるといったところも踏まえてお話ししているといったとこ

ろでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） その説明は副村長の答弁で理解しています、それは。だから造るのでしょう。

今言ったことで。それはもう認識しています。その今の説明は全部。その上で聞いているのです。

その質問の意味が皆さんに届かないのであれば、私の質問の仕方が悪いのでしょうけれども、そう

いうことで、今29万円以上の人は入るところがない、言わせればですよ。入るところがないから、

そういう人たちが職員なら職員として欲しいときに、その人が29万円以上の職があったら住むとこ

ろがないと、迎え入れるところが。今の公営住宅では29万で出なければいけない。今、建築費の云

々も出ましたけれども、それだけではないのです、家賃設定は、公営住宅は。ご案内のとおり近傍

同種というのがあるのです。建築費割る幾らではないのです、割当てだ。それだけではない。だか
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ら、それらをもろ踏まえて、近傍同種というのはどういう意味かといったら、ご存じだと思うから

説明しませんけれども、東京のど真ん中の公営住宅と、それからこういうところの公営住宅と。こ

れは、算定の上で家賃算定の上で開きがある、住宅法の中で一定の決めはもちろんあります。だか

ら、それはそれとして、さらに立ち入って言えば、条例でもって決めているでしょう、本村は。ご

案内のとおり。ご承知のとおり。家賃も条例で。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いやいや、その村営住宅の家賃を。決めているのですよ。国の基準から決め

ているのです。いいです、それは。後で調べてください。 

その家賃の問題はさておいても、取りあえずさておいても、そういうことなのですけれども、村

長の説明では、家族連れが今高い家賃のところにいるでしょうと。いた人がいた場合とします。と

いうことでもいいのでしょう。この人たちは、家賃が高ければ安い家賃の設定をした、越してきて。

こういう安い部屋があれば助かるでしょうと、それを選択するのは当事者ですと。強制はしません

と。しかし、その矛盾は非合理性というのかな、村長の言葉、言葉は何と言ったかはともかくとし

て。それも是正するための施策でもあると。こことの矛盾があると言ったのです、私は。片方の説

明では、29万以上の人は入れないので、迎え入れる場所がないと。そしてワンルームだか１Ｋだか

知らないけれども、造るのだと。私はそういう答弁として聞いていたということです。そういうこ

とではないのだというのならしていただければ、分かるように、いや、そんなことは言っていない

と。今、課長の述べていただいたことは、もうそれは副村長、最初からそう言っていますので、そ

れは理解しています。その上で質問しているのです。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） ちょっと私も議事録を見返してみないと分かりませんが、同じような意味合

いで言ったので、違った形で伝わってしまったら申し訳ないですけれども、基本的にはそういうこ

とで、横移動もあり得るとか、高いから安いところへとかって、そういうことの意味合いではなく

て、取りあえず数を増やさなければいけないというのが主であって、その方策の一つとしてそうい

うこともあり得るというだけであって、家賃の高い安いを是正するとか、そういうわけではないと

いうことです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 言った言わないって、これは議事録に載っているからもうあれでしょうけれ

ども、私は、ですから違っていたのならいいです。私の聞き違いならね、それはいいですけれども

…… 

          〔「はい、すみません」と言う人あり〕 
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〇３番（笹岡壽一君） 強制ではないけれども、これは議事録というか所信表明に出ているのです。

この不合理性というのですか、単身者が家族用のところに住んでいると。それから、家族連れの人

や狭い人にと言ったのかな、この不合理性というのですか、これを是正したいという、これは所信

表明の中に出ていますから、そのときに、あまり繰り返しませんけれども、違っていたら違ってい

たで撤回しますけれども、私がお伺いして認識していたのは、そういう強制はしないけれども、こ

の人たちが高い家賃を払っている人もいるでしょうと、現在ですよ。現在、村営住宅で。部屋が広

いために。この人たちが、この人たち強制はしないけれども、こういう部屋をセットすれば、造れ

ば安く入れると。それを選ぶのは当人ですと。強制はしませんと、こういう具合に聞いていたので、

でも違ったのですね。 

          〔「ちょっとそこは多分違ったんですね」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ああそうですか。では、分かりました。それでは、そういうことではないと。

ただし、あれですか、29万円の人を迎え入れるために造ったということは、これも違うのですか、

幾らか。住む場所がないから。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） すみません、少し誤解されて、昨日恐らく石野議員の質問の中で、リース

なんかではなくて村営住宅として建てればいいではないかという話がありましたので、その際に公

営住宅法の適用、例えばちゃんと補助金をもらって、例えば借金もしてみたいな公営住宅法の縛り

を受ける住宅を仮に建ててしまうと厳密に法を適用した場合は所得、高い所得の人は入れないとか

そんないろんな不都合がありますので、一般の住宅を造るのですという話をしただけでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ですから、そういう住宅なら縛りがないから造るのだということなのでしょ

う。 

          〔「そうです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） だからいいではないですか、それで。私も同じことを言っているの。何か違

ったみたいに聞こえたけれども、同じことを言っているの。違うのですか。 

          〔「そうです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いやいや、そうですではない、違うのなら言ってください。私は…… 

          〔「いいです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いいのですね、はい。 

  そういう住宅を造ると。そうすると、確認しますけれども、29万円以上の人が来ても入れますよ

と、この住宅は。違うのですか。29万円以上の人が公営住宅法に基づく住宅には入れないのだと。 
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          〔「それは厳格にということでしょう」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） まあとにかくですよ。ところが、そういう人でなくて29万円以上の人が来た

ときでも入れるように村単でもって造ると。それがこの住宅だと。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） つまり、そこまで、29万円以上の高所得の方が来島された場合どうするのだ

と、そういう事例を想定して今回これに踏み切ったのが主ではなくて、あくまで、繰り返しになり

ますけれども、数が足らないからすぐ建てようと。すぐ建てるためにはどういう、公営住宅とかそ

ういうのではなくて、もうすぐ自己財源で建てようというのがスタートであって、そういったこと

が、高い人を横移動で入れようというのが最初からあったとかって、そういうわけではないのです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは、今出てきた話で、皆さん聞いていると思うのです。 

          〔「えっ、そうですか。すみません」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 29万円というのは。 

          〔「ごめんなさい」「ただ造りたかっただけなんです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうでなければ29万円なんて出てこないと思うのです。入れないから造ると

いう。どこから29万円、出る必要がないのです、そうなれば。急ぐだけだと。 

          〔「質問の中で村営住宅でしろっていう……」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いや、質問だか答弁だか知りませんけれども、それがあったので質問したの

だけれども、今村長のはちょっとそうではないのだよと。 

          〔「一応最初からそういうつもりで言っているんで」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いやいや、それだったら29万なんか出てくる必要がないでしょう。 

          〔「私は、村営住宅でしろという質問をされたからそう言っただけで 

……」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ではどう、ちょっと待ってください。どういう質問であれ、村営住宅を造っ

たらどうですかと。その質問に対して、村営住宅だと29万円以上は入れないのだと。そのときに29万

円の人材が来たときに…… 

          〔「そんなこと言ってない」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 人が来たときに、そういう人が来たときに受け入れる場所がないのだと、言

えば。そうでなければ29万って出るところ必要はないし、出てくるはずがないのです。29万なんて

いうのは。質問があったかないに関係なく。質問があったからそう言ったって、何で29万が出てき

たのですか。 
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          〔「条例にそう書いてある」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） だから、条例に出てきたから。それでどうだというのですか。だから、条例

に書いてありますよと。29万円の人は入れませんと、条例に書いてありますと、条例というか法律

だか知りませんけれども、その人たちが29万円以上の人が来たときに迎え入れられないのだと。住

む場所がないのだと、受け入れる場所がないのだと…… 

          〔「そこは、だから言って……、さっき言ったみたいにそこではない」 

            と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） あのね、これは議事録起こしたほうがいいですよ。 

          〔「ああ、じゃもう終わり。そうしましょう」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 皆さんにも聞いてみる、その前に、議事録起こす前に聞いてみたほうがいい

と思うのですけれども。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いやいや、謝ることではないです。私はそういう具合に聞いていたというこ

とで、私が聞き違いがあるかもしれない。だから、早々と謝る必要はないだろうと思うのです。 

それで、そういうことではないのだと。それでは、改めて角度を変えて聞きますけれども、そう

いうことではないのだと。村長が言ったように、何だかそんなことは関係ないのだと。とにかく今

人が来たときに受け入れるために、迎え入れるために急いで部屋というか家というか造る必要があ

るのだと。そんな29万だの安いだの高いだの、そんなものは関係ないのだと。たまたま私は、先ほ

ど聞いていましたけれども、立候補だか選挙のときだか分かりませんけれども、公約だか考え方だ

か分かりませんけれども、村づくりのためにそういう住宅が必要になると思っていたと。だから、

29万なんか関係ないのだと、別に。そんなことは関係なくて、とにかく家を造ることが先だという

ことなのでしょう。 

          〔「そうです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それはそれでいいですよ。それはそれで全く否定しない。それが問題だとは

言っていない。ただ…… 

          〔「どの部分が問題かもう一度お願いします」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） もう一度というのは、私が誤解…… 

          〔「どの部分が誤解のところか」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 副村長がなぜ、質問だか何だかはとにかくとして、29万円以上の高い人が来

たときに、有能な人材と言ったかどうかは別にして、欲しい人材が来たときにも、入る席というか

部屋、住む場所がないのだと。 

          〔「公営住宅法で」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうそう。そのために縛られない部屋を村営で造るのですと。所得に。 
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          〔「そこか」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） はい。そういう具合に聞いていたということです。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 最初に、繰り返しになりますけれども、喫緊の課題として住宅整備が必要だ

と。それを造ると。公営住宅とかとやると時間もかかってしまうし、それよりも自己財源で造るの

だと。そうしたときのもう一つ、メリットの一つとしてそういうことも考えられるよということを

副村長のほうから説明させてもらったと。石野議員からの質問の中で、公営住宅でやったほうが自

己財源も少なくていいのではないかというご提案の質問があった中で、いや、それには時間もかか

ってしまうし、早く整備する必要があるので自己財源でも造るのだと。そうしたことによってそう

いうメリットがあるよという説明を副村長がしたというところで、言った言わないのところでいく

と、多分そこが今のご質問の中だと引っかかっているところなのかなと思うのですけれども、そう

いう説明でよろしいでしょうか。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そういうことです。それを前提にして質問したわけです。 

          〔「それが前提なんですね」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうそう。それを前提に質問して、村長の、こういうことでこの住宅を造る

計画を立てたのだよと。それ自体は否定というか聞いていないと、知らないと、そういうことは言

っていないのです。そこで…… 

          〔「それで終わりじゃなくて、そこを基に質問があると」と言う人あ 

り〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうです、そうです。 

          〔「分かりやすく、すみません、手短に。僕もちょっと今理解をする 

のにちょっと時間がかかるので、分かりやすく」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） なるほど、はい。いわゆる5,300万初年度出して、3,300万９年間払うという

ことで、昨日だか先ほども３億五、六千万の費用が10年間で使用されるよと。払うのでしょう。 

          〔「予算として」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） もちろん。これから実際にどういう契約になるか、幾ら払うかはこれからで

しょうけれども。 

そこで、角度を変えてちょっとお伺いするのですけれども、私はこういう見方をしているのです

けれども、急ぐべき住宅が18戸は要らないだろうと、取りあえずね。それで、緊急性のある部屋数

の、いわば言うなら役場の職員とか、これの分についてはそれでもいいでしょうと。幾らか知らな
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いけれども、分からないけれども。それで残余の18戸の単身住宅は果たしてこれ機能するのかと、

１つ疑問があります。１つね。 

  それから、もう一つは、職員用に、昨日は400ぐらいですか、これが５つでも６つでもいいと思う

のです。何も４つと言ったから４つではなくても、それは村長の判断で、いや、ああは言ったけれ

ども５つは欲しいなと。これはこれでもいいと思うのです。いわゆるそこでの振り分けといいます

か、村営住宅については、私は世帯、家族用も含めまして別途計画されたら、これが村長が言うよ

うに緊急性が、何でも今年度でなければならぬと、18戸全部。いうのなら、これまた別の論議にな

ろうかと思いますけれども、そして公営住宅法に基づく提案を来年して、計画を立てて、それで国

との法律にのっとり、起債を起こすべきは起債、補助金を受けるべきは補助金を受けるということ

で、残余のあれについては、ワン部屋でということで必ずしもなくても、ワン部屋が入ってもいい

のです。家族用も含めて私は検討されたらいかがかなと、一つはそう思います。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） もちろんそういうことも必要かなということですが、これはもう完全に私の

政策指示の下、役場の職員の方にはちょっと骨を折っていただいたというところで、急に進めさせ

てもらったというところです。18室が果たして現実的かどうかというところも含めてなのですが、

基本的に家を建てられる距離にある土地の中で、最大これぐらいはいけるであろうという、もう本

当に曖昧な見積りといったら曖昧なのかもしれないのですけれども、過去私もずっと議員をしてい

る中で、やはり前前田村長の住宅のときからそうですが、私の本当にずっと思った中では、やっぱ

り単身の住宅が必要だというふうに強く思っていまして、とにかくそれを建てて解決というか進ん

でいかないと、例えばごみの問題ですとか太陽光の問題ですとか、そういったことに今、再三述べ

ていますように、職員の数が足らないと、まずは。そういったところで政策を、アイデアがあって

も進めることができない状況なので、まずは人を呼んで人を住まわせるようなところの整備が一番

最初だということなので、18室が多い少ないというよりも、なるべく多くその限られた土地にすぐ

建てるということで、指示を出させてもらったというところです。なので、そこら辺はもうちょっ

と吟味したほうがいいのではないという思い、ご批判というかご指摘もあるのは重々承知の上です

が、一応私の政策の一つとして、私の責任で指示を出したというところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 政策で出したというのは再三聞いていますので、その上で私も申し述べてい

るわけですけれども、くどいようでもう言いませんけれども、果たして緊急に18のワンルームだか

１Ｋだか知りませんけれども、今必要なのかなと、この１年かそこらでです。猶予は全くないのか

なと。全部否定ではないですよ。村長が思って18は最低必要なのだと、今。目先でもうすっ飛んで
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いるのだと。転がっているのだと、状態が。いうようにも思えない面もあるのです。思えない面も。

もし不足しているのであれば、所信表明で述べている、今村営住宅に居住されている人たち、この

人たちをこちらに誘導する必要はないのですね。そういう論が。そのまま住んでいてもらえばいい

のですよ。ところが、外から来たときに人が18人対応、この人たちが新しく家族用の世帯に入るわ

けにはいかないのだ、この論だと。そういうことの考え方の、政策の立案の考え方の違いと言えば

それまでですけれども、私はそういう観点を持っているもので、そして残余のものについては、次

年度あたりで計画を起こして、３年がかりぐらいで国にも申請して、そうすると起債を起こして、

起債だって出てくるように、その償還財源を相当充当されていくのですね。極めて安いと思うので

す。 

それと、もう一つは、どこの業者だか知りませんけれども、これは不動産さん屋さんですよね、

言わせれば。不動産業の業者さんです。そうすると、当然これには利益が伴う。ところが、村営住

宅には利益なんか伴わないのです。建てっ放しで、業者さんや建てる人の建築屋さんの利益はもち

ろん見なければいかぬけれども、後々引きずらないという利点もあるということがあるのです。そ

の辺は私の講釈みたいになるのでしょうか。言ってもしようがないということかもしれませんね。 

もう一つ、具体的なことで、この行く末をお伺いしたいと思うのですけれども、単純に計算しま

すと、10年での単純の家賃って幾らだと思いますか。10年です。取りあえず10年だけ、10年後には

村のものになるのだけれども。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） まだハウスメーカーの見積り段階なので、詳細精査はこれからになってくる

のですけれども、現時点ではおよそ３億5,000万ほどだと、２棟合わせて。なるべく安くはしていき

たいと思っていますが、それぐらいを今のところは見込んでいるということです。 

          〔「家賃は幾らになっています」と言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） 家賃はまだ審議していませんので、その建設費とは別に今考えて、償還とい

うかペイするとかというところまでは、今考えていないというか、検討段階なのでお話はできない

というところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは、先ほど担当課長が公営住宅の場合の家賃の設定の仕方を説明されて

いましたけれども、私はそれに加えて近傍同種とは言ったものの、償還金、償還額が幾らになるか

と。それを割り返して家賃を設定すると。基本はそうなのです、確かに。基本は。それで、10年と

いうサイクル、もちろんそれ10年そこへ住むか30年住むかは別として、その人が。別にして、そこ

に10年で償還、リース中の期間というのは10年ですから、その間に３億五、六千万払うわけですけ
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れども、これとの相関関係を見ますと１人16万円ですよ。16万円、家賃が。このぐらいもらわない

とペイしないのです。もちろんその人が…… 

          〔「10年でペイするにはということですね」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうです、そうです。10年でね。 

          〔「30年……」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） もちろんその人は30年住むか40年住むかは分かりません。それは30年住むと

すれば、単純計算で言えば大体５万円ぐらいとか、そういうことです。言わせればね。 

そこでなのですけれども、10年で売るか売らないかはまだ分からないですよね。決定しているわ

けではないでしょう。10年後には村のものになるけれども、即売りますということではないと言っ

ていますよね。村の財産が取得した、初めて村の財産になるわけですね、10年後に。そのときに、

新品で今日造ってあした引き取るのと訳が違うから。先ほどはいろんな賃借人との関係では、これ

は村が賃借人ですから、村が。それで、住んでいる人は村が貸すのか、そこの業者さんが貸すのか

知りませんけれども、一応村が賃借人として賃借料を払うわけで、そうするとこの10年後に引き渡

すとき、よく原状に復す、なるたけね。耐用年数的に傷むのは、これはしようがないと。建物だか

ら、時代がたてばたつほど古くなるというのは当たり前なので、それは別として、このどういう状

態で村は引き取るのですか。約束では。契約というか構想では。例えば傷んでいる、屋根が雨漏り

がしている。これは誰の責任で引き取るのですか。業者さんの責任ですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 10年間はハウスメーカーさんのリース、管理の下お借りするということなの

で、当然その状況で譲渡されるということを今のところ想定しておりますが、当然これからの精査、

契約になってくるので、今の時点でこうなりますというのは述べられないかなというところです。

ただ、一応そうであると。当然何か瑕疵というか欠損とかがない状況でお渡ししてもらうという想

定はしております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 長いようで10年なんていうのはあっという間だと思うのです。時間たってみ

るとね。先ほど前田議員でしたか、質問していましたけれども、今度は賃借人は村ですけれども、

使用人、使用する人は住民ですよね。村の責任と、所有権者に対してですよ。村の責任と、それか

ら住居人の責任というのはどういうことになるのですか。先ほど住民課長ではなくて何課長でした

っけ。 

          〔「住民課長でいいですよ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 住民でいいですよね。住民課長の説明ですと、通常の公営住宅法に基づく賃
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借人は、住人は、対応になるのだろうと。ということは村は知りませんよと、それは。不動産屋さ

んというか、何とか建設会社と…… 

          〔「知りませんよは……」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いやいや、責任は取りませんよということです。そういうことなのでしょう。

それとも村が責任取るのですか。例えば障子が破けた、細かい話で恐縮だけれども、公営住宅法に

は、ここは住居人、要するに賃借人です。ここは賃貸人、貸したほうの責任と、大家さんというか、

そういうのが分かれていますね。それは所管課長のほうがいいかもしれませんね。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  私が先ほど述べさせていただいたのは、公営住宅、一般住宅に限らず、村営住宅として住民の方

にお貸しするといった場合のお話しさせていただいていて、その中で取決め、事細かくというか、

ある程度東京都の都営住宅のほうの取決めといってしてあることを準用というのですか、変な話、

私が産業環境課長を拝命しているときに、何もない状態というか、何か口約束というか、ちゃんと

した取決めをなされてなく住宅をお貸ししていて、結局どっちが直すのですかというような、よく

訴訟まで行かないのですけれども、言った言わないというか、なるので、これはちょっと決めたほ

うがいいよねということで、工事の担当と都営住宅とか、あとは大島市長のほうで職員住宅ですか、

大島の東京都の職員の方たちが借りていますよね、あの住宅を。東京都からというか、官舎という

のですか、官舎、大島市長の都の職員住宅ですね。そういったところのお話をちょっと総合させて

いただいてというか、お話をお聞きさせていただいてきちっと、細かい話をしますと、壁紙が剥が

れてきてしまったよというのがたまにあると思うのです。利島なんかの場合も。そういったときの

場合には何もしないで、破いてしまった場合は入居者さんの負担ですよとか、勝手に離れてきてし

まったよというのは村として直しますよとか、室内でたばこを吸っていて汚くなってしまったよと

いった場合は、それは入居さんがきれいにしてくださいとかですね。そういうような取決めを一応

させていただいている中で、最初貸し出すときに当然お話をさせていただくといったところで、そ

れ以前の方たちにはちゃんと書面をもってお話ししていると。お伝えしているといったところでご

ざいまして、当然今回の住宅につきましても、村が一旦そのリース会社さんから借り上げて、村が

借り上げの一般村営住宅として貸出しをするといったところでございますので、そこは今までどお

りの規則というか、やり方を充用させていただくといったところになるかと思います。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） その説明はよかったのです、それは分かっていますから。そうでなくて、い

わゆる、分かりやすいのか分かりにくくなるか、こんがらがるか分かりませんけれども、これ又貸
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しなのです、簡単に言えば。村がまず借人、賃借人なのです。村との契約なのだ、何とか会社が。

ハウスだか何だか知りませんけれども、そこだけの問題なのです。そこだけの。その限りでは。今

説明されたのはそういうことです。官舎だか住宅だかとにかくというのは。ところが、何とかさん

の賃借人が利島村なのだが、その利島村が家主の許可を得て、許可、どういう形でやるか契約か何

かでしょうよ。得て不特定の多数に今度は貸しているのですね。そういうことでしょう、これ。そ

うすると、村が業者に払うなすべき責任と、破損したときとかそういうときに。その責任と村が管

理して、借りている村が業者に対してですよ、その業者に対して村の責任としてなすべき行為と、

それから村が又貸ししているわけだ。その人との行為の関係です。同じですかと、これは。今言っ

たように障子が破けたのは、村が破くわけではないと思うのです。たばこの汚れも村が汚すわけで

はないと思う。それは、例えば出るとする。その家を出るとした場合に、障子が破れた場合には、

その人の責任で直すのは、それは誰に対して。村に対してなのか業者に対してなのか。それで、村

が業者に対してなすべき責任というのは、どこまでどういうことなのかと。あるのかないのかとい

うことです。村はありませんと。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  村のほうでも現在１件借り上げの村営住宅がございます。借り上げている村営住宅…… 

          〔「村民から借りてそれを又貸ししている」と言う人あり〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） という住宅がございまして、地権者の方が村にもう住んでい

らっしゃらない方であって、その方から、空き家対策の一環として、そういったときにどういった、

ごめんなさい、契約をなしたかという、そのときの話をちょっとお話しさせていただくと、取決め

をさせていただいて、その契約、借りるときです。村がその方から借りるときのお話です。借りる

ときに、こういったことについては村のほうで修繕しますとか、こういったことについては、家主

さんのほうで直してくださいとか、地震で倒壊してしまった場合は当然村は直しませんよとか、そ

ういったいろいろな取決めをさせていただいて、ほかのところでも村営住宅の中で借り上げて公営

住宅として貸すという事例がほかにもあるのです、いっぱい。そういった中で、そういった一つ一

つの取決めを、当然今回大手のリース会社さんですので、建設からあれしてリースするところなの

で、そういったのは当然熟知されているところなので、そういったところをそういったそことの契

約に基づいて行っていくと。それで、そこについて、まだ契約も何もしていない状態で、どこまで

をではどう直すのだというお話になってくると、またちょっとごめんなさい、契約がなされていな

いというか、そのお話もまだ、ある程度利島にまず造れるのかとか、造ったとしたら幾らぐらいか

かるのかとか、そういったところのお話から始めているところだったものですから、今後その内容

について詰めさせていただきたいといったところでございまして、私が申しているところは、私が



 - 384 -

担当課長だったときに借り上げたときのお話しさせていただくと、ほかのちょっと市町村の実例を

ちょっと調べさせていただいてやったときには、その借りるときに借主さん、大家さんですか、借

りた方と契約を交わす際に、どこまでをどういうふうにどっちで持つのかとか、そういったのをど

こまで部屋の改造していいのかとかよくないのかとか、そういったのも含めて全部契約事項で取決

めさせていただくといったことになっております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ちょっと視点の食い違いがあるように感じていますけれども、我々、私とす

れば、こういうときに全ては契約のときだよと。まだ何も分からないのだと。だけれども、仕事は

契約はさせてもらいたいのだと。そのための金を用意したいのだと。簡単にそう言われても、それ

は政策ですといっても、ある程度予算執行で公金を執行していくわけですから、予算を組めば。あ

とはお任せでどうぞと。業者がこう言いましたからこれで契約するしかないのだと言われても、あ

あそうですかと、そういうことに議決というか、するほうとすれば、どういう契約をするつもりで

すかと聞いているだけなのです。だけれども、それは全て予算が可決されて決まってからの話で、

今の段階でそんなことを言われてたって分からないと言われてもちょっと困るな。ちょっと困った

なという感じはしています。何、事細かなで、障子紙が１枚ここが破れたからどうするかという、

そんなことまで聞いているわけではないのです。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） ちょっと私の一方的な政策で職員の皆様にご迷惑をかけてしまったところが

