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利島村告示第２８号 

 

令和４年第２回（６月）利島村議会定例会を下記のとおり招集する。 

  令和４年５月１３日 

 

 

 

利島村長  村 山 将 人 

 

 

                 記 

 

１ 日  時 令和４年６月１６日（木） 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２回利島村議会定例会 

 

議事日程第１号                        ６月１６日午前９時３０分開会 

 

日程第 １ 行政報告 

日程第 ２ 一般質問 

       ５番  井 口   保 君 

       １番  前 田   清 君 

       ３番  笹 岡 壽 一 君 

       ４番  石 野   治 君 
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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 住民課長 榎  本  雅  仁  君 

環境建設 
課  長 

上  野     崇  君 会計課長 出  口  貴  司  君 

  教育委員 
  会 室 長 

鈴  木  広  一  君 
産  業 
観 光 課 
主  幹 

荻  野     了  君 

  総務課長 
  補  佐 

隅     智  孝  君 
環境建設 
課長補佐 

前  田     裕  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） 皆さん、おはようございます。定刻となりましたので、これより令和４年第

２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。 

  今回の定例会は、前田副議長と笹岡議員に議事録署名人をお願いいたします。 

 

    ◎会期の決定 

 

〇議長（寺田 優君） 会期についてお諮りいたします。 

  どなたかご意見ございますか。。 

前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） おはようございます。会期についてですけれども、本日16日と、明日の17日

の２日間を提案いたします。 

〇議長（寺田 優君） ほかにご意見ございますか。 

          〔発言する人なし〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、採決を行います。 

  会期については、６月16日、６月17日の２日間とすることに賛成の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。 

  よって、会期については、本日６月16日から明日の６月17日の２日間といたします。 

  日程についてお諮りいたします。ご意見ございますか。 

          〔発言する人なし〕 

〇議長（寺田 優君） なければ、執行部が日程を組んでおりますので、その順番でやっていきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

    ◎日程第１ 行政報告 
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〇議長（寺田 優君） それでは、早速日程１の行政報告から入っていきます。 

  執行部の報告をお願いいたします。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 行政報告。 

  この報告は、令和４年第１回定例議会終了の日（令和４年３月14日）の翌日から令和４年第２回

定例議会予定日（令和４年６月16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、村長。 

  １、住宅建設事業に関して。 

  第１回定例会、３月の議会です。において私の説明では、「時間的メリット・財政負担の観点から

住宅のリース契約によって単身用住宅を今年度をめどに整備する」旨の説明をしました。その後、

庁内でプロジェクトチームを編成し、年度内整備に向けて検討を進めてまいりましたが、様々な課

題があり、スケジュール的にも年度内の整備が難しいとの判断に至りました。課題解決に向け引き

続き検討は進めるものの、島内の住宅逼迫状況に変わりはなく、別場所にて住宅を早急に整備する

方法も検討を開始しました。３月議会での説明と異なったことに対し、議会や住民の方々にはおわ

びを申し上げます。引き続き年度内の整備を目指し、最後まで粘り強く、島内住宅不足問題の解決

に向けて努力してまいりたいと考えています。申し訳ございませんでした。 

  ２、総合計画について。 

  現在、利島村第四次総合計画（後期）策定に向けて、庁内で検討を進めているところであります。

６月中に全住民に対するアンケートを実施し、その結果を基に総合開発審議会にて審議していただ

きたいと考えています。住民の方々にはアンケートにご協力いただき、島づくりに参加していただ

きたいと考えております。 

  ３、村長と話そうの会について。 

  ５月20日（金曜日）、５月27日（金曜日）、これ予定ではなく、実施しております。６月３日（金

曜日）、これも予定でなく、実施しました。「村長と話そうの会」を開催しました。当初は今年の１

月に開催する予定でありましたが、感染症予防の観点から見送っていました。当日は様々な意見が

出ました。今回は、世代を分けての開催でありましたが、今後は新たな区分けで開催を検討してま

いりたいと考えています。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 
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〇総務課長補佐（隅 智孝君） 総務課長、阿部に代わり私が行政報告させていただきます。 