多分にあるかなと思いますが、どうしても何も公務員として無知な私が、造りたいという一心で突

っ走ってしまったところに関しては、ちょっと説明が私も足らなかったなというところなのですが、

先ほど来、今日も少し上がったと思いますが、顧問弁護士さんらにもこういったことも相談しつつ、

議員の言われているとおり、公金を支出するというところで、適切な管理というか契約できるよう

に努めてまいりたいと思っておりますので、どうかご理解いただきたいなと思います。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは相通じていることですから、通じているというか政策のことはね。そ

れは村長の政策というのは百も承知しているわけで、ただ公金をお互いに扱って、こちらが執行す

るわけではないですけれども、決める上では議会が決めるわけで、それでそういうことで村民さん

は、前に公金はこのように使いますよということの立場から聞いているわけです。だから、これは

これやっているわけにもいかないので、そういうことで了解というか理解をお願いしたいと思うの

です。 
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話題になった、先ほど申しましたように、話題になったところからお伺いしていくのですけれど

も、トラックについてはよしとします。それから、堂山線、あるいはその他の村道の無電化につい

ても、この間質問してお伺いしているとおりで、東京都は30年までですと。あるいは30年からです

と。利島村については先ほど石野議員が質問していたので、それでよしとします。 

それで、この問題というか、このことなのですが、これはまずいのかなと思っていますよ。ペー

ジでいいますと374ページの質問のあった空き家整備の推進、これは除却というのでしょうか、除却

ってどういうことですか。除却というのは。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 除却という意味はというところでしたので、空き家になっているも

のを解体して更地というかにするということです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） お伺いしたのは、村長はご存じかもしれませんけれども、ほかの人もご存じ

かもしれませんけれども、一般的に、もちろん一般的にも、こういうところで随所で使うのでしょ

うけれども、除却というのは経理用語によく使われるのですね。資産管理。資産の。除却損とか除

却益とか。これは、固定資産を処分したときに、それによって要するに減価償却の残存価格との違

いです。残存価格は100万円があるのに70万円で処分したとすると30万円の損があるから、これは除

却損と。この100万円のものを130万円で処分したときには益が30万と、こういうときに除却損益と、

こう使いますけれども、今聞くと、これ解体して撤去するということですよね。除却というのはど

こかへ処分すると。それはそれではそのようにお伺いしたということで、前提に伺いますけれども、

ここでちょっと気になることがあるのです。令和３年度、今年度というかこれは４年度の予算です

よね。来年度の。それで、３年度中に村が購入した物件の建設、建屋か。「建屋除却工事を実施した」

と書いてあるのです。 

          〔「「実施する」です」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 「実施する」か。「実施」と書いてあるのですね、「実施」。 

          〔「実施するですよ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 「実施」と書いてあるのです。それで、併せて村道の拡充もありますけれど

も、それはともかく、これ村人は見ていますわな。写真ももう除却してしまって、解体してしまっ

てないのだ、建物が。 

          〔「それ違う違う。あの物件じゃないです、また別。まだある物件」 

と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 場所が違うの、これ。 
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          〔「これは場所が違う」「これは、絵としてこういうことですよとい 

うイメージ図です。イメージ写真です」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） この写真、今年度も同じ事業も進めておりまして、来年度について

はまた別の場所について、今年度やったところのこの写真を使っていまして、説明としてです。こ

ういうことをしますという…… 

          〔「今年やったことを来年の予算にのっけたわけじゃないです」と言 

う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） そうそう、そういうことです。 

          〔「除却のイメージとしてのせただけで」「写真がないと伝わらない 

……なかなか難しくて、この辺は」「今ある建物を写真に撮って 

のっけてくださいよ」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） まさに私はそう思った。分かりましたよ。これは令和３年、村が購入した物

件の建屋除却工事を実施というのは、するともしたとも書いていないので、実施というから。 

          〔「全部、これは……ですよ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それ写真はないのだよ、既に。だから、これは実施したと思うではないです

か。分かりましたですよ。 

  それから、このモビリティというのはよく意味が分からないのだけれども、これも質問がありま

した。それで、これは普通に電動、要するに煙を吐かないと。煙を吐きませんよという車なのでし

ょう。その意味なら分かるのです、大きいか小さいかはともかくとして。ところが、どなたかも質

問していましたけれども、自動運転となっているのだよね。それで、式根島というのは、皆さん行

ったことがあるかどうか知りませんけれども、式根島はある程度利島より道路が多少広くて、しか

も平らなのです、あそこは。私も何十回と行っていますけれども、確かに海岸から一定の部落を上

がるところまでは、……桟橋から上がってくるまでは幾らか傾斜がありますけれども、あとは一旦

上がったらどこまでも平ら。ところが、本村では、これは自動運転なんてやっていられますか。式

根島、式根島と言ったけれども、あそこは私も初めて聞いたのだけれども、お客さんにも貸すとい

うのでしょう。お客さんなんかこれは利島では貸せますか。危なっかしくてしようがない。自動運

転で。私はこれが聞きたいのです。メーカーさんには申し訳ないけれども、あえてメーカーさんの

名前を私は言いませんけれども、これはメーカーさんの仕事ではないのですか。どっちかといえば。

こういう車を販売する、会社の方針として事業化したいがために、利島もいい地形だと。こんな坂
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道でもこうだと。誰がこれ運転するのですか、報告するのですか。自動運転だと言っている。その

メーカーさんの社員が来て自分で買っていく分にはどうぞということだけれども、先ほど職員が郵

便局へ行くとか行かないとか言っていたけれども、自動運転でやるのですか、これ。そして、報告

するのですか、メーカーに。危ないとかブレーキの利きがいいとか。訳が分からぬ、これ。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 先ほどの椿実のＩＴスマート農業実証実験、こういったものと同様の扱いで、

未来に対する投資的な意味合いが強いです。これによってこの効果が得られると、確証が得られる

と。今の住宅だったら投資すれば絶対家が建つというのはもう分かるのですけれども、これによっ

て、もしかしたら効果がないとなるかもしれないので、そこはやってみないと分からないといった

ら乱暴かもしれないですけれども、そういった意味合いもあります。そういう案件の事業と見てい

ただけたらありがたいなと。未来に対する投資という意味でご理解ください。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 未来に対する投資といっても、よそに任せていい仕事もあると思うのです。

本村でできますか、これ。しかもハンドルを握ってしまっているのでは駄目なのでしょう。自動運

転のテストをするので。意味がないのでしょう、ハンドル握ってしまったら。ただ、車を利用する

のだったら電気自動車買っても同じですよ。ただ借りたと。リースですから。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 笹岡議員の質問にお答えします。 

  この車自体と、もう未来のことがちょっとごっちゃになってしまったせいで、すみません、大変

分かりづらくなってしまったことをおわびします。 

          〔「ちょっと待ってください。それは今村長から聞いていますから大 

丈夫です」と言う人あり〕 

〇副村長（田中真里君） この車は、ただの２人乗りの車です。電気自動車です。この車はただの２

人乗りの電気自動車です。ガソリンを使わない２人乗りの電気自転車です。これ自体が自動運転に

なるわけでは全くないです。それだけです。それをリースさせてくださいというだけの予算です。

こういったことの取組が先々、その自動車会社がテスト上として利島を選んでくれて、バスもタク

シーもないこの利島において、では自動運転の実験場にしましょうというところにつながるように、

ここで種をまきたいということで、これはただの車でございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 
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〇３番（笹岡壽一君） だから、さっきの実と種ではないけれども、誤解を招くのです。ここに「自

動運転」と書いてあるのだよ。車とは書いてないの。だって、小さいか大きいかでさっきどなたか

質問していましたよね。大きい車なら役場にもう既にあるのでしょう。走り回っているのでしょう。

電気自動車ならば。何でこんな小さい、脇にこのくらいの箱は乗るけれども草刈り機は乗らないみ

たいな車を今さら、やるのは自動運転だというのだよ。さっきの種と実を言ったでしょう。 

          〔「すみません、だから大変分かりづらかったのは本当におわび申し 

上げます」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりづらいではなくて、どっちなのですか、これ。 

          〔「ただの車です」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ただの車。では、「自動」だけ消してもらおうかね。私は、こういうことでは

ないのだろうと思います。というのは、その車の運転のテストだったら、自動でもって役場にリー

スを、リースも１年、毎年毎年払うのか、１回払えば５年間そのまま利用できるのか知りません。61万

円払えば、５年間、６年間。 

          〔「５年」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ５年か。６年間ただで乗れるのか。テストとは書いていないけれども、先ほ

どの村長の言葉を借りれば将来の投資であると。安いものだよ。ところが、毎年毎年50万、60万払

うと300万だよ、これ。どっちだか知りませんけれども、そしてメーカーに奉公するわけだ。少なく

ても我が利島村よりは相手の会社のほうが大きいのではないですか、村長の言葉を借りれば。ここ

が小企業ながら大々企業ですよ。人口から面積から財政力から桁違いです。そこに何で、これ毎年

ですか１年ですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 一応５年間毎年ということです。 

 

    ◎散会の宣告 

 

〇議長（寺田 優君） それでは、本日は時間となりました。ここで終わりにしたいと思います。 

明日９時半よりまたお越しください。 

                                   （午後 ４時５４分） 
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    ◎開議の宣告 

 

                                   （午前 ９時３０分） 

〇議長（寺田 優君） おはようございます。ただいまより令和４年第１回利島村議会定例会の５日

目を開会いたします。 

 

    ◎日程の追加 

 

〇議長（寺田 優君） 初めに、日程の追加をしたいと思います。 

  日程37の後に38を追加して、議員提出議案第１号の意見書を加えさせてもらいます。よろしくお

願いいたします。 

 

    ◎日程第３１ 議案第３０号 令和４年度東京都利島村一般会計予算 

 

〇議長（寺田 優君） それでは、昨日に引き続き、令和４年度東京都利島村一般会計予算の質疑を

続けていきたいと思います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 昨日は、住宅関係のところで継続中だったと思うのですけれども…… 

          〔「違う。住宅終わって」「空き家整理」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。 

  空き家の写真が違うのではないかと…… 

          〔「イメージが」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） イメージが。 

          〔「空き家終わって……の自動車のところじゃなかった」と言う人あ 

            あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 自動車ね。そうか、そうか、思い出した。そうです。自動車が投資であると、

村長の答弁が、そこで終わったのですよね、たしか。 

          〔「そうでした」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうでしたよね。 

  そこで、これいつまでもこだわっているわけにいきませんけれども、そうしたらば、これは整理

しますけれども、質問の関係ですね、まとめる意味で。村長の答弁では、これは自動運転ではない
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のだということでした。それは間違いないですよね。それで、村長は、それはともかくと、言葉は

ちょっと語弊があったらごめんなさい。それはともかく、それは自動ではないのだということは共

通認識にしておいていただかないと質問がへんてこになるのですけれども、それに基づいて質問す

るので、自動運転ということを前提にして質問してきたのですけれども、そうではないということ

で、それならばほかに車両が、電気自動車というならばあるのではないかということを言いたくて

質問してきたのですけれども、それに対して村長がただいま申し上げられているように、投資なの

だと、将来に向かって、そういうところで終わっているのです。 

  その投資について伺うのですけれども、そうしたらば５年間リースで61万円出せば、これは５年

間のリースを担保されたのかということでお伺いしたら、そうではないのだと、60万か61万か知り

ませんけれども、毎年この程度の予算を継続して払うのだと、５年間。そうすると、都合300万ぐら

いになるわけですけれども、これはこの程度の車だったら、大体車はローンということも一般的に

皆さんそうなんでしょうけれども、まとめてぼんと買う人ももちろんいるでしょうけれども、大体

家屋だとか車の類についてはローンが多いだろうと思いますけれども、この程度の車だったら300万

ぐらいで買えるのでしょう、買おうと思えば。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 今回のこの車両につきましてなのですけれども、適用の形がもうリ

ースの形でしか適用がないのです。なので、リースの形でやらさせていただいています。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） リースは分かるけれども、買えば幾らかというのは分かりませんということ

なのですか。 

          〔「販売してない」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） もちろんそれはそうだと思うのです。言うならこれから作るのか、あるいは

こういうものを作ったけれども、利島さんテストしてくれませんかということなのか、そこまでま

だ踏み込んでいません。こういう図面の設計の上で、今年中に何かできそうなので、この……質問

……草刈り機が載るとか載らないとかという話もありましたけれども、この程度の規模の大きさ、

このスタイルもいいですよ、こうなのかどうかは。これも仮の写真かもしれません。分かりません

けれども、いずれにしてもこの程度の車、大きさが、２人乗り用だか分かりませんが、これは作っ

てあるのだと、作ってあるのだが、テストしてくれぬかと、テストしてみてくれませんか、利島さ

んと、ついては、販売していないので価格の設定はしていないのだけれども、リースなら61万円で

お貸ししますと、年々５年間、こういう話なのでしょう、簡単に言えば。 

〇議長（寺田 優君） 村上村長。 
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          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 上野課長の答弁の繰り返しになりますが、販売はしていなくてリースのみの

形だということなので、仮に５年と言わず、途中で引くこともあり得るかもしれないと、だから300万

円丸々かかるかもしれないし、かからないかもしれないけれども、取りあえず新年度は１年のリー

スとして61万計上させてもらっていると、そういうことです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 今の答弁だと、また問題、問題というか話題が広がるのですけれども、例え

ばこれこうですか、今の答弁ですと、本年度取りあえず61万円出してリースすると、来年のことは

分かりませんと、そういうこともあるということですか。来年以降は分かりませんと。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 来年以降は、また新たにその翌年度の予算計上する際にご審議いただくと、

もしくは計上する前に査定するというところなので、取りあえず令和４年度に関しては、こういっ

た形で計上させてもらっているということです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そこは返すようですけれども、それは当たり前です。年々予算組むときは、

年度予算ですから、５年分というのは、債務の負担の行為か何かするのならいざ知らず、それは毎

年毎年予算計上しなければ執行できるわけないので、それはそうなのです。ただ、考え方として聞

いているのです。取りあえず今年やってみて、駄目なら来年からやらないという意味もあるのか、

構想として。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 昨日からの繰り返しになりますけれども、大手企業、トヨタさんという名前

出させてもらいましたけれども、トヨタさんとの関係、そういった中で、この車、今回は車のリー

スですけれども、車のリースを通じてスマートアイランドとかいろんな事業を全国でいろいろやっ

ておりますが、いろいろな可能性、その一つとして自動運転の導入もどうなのだろうという検討も

しつつ、将来に有効かどうかというところも含めて、いろんな可能性を含めた投資ということで導

入しようということです。今までもいろいろな実証実験はやっておりましたが、それを今回、ある

種継続していきたいという意味も含めての計上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 
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〇３番（笹岡壽一君） 分かったというか、その辺は異論のあるところですけれども、それこそ見解

の相違なのかもしれませんので、あまり深入りはしないようにしたいと思いますけれども、私がお

伺いしたのは、これの投資、投資と言うのですけれども、それだけ意味があるのかと、本村で使え

ないような車なのでしょう、実際には。将来の科学は分かりません、技術は。副村長は自動運転で

はないのだと、自動運転のテストをしないならほかにあるではないですか、電気自動車ならば。そ

の辺の答弁の矛盾も、矛盾と言っていいかどうか分かりませんが、認識の違いと言ったほうがいい

のでしょうか、も含めて、自動運転だからこそこの車が必要なのでしょう、違うのですか。だって、

何のテストをするのですか、自動運転というのは。式根島の話も出ました。利島で電気自動車が走

行できるかできないかについては、もう既に買ってあると、投資、投資と言うけれども、自動運転

だからこそリースだか何だかで……。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 見解の相違と言われてしまうと、それまでになってしまうのかもしれないの

ですが、一応説明をし尽くして、当初予算何とか賛成していただくように誠心誠意ご説明している

つもりですが、繰り返しますが、将来の投資というのは、それこそトヨタさんとのつながりを継続

しつつ、今回いろんな形態、今までの電気自動車の形とは違った形で、可能性の一つとして、今ま

でと違った形態の車を導入してみてどうだろうか、プラス、それに付随していろんな可能性がある

のではないかと、その一つとして自動運転だということなので、今までの考え方とはちょっと違う

視点、新たな角度で、ちょっと将来について考えてみようというスタート、そういう意味での投資

ということなので、利島には必要ないと言われてしまったらそれまでなのかもしれないですけれど

も、必要かもしれないし有効かもしれないという可能性の部分でどうかご理解いただきたいなとい

うところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 理解はできません。できませんが、見解の相違ということなのでしょうか、

そういうことにならざるを得ないと思いますけれども、分かったという意味ではなくて、そういう

ことですかというふうにとどめて、次を進めたいと思います。 

  次は、こちらのほうは大体、こちらに書かれているのはこの辺で終わるのですけれども、これは

皆さんと関係してきた、冒頭述べましたように、他の議員から関係してきたものから逆に追って質

問しますということに基づいてやってきました。大体これで一通り終わったのかな。 

  あえて言えば、最初に戻って、４次の総合計画の策定に向けてのことなのですけれども、これは

村長の答弁聞いていますと、他の議員に対する説明聞いていますと、大体今年度中ということは来

年の３月までには策定を終えたいということのようでしたしたけれども、それのラインといいます
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か、対語的といいますか、日本語で言えば肯定というのかな、これについてはどのように考えてい

るか伺いたいと思います。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） あくまで総合開発審議会の中に諮問という形でお願いをして、その中で決め

ていただくということなのですが、私の構想の中では、できる限り集まる回数を増やし、その分野

に至っては分科会等も開いたりとかして、より時代に合ったような形に修正というか、マッチング

したような形の後期計画を策定しつつ、昔から大きく変わるというところはあまりないのかもしれ

ないですけれども、追加される部分が出てきていると。例えば光ケーブルを導入して、それからＩ

Ｐ告知端末ですとか、そういった状況が少しずつ変わってくると、さきの準備会の中でも委員の皆

様からいろんな意見が出されたと、議員もその場にいらっしゃったと思いますが、そういった意見

を反映しつつ、昨日の津波避難計画策定と、あれよりもどっちかというと比重の重いものだという

認識でおります。どれも重要なのですが、その上で冊子を策定し、簡易的なパンフレット、これに

関しましては、住民の皆様にできるだけ配布できるようなことも私の中では考えております。ちゃ

んとした製本版というのはそれなりの数で、簡易版のパンフレットはできるだけ皆さんの目の届く

ようなところ、もちろんホームページにも上げたいなというふうには考えておりますが、そういっ

たところで、早ければいいというものでもないかもしれませんが、できるだけ議論を尽くして、い

い形にして、最終的に年度いっぱいを目標に仕上げてもらいたいなという構想ですが、あくまで諮

問ということなので、その審議会の委員の皆様の中で決めていただくことになるかなというふうに

考えております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは、構想はそれで了解できますけれども、私がお伺いしたのは、とにか

くこれは来年の３月までには策定しないことにはスタートできないのだろうと思うし、そういう意

味で大体日程的にはどういう、例えば住民の集まりといいますか、集会といいますか、説明会とい

いますか、そういうのは例えば10月頃までに終えたいとか、そういう構想を聞いてみたのです。だ

けれども、そこまではまだ詰めていないと言うのであれば、それは詰めていないものを聞いてみて

もしようがないわけですけれども、そういう大まかな何月何日までにこうしますということまでは

お伺いしませんけれども、おおむね大体いつ頃までには住民の意見集約をしたいと、それからその

次の作業についてはいつ頃までにその作業を終えたいと、何があるか分かりません。それで、いつ

頃までには、今村長おっしゃるように住民にその結果を、簡易なパンフにするかどうか分かりませ

んけれども、配布したいと、それをもっていつ頃からスタートしたいと、４次の計画に基づいて、

この計画は、５年度から対象になるのでしょう、違うの。 
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〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 第４次総合計画の真っ最中というところで、もう半分を過ぎてしまって後期

に入ってしまっているので、今の総合計画の中の微修正といったイメージなのかなと、だからあま

り手間暇をかけると、今度第５次のほうにも入ってしまいますので、そういった兼ね合いもあるの

で、そこは難しいのかな、あまり大きく変えることもできないのかなというふうな、私の中での認

識としてはあります。 

  ただ、そうは言っても、先ほどの答弁の繰り返しになりますが、今の時代にマッチしたような形

に修正していく必要もあるかなと思いますので、なるべく早い段階で審議会の委員の皆様にお願い

したいなと。まずは、今回この当初予算が可決いただいた際には、取りあえず最初の審議会を開く

として、今度、審議会の委員の皆様にお願いをしなければいけないと、継続してお願いして、ご了

解いただいたという方もいらっしゃいますが、辞退された方もいらっしゃいますので、そういった

ところの作業からまず始めなければいけないというところで、この議会終了後、そういった作業に

取りかかるつもりではおります。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そういうことで、日程はまだ大体何月までということまでは詰め切れないと

いうことは分かりました。いずれにしても、後ろは分かっているわけで、それに間に合わすように

ということになろうかと思いますけれども、もう一点、これはお伺いというよりは、一つの……お

伺いといえばお伺いなのですが、長の権限に関することなので、お伺い以外の何物でもないのです

けれども、住民の意見の聞き方というのはどういうことをお考えになっていますか、方策は。先ほ

どちょっと述べられましたけれども、分科会だかそういうのも述べられましたけれども、私は、実

はこういうことを個人的には考えているのです。審議会も意見を述べたことも何もありませんし、

今は村長に対しても今初めて述べることなのですけれども、住民説明会は村主催でやると、もちろ

んそうだと思うのですけれども、それとは別に審議会には諮問すると、そうするとどういう現象が

起きてくるのかなと思いますと、審議会では審議会答申が出てきたと、ところがそれとは別に、行

政が集約した意見は意見として出てきていると、行政が集約したというのは、住民説明会で行政が

お伺いしてきたと、諮問委員会は諮問委員会で独自の答申をしたというときに、行政としてはどう

判断するのだろうということ、なかなかこれは厳しいと思うのです。同時に、審議会としての俺た

ちは何やってきたのだろうと、住民の意見を行政がこうだというのに、俺たちはこういう答申した

と、立場もちょっとどうかなという問題が出てくると思うのです。審議会の名誉としても、これは

私は、住民を抜きにして審議会の意見だということで答申するわけにはいかないですね、これは。

これは、審議会の問題でしょうけれども。 
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  そこで、ではどうするのだと、これは私は、審議会に全て諮問を求めると、そして審議会の責任

といいますか、責務として、自分たちの審議会だけの意見でまとめ上げるということではなくて、

審議会としても村長から諮問されているのだと、それについては住民の意見は審議会が集約すると、

それをもって審議会は答申すると、これならばそういう弊害は生じないのではないかと、住民の意

見を審議会の責任においてまとめ上げるということで、あえてどういう方策ですかというのはお伺

いしたのですけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 今、この場でその方策についてどうのこうのということは考えておりません。

繰り返しになりますが、審議会の中で決めていただければいいのかなというところであります。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 繰り返しになりますが、審議会の中で決めていただければということは、私

は意味が分からない。どういうことなのですか。繰り返しになりますがということ。それでは、審

議会で村長はまとめましょうと、それは審議会で決めてくれと。私のほうでは直接住民をお呼びし

て意見を求めるということは直接的には無駄はしませんよと、それは審議会でやってください。そ

れは審議会で決めてくれということですか、今の答弁は。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） その意見集約の方法に関しましては、こうだから、ここまでとかというのは

今考えておりませんし、今後、諮問をする中で、委員の皆様と話し合っていく中で、当然諮問する

ので、審議会の中で決めていただくべきものかなというふうに考えております。答申が出てきた段

階では、私がその答申をどのように反映するかというところは私の責任で出てくるので、今の段階

でそのやり方、説明会をするとか、そういうやり方に関しては今のところ考えておりません。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 考えていないと言われると、これ以上聞いても、それこそ繰り返しになるの

で、言わせればへんてこなものになると思うので、お伺いしません。 

  それでは、本題と、これも本題なのですけれども、私が質問しようと思っていたものに入ってい

きます。それで、まずは歳入のことで今回もお伺いしますけれども、そう難しく構えていただかな

くても結構ですが、ページを言いますと、401ページの一番下段の特別交付税とありますけれども、

俗に言う特交です。これは、事業対象というのは何が本村で入っているのですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 
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          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） すみません。ちょっと今手元の中で調べ切れないので、後日のお知らせとい

うか、報告でよろしいでしょうか。ちょっと今、すぐにぱっと出てこないもので、申し訳ないので

すけれども。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 先般も申し上げているとおり、調査しなければならぬと、調べなければ即答

はできないということもあり得るというのは私も認識していますし、そういう発言もしていますの

で、それは了としますけれども、お伺いした趣旨は、かつて私なんかの記憶ですと、村営船の運航、

今はありません。それから、その以前は、東海汽船のはしけ扱い事業、今は桟橋に横づけになって

いますけれども、古い議員と言ったらあれですけれども、子供のときは知っていると思うのですけ

れども、その事業ぐらいだったのです。専ら足回りの問題、今その足回りがなくなってしまってい

るとすれば、これは国の制度ですから、何が入っているのかなと。たまたま今年度ではないのです

よね。いいです。分からないものを今即答しろと言っても、それでは後でいいです。 

  後という意味は、同時に、調べていただければ皆さんもお分かりになるだろうと、今のところ知

りませんというそういうことなのでしょうけれども、何が事業対象になっているのかなと思っただ

けです。 

  次が…… 

          〔「事前に言っていただけるとちょっと助かります」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 事前にはなかなか、私どものほうも事前には全部予算の内容をこれを質問し

ますと…… 

          〔「いや、その付せんついているところだけでも、ここを聞きますと 

            いうのであれば、こちらも準備できますので」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ああ、そうですか。これも結構ありますよ。 

          〔「それでも、ここでえっとなるよりはスムーズな審議が」と言う人 

            あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それでは、あさってにしましょうか。 

          〔「いや、それはちょっと困りますので、できる限りお答えしたいと 

            思います」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ああ、そうですか。 

  それでは、どうしましょう。調べなければ分からない。要するに、それもそう言ってください。

しようがないものね。それも後で、それも後でというのは。どんどん質問するしかないものね。 

          〔「取りあえず、でもご審議いただきたいので」と言う人あり〕 
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〇３番（笹岡壽一君） これもささいなことのように聞こえるかもしれませんけれども、地上業務の

ヘリコプター、ページ415の中段、これも委託料が入っています。歳入で、諸収入で。これは、振興

公社ですか、東邦航空ですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 415ページのヘリコミューター地上業務の委託金の話でよろ

しいですか。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） こちらは、東邦航空から地上業務のほうを村のほうが委託さ

れていますので、そこの歳入に当たるとなっております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 次は、お伺いしますけれども、417ページのところに臨時の財政対策債から歳

入しています。これ村債でもらったのだろうと思いますけれども、これは何であって、何の目的で

歳入処理をしたのですか、何に使おうとして。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 臨時財政対策債でございますけれども、国のほうで１回普通交付税

出しますけれども、財源として不足するのですよ、国のほうでも。なので、国のほうで半分、地方

で半分という形で折半して足らない分を起債しますという形になっております。一般財源でござい

まして、これをどこに充てるというのは、一般財源なのでちょっと決まっていないのです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 一般財源ですけれども、一般財源となれば、それはおっしゃるとおりだと思

うのですけれども、何かのこういう事業に充ててということではなくて、一般財源でどこで振り分

けられているかということですね。要するにくどいようですけれども、特交とは分けてしまうと。

特交というのは交付税で、こっちは起債だから種類が違うのは分かっています。 

  それから、今度は歳出に入りますけれども、これは私の一般質問とも関連しているのですが、一

般質問で質問し切れなくて、答弁はいただいたのです。質問し切れなかったということも含めてで

す。 

  議事録の問題です。議事録は、12月のときにこれも言った言わないという論になると別ですけれ

ども、ただここにも録音されるわけですけれども、議員個人の方も録音していますので、記録はあ

るのだろうと思うのですけれども、議事録はたしか、私は質問書にも書いたと思うのですけれども、
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12月だったかのときには可能ですと、製本化された議事録を配布するということは可能ですと、こ

のように答弁をいただいている。これは、一般質問で述べたとおりです。だと思ったのですけれど

も、ところが、今回の答弁は違うのです。これどうしてそういうことになったのかお伺いします。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木総務課長。 

          〔総務課長（鈴木広一君）登壇〕 

〇総務課長（鈴木広一君） ページどこですか。 

          〔「ページですか、ページないです、これ。議事録のところですから」 

            と言う人あり〕 

〇総務課長（鈴木広一君） 今の議事録の関係のご質問の件ですけれども、12月議会でできるという

ふうに回答したということでおっしゃられておるのですけれども、私のほうでは検討したいという

ことで回答したふうに覚えております。それで、今回できるということで回答したわけではなくて、

検討するということで、今検討している中でペーパーレスといったことも考えていかなければいけ

ないなというところで、今、上のほうで話合いをしております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私も、今度、これに限らず、言った言わぬわということがこの議会ぐらい、

どちらがどうなのかはともかくとして話題になったことはないというような強烈な印象を抱いてい

て、これはもう今後気をつけなければいかぬなと私も、それで議事録を全部ひもとかなくてはいけ

ないのかなと思って、発言にも聞き取りも非常に注意、今までは、村長の言葉を利用させてもらっ

て恐縮ですけれども、信頼関係というようなことで信頼しているものですから、言ったのだけれど

も、しかし後日になって、いやそうではない、こうだああだとこうなってきているのですけれども、

それはそれとして、今、私のほうは気をつければいいのでしょうから、議事録をいただきたいなと

思うのですけれども、私はそのように質問書にも書いたとおりに、可能ですと伺っているという記

憶でやったのです。それが今聞けば、そんなことは言っていないということで、ああそうですかと

聞くしかない。 

  それはどうですかと、改めてお伺いしますけれども、それでペーパーレスの状況での構想を考え

ていると、それでどこまでの話なのか分かりませんけれども、しかし議会をやるごとに、例えば今

回は6,000万円だと、紙を使っていると、それで将来はペーパーレスと、ペーパーレスというのは紙

が要らないということでしょう、なくなるということでしょう。いつどうなるか分かりません。言

うなら、紙がなくなるのだから、同時に筆記用具も要らなくなるわけだ。ボタンでもって全部処理

できるから、筆記用具なんか要らない。デスクだってこのくらいあればいいわけだ。パソコンが載

っかればいいのだから。書類を置いたりそんなことはないのだから、例規集は既にそうなっている

でしょう。前はこのくらいのを差し替えたりやったのが、これが積んでおかなければ分からなかっ
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た。今はそんなことはないわけで、書類も何もない。これがいつの時代にどうなるか分かりません、

私も。ただ、それをもって大変だから議事録は発行できませんと言うのであれば、少し違うと言い

たいのです。いつから議事録はペーパーレスにするのですか。近年中にはやるのですか、議事録を

ペーパーレスで、パソコンの中に打ち込んでおしまいと。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） いつからといいますと、なかなか難しいのかなというところであります。今

後、いきなりあしたから配りませんという、紙にしませんというわけにもいかないと思いますし、

ある程度やっぱり議事録署名人のサインとかあって、それを残しておかなければいけないというも

のもあります。 

  ただ、先ほどのＣ＋ｐｏｄの話ですとか、椿のＩＴ導入といったように、今後先々、今までのや

り方から少しずつ変えていきたいというところで、議員の皆様にもご協力いただきたいなと、今、

村自身がごみの問題に対して一生懸命取り組んでいるところもご理解いただきまして、議事録だけ

ではなくて議案書に関しましても物すごい紙の量を使っているということは、私就任してまだそん

なにたっておりませんが、コピーだけでもすごい量だということで、今回私は私物でタブレットを

自分購入してみてどうだろうとやってみたのですけども、これはこれで慣れればできるというとこ

ろもあります。なので、この議会後には議長のほうにもいろいろお願い、お願いというか、どうだ

ろうということは提案したいなと思っております。だから、いつどうのというのはちょっと言えま

せんが、ちょっと議会のほうでもご協力いただきたいなと。当然、議会のほうで決めていただくこ

とになってくるのかもしれませんが、そうは言っても利島の未来に向けての流れということで、ぜ

ひとも議員の皆様にも協力いただきたいなというところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そういうことではなくて、議員も協力するところは協力するだろうと思いま

す。俺は協力しないということで、そのことで論じたということではなくて、それだったら議員に

関することは、まだなかなかそうは言ってもと、私はボタン慣れしているけれども、やっぱりこの

板で光る画面で操作が慣れてきているけれども、議員のほうもみんな慣れろよといっても、なかな

か全体は動かない、動きにくいということもお察しいただきたいと思うのです。 

  それで、かなう限り、行政の内部の文書、既に条例集はやりましたね、そうは言っても。例規集

を出してくれと言ってもないのです、今。例規集を知りたければどうしてもスマホだかパソコンだ

かで見るしかないのです。役場へ来て例規集見せてくれと言ったってないのだから、前は議員に例

規集を配ったのです。 

  村長は自分で買いましたと言いました。これも買わなければ見られないのです。確かにここに来
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れば、今回出ていませんけれども、新しい議員の皆さん知らないと思うのだ。このタブレットあり

ますよね、議員に貸与だとかなんとか、くれるのだかどうか。村長は自分で買ったというぐらいで、

あなた方も自分で買いなさいと、こういうことなのだろうけれども、予算書については、えげつな

い話に聞こえるかもしれませんけれども、予算書を議員が金出して買わないですよ。例規集も買わ

ないです。条例集も買わないです。これ金出して買えと言っても。ところが、これは村長がおっし

ゃるように買うのです。買わなければ見られないのだから、そういうことも心の隅には、それは議

員の務めなのだから自分で買えと、予算を知りたければ、ということを言っているわけではないと

思う。言っていないですよ、もちろん。 

          〔「言ってないです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 言っていないですよ。だけれども、そういうことも言ってはいないからいい

ようなものの、ペーパーレスと言うのであれば、議員の皆さんにも協力を願いたいということはそ

ういうことも含まれるのですということもお分かりいただきたい。協力できるところは皆さん協力

するだろうと思うのです。 

  本題に入ります。本題を言いますけれども、今私は、全てをペーパーレス6,000枚か１万枚でもい

いのだけれども、このことと議事録とは別だよと、これは。行政のほうで予算書を内部で、行政職

員用の予算書を印刷する必要はないということ、極端に言えば。皆さんはペーパーレスで、それは

職員が１人、村長さえ私が目を通したかった。職員の皆さんも自分たちで全部、給料から、そのタ

ブレットだか何だか知りませんけれども、これも買って、皆さん用には書類は要らないと、議員だ

けはしようがないと、これは。だったら見本示してやるなら、そこから、皆さんプロだろうと思い

ますから、ボタン操作は。だから、そういう意味でまず示すべきは、私は行政の中で努力すること

については、それはこれは結構だと、何もクレームのつけようがないと、協力しましょうと、そこ

までやるなとは我々言う権限もないだろうし、そう思います。 

  ただ、私が言うのは、議事録は議員にとって必要なのだと、行政だけではなくて。そういうこと

で議事録は発行してくれと、それで議事録はいただいています、議事録といえば。ところが、それ

が前にもありました。こんな膨大になるのです。それを製本屋さんになればこんなになっていると、

あそこにあるのだ。だから、それを１冊だか２冊だか追加して、配布していただきたいと要望した

のです。そうしたらペーパーレスで6,000枚が出てきた。どうもすれ違いといいますか、質問の趣旨

をご理解いただいて答弁いただいているのかどうか。いかがですか。取りあえず議事録に絞りまし

ょう。私はそれ質問しているのだから。そのこととペーパーがどうなったなんて別です。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） それでは、議事録を配布する、しないに関しましてですが、今回質問いただ

いて、それこそ議事録を確認しましたが、先ほどの総務課長の答弁のとおり、配布しますとは言っ
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ていないところだけです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。しないとは言っていないのは分かりました。 

  それで、今後する考えはありますか、ありませんか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） ありません。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） その理由は何ですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 別の方法を今検討していると、確かに議事録は議員活動として、私も議員や

った経験上必要だというところで、何とか、これからの話ですが、データで閲覧できるように、で

きないかというところを検討しておりまして、製本を増やして配布するということは、今のところ、

我々が決めることではないのかもしれませんが、今のところ考えていないというところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 検討していただいて、その別の方法って何ですか、議事録の別の方法という

のは。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 先ほど説明したとおり、データ、インターネットなのか、データベースでお

渡しすることができないかということを検討しているという段階です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうですか。それも一案かもしれません。ネットで、要するにブログだかホ

ームページだかということでしょう。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それはそれで速やかにやってほしいですね、なるたけ速やかに。 

  要するに製本化された議事録の配布はしないと、それだけははっきりしたと、現存成果では。そ

の代わりに、パソコンだかスマホだかでは見られるようにしたいと、それはそれでなるたけ速やか
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にお願いしたいと思います。 

  それは分かるのです。簡単だなと思うのです。即できると、もうやっているのです。実は、もう

やっているのです。これももう既に議事録、そういう意味で議事録が、書面ではないです。文章で

はないけれども、見るか、耳で聞くかという面で言えば、読むか読まないか、それは別ですけれど

も、もう既に記録されています、質疑応答は。提案理由から何から全部記録されています。それは

そういうことで、もう実は村長がおっしゃるのは、これからの検討だなんて考えなくても、ある意

味でもう記録されていますと、利島のこの議会の提案から質疑応答までは。ただ、これを文章まで

映っているのか、読めるかどうかは別にして。それだけ申し上げておきたいと思うのです。 

  それから、もう一点、これは他の議員に対する答弁だったと思うのですけれども、議会だよりで

す。これは、私は、これもペーパーレスですと、ネットを見れば分かりますというのは、正直言っ

てまだ疑問があります。今度、住民が相手ですから、スマホがない、パソコンがない人は、議会だ

よりは読めないですよ、幾ら映されても。だから、そういう意味で、これはぜひ何ページ立てにな

るか分かりませんけれども、やっぱりペーパーを使ってもらうしかないかなと思っています。 

  そこで、その辺から意見聞きましょうか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 先日の一般質問の中の答弁と重なりますが、行政の職務の範囲ではないと考

えております。よって、議員の皆様にやっていただけるのがベストかなというところですが、今ま

での過去からの経緯からして、行政がやっているという中で、今の範囲の中でやらせてもらいたい

なというところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 行政の職務ではない、議会事務局の仕事ではあるのだけれども、議会事務局

というのは所管は議長でしょうから、ただ本村の事情からして、その専従職員はいらっしゃらない

と、これは昨日や今日に始まったことではないので、いいと思うのですけれども、今、ちょっとま

た答弁が違うというように受け止めたのですけれども、最近非常に神経を使わなければいけないな

と思って聞いているのだけれども、村長は、途中までは合っています。おっしゃるとおりね。それ

で、お願いしますと言っているのですね、議会議員に。その辺が今の村政というのは、議長、質疑

応答だの誠に言った言わないの問題が先ほど、くどいようですけれども、一々確認しなければいけ

ないなというのは、本当に神経使います。神経使うのは当たり前と言えば当たり前ですよ。 

  私は、後にもやがて申し述べることになると思いますけれども、どこで申し述べるかは別として、

それはさておきますけれども、非常に神経使う。 

  私は、お願いしますと、お願いしていますという意味も、それを言えばこういう意味ではなかっ
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た、こういう気持ちではなかったと、それもいろいろあるかもしれませんけれども、それでこれは

私はある職員がそう言いました。それは私に頼まれても、ここ一存では決められませんと、それは

そうだと思う。それで、これは他の議員とももちろん相談しなければならないと、それはそうだと

思うのです。そうしますと、議会だよりは、やっぱりこれ議員の責務であることは間違いないと思

うのです。村長のおっしゃるとおりだと思うのです、その意味では。議員活動でしょうから。ただ、

その中には議員だけの話合いが載っかっているのは議会だよりでは当然ないわけで、行政が何を答

えたか、どう言ったかというのも同時に載るわけで、だからこれは議会の所管かもしれないけれど

も、それを時の村長に、初めてですよ。これは、議会にとっては責任を明確にされたと、今もおっ

しゃっていました。この議会だよりは。この発行責任、義務と言えるかどうかはともかく、義務も

責任もこれは議会にあるということは了とします。そうだろうと私も思います。決めつけはしませ

んけれども。そういう前提でお伺いしていると思ってください。 

  あとは、議長もいらっしゃるわけで、副議長もいらっしゃるわけで、ほかの議員もいるわけで、

当然これは個々の議員の一人の判断ということでそうしましょうと、分かりました、あしたから議

会でやりますということは言えないのは当然です、これは当たり前のことで。当然これを村長から

そういう答弁いただいているということであれば、議員全員が聞いているわけで、これは議会とし

ての課題になります。議会だよりの発行については。ということは、議会で皆さんが一致して、議

会だよりは発行できないからよそうよと言えば、それで決まりです、極端に言えば。今まで発行し

ていたけれども、忙しい中をご苦労かけてですね。今度は議会の責任です。当たり前です、これは。

そうは議会も、さすがに私の単独意見はいかがと思うけれども、議会としても、昨日まで職員が頑

張って発行してくれていた議会だよりを、議会にかけたら、あしたから発行しないと、これはでき

ないだろうと思うのです。口幅ったいけれども。まだ、議会に誰も相談していないのですよ、議長

も誰も。 

  そういうところからなのですけれども、まだそれも具体的には考えていませんということかもし

れませんけれども、実はこれはかつて歴史があるのです、議会でやっていた、そうは言っても。私

が担当しました、議会だよりを。そういう記憶はある、これも記憶ですけれども、あるのです。５

年も10年もやったという記憶はありません。半年やったか１年やったかのこの記憶すらありません。

やったことは事実です。いつのことかも今は分かりません。 

  そこで、お伺いしたいのですけれども、これはえげつない話、何日かかるか何人の人が委員とし

て担当するか、それは議会の裁量で決めるのでしょうよ、全員でやるか１人でやるか３人でやるか

ということは。これは、村長あれですか、もしそういうことで議会が対応したら、発行を、どうし

たってそうは言っても、どうしても事務局のサポートは得なければならぬと思うのです。事務局は

要りませんと、その発行に限って言えば、発行について言えば事務局は要りませんということには

できないだろうと思う。 
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  そこで、どの辺までは対応していただけるのか、具体的に聞くということではないけれども、例

えばの話していいですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 先ほどの質問と同じような形で検討しておりませんという流れになってしま

うかもしれませんが、先日来の定例議会の中でも再三この議会報に関する質問がされる中で、もっ

と言うと、この議会で質問されるべきものではないと考えております。というのは、そもそもの仕

組みとしてそういうことであるいうことをご理解いただきたいという説明をさせてもらったまでで、

ではどうするこうする、では議員の皆さんお願いします。そんな乱暴なことは当然考えておりませ

んですし、今の設備的、ユーチューブ中継ですとか、このマイクもそうですけれども、当然、役場

の中で業者さんとのやり取りをしてきた経緯もありますので、いきなりお願いしますということは

当然考えておりません。ただ先々のことを考えて、こういった議員の皆様からそういう質問が上が

ってくるということは、やっぱりそれなりに思うところがあるというところで、そこはコミュニケ

ーションを取っていっていい形にしていくのがいいのであろうと、当然、役場内の負荷もあること

から、その辺は話し合って、なるべくいい形で、皆さんに理解していただきながら村民の皆様に情

報を伝えるツールの一つとして、先々なっていけばいいかなというふうに考えているだけでありま

して、取りあえず先ほどと繰り返しになりますが、お願いしますというふうにいきなりどんという

ようなことは考えは持っておりません。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） いや、私は、いきなり言うかはともかくとして、これは村長、言われなくて

も、やっぱり議会の責任というのは、よそでも村長、答弁書に書いてあると思うのですけれども、

答弁だか何かに、よその自治体はやっていますよと、委員会で。ないのは本村ぐらいだと、そうは

書いていませんけれども、そういう意味からすると、私個人的には議員が対応すべきだろうとは思

っています。もっと言えば、村長にお願いされるまでもなく、議会は議会としてその議会だよりを

どうするかということは検討していいのではないのかと思ってはいます、言われなくても。 

  そこでなのですけれども、もし議会が閉会した後でどうするかということを私は議長を通じて提

起したいと思っていますけれども、そこでは議員の皆さんがどう言うかはともかくとして、このと

きにやっぱり村が対応していただくというのは、これはえげつない話なのですけれども、別途の活

動になるのですね、議会活動とはいえども。編集委員会に集まれば時間を費やされる。ある意味で

は監査委員と同じようなもので、議員活動と同じようなもので、私は総合開発審議会の委員だけれ

ども、ある意味では議員なるがゆえに委員に私はなっているわけです。村長の権限を飛び越えてと

いいますか、そういう言い方は不謹慎かもしれませんけれども、議会の議決によって委員になって
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しまっている。 

  そういうところでの費用的なものというのは、ご検討いただけるのですか。もし委員が例えば３

人なら３人、２人なら２人、あるいは全員、議長は普通入らないでしょうけれども、そのときは、

２日かかるか３日かかるか知りませんけれども、その辺の費用弁償的なものは考えられていますか、

もしそうなったら。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議会は、住民の代表で構成されるものであって、その議決はやはり尊重すべ

きだという考えから、当然そういう結論に至りましたが、対応するべきだと考えます。その上で、

条例、それから財務的な裏づけ、予算、そういったことも必要になってくるので、すぐにというこ

とはできないかもしれませんが、翌年度もしくは翌々年度、そういう検討の結果、そういうことに

なればそういう措置も必要かなというふうには、今のところ私の中では思っておりますが、今の答

弁に対して、役場幹部職員で協議もしていないので、なかなか私のトップダウン的な答弁になって

しまって、役場の中では、ちょっとまだコンセンサスが取れていないので何とも言いづらいところ

でありますが、私の中では、個人といいますか、村長としての考えとしてはそうあるべきかなと思

っております。 

  当然、ほかの自治体の例をお話しされましたが、議員の皆さんもやはりなかなかなり手不足とか

業務の問題で厳しいという実態もあります。ほかの島でもそうだという中で、やはり外部委託、島

内の団体に委託するということも結構考えられております。そのほうが島内に経済的に潤うだろう

ということもありますので、全くその議員だけという考え方も持っていないということも一つご提

案というか、述べさせていただきたいなと思います。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 議会でどういう対応をするかは分かりませんけれども、村長、私自身は賛同

しているところですから、これは必要だと、したがって議員が今までは専ら事務局にご苦労をかけ

ているわけですけれども、これに対して議員も編集委員だか作成委員会だか名称は分かりませんけ

れども、対応するのは、これは当然なのだろうな、当然というか当たり前なのだろうなと思ってい

ます。議会が自分たちの活動報告をするわけですから、それに対応するというのは、大きな事務局

でもあればこれは別でしょうけれども、そう思っています。 

  それで、ぜひ議会でこの後、これは来年、再来年に考えましょうという問題では、その間それで

はどうするのだ、事務局にそのままやってくれということでも私はないと思っているので、やって

できないことではない、これは議会でもそうなのですけれども、もし決まったら、速やかに対応を

していただきたいと思っています。その程度にとどめます。 
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  次が、どこまでやったか、分からなくなってきてしまった。 

          〔「419までです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 419ページですか。 

          〔「今終わった」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そこまでね。今までで、それは終わったよと言ってください。私も質問をそ

の以前にずっとチェックしていたところがあって、ところが冒頭述べたように、皆さんの質問に付

随というか、くっついてやったものですから、順序が、その中でやったものもあると思うのですけ

れども、それはやったよと言ってください。ページを追いかけてやっていきます。 

  429ページ、この辺もやったような気もするのですけれども、これは他の議員だったかな、やった

のかな。定住促進の空き家活用事業の2,700万というのは、これは何かやりましたね、どこかで。答

弁していましたね。同時に、空き家の除却工事もやりましたね。 

          〔「私がやりました」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 次は、433ページなのですけれども、この辺は内部事務のことですけれども、

一番下から３行目、財務諸表の作成支援事業というのが338万ぐらいありますけれども、これはどう

いう事業ですか、財務諸表というのは、決算とは違うのでしょう、決算ですか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

〇環境建設課長（上野 崇君） 今、会計管理課長がちょっといませんので、また取りあえずの話を

させていただきます。今、官庁会計、役場の会計で今見ていただている予算書のような形、決算書

もあるのですけれども、やらせていただいておりますが、普通の企業さんとかが作っている決算書

とかございます。ああいったところに公認会計士さんたちに入っていただいて、財産とかそういっ

たものを含めまして、財務諸表というのを、３表、４表と俗に言ったりしますけれども、それを委

託で作成していただく。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そういうことだろうと思った。これは、昨日今日、去年やおととしの話では

なくて、もう数年前にやられていて、それまでは……といいますか、平たく言えば予算・決算の場

合は、行政は、要するに大福帳なのですよ、プラス・マイナスだけ、仕分け的に分けてね。これを

いわゆる貸借対照表、それから損益計算書をつけて、端から見ればバランスシートと言うのです。

それで、これからやっていくのですと、資産勘定は何ですとか、負債勘定は何ですということで、

それで損益については、まさにこれは大福帳みたいなもので、それで双方の数値が一番末では、損

益と貸借対照表の利益勘定と貸借の収益が、最終額は合致しないとこれは駄目ですよというのがこ

の複式簿記の制度の特徴なのです。そういうことを行政体に持ち込もうと、大福帳型から複式簿記

に、これはもう四、五年前ぐらいの話ではないですか、もうそもそもは。 
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          〔「毎年毎年お願いしているんです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いやいや、話が出たのは。その前はそんな話なかったのです。 

          〔「毎年計上していますよ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いやいや、私が言うのは、毎年毎年はともかくとして、そういう制度に、公

共自治体の予算の立て方、それから決算の立て方、それはそういうことでやりましょうよとずっと

続いてきたのです。 

  ところが、今言ったようにもう四、五年たつのではないかと思う、はっきり分かりません。去年

だかおととしだか、極端に言われればそれはそうですかと、そういうことで、私の記憶ですよ。そ

う思ってください。議会も提起、提案されていると思っているのです。そういう会計システムを入

れるよと、そのための費用を投入するよと、そういうことからして、もちろん財務諸表を作るのは

毎年のことです、当たり前です、これ。それを聞いているのではなくて、質問を間違えられると困

ってしまうのだよな。毎年やっているのですかと聞いているのではないのです。何か昨日今日始ま

ったことでなくて、毎年やっていますということを聞いているのではない。 

  ここで言う、したがってなぜお伺いしているかというと、いまだに決算は大福帳型の決算が出て

きているのです。複式簿記の資産負債勘定、損益勘定、これでは出てきていないのです。それなれ

ば、財務諸表、決算統計なら分かります。決算統計は複式簿記とは限っていない、それ自体が。決

算統計をもって財務諸表とは言わないと思うのです。決算統計は、あれ独自ですよ、行政の。 

  それで、お伺いしているのですけれども、毎年やっていますと言うけれども、どういうのを毎年

やっていることなのですか、これ、財務諸表というのは。複式簿記の資産何ぼ、預貯金何ぼ、現金

何ぼ、仮払金何ぼ、未払金何ぼ、未収金何ぼと、これを貸借合わすと損益はこうだと。村には売上

げはないわけで、あるかもしれませんけれども、収入は何ぼ、支出で何が何ぼと、これはもうやら

れているのですか、複式は。 

〇議長（寺田 優君） 出口会計管理課長。 

          〔会計管理課長（出口貴司君）登壇〕 

〇会計管理課長（出口貴司君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  財務諸表につきましては、29年度からやっています。今回の予算もその財務諸表をやるに当たっ