  まず初めに、地方交付税の交付についてです。 

  令和４年３月22日付で令和３年度の特別交付税（３月交付分）ですが、6,149万円が交付されまし

た。これによって（12月交付分）298万6,000円と合わせて令和３年度の特別交付税の総額が6,447万

6,000円となってございます。 

  また、普通交付税については、３億9,058万9,000円を交付されておりまして、令和３年度地方交

付税の総額は４億5,506万5,000円となってございます。 

  過去５年間の地方交付税の推移を載せてございますが、令和３年度に関しては高い水準での交付

となってございます。 

  続いて、陸上自衛隊による離島慣熟訓練の実施でございます。 

令和４年５月19日の午前及び午後の２回、陸上自衛隊による離島慣熟訓練が実施されています。 

今回は、ＣＨ―47、通称チヌークを使用した訓練で、当日は陸上自衛隊からの要望で半径100メー

トル以内の立入りを禁止かつ交通規制を行った訓練となってございます。 

また、懸案事項であった夜間の設置型照明については、午前中の訓練時にヘリのダウンウォッシ

ュに耐えられることが確認できまして、夜間訓練も無事に実施することができました。 

住民の皆様のご協力のおかげで、利島村では初めてとなるチヌーク離着陸訓練を無事に実施する

ことができまして、感謝申し上げます。 

以上です。 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、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） 行政報告、報告者、住民課長。 

  １、言語聴覚士（ＳＴ）による講演と専門診療（耳鼻咽喉科）についてでございます。 

  令和４年５月18日（水曜日）に言語聴覚士による「加齢性難聴と認知症について」の講演を行い

ました。主に高齢者の方９名の方の参加がございました。また、専門診療で来島していた耳鼻咽喉

科の専門医による補聴器の導入の説明がその際なされました。 

専門医からは、補聴器を正しく使用するには、一定期間（約１か月程度）の装着をずっと続ける。

朝起きてから夜寝るまで続けるような、ちょっと多少うるさいとか、そういったところもあるけれ

ども、ずっと続けていないと、なかなか慣れないよというようなお話や、あとまた調整を行う必要

があるということでございました。 

今後、どのような支援を行っていけるかを検討していくところでございます。 

２、新型コロナウイルスワクチンの追加接種（４回目）についてでございます。 

４回目のワクチン接種は、令和４年６月、ＩＰ告知でもお知らせしていますけれども、６月21日

に実施することが決定しております。対象者は60歳以上の高齢者と基礎疾患のある方でございます。
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ここで、広報となっているのですけれども、時間的な都合がございましたので、ＩＰ告知端末のほ

うで周知させていただいております。 

今後、対象者が拡大する場合には、東京都と相談しながら、ワクチンの供給を受け、早期に実施

していく所存でございます。 

３、理学療法士（ＰＴ）の受入れについてでございます。 

６月１日より利島村社会福祉協議会（地域包括支援センター）に平成医療福祉グループ（世田谷

記念病院さん）から理学療法士１名が１年間派遣されることとなりました。１年間を通じて専門職

が島内に在中、島内に在島するため、高齢者をはじめとした村民全体の健康の増進につながるよう

関係機関等と連携を図っていくところでございます。 

これに先立ち、平成医療福祉グループの代表が５月20日（１泊２日）で来島し、村長と会談を行

いました。これを機会にグループとしても協力できるところは協力していきたいという旨代表のほ

うからお話がありました。 

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） おはようございます。では、よろしくお願いいたします。 