て公認会計士さんを、年５回ぐらいですか、来ていただいて、それを全部チェックしていただいて、

財務諸表を作成していただいております。それの公表を利島村のほうでやっていなかったというこ

とが、今年、令和３年度、私担当代わりまして、東京都からの指摘で、利島村さんが公表しないと

いうことを言われましたので、昨年ぐらい、ホームページのほうには、29、30、31と載せておりま

す。という状況になっております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 
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〇３番（笹岡壽一君） 公表、東京都の話も分かりません。ただ、知りませんでした。議会にはそう

いう諸表は出てきていませんし、出てきたかもしれませんけれども、見た記憶はないです。 

  これは、監査との問題も出ると…… 

          〔「私監査やったときは」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） あったのですか。例えばその中には、負債が何ぼで資産が何ぼでということ

は出ていたわけですね。減価償却は何ぼで残存価格は何ぼと、資産として、固定資産が何ぼ、不動

産、動産が何ぼということは出ていたという、未払金が何ぼと、そうですか。それなら分かりまし

た。ただ、我々が知らなかったというだけで、申し訳なかったです。 

  それはそうなのですけれども、諸表をそれで監査も受けて、そこまではやっているのだけれども、

これは議会には出していなかった、出したのですか。その前に聞きましょう。議会に出したのです

か。 

〇議長（寺田 優君） 出口…… 

〇３番（笹岡壽一君） いや、それ村長なのですよね。 

          〔「それは会計じゃないの」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いやいや、村長が議会には決算の報告するから。 

〇議長（寺田 優君） 出口会計管理課長。 

          〔会計管理課長（出口貴司君）登壇〕 

〇会計管理課長（出口貴司君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  今までは出しておりません。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私が長と言ったのは、なぜ出さなかったと職員の責任みたいに取られたので

はかなわないから、それで村長と言ったのです。その村長も新しい村長ですから、無理かもしれま

せん。そうとんがらないで受け止めてください。 

  私は、かく言うものの、決算というのは村長が議会に提案しなければならぬと、認定を受けるわ

けだから、ただ財務諸表はその範疇に入るのか、入らないというところまで吟味していません、そ

こまでは。それは議会に提出する必要はないのだと。ということは、監査に付す必要もないという

ことになるのです。 

          〔「いや、監査は数字の確認なので」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いずれにしても、それが監査の対象なものであれば、当然議会にも報告すべ

きなのです。秘密事項ではないのだから、監査書は。その辺の細かいことは、ちょっと留保といい

ますか、これで取りますけれども、次をお伺いします。 

〇議長（寺田 優君） ちょっと休憩します。 
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          （休憩 午前１０時４６分） 

                                           

          （再開 午前１０時５８分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いてこれより会議に戻ります。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 委託料の中の総務費の中の委託料の中に、大まかな事業は別として、ちょっ

と分からないのは、住民税システムの改修委託料、この辺は分かるのです。ちょっと分からないの

は、軽自動車税関係手続電子化対応委託というのが260万でしょう、これ。 

          〔「ページは」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ごめんなさい、439。それはどういう、軽自動車の、たしか軽自動車税という

のは、普通自動車税はあれは都ですか、都ですね。それで、軽自動車とそれからの二輪車か、これ

が村ですね。軽自動車は村ですか、これ。 

          〔「村です」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 村でしたよね。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 笹岡議員の質問にお答えいたします。 

  こちらの軽自動車のものですけれども、今後、軽自動車税ワンストップサービス、ワンストップ、

１か所で全部できるようになるサービスが今後進んでいきます。今まで役場って、例えば住民票は

住民からし、何とかはどこみたいないろんな手続を経て自動車の制度ってできたと思うのですけれ

ども、今後、今まで軽自動車を保有するためには、検査の申請、地方税の申請、税・手数料の納付

といろんなところにあちこち多分払われていたかと思うのですけれども、こういったものをインタ

ーネット上で一括してできるようになるという国の進めている方向がございます。その導入に伴う

システムの導入経費ということになります。だから、すぐというわけではないですけれども……以

上、私はここまでです。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 私がちょっと簡単にお答えさせていただきます。 

  今まで車検するときに納税証明書とか必要だったと思うのです。あれが要らなくなると、わざわ

ざ持っていかなくても、今度はディーラーさんというか、車検業者さんところに、この人納税され

ましたよというのが確認できたりするというのも一つのあれなのです。 

          〔「領収書みたいなもの」と言う人あり〕 
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〇住民課長（榎本雅仁君） 今までは判こを、領収書は取りあえず役場は押すのですけれども、うち

で言うと、車検をやる会社さんというか、整備工場さんが住民の方に、車検するときに納税証明書

を持ってきてくれみたいなお話していたと思うのですけれども、そこを電子化されるとその必要な

くなるよとか、あとは抹消、廃車しますよね。廃車するときに、廃車するのは、結局、配車すると

きにも税の申告とかそっちのほうもかかってくるので、そこも電子化によって、今、軽自動車検査

協会から紙で来ている部分、そういったものがデータで来るような形で、手続上のところが電子化

するのに、うちの税システムもそこに載せるという言い方はあれなのですけれども、そこを連携さ

せるためにシステム改修しなければいけないよといったところで、経費がかかっております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ２つばかり関連して伺いますけれども、２点だけ。１点は、そのことによっ

てここへ納税証明くださいよと取りに来ると、300円だか400円金払わなければいけないと…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ちょっと待ってください。ただなの、あれ、納税証明。納税証明はただ。あ

あそうですか。そうだよな、税金払ったという証明書だものな。 

  それで、そうするとそういう手続は要らないと、納税証明取りに来る、今の説明ですと。そうす

ると、今までとちょっと違うのは、納税証明だけなのですか。要するに廃車は廃車として聞きまし

たけれども、要するに車だけ、車検証というのでしょうか、それは車に大体積んであるだろうから、

車検証……車に積んでいないのだ、あれ。大体預かっているのだ。それを車検証を添えて持ってい

けば、あとは何も要らないということですか、簡単に言えば、それだけで、手続的に。あとは自動

的に車検やってくれて、自動的に使えると、終われば、合格すれば。要するに全ての手続要りませ

んということなのですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  私、ごめんなさい。副村長のワンストップサービスの話の中で一連の全体的な話をしてしまった

といったところでございまして、手続上の、当然、税の話でいくと、車検証だけで車検が受けられ

るかっていうと、またそこはちょっと話が別で、あくまでも納税に関しての、軽自動車税の納税に

関してのところについて、このシステム改修しないと、電子的な手続でできないよというだけであ

って、車検の実際の……自動車購入します。ただ、軽自動車検査協会とかで手続しますというのを

村でできるとかなんとかというのはまたちょっと別の話になってくると。そこで、手続はディーラ

ーさんみたいな、買ったところの人が普通は軽自動車検査協会で手続してもらって、利島に車を持

ってきてもらうみたいな形、ナンバーを取って持ってきてもらうみたいな形、そこはちょっとごめ
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んなさい。全部が全部このシステムに載ってくるというわけではなくて、これはあくまでも税の関

係の軽自動車税の中で、上のところにも、地方税の共通納税システムとかの話と一緒であって、行

く行くは、ちょっとお話ししちゃうと、ＱＲコードでバーコードみたいなのも、役場も最近はやり

でやらせていただいている、ＩＰ告知の端末とかに載せさせていただいていたりして、そちらで見

てねとかやっているのですけれども、そちらのほうが支払いのときの振込用紙なんかにくっついて

きて、納税者の方がわざわざ役場とかどっか行かなくてもそのＱＲコードで、要はスマホで税金払

えるよみたいな、そういうのを次年度ですか、令和５年度から開始するに当たって、４年中に改修

しなければいけないとか、そういったところの関連の電子化に対応する委託というか、システム改

修を行うといった費用です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうすると、今までは、自動車税に大きく掛けているガソリンのほうはとも

かくとして、２つあって、１つは手に入れたときに取得税と、それから毎年毎年、自動車を持って

いる人は払えという自動車税と、ほかにはないのですよね。あとは保険だけでしょう。 

          〔「重量税」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 軽に。 

          〔「自動車重量税」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 軽自動車に重量はあった、ありますか。ああ、そうなの。 

  その税が取得したときの取得税、それから自動車税、重量税、この３本税が手続上何もしなくて

いいということになるのですか。 

          〔「違う」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 違うの。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  ごめんなさい。私の説明が本当に拙くて申し訳ございません。あくまでも村役場が携わっている

税というのが軽自動車税のみでございまして、重量税は、利島村でいきますと、交通安全協会が立

て替えして、皆さんからまたお金いただいているというのもあって、その辺は、あくまでもこれ村

の税金のためのシステム改修といったところで、あくまでも軽自動車税単独の話でさせていただき

たいといったところです。 

          〔「軽自動車税については何もしなくていいということ」と言う人あ 

            り〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 納税証明が要らなくなる、それだけです。 
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〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。 

  それから、またシステム的な問題で、これは老人福祉のほうですけれども、ページは451ページで

す。これは、金額はさしたる問題ではありませんけれども、緊急通報システムの管理費の経費の中

で使用料及び賃借料、これが５万円ばかり計上され、これはどういうことなのですか。どういうシ

ステムなのですか、賃借料は。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  これ平成15年ですか、ペンダントのやつとご自宅に丸と三角のボタンがあって、何か緊急のとき

は押してくださいと、あのシステムの使用料なのですね、あれ。ＮＴＴさんから村が借りて、皆さ

んに無償で貸しているみたいな形取っておりまして、それの使用料と保守も含めてなのですけれど

も、ここで計上させていただいていると、月額でお支払いをしていると、村のほうが支払っている

といったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これ私は、もしそうだとすれば、いつだかも質問した記憶はあるのです。あ

れ生きているのかと、制度そのものはですね。うちにもまだ探せばあると思うのです、高齢者がい

ましたから。今では私が高齢者だけれども。それで、これは何だというようなことで聞いた記憶は

あるのですけれども、いまだに生きているのですか、あれ。生きているというのは、対応できるよ

うになっているのですか。また、行政だか社協だかどうかは知りませんが、対応することになって

いるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  こちらのほう、つい今月の頭ですか、ＮＴＴさんのほうも点検に１軒１軒お伺いして、作動する

ことは確認しておりまして、また、今現在契約させていただいているところの…… 

          〔「契約」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 契約というか、村のほうで把握しているというか、申込みいただいてい

る今11件については、点検させていただいているといったところで、動きますし、また光ファイバ

ーが入ったところも電話で普通に問題なく動いているといったのは確認しています。 

  宿直室のほうに、電話が鳴るように設定はされております。 
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〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私のところにもあります。だけれども、ＮＴＴが来たというのは聞いたこと

ない。まだ使えるのか、あれ。そうですか。いいです。分かりました。 

  それと次は、ページが457ページ、衛生管理費の中で、これ診療所とは言っていないのだけれども、

よく分からないので聞きますけれども、診療所会計ではないのですけれども、一番下、会計年度任

用職員の報酬というのが出ています。金額はいませんけれども、見ていただければ。これは、どう

いうあれですか。 

          〔「次のページ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 459の…… 

          〔「一番上に内訳は書いてます」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 内訳は、この金額で、これね。分かりました。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  以前は、報酬ですか、１の報酬の科目で多分お支払いさせていただいていたと思うのですね、非

常勤保健師の場合。そこが一応制度の見直しというか、会計年度任用職員ができたときに、報酬で

はなくて、こちらの会計年度任用職員として一応任用しているといったところでございまして、非

常勤保健師の報酬として、報酬と書いてしまってあるから報酬ではないのかというお話も出てくる

と思うのですけれども、あくまでも報酬として出していると。 

  ただ、立場上は、やっぱり給与ではなくて、来ていただいている日数が毎月３日とか４日来てい

ただいていて、１日幾らというふうに決めさせていただいて払っているものですから、ちょっと会

計年度任用職員、身分上は会計年度任用職員として来ていただいていると、給与ではないのですけ

れども、報酬としてお支払いしているというのがこの報酬の114万円のところです。 

  ごめんなさい。立場上は、要は昔と一緒で報酬でお支払いをしているといったところでございま

す。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 報酬という理由でというのは、あるところから保健師資格の方が来島されて、

皆さんの相談に乗っていただいているということは、状況は承知しています。本村にもいるのです

よね、常勤職で資格者は。だからといって要らないということを言うわけではないのです。ちょっ

とそれが分かりにくかったものですから聞いてみました。 

  次ですけれども、これは聞きましたかね。いわゆる真ん中の成人保健事業の中の報償費の問題、



 - 416 -

これはお伺いしたような気がするのですが、34万円のほうは。 

          〔「終わってます」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 終わっていますね。 

  それから、これについて少し触れておきましょうか。がん検診、これも中段の委託料の中のがん

検診事業というのは毎年やられていると思うのですけれども、これが行政報告の中で、５月から以

降、東京でもできますよと、そういう報告でしたね。 

          〔「聞いてます。もう終わってます」「そこのところは私が質問しま 

            した」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうでしたか。これは、いつでもできるということでしたね。診療所に申し

込めば。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  前田副議長のご質問でお答えさせていただいたのですけれども、今調整中というところがまずあ

りますと、正式決定したら当然、住民の方にご報告申し上げますというか、あれしますけれども、

一応予定では５月から２月までについて、一旦村役場にご予約いただいて、ご本人のご都合と、あ

と検診機関のほうのご都合というところもあるので、そこをちょっと住民の方に直接検診事業者の

ほうに電話していただくのかどうなのかというところもちょっと調整しないといけないものですか

ら、詳しいところはまた追って周知させていただきたいと思いますけれども、２月までという、ど

うしても実際にうちで住民検診やるのが２月末ぐらいの日程になりますので、その以降というのが

どうしても精算の関係上、難しくなってくるといったことで、３月はちょっとできませんというお

話にはなってくるのかなと思うのですけれども、５月から２月までの間で、東京で、利島に来る検

診機関のほうで、飯田橋にございますけれども、そちらで実施できるといったところを今調整して

いるといったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それで、これ参考までにお伺いしたいのですけれども、既にそれやっている

方がいらっしゃるようなのです。ここには来ないけれども、向こうで検診を受けている、実質的に。

この人はやっぱり利島で受けるのと同じ条件で受けられているのですか、有料になっているのです

か。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 
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  住民検診のほう、同じ項目、当然、その方が協会けんぽなのか、それとも国保なのか、それぞれ

別々というか、健康保険によって違ってくるところはあるのですけれども、おおむね利島村で受け

られる、その方が受けられるものと同じものは受けられると、それでそれは当然無料で今実際、現

時点でもやっているわけですけれども、そこが今現時点の２月に移る前のときの話だと、大体その

日に住民の方でいないよと、利島で住民検診やるときにいないよといったときに、おおむね１か月

ぐらいしか猶予を設けていなかったのです。前後１か月ぐらいで東京で検診を受けてきてください

というような形しか取っていなかったといったところを、令和３年度から２月にちょっとなってし

まいましたよね。それで、一部学校の教員についてはどうしても早くやらせてくれというような応

談が東京都のほうからもあったようでして、そこについては夏休みの期間中に行ってもらったとい

ったのがあるので、そこができるのでしたら住民全員に対してもっと拡大しようかといったところ

で行わせていただきたいといったところで、先ほど調整という言葉でお話しさせていただいたとい

ったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私が伺いたかったのは、従来も言っているけれども、同じようなことで言っ

て、ただ役場が追認しただけだと。今度、５月だの２月だのという設定はともかくですね。今まで

もそれはやっていますよということを役場がただ追認しただけで、できますよということになった

というだけのことなのか。例えば一例を言えば、これは法的にそうなったのかどうか知りませんけ

れども、分かりませんけれども、ある年齢以上の胃カメラは無料ですと、この負担はここではたし

か無料ですよね。胃カメラの検診は。だって、これは金取られないから。無料という意味は、病院

側が無料だとは言っていないのです。検査を受ける人が負担していないという意味の無料というこ

とです。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  まず、１点目の追認したかどうかというところのお話なのですけれども、従来は、利島で実施す

る検診の１か月程度、当然、検診は受けていただきたいといったところはありましたので、検診を

行う日の１か月前後でご予約をしていただくと、利島で受けられなかった場合、東京で実施する場

合は１か月前後と、こういったところでお話をさせていただいていたといったところを、ほぼほぼ

通年という言い方になってしまいますけれども、５月から２月といったところで10か月間は東京で

検診受けられますよといったところに拡大をしているといったところがまず１点目と。 

  住民検診、がん検診が無料かどうかというお話ですと、年齢によって、がん検診を全員、20歳か

だとか18歳の方ががん検診を受けますよといった場合には、そこは当然料金設定していて、今まで
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村で受けているのと全く一緒の料金体系になっております。 

  なので、40歳以上、通常がん検診を受けたいよといって、今まで利島のほうで無料で受けられた

方は、今後もというか、村のほうが当然この中に費用負担分も入っていますので、その検診の費用

というのは、そこは村のほうで費用負担するというこういったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうですか。今までは、私はいつでもやっていたのかと、受けられたのかな

と思うところが１点あったわけ、ところが今聞けば、その前後１か月の間、１か月という制約はあ

ったのだと、いつでもということでないということで、それを期間を延ばしたという、そうですか。 

  それで、法制度も国の制度もあるし、都の制度もあるのでしょうけれども、一定程度の年齢の範

囲内においては、カメラ撮影は、内視鏡撮影は無料だという、これは必ずしもその年齢の人がどこ

へ行って受けても無料だということではないだろうと思うのですけれども、別口でね。やっぱりこ

れは保険で払うかどうかは別にしても、どこへ行っても無料だと。それで、それについては誰が払

って、負担、医療機関がただということはないでしょうから、それについてもやると、こういう制

度でやった場合には無料だと、それは国の助成制度もあるのでしょうし、都もあるのでしょうし、

村もあるかもしれませんけれども、これがこの期間どこでやっても無料だという、この施設ですよ、

この施設。その機関名は言いませんけれども、この施設で受診する限りにおいては無料だと、どこ

へ行っても無料ということではないのでしょう。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  利島村で検診を実施する機関、実施する機関というのは医療機関ということ、検診機関というこ

とで医療機関、医療機関と言ってしまいますけれども、平たく言えば病院みたいなもの、だから実

施する病院の本院というのが東京にあると、病院というか、実際の事業所というのですか、事業所

で行う限りにおいては、当然、がん検診でいくと大体40歳以上が対象にはなってきてしまうのです

けれども、その方については村のほうで費用負担を行うといったところでございます。 

          〔「１回だけね」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） もちろん２回も３回もというわけにはちょっといきませんので、年１回

ということです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 次に、これは私というよりも、ある方からもいろいろ苦情も出ているようで

お伺いしたいのですけれども、苦労されているようですが、463ページの、これも再三話題にはなっ
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ていることです。村でも、議会でも時折話題になります。いわゆる猫の問題ですけれども、これは

ここに書いてあって委託料云々もありますし、ボランティアもありますし、報償費ということでね。

この実績と、それからこれは避妊の委託料がありますけれども、これは100％村負担ですか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） お答えします。 

  実績ですけれども、去年３頭、今年はまだ実績がない状況です。猫の去勢・避妊委託料というの

は、飼い主のいない猫に限定しておりまして、飼い主のいない猫に関しては、職員であれば職員が

捕まえるということもあるのですけれども、その職員ではない人が捕まえていただけるという人が

いた場合は、報償費で謝礼を払うという形です。職員が契約をして大島の動物病院に行くのですけ

れども、そこで手術をしていただくのですけれども、その手術代については、村の委託料で措置す

ると、村のほうでお支払いするという形になります。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは、上は飼い猫については別だということですよね。簡単に言えば野良

猫というのでしょうか、それは村が人を頼んで捕獲してもらうのだと、その費用弁償とか報酬がこ

の金額だと、何件あるか、先ほど去年のは聞きましたけれども、下のほうは、これは飼い猫であろ

うが飼い猫でなかろうが、誰かが捕まえて持っていけば、無料で去勢手術を受けられるということ

なのですか。もちろん飼い主がいないのは…… 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 主がいないだけですね。飼い猫はやっていないです。飼い猫は対象

外。 

          〔「飼い猫は自分でやる」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） もちろんそれはそうだと思うのです、飼い猫というのは、ということなのは

分かりますけれども、飼い猫というのはどういう認定されているのですか。例えば今問題に、私、

苦情を受けているのですけれども、何とかしてくれよということなのですけれども、餌をあげてい

れば即飼い猫と、それから餌をあげていないのは、俗っぽい言葉では言えば野良猫と、飼い主がい

ないと。そうすると、これが本来の実態を申し上げますけれども、こういうのがあるのです。ある

ところで餌をあげていると、ところがそれが私はあげているつもりはないのだが、どうもうちへ来

て、いろいろふん尿を垂れ流して、それがしかも増えて、これは村で何とかならないのかという苦

情といいますか、要望といいますか、分かりませんけれども、今聞きますと、そういうことで餌を
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あげている人の責任なのか。だから、その飼い猫というのはどういう基準なのだと。今、皆さん声

を聞いているでしょう、私が言わなくても。近所迷惑だよ。あれ家の中に閉じ込めるときは飼い猫

と、これは分かりますよ、外へ出さないというのは。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） お答えします。 

  猫に関しては登録制度がまずございませんので、厳密にこの方が猫さんを飼っておられると表現

させていただいている方も違いますよと、一番怖いのが、取りあえず飼い主のいない猫であろうと

思って捕獲して、猫さんに手術を受けてもらいましたと、その猫さんをその後放しましたといった

ときに、「うちの猫に何をしてくれたんじゃ」と言われるのが一番困る。私どもでは、正直、この猫

さんがどこのおうちの方ですというのはちょっと何とも申し上げられないところがあるので、そこ

はできれば室内飼いを、自分のおうちの猫さんは室内飼いをお願いしたいというふうに今広報、Ｉ

Ｐ告知端末、デジタルサイネージで今流しているところでございます。 

  餌については、餌をあげるなら責任を持って飼ってくださいというところもまた、これまたお知

らせさしていただいているところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 猫の論議をいつまでやるつもりはありませんけれども、現実の問題とすれば、

孤立性を持っているようで、あの程度の動物というのは意外と集団を組まない。ところが、猫って

意外と集団、それは餌を中心にして集まるところには集まるのです、ガサガサ、ガサガサ。３匹や

５匹どころではなくてね。ある意味では捕獲しやすいのです。野山行って野良猫を捕獲しようとい

ったら、これ利島でも何か所かあって、時折山に行けばよく猫を見かけます。これを捕まえようと

いったら至難の業だ。わなでもかけたら知らないけれども。だけれども、そういうところというの

は、その家の周辺に集まってきて、少なくとも人には多少慣れているのです。全部が全部とは言い

ません。捕獲も比較的簡単だと、比較的ですよ。同時に、そこで繁殖するのです、一番。どんどん

あっという間に繁殖するのです。そこでみんな寄り集まりますから、野生というか、山の中にいる

のはめったにそういう関係が持てない状況にあるわけで、相手はどこにいるか取りあえず分からぬ

わけですから、そういうことで捕獲しやすい、集まりやすい、繁殖しやすい、そこに問題があるわ

けで、そこは実情、うちの中で飼っている猫は、これは室内で飼っている人もたまにテレビで見ま

すけれども、それは利島で何件あるか私は掌握していないけれども、１件かあるか２件あるかで、

かつてはありました。だけれども、それだって部屋の中ではないですよ、それだとて。これが本村

の……これどこでも言えることなのだろうと思いますけれども、一般的に。 

  そうすると、今おっしゃるように、実被害、条例に基づいていると思うのですけれども、要綱だ
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か、ちょっとそれは別にして。この予算効果、執行効果、これはなかなか住民の期待に応えられな

い、応えたくても応えられない。というのは、何がネックになっているかと言えば、今言った飼い

猫かどうかということだと思います。何が問題なのだと言えば、捕獲が問題ではない。捕獲はしや

すい状況にある。問題なのは、今お伺いして、部屋の中に飼い猫が１匹だか２匹だかいる、それだ

けが対象だと、ここにこそ私は問題があると思う。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 飼い猫と飼い主がいない猫というものの区分けが難しいというのが

一番問題かと思いますけれども、猫さんが結局増える理由というのは、餌をもらえるがゆえに、元

気になって、生き物ですから繁殖行動は当然しますというところで、猫はかわいいのは当然分かる

のですけれども、餌をあげられてしまうと、そこにコアができてしまうみたいなところでございま

すので、そこについては引き続き、猫がかわいそうなのでそういったところで餌を逆にあげないで

くださいというところの広報を続けていきたいと考えます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） あげなければ散らばるだけだと思うのです。それには何日かの日数を要する

でしょうけれども、あそこ行っても食事にありつけないというのが分かれば、相手は利口ですから、

そこには行かない。ただ、人間の趣味というか欲望といいますか、そうすると誰かがどこかでつい

餌をあげると、そうするとまたそこへ集まってくるということの繰り返しになろうと思うのですけ

れども、私が申し上げたい、訴えたいのは、家猫を排除したらどうですかと、限らないと、これは。

猫の去勢手術については、無償だか何だか、とにかくその先はともかくとして、委託事業の中で去

勢手術をしていただけると、それさえ村が構えれば、捕獲は比較的容易な状況にありますよと。そ

れが飼い猫とこうなっているから、飼い猫という規定は何だとなれば、専ら室内で飼っている。外

にたまには飛び出すのもあるかもしれぬけれども、基本的には室内で飼っていると、これは１匹か

２匹です。時にはそんな人もいました。利島でも20匹ぐらい飼っていたのが。それだって部屋の中

ばかりではないです。そんなに部屋の中だけでは飼い切れない。都会なんかでたまにテレビなんか

で見ますけれども、よそはよそ。 

  私が言いたいのは、本当にこの支出を減らすのであれば、この規定を、考え方を、条約に規制が

あるならば、それを改正する、それしかないのだろうと。本当に、不規則な繁殖、どこまでも繁殖

を防ごうとするならば。逆に言えば、猫で有名な観光施策になっているところもあるのです、島な

んかでも、地域でも、たまにテレビでやるでしょう。世界でもあるみたいです。子供猫がうろうろ、

うろうろしていると、人が来ても全然おじけないと、慣れて。そういうところもある。だけれども、

本村では、先ほども申しましたように、住民の中に苦情がありますということです。どうですか。
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検討に値しませんか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 行政としてどこまでやるべきかも含めて検討していくかどうかを検討してい

きたいと思います。 

  やはりそうは言っても、皆さんの生活もそうですし、税金を投入するということも含めて、効果

的にやったほうがいいのか、どうしたらいいのか。今までやってきた実績も含めて検討していきた

い、検討していくか、検討していくようにします。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 次は、これは少し時間を要するかもしれません。ごみの問題です。ごみの問

題で私は一般質問でお願いを、これも住民からの声ということでお願いして、案件の関係上で、答

弁だけはいただきましたけれども、再質問はできなかったことで、どうでもいいということでもな

いので、改めて取り上げさせていただきます。 

  ページは何番だって言えば、何番にも関係するのですが、ごみですから467ぐらいでやったほうが

いいのか、一番上のほうにやったらいいのか、下のほうでやっていいのか、あるいは次でやってい

いのかということはありますけれども、469ページでね。ごみ処理の委託料をどこでやっていいのか

分かりませんけれども、ともかく取りあえずは467の下のほうだと。職員の対応だということにでも

引っかけるしかないのかなと思ってお伺いしますけれども、事業用委託です、処理。これについて

は答弁はいただいています。繰り返していただかなくても。 

  そこでなのですけれども、法律論議をされて、私は法律論議を持ち出してきているあれはないの

ですけれども、ただ行政さんのほうは法律論議で、廃棄物の処理だか清掃だったかに関する第３条

というようなことで、これが法律上の根拠で、その上にご丁寧に説明がありまして、行政は法律を

守る義務があると、それはそうでしょう。それは憲法にも書いてある。行政とは書いていないけれ

ども、公務員はと書いてある。99条ですか。 

  私に言わせれば、そういうはなから堅いことを言わずにと言えばそれまでかもしれませんけれど

も、法律論をおっしゃるならば、これ時間を要するといった意味は、次の４条も読んでくださいと、

３条だけ読むのではなくて。これには時間かかるかもしれませんと、そういう意味で時間かかるか

もしれませんと言ったのです。 

  読んであるならばお答えいただきたい。それのほうが早い。 

          〔「廃棄物処理法の第４条」「何が聞きたいの」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 
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〇環境建設課長（上野 崇君） 廃棄物処理法の第４条に関しましても、市町村は、その区域におけ

る一般廃棄物の減量に際して住民の自主的な活動の促進を図り及び一般廃棄物の適正な処理に必要

な措置を講じると努めるとともに、一般廃棄物処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質

の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等、その能率的な運営に努めなければならないとい

うところで、すみません、答弁骨子に書かせていただいたとおり、ご質問でいただいているところ

は、産業廃棄物の観点に関してお聞きいただいているものと思っております。 

  そのために、事業者さんが排出されたところにおいて、一般廃棄物でも本当は事業系一般廃棄物

という、法律的には確かに、法律で事業系一般廃棄物という書き方していないですけれども、第３

条のところで、事業者はというところがございますので、事業者として、私ども今利島村において

は、その事業系一廃は別に集めるとか、事業系一廃のみを有料化するということは今やっておりま

せんけれども、他団体におきましては、一般廃棄物においてもという言い方が正しいのか、有料で

回収させていただいているとか、有料で処分施設に持ち込みなさい、あるいはその民間さんの許可、

施設としては都道府県の許可になるのか、を受けているところに持ち込みなさいと、収集運搬に関

してはもう市町村で許可出していますけれども、いうことをしております。 

  ですので、私どもにおいて金属くずというところでキロ200円ですか、産業廃棄物を受け入れると

いうことを条例には定めておりますので、そちらのこともあるのですけれども、フロン回収に関し

てはもううちのほうで施設がないので、そちらのほうは本土の施設にお願いしますところで答弁さ

せていただいた次第でございます。 

  ですので、もともとは適正な処理をしていただきたいというところが一番主眼でございます。で

すので、そちらのほうはご理解いただきたいというところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは、長くなると冒頭言ったのは、法律論に入って論じようかということ

になると、これは少し解釈論ですね、いわゆる。法解釈ということになると、少し時間を要すると

いうことは前提で申し上げましたけれども、今４条の途中までは読んでいただきました。下までず

っと読んでみてください。法律論を論ずるなら。そうすると、全体を理解する上では、そもそもご

みとは何だかと始まってくるのです。産業廃棄物、一般廃棄物出ます、それは。だけれども、総論

的にはごみとは何ぞやというのは、ごみというものの規定がいろいろ書いてあります。といって、

それを法律で全部これがごみ、あれはごみと書き立てるわけにはいかない。これがごみだよという

ことを。そういうことで法律論を論ずるならば、それ以下、国の責務あるいは都道府県の責務、市

町村の責務というのもそれは該当するかしないか、一般はどうだ、産業はどうだと言えば、そこか

ら片づけていかなければいけないという、あるいは裁判例はどうだと、そんなところまで持ち出し

ていって論ずるというのならば、並大抵ではないと思うわけですけれども、要望ですから、住民が
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法律論を論じて、といってどうでもいいということではない。一番最初に書いてあります。行政は

法律を守らずして何だみたいな、できませんよみたいな、法律なんか関係ないということを言って

いるわけではないです。さっき言ったように、要するに公務員は、まとめて言うと、公務員は、公

務員ですよ、一般住民ではなくて、国民ではなくて。公務員は、憲法では法律を守る義務がある。

憲法99条。 

  その論議を始めようと思わないのです、そういうことは。ああ言えばこう言う的なことは。ただ、

さっきの猫ではないけれども、住民さんのほうではまとめて扱ってくれないかと、金は払いますよ

と言っているのです。ほかのごみはやっているのでしょう。それで、やってはいけないということ

になっていないのです。やったら何か行政にペナルティーが来るのかと。それも行政で処分してく

れと言っているのでは、誤解されては困るのだけれども、利島の何だっけ、フェロンではない、フ

ァロンではない、何とかロン、ガスだ。 

          〔「フロン」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そういう施設があるかないかなんていうことは論じたり、その施設しろとは

言っていないのだ、そんなことは。今の議員の中で何人かの方はそういう施設を見てきました。廃

車の処理だとかガスだとか、だけれども、それをそういうところまで論じるといったら、もう並大

抵の時間があったって、ああでもない、こうでもないと論じなければいけない。もっと短絡的に、

要するにコンテナに、簡単に言えば、コンテナの集積箱の中に、あの店、この店、この事業所、農

家の草刈り機、漁協から出てきた何だか知らぬけれども、それもある程度どう処理するかは別にし

て、含めて集めて、それで廃棄処理業者に１件１件自分でやっている人も、今、連絡取って、自分

で。それを村がまとめて契約して、金は払いますから、費用は。できませんか、お願いしたいのだ

がと、こういうことなのです。 

  それを頭から法律を持ってこられて、もちろん法律なんかはどうでもいいとは言いません。一般

廃棄物とは何ぞや、ごみとは何ぞやから始めて、産業廃棄物とは何ぞやから取りかかって、確かに

３条の頭には書いてあります。事業者の責任においてと。それを見る限りは、村も東京都も国も全

く関係ないと、そんなものは自分でやれと、そうだと読めないことはないです、そこだけ見れば。 

  ところが、そうは言っても、４条ではこうですよと、国はこうしますよ、市町村どうです、こう

しますよ。こういう対応しますよと書いてある。それを今度読んだほうが、これは一般ごみだのご

みでないのと論じたら、話があさって行くような気がするのです。そういう意味で時間がかかると

言ったのです。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 今回、当初予算の一般会計の中で、ちょっとそういったところのコンセンサ

スが庁内取れていないので明確にお答えはできかねますと、中で、今後、そういったことも検討は
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してまいるということでご容赦ください。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ぜひ検討いただきたいと思うのです、ご丁寧にね。我々には関係ない、それ

は商店か事業者か会社がどこかの問題で、俺らには関係ないと思っていたかと思えば、農業者、漁

業者、それはそうですよ、事業者だから。人間で事業をやっていない人というのは勤め人ぐらいで

しょう、生きているのは、あとはみんな何か事業をやって食って生きているのです。俗に言えばサ

ラリーマンだ。それは、公務員であるか民間であるかはともかく、商店に勤めているかどうかは別

にして、だからそういう意味で、村長に本当に、私は答弁はさておいてもらって、第３条でこうな

っていますよと、だからやるわけにいかないのだよみたいに取れるのです。極端に言えば、やりた

くてもやれないのだと、法律にこう書いてあるからと、守るのは俺たちの責務だと、こう言われる

と、もう手の尽くしようがない。村長は、そういう答弁できるはずがない、それやられたら、検討

します。検討する余地ないのだから、そこでくくってしまったら。だから、そういう点で、ぜひこ

こは法律論を避けると言うこと、私が言うのも変なのだけれども、法律なんかはどうでもいいのだ

と言うわけにいきませんよ。国だって都だって市だって町だって村だって、何もやらなくてもいい

とは書いていない。法律の第３条の頭がこうだから、やるべきではないと、そんなことは書いてい

ない。だから、国も都も町も村もやっているのだよ、それなりに。 

  村長のその積極的に指導というか、発揮していただいて、これは行政の中で何とかしてできない

のかと、どこまでできるというところまで踏み込んで、ぜひ検討いただきたいと思うのです。この

問題は以上で終わりますけれども、どうですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 繰り返しになりますが、当初予算の段階でここまで協議を庁内でしていない

ので、これから協議をしていきたいと思います。 

〇議長（寺田 優君） それでは、笹岡議員の質問中でありますけれども、これで休憩に入ります。 

          （休憩 午前１１時５８分） 

                                           

          （再開 午後 １時００分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

  笹岡議員の一般会計に対する質疑の途中でありますが、そこから始めていきたいと思います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 先ほど事業用のごみのところで終わったのでしたっけ。 
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          〔「検討するという」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いやいや、そこで終わったのでしたっけ、そこで終わったのですね。 

  関連ではないのですけれども、これ石野議員の質問等でも出ていますけれども、私も質問してあ

ったのですが、例の圃場の開放の仕方、これはくどいようですけれども、やりませんという答弁に

なっているわけですけれども、私に対する資料説明ではないのですが、データ見ますと、この間医

師の議員の質問に対するということで資料を示して、それ見てみましたら、年に１年間のうちに11回

開放したのです。開放というか受け入れたというか。その中には、ゼロの月が数か月ある。一番多

くても５か月と、夏場の７月頃ですか、そういう状況なのですが、これをどう見ますかという質問

だったと思うのです。そうしたら、どう見ると言われたって、どう見るのだいというような答弁だ

ったと思うのですけれども、私は角度を変えてというか、向きを変えてお伺いしたいのですけれど

も、当の石野議員もそれらしいことの状況は話をしていました。それは分かっていました。その上

での質問です。 

  そういうあそこに捨てるであろうごみが、そのデータを示したという意味を聞くのですけれども、

このごみがないということを言いたいのでしょうか。あそこに投棄するようなごみはないと、ない

のだと、実績を見てくれと、そういう意味合いのデータなのでしょうか。 

〇議長（寺田 優君） 何ページですか。 

〇３番（笹岡壽一君） ページはないのだよ。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 恐らく石野議員からの一般質問の中での資料要求で、そのまま実績をお示し

しただけであって、特段の意味合いはありません。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それで、これは根強い住民さんからの要望があるので、議長から休憩中に、

極めて簡潔にといいますか、要領よくといいますか、短くということで、何とかという、議事進行

に対応してもらいたいという要望ありましたけれども、それはあながち否定するつもりはありませ

ん。そういう意味も踏まえまして皆さんにも答弁のほうもよろしくお願いしたいと思う。 

  あそこは、くどいようですが、そういう住民からの非常に強い要望あると、依然として、そこで

の関連でこれもどうかと思いますけれども、ちょっとお伺いしますけれども、会計年度職員の車は

ごみ回収やられているようですけれども、従事されているようですけれども、村職員としては多忙

だということは村長からるる度々言われていることで、それ言われなくたって我々も認識している

ところですけれども、何らかの形で毎日毎日行っていろということではないです、必ずしも。どこ

どこに連絡すればということに……、何曜日と何曜日は毎回開けていると、これでもいいのです。
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月に２回ぐらい開けてもらえる、週に２回ではないですよね。ちょっと少ないような気がするので

す、月に２回ぐらいとか１回ぐらいというと。何を言わんかというと、そういう実績からして、月

に２回も開いていたらいいのではないかと、倍開けていると、本当は毎日開けておいていただけれ

ば一番いいのです。行政がそういう対応をしようという発想はないようですから、あえてその折衷

的といいますか、お伺いするのですけれども、もう一工夫、二工夫ありませんか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 先日も環境建設課長のほうから答弁させてもらったものと同様になりますが、

庁内でも検討した結果、今の運用となっており、これを継続する考えに変わりはありません。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それでは、月に２回ですね。これは、私ばかりではなくて、井口議員からも

一般質問の冒頭にあった件ですけれども、モノラックの路線周辺の草刈り事業はないと、そういう

あれが、そういう答弁でした。これは、現村長ではもちろんないわけですけれども、副村長は記憶

はあるかもしれない、担当していたかな、副村長として就任されていたかどうか記憶はありません

けれども、交流会館で説明会があった際に、この問題出ました、住民の意見として、行政の報告と

して。そうしたらば、当時担当されていた人が冗談めかして、「あっ、俺はこれで失業した」という

話があったのです。もちろんそれは、当時行政の耳に届いたかどうかは別です。その金額、幾らな

のと言ったら、180万。それで、やっていたはずなのです。それで、はずということは、当時確かに

草刈りしていました、年に１回だか２回だか覚えていませんけれども。 

  それで、もう一つ、主管課長の答弁では、12キロですか、路線の長さが。それだけあるのは大変

なのだと、こういうことのように答弁されていたように思っています。 

  ところが、ほとんど、もちろんヤブの中の路線ありますよ、例えば宮塚山のてっぺん行く、モノ

ラックなんていうのは草の中へ入っていくのですけれども、ほとんどのところは、利用していると

ころは、皆さんが生産されている椿林の中をきれいに取っ払った中を走っているわけで、12キロも

草を刈るのかどうかというのは分かりません。あるいはまた刈る必要があるのかどうか。それらを

踏まえまして、これは私は質問、答弁聞いていまして、あるないを今詮索するのはともかく、その

詮索はあえてしませんけれども、この路線の草刈りについては、実施してほしいと。これは、井口

議員が言った趣旨と理由は全く同じです。ご婦人なんかは大変です、確かに、おっしゃるとおり。

だから、そういう点で、過去のことはあえて問いませんけれども、実施の方向で検討いただきたい

と。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 
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〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  地域交流会館で行われた生産者会議の中で、村役場の代表として私と前村長と担当のほうで参加

させていただきまして、その際に、モノラックの総延長12キロにわたる維持管理というのですか、

点検、ごめんなさい、ここでいくと、475ページ、こちらのほうの委託料の中、ごめんなさい、その

次のページに飛びますけれども、モノラックの管理委託というのが非常に大変になってきて、大変

になってきているというと言い方が悪いですかね。そこの管理に関して、ぜひ生産者の方で行って

いただけないでしょうかというようなお話を以前させていただいたと私は記憶しております。その

中で点検を行っている方が、そのような笹岡議員のおっしゃったような趣旨のことを言ったような

ことは私も覚えております。ただ、その方が草刈りをしていたかというと、そこは行っていないと

いったところはご承知おきください。ここは、うちのほうが仕様書、以前は、もう20年、30年前と

かは仕様書もきっちり作っていなくて、契約の中においてある程度こういうことをやってください

みたいな形で行っていたと、要は大体の口約束とは言いませんけれども、ある程度そういうような

形でやっていた中で、もしかしたら事業者の方が善意でというか、やっていただいていたのだとい

ったところはあるのかもしれないのですけれども、現仕様書を作るようになったところから、軌道

の管理というか、モノラックを走らせてみて、動くか動かないかというか、軌道自体に、モノラッ

クの機械の問題と軌道の問題というのがあるので、軌道の点検を行ってくださいというのは、年２

回行ってくださいという仕様にしていますけれども、周りの草を刈ってくださいというのは、仕様

書の中に入ってございませんので、たまたま刈っていった場合があれば、それはその点検する方が

自主的にと言っては悪いのですけれども、やっていただいたのかなといったところで、ご了承くだ

さいというか、了解していただきたいのと、もしこれを軌道の管理の中に草刈りまで入れると、当

然委託料の積算の中に入れていかなければいけないと、変な話、どこまで草を刈る必要性が出てく

るのかとか、そういったところも、ここもみんな見ていかなければいけないのかなといったところ

もありますので、そこについては現時点では予算化していないし、予算化する予定も今のところな

いといったところで、ここはそういうご意見があるといったところは、十分私どももご意見があっ

たといったところは承知しましたので、そこについては今後どういう形で管理をしていくのが適正

なのかとかいったところも、何せ本当に、何度も申し上げますように、12キロにもわたるものをな

かなかこれ管理するというか、レールも傷みますし、当然機械のほうも傷みますといった中でやっ

ていくのが難しくなってきているといったところもございますので、そこら辺は検討させていただ

ければと思います。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ぜひ検討をしていただけるということは、これもやるとは言っていないと、

それは分かりますよ。検討するならちゃんと前向きに検討してください。というのは、どうでもい
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いという、結果的にそうならそれでもいいよというような代物ではないということだけご理解いた

だきたいと思うのです。草ぼうぼうでもヤブになったっていいのだというような問題ではないのだ

ということで、言うならばせっかくの機材、便利さが使えない状況になりつつあるときに、せっか

く資金投入して設備したのに、生産者のためにやったのに、実際には使いにくいということでもや

っぱり本望でないだろうと思いますので、あのときは検討すると言ったので、やるとは言いません

みたいなことを言わないで、ぜひ行政の中で、村長の言葉を借りれば、幹部会で検討して、どうで

もいいという問題ではないと思いますので、お願いしたいと思うのです。 

  それから、もう一つ確認したいのが、この12キロ、12キロと言いますけれども、私先ほど申し述

べたのだけれども、これ草刈りを要する距離が12キロということを測定してあるのですか。事業を

計画した中での総延長距離が12キロということではないのですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  私、12キロと述べているのは、そのモノレールの軌道の距離でございまして、先ほどもご答弁の

中で述べさせていただきましたけれども、その中で草を刈らなければいけないとか、通るために管

理しなければいけないのが何キロかあるかというところも把握しておりませんとはお答えさせてい

ただきました。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それらも含めて、端から端まで全路線距離を刈らなければいかぬというよう

な設計ではなくて、必要な調査をしていただいて、500メートルあるのか300メートルあるのか、草

ぼうぼうのところを管理しなければならない、草を刈らなければいけないところが300メートル、

500メートル分かりませんけれども、それらも必要に応じて測量してやってみて、ぜひ対応していた

だきたいと思います。 

  次ですけれども、これも私から追加で確認、私もセットしたものですから、お伺いしたいのです

けれども、これも井口議員から質問がありましたが、途中で予算切れになって、この振興事業が滞

ってしまうと、住民に対して対応できないという事態があります。これは議員が、たまたまチェー

ンソーということでしたけれども、これは前向きにというか、制度を改めていただいて、この予算

の中には60万なら60万円でこれはいいと思うのですけれども、今後、追加議案が出たときには、生

産者というか、住民から出たときにはこれ追加措置というのは、答弁というか、前向きにやるとい

うことでしたか、考えてみますということでしたか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 
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〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  477ページの農業振興事業助成金のお話かと思われますけれども、笹岡議員のおっしゃっている生

産者から途中で要望があった場合にどうかというお話というのは、新たな品目を加えてくれとかそ

ういう話ですか。それとも、予算が足りなくなったときに草刈り機の補助とかを追加でやるかとい

ったようなところのお話かと、どちらかというところで、後者のほうといったところで、こういっ

た場合に、私一存で決定できることでもありませんし、当然、村長に確認しながら、予算、補正を

かけるのかどうなのかといったところは検討していかなければいけないのかなといったところでも

あって、また去年からですか、送風機というか、ブロワーの品目をちょっと追加しているところも

ございます。その中で当然、生産者さんが40件程度いらっしゃると、その中でその方式を使うかど

うかというところのこともありますので、その辺はちょっとこの60万の予算が頭打ちになりそうな

ときには、ちょっとまたご相談というか、村長のほうと協議させていただきたいなと思います。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そろそろ終わりに近づいていますけれども、もうほとんど終わりです。ご心

配いただきましたけれども。終わりといってもまだあるのです。ページというとずっと遡るかもし

れません。何費なのかな、これ。商工費になるのかな、例の（株）ＴＯＳＨＩＭＡに関する問題で

す。 

          〔「教員住宅」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） （株）ＴＯＳＨＩＭＡに関する問題です。教員住宅やる前にそれを先にやり

ましょうかねと言ったのです。（株）ＴＯＳＨＩＭＡに関する問題、ページはちょっと…… 

          〔「商工費」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 商工費のどこだか開いていますが、商工費でしょうね。ページは、それでは

めくってみてください。 

          〔「487」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 487だそうです。私は、ページにそれほどこだわる質問ではないのですけれど

も、487だそうです。 

  ここで伺いたいのは、人件費等についてはこれはいい悪いは別にして、質問に対する答弁出てい

ました、退職金を含めましてね。それは、それで聞いておくしかないわけですけれども、私はちょ

っと質問なんかも含めまして、これは社協さんとも関連するのですけれども、もちろん執行部の答

弁が社協との関連も言っていますけれども、そういう点で、例の職員の増加問題を踏まえて、増員

問題、派遣問題と関連しているでしょうから、私の頭の中でそういうことを含めながら質問します。

総体的に、質問の背景にはということでお断りして質問しますが、まずそれには関係なくて、機材

のフォークリフト、それからクレーン、これのリース問題について伺います。 
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  まず、クレーンが役場で貸し付ける、これは貸し付けるときは１万円だけれども、賃料は２万円

だということではもちろんないでしょうか、行って来いですよね、実際には行って来いだろうと思

うのです。 

  論じたいのは、フォークリフトです。これ外部です。企業名は問いませんけれども、発表もされ

ていませんから。これも役場にしたらどうなのです。というのは、リースというのは、行政だから

利益を必要としないのですね、レンタルリース料というのは。それが証拠に、今言った行って来い

なのです、クレーンが。これ業者では駄目でしょう、そんなことやりませんよ。商売やって利益が

ないのに、ただで貸してただでもらってくるなんて、そんなことあり得ない。それはさっき確認し

たとおりなのです。クレーンは行政だからこそ貸すけれども、賃料もらいますよと、時間はともか

くとして。その金は村が負担しますよと、補助金で、これは同額だと。これは、副村長の答弁でも

出ているのです。実際に150時間で算定してあるけれども、これが100時間のときは、100時間分で50時

間分を返還すると言っているのです。これは、行政ならではのことなのです。行政ならできるので

す、これが、返還させることは。ところが、入っている業者で契約した場合、どっこいそういくか

です。そういう意味で、フォークリフトの八百何万で売って、1,200万ぐらいですか、リース料を払

うと、その金は村で負担すると。売るのは１回です。毎年毎年売るわけではない。今ある品物を１

回売るだけ、何を売るかはともかく。 

  そこでのお伺いなのです。何で業者なのですか、これは。そもそも、クレーンは役場、フォーク

リフトは業者、何で村では駄目なのですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  フォークリフトが何で役場では駄目なのかと、フォークリフトも議員はご承知かと思われますけ

れども、フォークリフトもうちの使用状況、海辺でやっていると、海の桟橋の潮がジャバジャバか

ぶる中で使っているといった中で、やはりもって４年とか５年とか、フォークリフトの使用できる、

そうすると、修繕費というのは、これは高額になってきているのです、実際に。消耗品でフォーク

リフトで、しかもコンクリートの上を走るので、タイヤの減りとかそういうのを考えると、買うと

きに、７トンですか、当時、私どもが台風で水をかぶってというのもありまして、そのときに大体

900万ぐらいの補正をお認めいただいて、購入させていただいたという経緯がございますけれども、

買うだけで1,000万近くのお金が１台当たり大体かかりまして、それに維持費として莫大な費用がか

かるといったところで、これは本当に、何で役場が今、それをあれしたのだというお話になってく

るのですけれども、役場が持っていたとしてもリースで貸し出したとしても、とてもではないけれ

ども、採算が合わないぐらい役場のほうで修繕費やら維持費として経費がどうしてもかかってしま

うといったところもあって、本来であればラフテレーンクレーンについてもリースしていただくの

が、民間でリースしていただいて、運用していただくのが村としても多分一番いい方法だとは思う
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のですけれども、なかなかこれがクレーンになると、もうまた桁が、ちょっとお値段のほうが違う