  行政報告、環境建設課長。 

  １、「電柱のない島」の先行的整備について。 

  東京都が令和４年１月に策定した「東京都島しょ地域無電柱化整備計画」を進めるため、都が「「電

柱のない島」の先行的整備」」を実施することとなり、利島村が実施対象の区域として選ばれました。 

  都道については東京都が事業主体となり、無電柱化を進めますが、村道については利島村が事業

主体となり、国や東京都の補助金を受け、また東京都より技術支援を受け、無電柱化事業を進めて

いくことになります。 

  今年度、村道において無電柱化計画の策定を行い、策定後は台風の通過等においても、浄水場や

清掃センターへの送電・通信を継続できるよう村道堂山線、遊歩道ですが、の予備設計の基本設計

を行います。 

  ２番目、集落環境清掃・美化の日の実施について。 

  令和４年６月４日（土曜日）、集落環境の一斉清掃を実施しました。参加いただいた方に感謝申し

上げます。ありがとうございます。 

  ３、浄水場脱塩設備井戸ポンプ増設工事について。 

  令和３年度の繰越明許となった浄水場脱塩設備井戸ポンプ増設工事について、現在掘削作業を行

うため、追加の作業費用算定の協議及び東京都の簡易水道補助金の追加要望を行っています。 

  ５月の降雨で一旦貯水池の貯水量は回復したものの、掘削作業中はその振動等から取水される原
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水に影響が出るおそれがあることから、井戸ポンプからの取水を停止することとなります。 

  そのため、皆様におかれましては、改めて無理のない範囲での節水を続けていただきますようお

願い申し上げます。 

  なお、工事の再開は６月20日を予定しております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 荻野産業観光課主幹。 

          〔産業観光課主幹（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） よろしくお願いします。 

  行政報告、報告者、産業観光課主幹。 

  １、椿害虫薬剤散布について。 

  令和４年４月21日（木曜日）、第１回目のエダシャク類生息密度調査を実施した。 

  昨年度の調査に比べると、数値は低い傾向であったが、島内に広く確認されたため、昨年度と同

様の80ヘクタールについて薬剤散布を行いました。 

  散布は、利島ふぁーむ株式会社へ委託し、４月27日（水曜日）から５月11日（水曜日）までの間、

散布を行いました。 

  ５月31日（水曜日）に散布後の生息密度調査を行う予定となっておりますが、実施しております。

結果については、来週の頭ぐらいに東京都から報告が上がってきますので、別途報告を行う予定に

なっています。 

  ２、ヨコヤマヒメカミキリの調査について。 

  令和４年４月11日（月曜日）、東京都農林総合研究センター、東京都大島支庁、法政大学の協力の

下、椿の枝をかみ切るとされるヨコヤマヒメカミキリの衝突式誘引トラップの島内３か所の設置と

落枝、落ちた枝です。の調査を実施しました。今後、定点観測を続け、ヨコヤマヒメカミキリの生

態等の調査を行い、椿への影響や対策方法について協議を進めていく予定です。 

  ３、東京愛らんどシャトル定期便運賃助成について。 

  東京愛らんどシャトルの搭乗率向上、路線維持を目的に、定期便運賃助成を令和４年６月１日（水

曜日）から開始しております。対象者は、利島村に住民登録されており、村が発行する東京都離島

住民航空運賃割引カードを提示する方が対象となっております。助成区間は、利島と大島間の61便

と62便の２便となっております。申請は、62便の場合は、搭乗手続後に申請書への記入、61便の場

合は、利島に到着し、荷物の受け渡しが完了した後に申請書に記入してもらう形となっております。 

  ４、ラフテレーン・クレーンの利用状況について。 

  令和４年３月から５月までの間、ラフテレーン・クレーンの貸出し実績は２日。 

伊豆七島海運の貨物船への荷役作業での使用実績は、３月は８日間、４月は７日と報告しました

が、すみません。８回、８日です。５月は７日で仮となっていましたが、これは実際は８です。８
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日。計24回となっております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 行政報告を終わります。 

  今回、行政報告に対する質問書が出されておりますので、質問を許可してまいりたいと思います。 

  初めに、笹岡議員の行政報告に対する質問を行ってください。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） では、質問いたしますが、通告書には３件ほど質問しているのですけれども、