といったところもありますし、そういった中でやはり持ち運びというのですか、島外に搬出したり

搬入したりするのがクレーンだとなかなか難しいと、車検のたびに送ったり、フォークリフトだっ

て車検のために送ったりとかというのもまだできる。車両交換ですか、２年ごとに車検をする場合

にとか、そういったことも含めると、やはりリースのほうが役場が車両を購入して、それを維持し

ていくというよりも効率的であるという判断の下、リースにさせていただきました。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それでは、業者さん、商売やった人の感覚もぜひ知りたいものなのですけれ

ども、これに限らずですね。業者は生計をそれで立てているのです。村で幾らかかるか知りません。

900万とか今話がありました。1,200万でやれますか、これ逆に、損をしながら。業者は、それでは

生活できません、そんなことやっていたら。幾らかかるかはともかく、修理費がかかるか、車検が

幾らかかるか、あるいは１台買えばどうなるのか、損をしいしい、１年や２年もつかもしれぬけれ

ども、そんなことやったら業者は潰れてしまう。利益を見るのです。当たり前なのだ、これは。そ

の利益分を含むのでしょう、これ。 

  もっと短絡的に伺いましょうか。1,200万、５年で幾ら払うことになります。仮に５年分として

6,000万払うのです。ということは、フォークリフトが今、潮水をかぶってコンクリートの中を走る

とタイヤがするとか言っていましたけれども、それはそうでしょうよ、否定しません。そんなこと

はないとは言いません。 

  例えば1,000万だか800万だか知りませんけれども、大体、今のこれまでの機材、フォークリフト、

この間みたいに海の中へ落っことしたのだか知らないけれども、放り込まれたのだか知らないけれ

ども、通常管理する中で、あの桟橋で、あの波の中で今までにどのぐらい使っているのですか、１

台を。何年前に買って何年使っていますか。途中修理したり、車検はもちろんあるでしょう、タイ

ヤの交換もあるでしょう。私は、何が言いたいかと言えば、その答弁は厳しいと思うのです。説明

できます。利益を幾ら見込んでいるのか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  フォークリフトが何年程度稼働できているのかといったところについては、４年から６年、長く

ても８年は多分いかないと思いますといったところでございまして、短ければ本当に４年ぐらいで

廃車になってしまうといったところでございます。 

  利益をどのぐらい見込んでいるかというのは、ごめんなさい、私どももちょっとリースをやって

いるわけではないので、ちょっと分からないというところでございます。 
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〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ４年から８年と、中を取って５年にしましょうか、話の上で、５年とは決ま

っていないのはもちろん分かります。そうすると、1,000万としましょう。５年に１台替えたとしま

す。すぽんすぽんと、５年たったら３台全部入れ替えると、今あるやつは全部捨ててしまうと、使

えても使えなくても、そんなことはない。３台必要なのだけれども、１台がもう古くなって使えな

い、そういうことを２年だか３年ごとに繰り返すのだろうと思うのです。そうしますと、毎年毎年

1,000万のお金をかけてフォークリフトを買っていたのでは、これ会社は潰れますよ。1,200万もら

って1,000万出して買っていたのでは。 

  そうしますと、５年で6,000万、５年で１台買ったとします。それが1,000万。３台分の車検が５

年で幾らかかると、３台分、これもデータがあるはずなのです。もちろん、その程度によるか、車

検といったって修理が伴うわけだから、そういうデータあるはずなのです、村にも、あるいは（株）

ＴＯＳＨＩＭＡにも。昨日今日始めた仕事ではないから、フォークリフトも昨日今日初めて買った

仕事ではない。だから、そういうデータ、利益が幾らか分かりませんとおっしゃいますけれども、

それはもちろん分かりませんでしょうよ。だけれども、素人考えでも、データを行政が握っていて

そろえて見れば、３台のフォークリフトを、そのほかにもあるようですけれども、そのデータの修

理、今報告されているとおり、年間900万とか1,000万とかかかる、３台で。そうしますと、利益す

ぐ分かるのです。年に1,000万かかると、そうしたら単純に見たら、それを倍数すれば、900万維持

管理費がかかるのだと見る。そうしたら1,200万でしょう。1,200万しか払わないのだから、この業

者は潰れますよ、そんなことやっていたら。潰れないとすれば村、村が潰れるというのは大変だ、

これ。村が潰れるなんて、まず聞いたことない。財政的な赤字になるということは聞いても、あの

村はなくなってしまったと、何でと言ったら、金がなくなって倒産してしまったのだと、そんなこ

とは聞いたことない。そういう意味で聞いています。お伺いしているのです。これ私は、何で業者

なのだと、迷惑をかけるかもしれぬ。相手の業者を潰してでも村はそれのほうが得なのだと、村は

得かもしれません。しかし、その裏では業者を潰しますよと、こんなことやったら。もしその論が

成立するなら。村でやったらもうえらい高いものなのだと、その高い犠牲を業者にやらせようとす

るのだ。村が大変だけれども、業者なら楽だという、これはないでしょう。私は、説明が違うので

はないかと思うのだ。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 新年度より、東海汽船株式会社、神新汽船、それぞれの代理店業務を安全に

株式会社ＴＯＳＨＩＭＡに移行といいますか、直で契約し、それに対する補助という新たな形にな

ったということで、村が荷役作業に当たる重機を持っておかなくてもよいのではないかということ



 - 434 -

で、その部分を、その契約先の業者さんにやってもらうという考えの下、こういった形で、処分と

いいますか、整理させてもらったと。ごみとかそういったところで別で必要なフォークリフト、そ

ういったものはそれぞれ村で持っておきますが、それはもちろん村の事業の中で必要なものだから

持っているのですけれども、港湾に関しましてはそこの会社で自分たちで用意してもらうように整

理したということでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは、計画書と予算書を見れば分かります。だったら村のを預けたらどう

ですか、安いのだから。村がやるごみを回収するフォークリフト、大島だか東京だか知らぬけれど

も、使うとき運んでもらうわけではないでしょう。使わないときは送り返すと、普通のリース、レ

ンタルってそうですよ、都会では。借りっ放しということはめったにない。最近はやりの自動車レ

スってやっているからあるか。 

  安いなら統一すべきですよ。それのほうが安いのなら。何で高いものを一々、安くできるのに不

必要な金を村が負担しなければならないの。それが財政管理者の責務です。財政管理者って職員で

はないです。会計管理者という意味ではないです。安いのが分かっていて、何で高いほうへ出すの

だということです。だったら、村のフォークリフトも預けたらどうですか、売ったら。何も（株）

ＴＯＳＨＩＭＡって言っていないで。全部車売ったらどうですか。リースが安いのなら。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 高い安いの判断だけではありません。仕事の範囲の中だけではないですけれ

ども、の判断で今回こういうふうに整理したということです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 判断で整理したから聞いているのです。何で判断したのですか、そういう結

論を出したのですか。私は答弁聞いていて、それのほうが安いと言ったのだよ、村の負担が。だか

らやったのだと。今は安いか高いかではないのだと、俺がそう思ったと、そういうことに聞こえる

のだ。家賃が高いかではない。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 何で出てくるの、村長の答弁聞いているのですよ。安いか高いだけではない

と言っているのだから、私は高いから聞いているのです。それは、安いか高いかだということでは

ないのだと。感情的になっているつもりはありませんけれども、職員が安いと言ったのですよ、簡

単に言えば。そちらのほうが、村がやると大変なのだと、村の負担が。そもそもはそういう答弁に

聞きました。私は、業者が利益なしでやるわけないのだよと、これは。そんなことやったら業者は
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潰れてしまうと。１日はもっても２日はもたないということです。慈善事業ではあるまいし。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問というか、私の答弁の仕方がまずかったの

かなといったところをちょっと反省させていただいているところでございますけれども、リース料

が、笹岡議員がリース料が高額なのではないかというお話を受けて、私のほうで、決して村がフォ

ークを持っていたとしても、そんなに村が著しくリース料が高いということに対して、村が持って

いたからって決して安く済むというわけではないのですよという意味合いで言っているという。説

明の仕方があれですね。リース料は、１台でもある、その民間で当然利益出さなければいけないと

かいろいろあって、高いというのが笹岡議員の最初のお話だったと思うのです。 

          〔「そうは言ってない」と言う人あり〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） そうではないですか。そうでないと、私がそう捉えて、役場

が持っていたからって決して安い……役場がもし自分のところで所有していて、それを貸すという

ことに対しても、やはり一定の経費がかかるので、決して安いものではないという意味で先ほど答

弁させていただいたものが役場がやったほうが安いというふうに捉えられてしまっているのである

ならば、そこは私は安いとは言っていないと、こういったところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それでは、ちょっと誤解されているのかどうか分かりませんけれども、改め

て整理します。今までのところは脇に置かせてもらいます。私の責任でね。 

  そうしますと、どういうことなのかと、村長の発言も今私は聞かないことにしてお伺いします。

さっきの発言ね。私、また誤解、それは私の誤解かもしれませんから。村長、そんなこと言ってい

ないのかもしれませんから。それを話題にしないことで聞きます。改めて聞き直します。 

  八百何万かで売って、それはいいです、関係ないですから、売ったのは。とにかくレンタル料、

リース料が1,200万、これは高いとは言ったのかどうかちょっと記憶はありませんが、それはさてお

きます、高いか安いかは。この貸すのと、１つは、何で貸すのかということです。貸すのではない。

何でレンタルにしたのかということです。ここから始めましょうか。そうすると、それのほうが、

何で業者さんに売ったのか、何でリースにしたのか、その利点は、メリットは何ですかと、ここか

ら始めましょう。そこから、ここから。 

  一方では、クレーンは業者に預けていませんよと、売っていませんと、レンタルですと、同じよ

うにリースというかレンタルですと、この差は何ですかと言っているのです。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 
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〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  まず、フォークリフト、今使っている台数をまずご説明申し上げたほうがよろしいのかなと思い

ます。７トン揚げのフォークリフトが２台、４トン揚げのフォークリフトが１台で、あとトラック

が１台を今、トラック自身は、役場も買っているのではなくて、これ今業者からリースを受けてい

るといったものがございます。なぜ今回、フォークリフトを売却してリースに切り替えたのかとい

うようなお話になるかと思うのですけれども、フォークリフトをやはり村が今所持している状態だ

ったのです。所有しているか、所有している状態で、やはり一番の……当然、修繕とかそういった

費用もかかってくると、当然車両を購入して修繕していくと。日々のメンテナンスはというか、当

然修理というか、当然発生するとかって修理工場に持っていったりとするのもありますし、当然車

検代で何十万とか何百万という費用がかかっているといったところもいろいろあると、費用面のと

ころもありますし、あと一番大きいのは、やはり整備士でもない我々が…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 整備士とか、整備ではないので、貸すためにはあくまでもあ

る程度、自分のところで分かっていないと、ここが壊れたよとかと言われていても、結局うちらも

分からないというようなところもあって、なかなか職員が管理するのが非常に大変と、管理するの

って当然貸すからには管理しなければいけないと。管理、もう預けてしまうというわけにはなかな

かいかないという中で、職員のやはり、あくまでもそのリース業者、当然リースの場合、リース業

者さんがそのメンテナンスとかそういったところの管理を行っていただくといった専門的な知識が

ございますので、そこについては当然多少の費用はかかってもリースでやっていただいたほうが合

理的であるという判断をして、車両を持っているよりもリースで今後、リースの場合はある程度壊

れてもそれはリース会社の責任で修理とかはリース会社がやってくれと、こういったところでメリ

ットがあるといったところでリースにさせていただいているといったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） クレーンは職員で管理できるのですか、クレーンは。 

〇議長（寺田 優君） 榎本産観課長。 

          〔産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君）登壇〕 

〇産業観光課長（兼務）（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問は、クレーンも非常に難しいところがござ

います。クレーンもぜひ、私担当課長としては、クレーンもぜひリースにしたいというのはござい

ます。これは村で持っているところでありまして、ただクレーンのほうも、各種補助金を使って買

っている手前があって、勝手に処分はできないといったようなところもございまして、国の補助金

を使っているといったところもありまして、勝手に処分できない、まだ処分年齢ではないといった

ところもございますので、クレーンついても、今後、当然今までは東海汽船と村が受託者になって
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荷揚げ作業を行っていたので、クレーンも村で用意しなければいけないよというようなところがご

ざいましたけれども、今後形態が変わりましたので、そこについても本当に村が用意すべきものな

のかどうなのかというところは、今後検討していかなければいけないのかなというふうに考えてお

ります。先ほども何度も繰り返しますけれども、私、所管の担当課長としては、クレーンを維持し

ていくのも非常に、笹岡議員がおっしゃったように専門的な知識もないところで苦慮しているとい

ったところでございます。以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それだったら、村の車両は、免許は滑ったなんて言うのだったらば、補助金

絡みだとか補助金がないからどうだというならば、全部預けたらどうですか、安いのなら。村の職

員が車両を管理する必要ないのでしょう、できないのでしょう。そこに並んでいる車は全部預けた

らどうですか、消防車から何から全部、売ったらどうですか。それのほうが管理するのに、消防車

の管理能力ないのだから、修理技術もなければ。ほかの車もそうでしょう。修理業者ではない、修

理工場ではないのだから、役場は。もちろんそういう知識、技術を持った人はいるかもしれません。 

  そういう議論に持ち込まないようにしたいのです。ああ言えばこう言う、こう言えばああ言うみ

たいに。それで、たまたまクレーンとは言いましたけれども、そうではなくてフォークリフトを村

が預かったら、技術者がいません、修理はできません、村ができるわけないです。それは、そのた

めに株式会社ＴＯＳＨＩＭＡの従業員が一応の業務を受けて、クレーンだってそうでしょう、フォ

ークリフトだってそうでしょう。壊れたら修理工場へ持っていく。燃料が切れたら燃料会社へ持っ

ていく。汚れたら洗う、ペンキを塗る。それぐらいは委託でできるのでしょう、やってくださいと。

役場の車だってそうでしょう。誰かが一々、一々燃料をつぎに来たり、そんなことはやっていない

のだよ。だから、そういう話をするから、何か、私は今単純なのです。何で村で悪いのですか、何

も村で管理しろとは言っていないのですよ。だって、現実に桟橋にあるあのフォークリフトを何で

村の職員が番をしていなければいけないのか、そんなばかなことを言っているのではない。 

  リース料を払う。払わなくていいシステムなのに払っているのではないかと、だから職員が預か

って管理しているとか、あなた方は預かったはいいけれども、修理技術持っているのかとか、時間

があるのかとか、そんなことをやられたのではたまったものではない。そんなことは言っていない

のだよ、一つも。壊れたら修理業者へ持っていく、当たり前だよ。燃料が切れたら燃料屋に持って

いく、当たり前だ。それが職員の責任だか事務があると、そんなことは言っていない、誰も。そん

なもの言い出したら笑い物になってしまう。 

  私はそういうことで、これは短絡的に最初から言っているのは、利益を見込んでいるでしょうと、

当然、幾らとは言いません。というのは、その分だけ、村が持っていれば払う必要はないのです。

業者の利益分も幾らだか知りません。赤字を少なくてもやる以外にはやりません、業者は。村が
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1,300万円もかかるものを業者に預ければ1,200万でできると、こんなことはない。そういう点でい

ろんな考え方の違いもあるかもしれませんけれども、この車両の扱い一つ取っても、何かこれは不

合理性があるなという感じは率直にしています。何のメリットもないと、村にとって。 

  いろいろクレーンの免許だとか補助金だとか言っているけれども、補助金は、そんなものは関係

ない。もしかしてフォークリフトに補助金が絡まっていたらどうします、これ。仮にですよ。この

フォークリフトは売るけれども、これは補助金絡まっているから売れません、そういうことになる。 

  質問しても突き当たるのかな。 

〇議長（寺田 優君） 次の質問してください。 

〇３番（笹岡壽一君） それで、一般会計でページとは必ずしも言いませんけれども、（株）ＴＯＳＨ

ＩＭＡに関係して、施策として、住宅と……終わったではないかと、住宅は。あるいは社協終わっ

たではないかとおっしゃるかもしれませんけれども、施策の１点としてお伺いしたいと思うのです。 

  住宅の積立て資金、（株）ＴＯＳＨＩＭＡには300万円ということでなっていますけれども、これ

は主たる質問者、私は（株）ＴＯＳＨＩＭＡについては質問は出ていないのですけれども、予算に

関係して質問するわけですけれども、明細書は社協に対する一覧表は、利用計画書はここに出てい

ますけれども、いただきましたけれども、それを見ての話です。 

  それで、説明によると、住宅資金の積立て、それから職員の派遣、先ほど申しました。関連して

質問しますよとお断りしました。そういう関連を含みながらの質問だと思ってください。あそこは

こう、ここはこうと１件１件ではなくて。条例で決まっていますよ、それも分かっています。 

  住宅から言いますと、社協の積み立てるでしょう。職員の派遣のところでは、農協も漁協も入っ

ています。住宅資金の農協、漁協、それで答弁書というか、報告書か所信表明だったか忘れました

けれども、住宅はそんなことを言っていない。事業者にとっても必要だみたいなこと書いてあるの

です。なので、どこどこと言っていないのです、特別に。 

  それでは、農協はどうするのだと、職員は派遣すると、漁協はどうするのだと、職員は派遣する

と、だけれども、農協、漁協には職員が不足して住むところがなくても、その資金は投入しないと

いうことなわけです。何を言いたいかと思うかもしれません。私は、施策の矛盾のことを今言って

いるのです。ご理解いただきたいのは。 

  その上で、この積立てそのもの、何で積むのですか、これ。社協の職員が必要、（株）ＴＯＳＨＩ

ＭＡの島の職員が必要、一方では、村営住宅は必要、一方では、村の職員住宅は必要、農協も漁協

もそれでは考えてやったらどうですか、ついでに。何なのだと、これは。私、社協で実は聞いてみ

ました。社協といっても会長さんに。職員にも聞いてみました。話題はあったと言います。具体的

にそういうことは決まっていませんと、ああそうですかと、そういう話があったことは認めていま

す。なぜそういうことを言っていないかといいますと、理事会にはかかっていないのですよ。トッ

プ会談だ、言わせれば。参加した人のメンバー、これもおっしゃっていました。日時も、あの頃こ
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の頃を含めて、前村長の時代、現村長になってからも聞きました。果たして社協の側にそれを表す

る議事録なり証拠物件があるかどうかは、そんなところまで確認していません。必要もないと思っ

ています。 

  ある人は、関係者は、こう言ったそうです。社協が家造って預かっても、俺たちは管理できるの

かと、建てればいいというものでもないだろうと、金はもらいましたと、確かに。何年間積んで幾

らもらうか知らぬけれども、そうして何であなた方は社協の職員には、家が家がといったときに、

あなた方には金積んであるではないかと、自分たちで建てればいいと、こういうことになるのでし

ょうねと、そうだとすれば。そうしたら、建てたら最後、社協の財産でしょうから、今度は自分た

ちで管理しなければいけない。これが社協の職員さんと会長の話で、少なくとも理事会、社協の最

高の経営組織である、責任組織である理事会は知らぬと、役場のトップといいますか、私が言って

いるのですよ。この人とこの人とこの人が来ましたと言うから、いわゆるトップ会談だ。 

  ある人というのは言いませんけれども、こちらのほうが建物を建てろといって建てさせられて、

必要なら自分たちで建てる。そのためにあなた方に金くれているよと、金くれているのだ。このた

めに積んであるのだと、まさに（株）ＴＯＳＨＩＭＡがそうですな、今一方で。同じようなことが

言えるわけです。もうそうすると、（株）ＴＯＳＨＩＭＡについては住宅問題論ずる必要がないので

す。そのために役場はこうやって手当てしているのだと、何言っているのだと、自分らでやれよと、

それはただし何年後かは別です。（株）ＴＯＳＨＩＭＡがそう言ったのかどうかは知りません。（株）

ＴＯＳＨＩＭＡにはまだ聞いていません。社協には聞きました。農協にも聞いていませんし、漁協

にも聞いていません。 

  それから、もう一点は、ここが大事と言えば大事なのです。                 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                    

  それと、村長もその件では同じことを言っていました。……、話はありましたと、確かに。そう

いうことは、話はあったけれども、そういうことは想定はしていませんと、現実には、今の段階で

は。村長もそれらしいことは言っていましたけれども、その点ではさしたる食い違いはないと思う

のです。 

  そういうことで、（株）ＴＯＳＨＩＭＡのこの住宅問題、これはどうなのだと思います。何で積む
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のだと、これは。そこのところの職員だけの人事の確保ですな、そういうことなのでしょうけれど

も、答弁に時間が要するようでしたら、お待ちします。 

          〔「向こうが持ってきた予算要望書だから」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ちょっと休憩します。 

          （休憩 午後 ２時０２分） 

                                           

          （再開 午後 ２時１２分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

 

    ◎発言の取消し 

 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 先ほど社協問題の中で私たちが質問しましたけれども、その後の調査の結果、

双方に若干の行き違いがあったということが確認できたので、この質問の答弁を求めるのは現段階

では時期尚早というか、もう少し精査して、必要だとすれば事実を明らかにした上で取り上げる機

会があれば取り上げたいと思いますけれども、いずれにしましてもそれは後日の問題として、願わ

くば先ほどの、特に社会福祉協議会に関する発言については、私とすれば、議員の皆さんにお諮り

していただきたいと思っているのは、削除してもよろしいという印象は持っています。感じは持っ

ています。だけれども、まかりならぬということであれば、それはそれでもって議事録にそのまま

通してもらって、私とすれば何ら引け目はないわけで、結構ですけれども、諸般の事情を考慮して、

削除してもよろしいと、削除してもらいたいとは言いませんけれども、削除していただいても結構

ですという感じでいます。あとは議長にお諮りしていただきたいと思います。 

〇議長（寺田 優君） ただいま笹岡議員より、社会福祉協議会の今の質問については、削除結構だ

と、ちょっとまだ煮詰まっていないような話であったということでありますので、お諮りしますが、

今のところの部分…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 手は挙げられないでしょうから。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） お諮りします。 

  挙手によって決めますので、今の部分を、社会福祉協議会の部分を削除してもいいと思われる議

員は挙手をお願いいたします。 

          〔賛成者挙手〕 
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〇議長（寺田 優君） それでは、そこの部分については削除いたしますので、事務局のほうはよろ

しく対応してください。 

                                           

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それでは、別件というか、（株）ＴＯＳＨＩＭＡの問題に関しては、先ほどは

重機の扱いについてお伺いしてきたところですけれども、それについてはまだ明快な答弁いただい

ていないのです。質問の趣旨に対してですね。その途中で住宅の問題ということを出したのですけ

れども、これはこれで別なのですけれども、明快に重機の扱いが何でリースなのかと、私は先ほど

は、それが利とするなら、行政にとって、村にとって、なら本村が所有する車両は全部売ったほう

がいいのではないですか、売却したほうがいいのではないのかと。した後、レンタルなりリースな

りしたほうがいいのではないかということになりませんかと聞いてあるのです。 

〇議長（寺田 優君） 先に進んでいなかったっけ。 

〇３番（笹岡壽一君） だから、その答弁いただいていないのだよ、まだ。どういう答弁でしたっけ

と。村長の答弁いただいたので、それ超えていますよ、もう。 

          〔「でも、一応。それ応えていないということなんで」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうそう、そう。 

〇議長（寺田 優君） 田中副村長。 

          〔副村長（田中真里君）登壇〕 

〇副村長（田中真里君） 笹岡議員の質問に、先ほど榎本産業観光課長からもお答えいたしましたが、

私どもフォークリフトの貸主ということで、貸主だから当然借りているほうからいろいろ、ここが

壊れたけれども、どうしたらいいのですかと聞かれると、それはやっぱり一般の車両とは全然その

メンテの難しさが違う。一般の車両だったら島内でもある程度分かりますけれども、フォークリフ

トのここが壊れたというのは私どもに聞かれても、島内でもなかなか解決がしづらいところはござ

います。そういったこともあって、職員の負担的なところも考えて、今回村役場は完全に放した。 

  あとは、村役場としては、もう定期航路事業が終わりますので、フォークリフトを持っておく理

由もないというのが事実でございます。そういう面もございます。だって、もう村役場は、完全に

そこから手を引いて、今後は株式会社ＴＯＳＨＩＭＡがそれを主体的に行って、それを補助するの

に、車を持っておくも理由がない部分もありますので、そういったところもありまして、その辺に

ある車もう全部売れと言われても、それはある程度、車ですので分かる者もいますが、やっぱりフ

ォークとかは全然その難易度が違うところかなというところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 
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〇３番（笹岡壽一君） さっきからそこは了解しながら質問しているつもりでいます。管理を村がや