１件だけ通告なしのことで、簡易なことで追加してお伺いしたいと思います。その後に通告文書に

沿って質問をします。 

  この村長報告の総合計画について、少しだけなのですけれども、これは先般、先ほど村長報告あ

りました「村長と話そうの会」ですか、その中で何名ぐらいの方が、総延べ人員が何名ぐらいの方

が参加したのか、ちょっと分かりませんけれども、聞き及ぶところによりますと、それほど期待、

期待がどの程度期待されたか分かりませんが、人数も少なかったかなという印象は持ってはいます。

私は、それは今ここで論じようとは思いませんで、要はアンケートの問題です。今は分かりません。

当然分かりませんが、かつてこの議会でも私報告した記憶があるのですけれども、ある島で、自治

体で全住民を対象にして村が関与するおよその政策、施策です。について意見を全住民を対象にし

て求めたのです。これは、膨大な量でした。集約した量も私、今でもどこかに保存していますけれ

ども、もちろん全住民が全て100％回答したとは思いませんけれども、回答率がどの程度かというこ

とも掌握していません。聞いていませんけれども、いずれにしても住民さんから寄せられた意見と

いうのは膨大なものでした。厚みも相当、50ページは超えていたのではないかという記憶です。も

っと超えていたかもしれません。 

それをなぜ申し上げましたかといいますと、住民が直接的に村政というか、町政といいますか、

町村政に参加するという、かつて他にあまり例を見ないような議案でした。それらを含めまして、

アンケートというのは、大体どういうことを想定されているのかということを簡潔に伺いたいので

す。 

もう一点は、村長が今月中にアンケートと言いますけれども、日時がもう切迫していますね。ど

の程度の期間で、どういう内容のアンケートを想定しているのかも、案はほぼ固まっているのか、

あとは実務的にプリントして発送すれば済むという状況ぐらいまで来ているのか、これから検討す

るのか、その辺も少しお伺いしておきたいと思います。あまりこだわりません。 

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。手元に今ちょっと資料がないもので、記憶の範囲なのですけれ
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ども、３月に総合開発審議会の委員の皆様、準備会という形で総合計画後期計画策定に関してとい

うことでご説明をさせていただき、今年度中に整備をしたいというお話をさせていただきました。

笹岡議員も委員ということでご出席いただいたというところですが、その後、コンサルさんと協議

をしまして、複数回リモート、それから現地に来ていただいて協議をし、今、アンケートの草案を

何度かやり取りしている段階でございます。その内容というのですと、なかなか細かいところまで

申し上げるのがちょっと今、記憶の中で曖昧なところではありますが、おおむね総合計画なので、

島に住みたいかとか、先々どうしていきたいかとか、そういった島をつくるという観点で作成を依

頼してやり取りはしているところです。 

  特にこれからの話なので、できるだけ広い世代にということで、子供たちにも職員の意見なので

すけれども、利島小中学校の子供たちにも参加していただいて、島づくりに参加してもらったほう

がいいのではないかということで、それを今、反映させたものをつくってもらって、ちょっと６月

中と言いつつも、ちょっと厳しくはなってきましたが、もういいところまではできております。時

間がありましたら、議員にもお見せできたらなと思っておりますが、おおむね今固まっている状況

です。 

  その先なのですが、集計をしまして、その集計を基に総合開発審議会のほうに諮問をかけようか

なというふうに考えております。そのネタ、ネタといいますか、その材料、それからさきの議員の

質問でもありましたが、一方通行にならないかというような質問もあったかとは思いますが、パブ

リックコメントといいますか、双方向でやり取りして、いいものができたらなというふうに今のと

ころは計画、イメージをし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） 余り深くありませんで、この辺で終わりますけれども、双方向ということが

非常に大事だと思うのです。私は、実はそこのところをお願いしたかったことが中心なのですけれ

ども、それは今、村長のほうでそういう答弁ありましたので、それはそれで歓迎的に了解できます。 

  ただ、言えることは、基本的にはもう総合計画あるわけで、その中の後半期ですか、後半期の時

代の流れの中で若干の変化が起きて、行政の変化があるだろうと、この数年間の期間で。それに対

するいわば手直しといいますか、修正的な対応になるのだろうと、こういう具合に認識しているの

ですが、それはそれで変わりませんか。 

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） ３月議会でも私のほうから少し触れさせていただいたところと今リンクする

かもしれませんが、当然後期計画と言いつつ、遅くなってしまったという現状もありまして、それ

ほど手間と時間とコストをかけてつくっていられないというか、ところもありますので、今は後期
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計画のためなのですが、その背景には第五次総合計画のベースもイメージした内容にしていきたい

なというふうなイメージになっております。なので、今の第四次総合計画を基に修正をした後期計

画で、さらにその後の五次につながっていくような形になればいい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） 他の議員からも関連して、関連というか、質問があるようですから、私はこ

の程度にします。 

  通告してある文書に従って質問をしていきます。どうしましょうか、これは議長、一件一件でい

ましょうか。全部読み上げますか。 

〇議長（寺田 優君） 一件一件でいってください。 

〇３番（笹岡壽一君） 一件一件ですね、はい。 

  それでは、住宅建設についてですが、予算編成を前にして、これは村長の行政報告にのっとって

質問しているつもりなので、簡潔に文章化しています。予算編成を前にして、計画に当たっていか

なる調査をしたのか伺います。 

  それで、プロジェクト、このチームを編成したのはいつですか。様々の課題の内容及び年度内整

備が難しいと判断したという根拠の具体的な説明を求めます。別場所での建設を検討とは何を考え

ていると、これは何をという意味で、ちょっと分かりにくかったと思うのだ。私自身もこれでは何

を答弁していいのか分かっていただけるかなという疑問を持ちながら、何を考えてと、あえてそう

いう表現しましたけれども、要するに過去の問題と、予算を編成したときの問題と、今後の問題と

連携してこれつながっているわけで、一体この関係はどういう認識をされているかという意味で書

いたのです。 

  以上です。 

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） 先ほども行政報告の中でご説明させていただいたところに関してのご質問だ

と思います。改めまして、当初の説明と違ってしまい、議員の皆様、住民の皆様にはご迷惑をおか

けしましたというところで、大変申し訳ございませんでしたと。 

  詳細に関しましては、これからご説明できる限りしていきたいと思いますが、まず予算編成を前

にして、いかなる調査をしたのかという質問になりますが、正直申し上げまして、時間的、私、12月

に就任しまして、すぐ予算編成にかかりましたが、十分な調査はできていなかったというところで

ございます。その点まず本当に１点申し訳ないというところです。とにかく私の就任当初の中では、

１年をかけて各事業を客観的に判断していきたいという思いの中、いろいろ調査を開始した段階で、

何の事業をするにしても、人が足りない、家が足りないというところで、１年かけて調査している
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場合ではないと、家を準備しなければいけないという思いに至りましたと。その結果、建設に向け