れとは言っていないのですよ。できるわけないのだ。タイヤが減ったか、燃料を入れたかと言って

いるでしょう、私。そんなことまで村が管理、村のものだから日常的にそれも管理しておけと、管

理していろと、タイヤがパンクしたときに自分たちで修理しろとそんなことを言っているのではな

い。管理は（株）ＴＯＳＨＩＭＡの社員がやるのは当たり前なのです、これ、借りた人が。当たり

前なのですよ、日々の点検をするということは。それで、そこで自分たちで手に負えないところは、

しかるべく業者に修理してもらうとか、燃料がなくなったら自分たちで作るのではなくて入れても

らうとか、入れに行くとか、そんなことは当たり前なのだ。それで、そこのところを幾ら説明して

もらっても私は納得できませんと、そういうことなのです。 

  それから、もう一つ、今言った（株）ＴＯＳＨＩＭＡが自分のお金で勝手に商売をやる上で必要

なものを借りる、そのために金がかかる。そこまで干渉するつもりはないのですよ、権限もないし。

それを担保するのは村だということです。住民だということですよ。先ほど言いました。財政の管

理をする、運用する。効率よく、かつ効果があって、少ない経費でもって大きな効果を上げる。こ

れは原則なのではないですか。逆さまにやってはまずいのではないですか。本当なら100円で上がる

のに300円かける必要はないのではないですか、簡単に言えば。そこに何かの理由があるのなら別で

す。100円でできるものを何で300円かけるのだと、あとの200円は誰かがもうかる、それを承知の上

でやる分には、幾らでもそういう社会ある。村の事業だっていっぱいあるでしょう。 

  この場合は、村が片方は補助金があるかないか、補助金絡みかどうかはともかくとして、自分の

車があって補助金かかっていないとする。フォークリフトも補助金がかかっていないとする。クレ

ーンは補助金がかかっているという名分だけで、自分で持っている。補助金があろうとなかろうと、

かかっていようがいまいと、誰も役場の車をどこかへ売却したらどうだなんて今まで言ったことも

ありますか、１回も。ほかの市町村でありますか、そんなの、あるかもしれない。そういうことを

言わせる、そういう事業ですよ。何でフォークリフトを業者に売らなければならないのか。役場が

持っていたのでは管理しなければいけない、修理もできません、パンクしたらどうするのだみたい

な、そういう話をされても困る。それは、現場の社員が管理するのですよ。住宅だってそうでしょ

う。役場が管理することになっているのだ、あれ、村営住宅。だけれども、自分たちの住んでいる

ところ掃除するでしょうが、当たり前なのだ、理屈を述べなくても。掃除するし壊れれば直せると

ころは直すのだよ。それで手には負えないときには、村さんお願いしますと、こうやることはある

でしょうよ、当たり前だ。そういう視点から、私は効率よく財政運営していくためにも、できるも

のでは……ということは、言わせれば住宅もそうなのですけれども、例の。リースすれば、必ず相

手の業者の利益を見なければいけないよと、これは。村がレンタルする分には利益を見る必要がな

いのだよ。しかも、スポンサーというか、金払っているのは村なのだから。自分の金ならどうとで

もやったっていいですよ。だから、それは村財政についてチェックするのは、私は村財政の運用に
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ついては、俺の自由だということでなくて、やっぱりそれについては議会のチェックもあるし、予

算審議もそこにあるわけだ。俺が決めたのだから、こうだと、いいではないかと、それで済むもの

だったら議会なんか要らない。 

  私は、事業の効率化、財政の運用について、一工夫も二工夫もこれについては検討されたらいか

がかなと、何の利益もメリットも見つからない。だって、大島と言っているけれども、大島へ持っ

ていって修理して運んできたり、そんなことやっているわけではないでしょう。修理だったら利島

の業者いるのだから、それは直せないものは東京でも大阪でも持っていったらいいと思うけれども、

利島の業者でできないものはね。そんなものは当たり前だよ。利島で直せる業者がいるのだから、

直せるものは直してもらったらいいではないですか。今までどおり役場さえ管理していた、一時期、

クレーンなんかについても。その業者に、利島の業者に管理の委託してやってもらったらいいでは

ないですか、必要な管理は。ペンキを塗るか、オイルを塗るか知らぬけれども、そう思います。 

〇議長（寺田 優君） これは相違でいいですか。食い違って、もうこっちは直らないのでしょう。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ……こうではないですか、私が議事の進行を考えることないけれども、一議

員はそういう質問をして、質問するからにはそういう見解を持っているから質問しているわけです。

それについて、当然行政は、同意することもあれば、そうですね、そのとおりですねということも

あれば、そうでないこともあるわけです。ですから、それを述べて、村長も繰り返し言っています

けれども、前の村長もそうですけれども、それについては先ほど答弁したとおりですとか、あるい

はそう言われればこうですとか、その点はお伺いして、将来の検討課題にしますとかいろいろあろ

うと思うのです。私が言うことではないのですけれども、だからそういうことをしていて、私はそ

ういう観点、視点持って、村長、再検討されたらいかがでしょうかという提案といいますか、して

いるわけで、そういうことです。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） ご意見ありがとうございます。これに限らず、先ほど議員の中でも少し触れ

られた、では全部リースにしたほうがいいのではないかといったご意見もあったと思いますが、そ

ういったことも踏まえて、これからの時代、やはりリースとかサブスクリプションとかそういった

ことも踏まえて、全て自分で持っておくということから、ちょっと考え方が今の時代変わってきて

いるということもありますので、当然、技術的な問題とか出てくるので、金額だけでなく、その職

員の手間とか、そういったところも広い意味で判断をしていきたいなというふうに考えています。

取りあえず売却しリースという形態にしていきたいなというところに変わりはありません。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 
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〇３番（笹岡壽一君） 一言訂正といいますか、注釈させてください。役場の車を全部売ったらどう

だと、売れと言っているのではないのですよ。例え話でということで例的に言ったので…… 

          〔「そういうことだから排除せず検討していきたいなと」と言う人あ 

            り〕 

〇３番（笹岡壽一君） ああ、そうですか。それは村長の考え。私は、あくまでも現状においてフォ

ークのことを論じてきた、お願いというか、再検討を求めてきた点ということです。 

  それから、あと教育委員会さんですけれども、教育委員会さんに二、三点あります。これはペー

ジで申し上げます。ページは501ページの中段、委託料で教職員住宅の、教員住宅の施設整備という

ことの委託料で、造成と擁壁の詳細設計ということになっていますけれども、これは事業の説明は

分かりますよ、書いてあるのを読めば意味は分かりますけれども、どこをどこまでやるのですか、

これ。 

〇議長（寺田 優君） 山口教育長。 

          〔教育長（山口順一君）登壇〕 

〇教育長（山口順一君） お答えします。 

  予算書には、教員住宅整備に係る用地造成・擁壁等詳細設計業務とありますが、実際来年度では、

農業ハウス、いわゆるその農政ですか、そこの今予定されている住宅用地のいわゆる農業ハウスを

解体撤去すると、そのための費用であります。 

  要するに、造成はちょっと先になります。擁壁等については。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） いや、これは工事は後になるのでしょう。施工工事はね。当然こんな感じで

いるとは思いませんから。設計のことでどこまで設計されるのですかと聞いたのです。擁壁と。工

事は…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは、字のとおり読ませていただいたのですよ。用地造成に係る、分けて、

教育長を前にして失礼ですけれども、ここで切れば、用地造成に係る詳細設計と擁壁の詳細設計と、

こうなるわけで。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 私が室長をちょっと兼務させていただいたときに、このお話がありまし

て、場所といたしましては、今、山口教育長が住んでいらっしゃる東側というのですか、昔という

か、笹岡議員もよくご参加されていた椿研究会のハウスというのですか、村役場の貸しているハウ

ス、あそこの場所なのですけれども、実際にはこれ残置物というか、今あるハウスとかそういった
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ものの撤去に係る費用でして、教職員住宅自体は、東京都さんのほうで建てていただくので、その

中でここの上物をまず撤去しなさいよというのが来年度の事業としてあって、その上物の撤去に係

る費用で、設計ではなくて業務委託という形で撤去してもらうというような形なので、ちょっと文

言が設計業務と入ってしまっているのですけれども、設計は別にしませんといったところで、擁壁

の設計とか詳細のものについては、東京都が全部やっていただくと、造成費用は村で持たなければ

いけないよといったところなのですけれども、造成費用は、今のところのお話だと東京都が工事し

ていただいて、その分で擁壁とかに係る費用については、村に分担金みたいな形でお支払いいただ

くような計画になっております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは、居住するのは字のとおり教職員で、教職員は本村の職員ではありま

せんで、身分は東京都の職員で、東京都から給料いただいているわけで、それはそれで了解をして

いるわけですけれども、今の説明で撤去だけなのですか、私どもが今まで利用されてもらっていた。 

  それで、これは土地はもしなければ村が用意するのでしたっけ、村で取得して、それで用意する

のでしたっけ、取得までですか。これは、たまたま村有地ということでしょう。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  こちらなのですけれども、造成工事までは村で、用地を準備して、造成、建物が建てられるよう

な状態にするまでは村で準備してくださいと、上物だけは東京都さんのほうで準備しますよといっ

たことになっています。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ですから、私、そう思って聞いていたのですよ。撤去だけではなくて、今の

ハウス、あれを撤去だけではなくて、造成する、そのためには測量が必要ですよ、設計が必要です

よということの予算だと、書いてあるのは。造成・擁壁と書いてあるのは、そこまでの設計まで、

設計しなければ仕事できないわけで、造成までは村の仕事なのでしょう、今聞けば。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  ちょっと私の説明がまずいのですね、多分。造成までは、本来であれば村が行わなければいけな

いといったところはご理解いただけていると思うのですけれども、いかんせんあそこの今のこの予

定地が、国立公園法の指定に関わってくるところでございまして、国立公園法はあそこはかかるの
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ですよ。２種地域になってしまって、今建っているハウスとかは、農業施設なんで撤去することは

全然構わないのですけれども、もしそこの土地を今度造成とか、ある程度形状変更させる必要が出

てくるというふうに……いけないとか、になったときに、今度は、建物の設計、こういうものを造

りますよというその建物の、ここにこういうものを何階建ての何を木造でとか鉄筋コンクリートと

かいろいろあると思うのですけれども、そういう詳細な図面を持って初めて造成していいですかと

か、よくないですかとか出てくるのです、これ。これはもうルールになっているので、そこはもう

誰も何も言えないというところがございます。それで、それを行うに当たって、東京都とも何回も

私も前副村長とも東京都のほうにも教育長とも一緒に、担当のところにもお伺いさせていただいて

お話しさせていただいたのですけれども、方法として、上物を全部村さんのほうで撤去していただ

いて、今もう測量というか、ちゃんとした測量は全部終わっている。基本的な測量はもう終わって

いると、それはご予算認めていただいて、平成30年度でしたっけ、31年度かな、その辺ぐらいで測

量終わっていて、あとは上物に建っているものを村のほうで撤去してくださいと、撤去が終われば、

今度は東京都のほうできちっとした実際の測量とか設計とか入っていって、擁壁も、言うなれば東

京都さんのほうで建てていただくと、整地とか造成とか全部終わってです。その造成と擁壁にかか

った費用については、後で村に請求が来ると、分担で、あくまでも擁壁と造成の部分については、

村負担なのですよ、もともと。あくまでも東京都が負担してくれるのは、建物のお値段だけという、

なので、そこについては分担金みたいな形で、村で後でかかった費用については東京都のほうにお

支払いさせていただくというような形でないと、建物はどういうものが建つかも分からない状態で、

造成工事と擁壁工事ができないといったところになっていますので、そのような仕組みになってお

ります。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうしますと、予算・決算事業の上からすると、一旦歳出はするけれども、

利島でもって、村でもって造成設計をして造成して、それで予算の歳出をやって、業者に支払って

事業をやるけれども、その分については後日、東京都から戻入があるということですか、そうでは

ない。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  そもそもここに、用地造成詳細設計業務と書いてあるのですけれども、設計は行いません。残置

物の撤去というか、そのハウスの取り壊しとかそういうのがここで業務委託出していると。そもそ

もこの五百何万というので…… 

          〔「名称が」と言う人あり〕 
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〇住民課長（榎本雅仁君） 名称がちょっと違って、ごめんなさい。修正させていただきたい。 

          〔「造成までは村でやる」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） そうそう、だからやるのです。やるのですけれども、今回はこの予算の

中の話、まずします。531万6,000円の話、それは上のハウスを撤去する。 

          〔「それは分かる」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） そこはいいですね。そこはよくて、次の話として、実際に造成やら擁壁

工事をするのは、全部東京都さんのほうで１回行ってもらいます。 

          〔「それも分かる。それも聞いたよ、さっき」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） それで、東京都さんのほうが行ってもらって、その分を本来であれば村

が負担しなければいけないわけです。 

          〔「そうなの」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） そうなのです。 

          〔「本来は村が負担しなきゃならない事業なのに」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 事業を東京都さんが肩代わりしてやってくれるわけです。それは何でか

というお話をさっき国立公園法の話をさせていただいた。 

          〔「それと関係ないんじゃないの、国立公園は関係ないんじゃないの」 

            と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 関係あるのです。 

          〔「都がやろうが村がやろうが」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） いや、その国立公園法でまず造成を、本当に何もないところ、国立公園

指定地域でも何でもなければ、村が造成して擁壁を立てて、東京都さん建ててくださいで渡せばよ

かったのです。そこはご理解いただけていると思うのです。 

          〔「そうすると、それをやるのにはやるけれども、その分は後日東京 

            都が予算執行してくるということではないの」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） そこは、当然東京都は予算執行しますけれども、その分で本来村がやる

べきお金については、１回は東京都さんのほうで工事を行いますと、工事を行うのですけれども、

その部分については、村が東京都に対してお支払いをすると。 

          〔「東京都に」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 東京都が工事して、東京都が代金払いますよね、まず。 

          〔「土地が村、建物は東京都なんですけど、今回は東京都が一括でや 

            ると、その分、土地分は後から東京都からうちが請求を受けて払 

            うことになる」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 土地と言ってしまうとまた語弊が出る。 
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  説明合っているのですけれども、まず今回、設計を本当は村がこの用地の造成とか擁壁を造るた

めの設計とか、実際に工事というのは村が発注して、村が行わなければいけない仕事なのです。 

          〔「本来は」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 本来は。 

          〔「村の仕事なわけ」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） はい。村の仕事なのです。本来というか、そこは村の仕事なのです。 

          〔「何でそれに対して東京都が金払うの」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） そこで、建物を……そこから先が国立公園法の話になってくるのですけ

れどもというお話なのです。国立公園法の地域で用地の造成とか擁壁を立てますよとかっていって

地面を削ったり何かをする作業というのは、本来だと許可が必要なのです。絶対許可が必要なので

す。許可を取るためには、上物、要は建屋の詳細設計というか、もうこういうものを建てます、こ

ういう用途でこういうものを建てますというものを、しっかりしたものができていないと許可をい

ただけないと、許可するに当たって、上物自身の設計は東京都さんが結局行わなければいけないと

いったところで、村が造成をしたいと言って許可を取ろうにも、上物の図面がないものですからで

きないので、そうしたら東京都さんで一括で最初やってもらって、造成から何から一括でやっても

らって、後から造成で係った費用とかその辺の費用については村から払いますよと。 

          〔「村が払うの」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） これはもともと村がやらなければいけなかったことですから。というと

ころでご説明を。 

〇議長（寺田 優君） 本日は、東日本大震災の発生11年目となる日でございますので、これより弔

慰を表明するとともに、復興を願い、黙祷をささげたいと思いますので、皆さん、ご起立願います。 

  黙祷。 

          〔黙  祷〕 

〇議長（寺田 優君） ありがとうございました。おなおりください。 

  それでは、笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。 

  では、次です。次は、先般、学校施設の議員視察でお伺いしたところなのですけれども、これは

前から議会でも報告されていたと思うのですが、体育館の空調設備のリースの問題、これは130万、

これがそうなのでしょう。134万5,000円というのはそうなのでしょう。そうですよね。どうもこの

行が、何か俺の目がおかしくなってきたのかな、行がずれていくみたいで。 

          〔「体育館のエアコンの予算」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） エアコンと言えばエアコンです。空調機リースというのは470ですか、135で
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すよね。 

          〔「505ページです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ページは505ページです。 

          〔「134万5,000円です」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 134万5,000円ですよね。下の470というのは別件ですよね、別だよね。そうで

すね。 

  これは、何年です、リース期間。続けてお伺いしたいのですが、総事業費幾らで、それを何年リ

ース料をお払いになりますか。 

〇議長（寺田 優君） 山口教育長。 

          〔教育長（山口順一君）登壇〕 

〇教育長（山口順一君） お答えします。 

  総額は、正確には今申し上げられませんけれども、約1,000万円で、７年のリースであります。７

年を過ぎた後は、村のものとして、そのまま…… 

          〔「1,100万ですよね」と言う人あり〕 

〇教育長（山口順一君） 約1,000万で、７年のリース。その後は、そのまま村で使うことができると

いうことになっています。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そういうことだと、普通のリースとかローンとかという金額からすると、ち

ょっと７年というと900万ぐらいですか。 

          〔「1,100、1,000万ちょっと」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 1,000万ちょっとですね。そんなになるのですか。では、その程度の利息とい

いますか、手数料といいますか、それが取られるということですね。分かりました。 

  それで、リースですから、これは途中で何があってももう無償ということですよね、業者のこと

でね。 

  これで終わるのかな、以上で終わりですかね。 

  もう一点です。２件というか、１件みたいなものですけれども、ページも同じページ、違うか、509ペ

ージなのですけれども、分かったような分からないようなことが、今さらという感もありますけれ

ども、お伺いしますけれども、学童保育と、本村でですよ。よそでは分かります。本村の実態とし

て、学童保育と放課後事業と、事業とは書いていないのか、教室だ。509ページで、よその自治体な

ら分かるのですけれども、本村において実態として、予算枠は２つになっているわけでお伺いする

のですけれども、学童保育と、趣旨は理解しています、それぞれ。それで、放課後教室と実態的に

はどう違っていますか。これは、本村でなければ分からないと思うのです。一般論のことを聞いて
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いるわけではないのです。 

〇議長（寺田 優君） 山口教育長。 

          〔教育長（山口順一君）登壇〕 

〇教育長（山口順一君） お答えします。 

  連携型ということになっていまして、学童保育のほうは、学校の授業、放課になった後ですよね。

そこへ子供たちが行って、主に現在、低学年の子供たちですが、低学年、１年、２年、３年生が主

ですけれども、その子たちがそこへ行って、まず宿題をやって、そしてその後、自由な活動をする、

もちろん指導の下でというような活動をするというようなことで、５時までそこで、いわゆる放課

後の居場所としての学童保育、正確には利島村児童クラブといいます。 

  それから、放課後子ども教室については、小学１年生から中学３年生までが放課後に行う活動を

指しております。様々、運動クラブであったり、例えばサッカーであったり、それぞれフットサル

であったり、文化的なものもあれば、様々な活動をしております。それで、やっている子供たちは

一緒ですので、同じ利島小中学校の子供たちですので、学校とも連携を取りながら、放課後子ども

教室の指導者と、また学童の指導員が連携を取りながらやっているというのは、それが実態と言え

ば実態です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 今、そういう制度的には、先ほど教育長が説明いただいたように、学童保育

のほうは年齢制限があって、中３までが対象ではないでしょう、まだ。そうですよね。中３まで学

童の対象になっていないでしょう。 

          〔「小１から小６です」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうですよね。放課後は、３年生まで対象になっていていると、本校では、

実際的には３年生まで、小１から中３まで、両方を併用運用していて、連携といいますか、ここで

は連携になっているのかな、実態としてはそういうことで１年生から中学３年生まで教室を開いて

いるというか、保育しているというか、そういうことが実態ですよということですよね。それで、

私がちょっと、それはそのときの担当されている、関与されている職員の方の、これは両方とも会

計年度なのですか、片方は違うのですか。それで、放課後のほうの謝礼金というのと、教育活動推

進委員ですか、というのと、片方は学童保育会計年度任用職員の報酬ですか、ということが出てい

るのですけれども、これは何人でやられているのか分かりませんけれども、これは併給されている

ということですか。 

〇議長（寺田 優君） 山口教育長。 

          〔教育長（山口順一君）登壇〕 

〇教育長（山口順一君） お答えします。 
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  併給ということの意味合いがちょっと、そこからは違うような気がしますが、学童保育の指導員

については、会計年度職員です。３名ほどおります。学童保育のほうは３名。それから、放課後子

ども教室のほうは、会計年度職員ではありませんで、そこのそれぞれの団体に子どもたちを指導し

てくれるという支援員、サポーターということで、それぞれの活動の指導時間によって謝礼金が支

給されるということになっています。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは、前にお伺いしたとき、私の聞き違いか認識違いになろうと思うので

すけれども、これ教職員が担当されているという話なかったですか、放課後は。 

〇議長（寺田 優君） 山口教育長。 

          〔教育長（山口順一君）登壇〕 

〇教育長（山口順一君） お答えします。 

  教職員も指導してもらっていますし、村の一般の方も指導に当たっていただいております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それに当たられている教職員も、当然のことながら、この費用弁償、謝礼で

すか、その対象としては該当してもらっているのですよね。教職員は除かれているということでは

ないですよね。 

〇議長（寺田 優君） 山口教育長。 

          〔教育長（山口順一君）登壇〕 

〇教育長（山口順一君） お答えします。 

  教職員だけ除かれているということはありません。同じように謝礼金が支給されています。 

          〔「了解。終わります」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 一般会計で最後の質問になると思うのですけれども、重ね重ねのお願いにな

ります。井口議員、それと笹岡議員も先ほど来おっしゃっていましたけれども、モノラックのこと

です。私前に発表しているかどうか、一般質問でやっているかどうかはちょっと記憶ないのですけ

れども、村人で、以前聞いた話なのですけれども、モノラックに乗っていて、多分枝か何かに引っ

かかって、そのモノラック上から投げ出されたことがあったということを聞いたことがあるのです。 

  ということは、障害、たまたまその人は運動神経がよかったのか、男性だったのですけれども、

けがも何もしていなかったということだったのですけれども、もしけがを負って、障害を負ってし

まったということになると、ちょっと大変なことになるなという気がしたのです。ましてや、上り
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についてはいいのでしょうけれども、下りの場合には、やっぱりそれなりのＧがかかりますので、

そうするとそういう放り出される、投げ出されるということも、そういう発生も考えられなくもな

いということもあるので、先ほど来、２人の議員が言っていましたけれども、その周りの草刈りぐ

らい、要は先が見通せばいいのです。何も椿山みたいにきれいにしろと言っているわけではないの

ですけれども、せめて先が見通せるぐらい、10メートル先、20メートル先が見通せるぐらいの草刈

りというのが必要なのではないかなと思います。担当課長からも検討しますという話は伺っていま

すけれども、昔から、役人の前向きに検討しますというのは、イコールやらないことだというよう

な話もちまたではささやかれていましたので、そういうことのないように本当に前向きに、ぜひ実

施の方向で検討いただきたいと思います。 

  以上で終わります。 

〇議長（寺田 優君） それでは、質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。討論はございますか。 

  井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 本案には賛成いたします。これ各議員からいろいろ要望もあったり、お願い

もあったりというところ、行政のほうではよくそこら辺を酌み取っていただいて、今後の会計年度

がスムーズに行くようによろしくお願いいたします。本案に賛成いたします。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 私は、住宅と（株）ＴＯＳＨＩＭＡの件があるので、それには反対なのです

けれども、条件つきで賛成します。 

〇議長（寺田 優君） 条件つきってないのだよ。 

          〔「賛成だと」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 賛成だということなのだ。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私は、原案に反対いたします。質疑、質問で大部分のところの実態が明らか

になってきたと思うのです。その理由を述べさせていただきます。 

  何といっても、石野議員も今条件つきという話がありましたけれども、正直言って、私条件つき

という意味が分かりませんけれども、（株）ＴＯＳＨＩＭＡもそうです。住宅もそうです。それから、

（株）ＴＯＳＨＩＭＡにしてみれば、人件費の問題があるようです。住民感情としてですね。退職

金の問題もあるでしょうし、その他あると思います。それから、機材、重機の扱いについても先ほ

ど来述べてきたように、これはやっぱり問題だと思っています。そういうことで、賛成しかねると
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いう１点あります。 

  それから、述べていきますけれども、車についてもモビリティ車についても、これもわけが分か

らぬと、これは。何でこういうものが必要なのだろうと、300万もかけて、300万かけるかどうかは

知りませんけれども、本村でこれ大メーカーがテスト的にやるのに、本村がこれへ加わってどうす

るのだと。未来に向けての投資とは言ったって、その投資という意味は分かりませんということで

す。 

  それから、防災計画、これは私は直接質問していないのですけれども、マップをつけて簡易的な

パンフみたいだかリーフだか分かりませんが、それはお配りするけれども、あとは行政用に作るの

だという、簡単に言えばですよ。関係者用に作るということもいまいち合点がいかないと。しっか

り、要は住民が必要なので、行政が必要な面もあるでしょうけれども、これはやっぱりきちんと皆

さんに配布されたいと思っています。 

  それから、顧問弁護士、これについてもるる述べましたけれども、特に今使わなくても、事ある

ごとに要請しているのだろうと、依頼して、何も定額40万円相当の金を支払わなくてもいいだろう

と、こう思います。 

  それから、もろもろあるのですけれども、それと今、前田副議長が言いましたけれども、少し検

討、言葉を前向きに検討しますイコールやりませんと、そうは言いにくいからそう言ったまでだと

いうことで、前向きと言えば、余計なことを言ったような気がする、そう言っては失礼ですけれど

も、前向きとわざわざくっつけたら、もうやらないことを期待しているなと、期待しているという

か、そういうことはお認めだと、もう既に。ということになると、前向きに検討します、やらない

のだなと、こういうことになろうかと思うのですけれども、本人は、質問者はそうは言っていない

のだけれども、そういうことで感じています。 

  それから、検討しますということで話がしたいのですけれども、私は、可能性があると言ってい

ましたよと、議事録の問題です。そうしたらば、いや、そんなことは言っていませんよと、議事録

にはこう書いてありますということで、検討しますと言ったのですと、それは議事録見て分かりま

した。前向きかどうかはともかく、検討しますと言うと期待するのです。この結果を見てみましょ

うかと。12月には、私……ですよ。前田議員が言うように、言って申し訳ないのですけれども、あ

らかじめ準備していてやりますと、やらないのだろう。だったら分かりやすく言ってください、や

りませんと。それのほうが分かりがいい。役人用語というのは、それは……も聞かないでもないけ

れども、そういうものまねはしなくてもいいのだろうと思います。 

  検討しますと言ったら期待します、一般の人は。そういう意味で前向きはともかく、我が村に行

政体と議会との関係においては、村長が言う信頼関係という意味では、ぜひ言葉遣いにも気をつけ

ていただきたいと。それで、後になって、私は可能性がありますと言ったのですよと質問しました。

というのは、可能性がある、はい、やりますと、こう言ったとは言っていないのです。可能性があ
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ると思ったのです、まさに、検討しますと言ったから。ところが、あれは12月です。それから、３