てのスピード、まずはスピードだと、を重視したため、住民もそうですけれども、職員の皆様にか

なりの負担を強いてしまったと、私のトップダウン的な判断で指示を出したというところでござい

ます。 

  また、プロジェクトチームのお話ですが、第１回としまして、４月８日に開催をしました。プロ

ジェクトチーム会議としましては、およそ今５回ほど開催しておりますが、担当職員、担当課長も

しくはコンサルさん等も含めると、この倍以上はやっているというところです。その結果、様々な

課題というところで、どういった課題ですかというところなのですが、当然専門家の方のご意見を

伺いながら進めていった結果、敷地内の法的な問題もしくは擁壁等を整備しなければいけないとか、

問題が出てきましたと。これに関しましては、やはり私も含め、ちょっと住宅整備の事業に関しま

しては、技術職が村役場の中でいないというところもありまして、本当に不勉強なところで申し訳

ないというところなのですが、専門家の方のお話を聞いた結果、それでスケジュールを引いてみた

ところ、やはり年度内の整備は厳しいと、最初の予定の敷地の中では。難しいかというところなの

ですが、別場所に建設を検討と書いておりますが、それでもやはり結局住宅の逼迫状況に変わりは

ないと、やはり住宅が必要なのだというところは変わりないということで、当初の予定の場所から

若干専門家のウェブ会議の中でこういった課題がクリアできる場所はないかと、ほかに。探しまし

て、そこで整備ができないかというところに方針を転換したと。転換といいますか、新たなアイテ

ムとして、そちらの考え方を盛り込んだというところであります。なので、では今までその建設し

ようとしていた土地はどうするのだという疑問になるところではありますが、そちらはそちらで少

し時間もかかるということで、丁寧に時間をかけてやっていきたいと。 

いずれにせよ、住宅は必要だと。島外から人を呼ぶということももちろんなのですが、今の職員、

村営住宅ともども老朽化が進んでおりまして、それの更新も今滞っているという状況もありますの

で、住宅は必要だというところで、そちらに関しましては、当初の予定のリースという方式も一度

リセットといいますか、配慮した状態で、財源、それから工法もしくはスペック、仕様、当初は単

身用でというふうにご説明をさせていただきましたが、それらも含めてもう一度まっさらな状態か

ら丁寧に負担を少なく整備をできたらなというふうに、両方向で今考え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） 今の経緯はそれなりに、経過的な経緯は分かりました。 

  まず、答弁書をいただいているわけで、それに基づきながら、私の質問に対する答弁書をいただ

いているわけで、それに基づいてちょっと異論とか、そういう問題ではなくて、意味合いが分から

ないので、そこをお伺いしたいと思っています。 

  なぜやったかという理由の中で、これはもうずっと前にも繰り返し質問していて、村長も答弁さ
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れていると思いますけれども、公営住宅ですと、超過、要するに収入超過があるために、これは退

去してもらわなければならなくなると、これがある意味最大の一つの理由だったのですね、一つの。

全てとは言いません。したがって、公営住宅法に基づく公営住宅をやったのでは、そういう事象が

発生しかねないと。それをフリーに言わせれば、所得に関係なく、半永久といいますか、永住とい

いいますか、居住できる、住むことのできる住宅を建てるためには、村単でやるしかないのだとい

うことが一つのさっきの理由でしたね。それから、スピーディーはそれは別の問題です。 

そこで、お伺いしたいのですが、ここに書いてあるこの金額というのは、超過勤務が15万8,000円

というのは何ですか。収入金額が収入超過者を超える収入金額15万8,000円を超える収入者、これは

出ていかなければいけないよと。それで、次には、その下には高額所得者となる収入金額31万3,000円

を超える人は出ていかなければいけないよと。これどっち、どういう意味なのですか。15万を超え

ら駄目なのですか。31万を超えたら駄目なのでしょうか。 

          〔「行政報告なのですよ……。一般質問で」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 一般質問になっていますか。ああ、そうだね。そうだね。 

          〔「ここでそう入ってしまうと」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ああ、そうだ、そうだ。いずれにしてもそれはどういうことなのですか。 

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） その月当たりの実際の細かいところはちょっとさておき、収入がそ

れぞれ世帯ベースなのですが、世帯で、世帯というか、本人さんと子供がいたら引く、控除すると

か、そういうのもございますけれども、ざっくりな話がついております。本人さんの収入が具体的

にこれこれとはちょっとごめんなさい。今言えないのですけれども、といったところで、その基準、

計算をさせていただいて、その基準額が15万8,000円を超えましたとなれば、その収入超過者という

枠になりまして、その計算をさせていただいて、31万3,000円、月当たりの収入が超えた場合は高額

所得者というところで、そこの退去をお願いしたい。退去していただくなり、そういったことです

が、ちょっと明け渡しをしてくださいと、額としてはなると。概略です。すみません。 

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） 私はそれを聞いているのですけれども、当事者になって考えて、皆さんが今