か月してみたらば、村長は明確にやりませんと、それはやりません。あれは何だったのだという思

いをするのです。言うなら、行政を信頼したいのだけれども、そういうことをくるくる、くるくる

変わられると、言葉のあやを取り取り言われると、ちょっとどうする。先ほども言いましたけれど

も、もう口のきき方から何から非常に細心の注意を払わなければいけない。それは、注意を払うの

はいいとしてですよ。ということで、約束事が私に言わせれば、何か簡単にひっくり返されるとい

うことが一つ大きくあります。 

  それから、何よりも言ったことを言ったか言わないかということが問題になりました。もう私は、

言ったのかと言わないのかということをここで提起して論じ合うということは、この間、それ以後

避けてきました。避けてというか、再質問してこなかったです。その点で申し上げておきたいと思

うのです。 

  住宅の問題で論じ合いました。29万円論。これは、そういうことは言っていないということの話

のようでした。私が言った質問とはですね。ところが、議員の皆さんをはじめ職員の皆さん、村長

はじめ、発言録を見てほしい、テープレコーダーを起こして、議事録を起こしてくれと、私は議事

録を見ましょうかと言いました。しかし、それは時間の関係もあって、まさか議事録を云々という

ことはやりませんでした。 

  そこでです。そこで、皆さん後日いいです。その件で言えば、議員さんも村長はじめ職員の皆さ

んも言いますので、石野議員に対するその部分に対する質問、答弁、それを後日読んでみてくださ

い。どういう答弁しているのか。 

  それから、議事録についてです。議事録について、村長は何を言ったか、どう言ったか。それも

答弁書に書いてあります、答弁書ですよ。それも読んでみてください。 

  それからさらに、総合交付金、とうとう東京都との信頼関係を維持するために、議会では公表で

きないと、それでやってきました。私提起しました。しかし、納得していませんよと言った。後で、

誰が作ったか知りませんけれども、この書類見てください、この書類を。誰も言っていない、これ。

あれだけ私言ったけれども、その後、何とも言っていない。東京都との約束、あるいは話、信頼関

係を維持するため、何やったか。オープンにしているのです、オープンに。それを見る限り、本村

が振興交付金を要請したのは３事業だけ、そんなことも信頼関係と言われて、私はおこがましい言

い方かもしれませんけれども、私だってミスもあればポカもあります。見間違いも聞き違いもあり

ます。しかし、あれだけ頑張るところを見ると、しかも東京都との信頼壊すから、信頼関係を損な

うから、議会には言われても答弁できませんと、こう頑張り通したのだ。その本人が東京都と自ら

公開している、交付金の内容を。これに対して職員のどなた一人、いやちょっと違うよと、私途中

で言いました。何々の事業が交付金となっていますよと。それで、まだ言いました。（株）ＴＯＳＨ

ＩＭＡに対する補助金、これは村長、副村長がかつて総合交付金を充当していますと、こう言った
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と、そしてそのときには、余れば返すと言ったと、こう言いましたと言った。そうしたら副村長は、

いや、そんなことありませんと、こういう答弁でした。それは古い話です。 

  だけれども、古いか新しい、前村長の時代というのはともかくとして、今度まざまざとこの本村

の行政の在り方を体験しました。こういう村政の中で予算を、あるいは議案をというのは非常に厳

しい。その内容もそうです。個々の事案について、これこれこうだということで申し上げました。 

  それと、もう一つは、これが大事なのですけれども、住民の要求というのはほとんど聞き入れて

もらえませんでした。私書きました。前村長のときも厳しかったと、全然、ゼロだとは言いません。

今度の村長さん、人材も豊富なようですから、その辺も言葉は書きましたけれども、可能な限り頑

張っていただいて、何とか住民の利益にかなうような要望について近づけてほしいという要望をし

ました。しかし、残念ながらそれに応えられる事業はありませんでした。応えていただいた事業は。

モノラックもしかりです。一例を言えばですよ。ぜひこういうのを実現できるものはやってほしい。 

  長くなって恐縮なのですけれども、私はそういうことで、何としてもこれはただしていってほし

いと、行政体が。我々も気をつけるところは気をつけましょう。 

  最後に、例の副村長が答弁されている道路の問題です。これは、途中で消えました。私が途中ま

で質問して時間が切れたのですけれども、あれの中に、私が軽視できないなと思ったのは、刑事事

件に持ち込んでいます。往来妨害罪で２年以上の懲役、これになりますよと、これこそが住民の前

で言う言葉かと、これは。恐ろしいです。まだ争い事なのですね、これは、争い事と言えば。村長

は、否定していないからあえて言うのですけれども、１月７日に行って、本人が話をしたらば、分

かりましたと帰ってきたのだと、それでは村さん分かってくれたとこう思っているのだ。もうあの

問題は解決したと思っている。ところがどっこいだ。村に逆らうと、議会で言われたのは、俺は逮

捕されて懲役２年だと、そんなことは知らないですよ。それこそ住民と村長の票集めに行っている

のだから、そういうことにあなたはなりますよと、それでいいですかねとぐらい言ったらいいのだ

ろうと思う。言えばいいというものではない。内容が違う。言い方がすれ違っているのだ。本人に

は本人の主張がある。本人の言葉をあえて言わせてもらえば、私は何らうそを言う必要がないのだ

と、こう言っています。 

  もろもろそういう関係があって、私はやはり議会を、言うなら、あることをないことに、あるの

にないことに、その最たるものは先ほどの発言録、答弁録、これも後で読んでください。これを皆

さん読んで、当人はもとより住民の皆さんいろいろ見方、受け止め方はあるでしょう。だけれども、

私は、それに基づいて質問してきたし、そういう認識で村長が議会だよりで言えば、村長はお願い

しますとこう言っているので、これは議会に投げられたなと、やりましょうよと、やらなければい

かぬなとこう思っていました。これが２年先だか３年先だか分からないみたいな話になった。いつ

でもいいみたいな、いつでもいいとは言いませんよ。もう言葉遣いが大変なのだけれども、そうい

うことで、総合交付金しかり、どう責任取ってくれるのだと、副村長が議会議員に責任取ったら、
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あの住宅にしますよと、それは謝罪したということになっていますけれども、私はそういう今の行

政の下で、施策の一つ一つが説明に誠意が感じられないと、これは。施策のちょっと問題があると

思うと、当然。だから、言ってきたのです、弁護士は要らないよと、要らないと言うとおかしいで

すけれども、対応できるよと、それは絶対違いますということで言ってきました。 

  そういうことで、長くなって申し訳なかったですけれども、途中でただしませんでした。 

  以上述べまして、この原案には反対です。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） それでは、ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、討論を終了いたします。 

  これより採決を行います。 

  議案第30号 令和４年度東京都利島村一般会計予算を採決いたします。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 賛成多数。 

  よって、議案第30号 令和４年度東京都利島村一般会計予算は、原案のとおり可決承認されまし

た。 

  ここで10分間休憩をいたします。 

          （休憩 午後 ３時２０分） 

                                           

          （再開 午後 ３時３０分） 

〇議長（寺田 優君） 休憩を解いて会議に戻ります。 

 

    ◎日程第３２ 議案第３１号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別 

会計（事業勘定）予算 

     日程第３３ 議案第３２号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別 

会計（直診勘定）予算 

     日程第３６ 議案第３５号 令和４年度東京都利島村介護保険事業特別会計 

（事業勘定）予算 

     日程第３７ 議案第３６号 令和４年度東京都利島村後期高齢者医療事業特 

別会計予算 

 

〇議長（寺田 優君） 次は、日程32、議案第31号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別
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会計（事業勘定）予算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村田村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第31号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

予算。 

  令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算は、次に定めるところによ

る。 

  以下、詳細は住民課長のほうから説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 令和４年度の利島村国民健康保険事業特別会計の事業勘定の当初予算に

ついてご説明申し上げます。 

  歳入歳出は、それぞれ7,509万5,000円となってございます。内訳でございますが、まず歳入のほ

うにおきますと、前年とほとんど変わってございません。特段何かが大きく変わるようなことはご

ざいません。 

  歳出に行かせていただきます。歳出のほうもちょっと大きく変わるところといたしましては、一

般管理のほうの部分は、減額となっていますけれども、こちらのほう、システム改修の費用が多少

変わっているといったところに関わって、今まで、一番下、委託料の国民健康保険システム改修委

託料のほうが下がっているといったところが挙げられるかなと思いますが、あと529ページです。一

般管理費のところの12の委託料のところです。こちらのほうがシステム改修のほうが、費用がいつ

もよりかかっていない、前年よりもかかっていないといったところで、減額となっている部分が主

な部分と、あと次のページ、531ページでございます。１枚おめくりください。保険料なのですけれ

ども、前年度で一般被保険者の療養給付費ですけれども、大体の方の医療費の７割部分に当たる部

分です。こちらのほうがコロナ禍も踏まえて、やはり医療機関にかかる方がちょっと減っていると

いったところも踏まえて、2,000万円なのですけれども、若干の減少になっているといったところで

ございます。 

  あと、おめくりいただいて、537ページですか。こちらのほうは、繰出金のほうで直営診療施設勘

定、直営のほうの繰出金でございますが、こちらのほうは今年度についてはコロナの補助金が多々

当たっているといったところから、そこが足らなくなったため、直接繰り出しする額が国民健康保

険からすると増えているといったところになります。 

  以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明を終わります。 
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  これより質疑を行います。 

  質問のある議員は挙手願います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 議事進行で今回に限ってということで提案させて、いつもそうかということ

ではないので、お諮りをお願いしたいと思うのですけれども、国保の事業と、それから直診と、そ

れから後期高齢、それから介護、この４本を一括して審議されて、採決は個別にやるということと、

それから簡水と浄化槽、これは一括でやるということで提案させて、特に何かという理由というの

はありませんけれども、されてもいいのかなと思うので、そのように今回、今度もずっとというこ

とではありません。いつでもということではないのですけれども、提案をさせていただきたいと思

います。 

〇議長（寺田 優君） ただいま笹岡議員より、議案第31号、32号、35号、36号を一括して審議して、

採決は個別にということで、それから、33号、34号を一括で審議をし、採決は別々でというご提案

がありましたが、お諮りいたします。 

  そのようにしても結構だという議員は挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成ですので、そのように取り計らいます。 

  それでは、日程第33、議案第32号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘

定）予算と、日程第36、議案第35号 令和４年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）

予算、日程第37、議案第36号 令和４年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計予算を一括し

て審議をいたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） それでは、３議案、一括して上程させていただきます。 

  まず、議案第32号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）予算。 

  令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）予算は、次に定めるところによ

る。 

  続きまして、593ページの議案第35号 令和４年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）

予算。 

  令和４年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）予算は、次に定めるところによる。 

  続きまして、619ページの議案第36号 令和４年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計予

算。 
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  令和４年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

  それぞれ詳細につきましては、住民課長のほうから説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） それではまず、議案第32号の令和４年利島村国民健康保険事業特別会計

の直診勘定についてのご説明申し上げます。 

  歳入歳出それぞれ6,929万6,000円となってございます。では、主に歳出のほうのご説明を申し上

げさせていただきたいと思います。 

  551ページを御覧ください。こちらのほうは、前年度から約300万近く減額となってはおりますが、

ここまで、主な原因は委託料のところでございまして、委託料の部分で、臨時看護師の派遣委託に

関するところです。コロナ禍ということで、実際には、１名、臨時看護師入れていたといったとこ

ろで、その分について減っているといったところが１点挙げられます。そこで大体300万ぐらい減額

なっているといったところでございます。その他の医療費とか歯科医の招聘とか、その辺について

は前年どおりの予算案となってございます。診療所会計については以上でございます。 

  続きまして、議案第35号、介護保険事業特別会計（事業勘定）のほうに入らせていただきます。

歳入歳出はそれぞれ4,987万4,000円となってございます。こちらのほうも大きく変わるところでい

きますと、歳出でいきますと607ページでございます。人件費に当たる部分なのですけれども、人件

費のほうが職員の入れ替わりがありましたので、そこの部分で人件費のほうが実際には400万ぐらい

ですか、変わっているといったところと、あと介護のシステム管理で、昨年度同じく300万ぐらい、

昨年度は760万、システムの改修とか入っていたところが400万になったといったところで、その分

の差で600万と、300万と300万で大体600万円の減額となっているといったところでございます。 

  その他保険給付費につきましては、補正予算のほうでもお話しさせていただきましたけれども、

609ページの居宅介護サービス給付費、こちらのほう、本土でのデイサービスなんかのサービスを受

けた方が見込みがないものですから、減額させていただいているといったところで、そこが科目存

置として1,000円だけ計上させていただいて、404万6,000円を減額させていただいているといったと

ころになります。 

  その他のところで大幅な増減は特にございません。 

  続きまして、議案第36号、後期高齢者医療事業特別会計のほうの予算についてご説明申し上げま

す。こちらのほう、歳入歳出それぞれ639万7,000円と今回させていただいております。 

  こちらも、まず歳出のほうのご説明をさせていただきますけれども、まず減っているところは、

徴収費といったところでございます。629ページでございます。こちらのシステムの賃借料ですけれ

ども、システム使用料のほうが今まで改修費として計上させていただいていた、昨年度改修費が入

っていたのですけれども、その部分が皆減となっておりまして、79万2,000円減額になっていると、
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また広域連合への分賦金、これは主に医療の給付の部分ですけれども、そちらのほうもコロナ禍と

いうこともあり、医療機関にかかる方が少なかったといったところも踏まえまして、広域連合から

示されている負担金の金額が少なくなっているといったところでございます。それに伴って、それ

ぞれ一般会計からの繰入金が減っているといったような現状となっております。 

  以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質問のある議員は挙手願います。いませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） いないようですので、質疑を終了します。 

  これより採決を行ってまいりたいと思います。 

  議案第31号の討論も省略してよろしいですね。 

          〔「討論だけは」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 討論しますか。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 31号。 

  では、国民健康保険事業特別会計の討論をしてください。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 先ほど議事の進行を提案させていただきましたけれども、こういうことで度

々そのために立つのもせわしいですから、私は、一般会計に反対していますので、そこから関連す

る予算が、繰り出し、繰越しがあるだろうと思う。全ての会計にね。あるだろうということで、毎

回毎回案件ごとに反対討論しませんけれども、そういうことで全ての特別会計に反対せざるを得な

いということで、ご了解をいただきたいと思います。 

  挙手しないということで、ご認識をいただければと思っています。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、これより採決を行います。 

  議案第31号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算を採決いたし

ます。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 
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〇議長（寺田 優君） 賛成多数です。 

  よって、議案第31号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）予算は原

案のとおり可決承認されました。 

  引き続き、議案第32号の討論を行いますが、討論はさっきの理由で、笹岡議員はそういうことで

す。 

  ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） なければ、討論を終了し、採決を行います。 

  議案第32号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）予算を採決いたし

ます。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 賛成多数です。 

  よって、議案第32号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）予算は原

案のとおり可決承認されました。 

  議案第35号の討論を行いますが、笹岡議員はさっき述べたとおりでございます。 

  ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、採決を行います。 

  議案第35号 令和４年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）予算の採決を行います。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 賛成多数です。 

  議案第35号 令和４年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）予算は原案のとおり可

決承認されました。 

  議案第36号の討論を行います。笹岡議員は、以下のとおりです。 

  ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、議案第36号 令和４年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会

計予算を採決いたします。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 賛成多数です。 
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  よって、議案第36号 令和４年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計予算は原案のとおり

可決承認されました。 

 

    ◎日程第３４ 議案第３３号 令和４年度東京都利島村簡易水道事業特別会計 

予算 

     日程第３５ 議案第３４号 令和４年度東京都利島村合併処理浄化槽事業特 

別会計予算 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程34、議案第33号 令和４年度東京都利島村簡易水道事業特別

会計予算、それから日程第35、議案第34号 令和４年度東京都利島村合併処理浄化槽事業特別会計

予算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第33号 令和４年度東京都利島村簡易水道事業特別会計予算。 

  令和４年度東京都利島村簡易水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

  続きまして、597ページの議案第34号 令和４年度東京都利島村合併処理浄化槽事業特別会計予

算。 

  令和４年度東京都利島村合併処理浄化槽事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

  詳細につきましては、環境建設課長より説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） よろしくお願いします。令和４年度東京都島村簡易水道事業特別会

計予算。 

  歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ8,161万7,000円とする。 

  567ページを御覧ください。水道使用料は、前年度と同じふうに見込んでおります。真ん中ほどに

ございます簡易水道都補助金のところでございますけれども、572、573ページを御覧いただいて、

令和４年度において老朽管の更新事業の中で、これもまたもう堂山線のところの配水管のところの

布設工事のための実施設計を来年度行わせていただきますので、これの10分の７というところの財

源を予定しております。 

  570、571ページを御覧ください。真ん中よりも下ほどにあります委託料でございます。簡水と下

水道事業、浄化槽会計のところのシステム導入のところの運営業務の委託をさせていただくところ

と、これで自身もあれなのですけれども、令和５年度、今度が４年度、次が５年度になるわけで、
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令和６年度からも簡水、浄化槽事業とも地方公営企業法の全部適用というところを受けるような形

になりますので、より企業さんの会計としてやっていくというところなのですけれども、そちらの

ところで施設とか設備とかの資産になるのですけれども、こちらのちゃんと評価をして、固定資産

台帳というところで整理、一般会計とかそのものよりも余計細かいものを整備させていただきます。 

  では、浄化槽会計でございますけれども、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ5,967万3,000円

とする。ページが577ページです。 

  次に、584、585ページを御覧ください。浄化槽使用料のほうは若干の減、施設の入れ替わり等ご

ざいまして、人の入れ替わりがございまして、若干の減を見込んでおります。 

  587ページの公営企業法適化というところでございますが、簡水と同じでございまして、固定資産

の評価台帳等の作成をまた委託してまいります。同じ業務をそれぞれの会計で行ってまいります。 

  汚泥再生処理センターの委託料に関しましては、また今年度もかかってはいます。 

  説明は以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質問のある議員は挙手願います。 

  前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 汚泥のほうなのですけれども、委託料ということなのです。これ入札制度で

したよね、たしか。今変わった。処理をしてもらうと、今変わったのですか。 

          〔「もともとしてない」と言う人あり〕 

〇１番（前田 清君） 違うの。業者に頼んでやってもらっているという、あれはそれと違うわけ。

汚泥処理ではなかったっけ。 

  入札でやっているというのは。 

〇議長（寺田 優君） 汚泥のほう。 

〇１番（前田 清君） 汚泥のほう。やっていなかったっけ。最初から委託。 

          〔「随契を」と言う人あり〕 

〇１番（前田 清君） 随契。では、質問なし。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

  石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 説明がちょっと分からなかったので、詳しく教えてください。587ページ、地

方公営企業法適化基本方針策定業務と、これ何ですか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 
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          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 571ページの簡水のほうで説明させていただいたのですけれども、こ

の下水道会計なのですけれども、浄化槽会計に関しましてもまた地方公営企業法の適用を受けるよ

うな会計になってまいります。そのために、また固定資産台帳の整理、施設の評価等を行って、固

定資産台帳の整理を行っています。先ほど申し上げたとおり、一般会計のそれよりもまた細かいよ

うな評価を行って、整理を行ってまいる。簡水と同じ作業を行ってまいります。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） これ固定資産だけなのですか。固定資産を管理するだけ、ほかのあれはない

わけ、ただ浄化槽の固定資産だけ。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 固定資産だけと言うとあれなのですけれども、浄化槽会計で持って

いる設備といいますか、浄化槽、個別排水処理施設を整備しましたとか、バキュームカー…… 

          〔「各家の浄化槽」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 各家の浄化槽、それが下水道の中の個別排水処理施設整備事業とい

うメニューになるのですけれども、その浄化槽ですよね。それらの資産としての整理を行っていく。

固定資産台帳を作っていくという事業でございます。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） そうです。浄化槽会計と簡水会計が会社さんの会計というところに

近づいてくるのです。公営企業ということで、そのための経営資産というのをちゃんと出すと。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 水道と同じあれだって言いましたよね、水道。これは、水道料金は入らない

わけですね、水道料金。水道の料金というか、そういうものは。企業会計、何だっけ、今。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 簡易水道を維持するところに水道使用料をいただいておりまして、

浄化槽の維持管理、汚泥再生処理センターもそうですけれども、そこに関してその浄化槽使用料と

いう形でいただいておりますので、水道料金がその浄化槽に入ってくるということないです。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） この地方公営企業法適化基本方針策定業務って、基本方針というのは、水道
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にもあるということなので、水道料金にはこの基本方針というのは入っていないのですか、入らな

いのですか。関係ない。 

          〔「水道料金が値上がりするか」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 値上がりというか、そういうあれはないの、これには関係ないのかな、この

法には。 

〇議長（寺田 優君） 出口会計管理課長。 

          〔会計管理課長（出口貴司君）登壇〕 

〇会計管理課長（出口貴司君） 石野議員の質問にお答えします。 

  すみません。この587ページ、12委託料の地方公営企業法適化基本方針策定業務というのは、すみ

ません、これ間違えています。この業務というのは、水道会計も浄化槽も令和２年度に終わってお

ります。基本方針策定、この方針を策定しまして、令和３年度、今年と来年、令和４年度、２か年

かけて水道の会計と浄化槽の会計、２つの会計別々で各固定資産の洗い出しをして台帳を作成して

おります。 

  例えば水道だったら、うちだと昭和四十何年か分かりませんけれども、そこから要は水道がもう

使ったやつを全て今業者のほうで洗い出ししています。浄化槽にもうちですと、平成８年ぐらいか

ら浄化槽を設置し始めているのですけれども、そこから全部工事費どのくらいかかったとかという

のを全部洗い出しして台帳を今作成しているところでございます。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了いたします。 

  議案第33号の討論を行いますが、笹岡議員は今までの理由で…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ああ、そうか。やっていない。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） この一括審議に対する２案についても、一般会計で反対していますので、そ

こから繰入れ、繰り出しがある会計については、同じように、一般会計で反対している関係上、賛

成はしかねるということで、次の会計もありますけれども、またもここへ来ませんが、そういうこ

とで議長には配慮いただきたいと思います。反対をいたします。 

〇議長（寺田 優君） ほかに討論ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、討論を終了して、採決を行います。 
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  議案第33号 令和４年度東京都利島村簡易水道事業特別会計予算を採決いたします。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 賛成多数です。 

  よって、議案第33号 令和４年度東京都利島村簡易水道事業特別会計予算は原案のとおり可決承

認されました。 

  議案第34号の討論を行います。笹岡議員は、今までの理由で反対ということで、ほかにございま

すか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、討論を終了し、採決を行います。 

  議案第34号 令和４年度東京都利島村合併処理浄化槽事業特別会計予算を採決いたします。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 賛成多数です。 

  よって、議案第34号 令和４年度東京都利島村合併処理浄化槽事業特別会計予算は原案のとおり

可決承認されました。 

 

    ◎日程第３８ 議員提出議案第１号 国民の祝日「海の日」の７月２０日への 

                     固定化を求める意見書 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、議員提出議案第１号 国民の祝日「海の日」の７月20日への固定

化を求める意見書について審議いたします。 

  前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） それでは、議員提出議案第１号 国民の祝日「海の日」の７月20日への固定

化を求める意見書について。上記議案を議会規則13条の規定により提出いたします。 

  令和４年３月７日、提出者、利島村村議会副議長、前田清。 

  提案理由ですけれども、海の日は、国民の一人一人が海をめぐる様々な状況に思いを馳せ、「海の

恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」という趣旨に思いをいたす機運を盛り上げる

ことが極めて重要であり、「海の日」を７月20日に固定化するよう求めるため。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 意見書の内容については、朗読を省略します。 

  早速採決を行いたいと思います。 
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  議員提出議案第１号 国民の祝日「海の日」の７月20日への固定化を求める意見書を採決いたし

ます。 

  賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議員提出議案第１号 国民の祝日「海の日」の７月20日への固定化を求める意見書は原

案のとおり可決承認されましたので、意見書を総理大臣宛てに送ってください。 

  よろしくお願いいたします。 

 

    ◎閉会の宣告 

 

〇議長（寺田 優君） 以上をもちまして、本定例会に付された議案は全て終了いたしました。 

  お諮りいたします。これにて散会してもよろしいでしょうか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、議会はこれで終了いたします。 

                                   （午後 ４時１０分） 
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