度執行する立場です。この人は15万8,000円を超えたと、これはすぐ分かるわけですね、税務申告で。

本人が申告によって、当人の、申告者の申告によって15万8,000円を超えるということは分かるわけ

です。この場合は出ていただくのですか、出ていただかないのですか。 

  それで、一方でこの高額者、高額者と15万8,000円を超えた人との違いはどこにあるのですか。高

額者は三十何万。 
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          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 15万8,000円というのは高額者ではないのですか。だけれども、出ていただく

ということですか。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 休憩します。 

          （休憩 午前１０時０７分） 

                                           

          （再開 午前１０時４１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。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 今後の住宅政策に関しましては、いろいろな可能性、メリット、デメリット

あるかと思いますが、十分精査した上で判断し、実行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） いろいろ検討していただきたいと思います。先ほどの問題については、それ

をもって了といたします。 

  続けてお伺いしますけれども、質問書に基づいて、これは答弁はいただいていますけれども、擁

壁の問題だとか、それで今後のそれも検討課題なのでしょうけれども、私はここでお伺いしたこと

は、村長は確かに12月に入ってきたというのは、それは重々万人が知っているわけでいいのですけ

れども、それにしてはスピーディーということでは焦りがあったのか、どういうことか分かりませ

んけれども、微々たる予算でないのです。当初の計画では、初年度だけでも五千数百万でしょう。

それで16棟、これだけはどこから出てきたのだということです。幹部会、プロジェクトと言うけれ

ども、いわゆる幹部会、プロジェクトと言ったって、片仮名は分からぬけれども、幹部会みたいな

ものでしょう、これ。専門委員会といいますか、調査委員会というか、庁内の。そこらはもう全然

関知していなかったのかと。何だか知らぬけれども、パンパンパンと予算に出てしまったのかと。

それで、議会も重視しました、この問題を。リースの問題もさることながら、16棟の問題について

も、これ実は前村長のときから話題はあったのです。（株）ＴＯＳＨＩＭＡの問題のあの三千数百万

の問題をどうするかと、職員住宅は云々と、２階家がどうだとか、一部が民営に将来売るとか、売

らぬとか、紆余曲折ありましたけれども、当時は副議長だったですね。その審議には参画していた

わけです。ある日突然ぽっと出てきたと思えないのです、これ。村長おっしゃるように、状況が状

況だから。職員を採用したくても家がない。そういう経過の中で取り組んで、聞きますと村長の言

葉は、そういう言葉は使っていませんけれども、まさにバタバタ、ドタバタの中で決まってしまっ
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て出てきたような予算。それで、さあ、それでは予算、金はついたと。5,300万でしょう。あと毎年

毎年三千数百万払っていくのだ。ついて土地もあった。さあ、ではどうして建てようかと言って、

プロジェクトだか何だか組んでみたと。そうしたら土手が高いのが分かった、上、下。それが原因

なのでしょう。ほかにもあったのですか。土手が高いから、このままでは面積が足りないよと、建

蔽率が。そういうところが、しかし、12月に来て、それは万民が知っています、さっきもくどいよ

うに言いますけれども。議会は審議したのだ。確かに予算は通った。通ってみたらできませんだ、

１か月もしないうちに。３月に予算が出て、４月にはパアになったのでしょう。いつパアになった

のですか。 

  私は、これを聞いているのですよ、どうなっているのだと、これ。村長は確かに新しいのだ。プ

ロジェクトはどうなっているのだと、これみんな新人が集まってやったのですか。職員の責任は問

いません。問いませんけれども、そういうことへ私は摩訶不思議な計画になるなと。そうすると今

度また一般質問だかどこだか場所は分かりませんけれども、今度は話とすれば、そこへ造るのだ、

そこの勤福の駐車場へ。勤福の前の。それもどうなるのか。表現が極めて曖昧なのですよ。 

端的に言うと、あの何とかの麦わら帽子どこ行ったかの話ではないけれども、あの5,300万どうな

るのですか、これ。取りあえず減額するのですか、置いておくのですか。ということは計画は生き

ているわけだよ、置いておくなら。執行しなければならぬ。5,300万の建物も執行しなければならぬ。

足りなければ補正だ。プロジェクトさんはそういうところまで検討していますか。まだ曖昧にして

分かりませんか。スピーディー、スピーディーと言うけれども。 

私、そういうことで、私に言わせると、私は反対、議会としては可決しましたけれども、この可

決、議会の審議をどう見ているのだと、皆さんは。悪い言葉で言えば、いいかげんな予算盛ってき

たということです。結果論と言えば結果論です。そうしてさあやりましょうと言ったら、やりませ

んと、こうだ。しかも半年もいろいろやってみたけれども、いろんな問題が出てきた。したがって、

今期はできませんならまだ分かるのだ。３日もたたないうちにやりませんだ、これ。予算が通った

途端に。これはないですよ。ならば補正組めと言いたい。私は言いたいのだ。６月補正で減額補正、

何で置いておくのだと。そういう意味で聞いているのです。 

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） 再三ご説明しているとおりで、紆余曲折があり、議会、住民、職員の皆さん

を含めて混乱をさせてしまったというところでは、全て私の責任です。申し訳ないと。ただ、プロ

ジェクトチームを編成し、やるのだと。事業者にもそうですけれども、住民の方にもこの間、「村長

と話そうの会」でも、その都度説明させていただきましたと、申し訳ないと。ただ、必要なのだと、

やりたいのだというところの一点なのです。もちろん吟味、精査が不足していたということで、こ

のような事態になってしまったと。そこも本当に申し訳ないところであることは間違いないです。
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ただ、繰り返しになりますが、住宅がない、人が呼べないことによって、いろいろな問題がもう生

じる。現時点でも生じていると。サービスが滞ってしまうと。船の問題、一次産業の問題、福祉の

問題、全てにおいて人を呼ばなければ回らないというところで、駄目でした。では減額しますとい

うことはできないと。やるというのは間違いないと。どこまでできるか分からない。１年間やれる

だけやってみて、減額すればいいではないか。もちろんそうなのかもしれないのですけれども、今

やれるだけやっている最中の途中経過のご説明ですというところでご理解いただきたいなというと

ころです。 

方針は転換しました、確かに。ただ、その当初建設予定だった２か所に関しては、先ほどの説明

でも述べたとおり、諦めてはいません。今年度中の建設を諦めただけで、繰り返しになりますが、

公営なのか、村営なのか、それも含めて一度リセットした状態で丁寧に進めていきたいと。だけれ

ども、それだけでは住宅問題の解決にならないと。実際のサービスの低下がもう目の前に迫ってい

るという中で、村の土地でそのプロジェクトチームで話し合っている中で、課題がもう明らかにな

ったので、あそこだったらその課題解決できるのではないかというところで、議員の皆様には申し

訳ないと。ただ、そこならいけるのではないかというところで今回ご説明させていただいたまでで

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） あの答弁書に出ていますけれども、そこのなぜあそこはというのは、先ほど

述べましたから触れませんけれども、先ほど言いました勤福、何と言ったらいいのでしょうか、そ

この場所、勤福の前、都道沿いの。そこが候補地と書いてあるのです、一応。しかもそれをやるの

だか、やらないのだか分からない。やりますとは言っていないのだ。しかし、予算もある。減額し

ていなければ、予算書の中に載っかっていれば、予算もある。あの予算は16棟、２か所です。16棟

の、16部屋というのですか、16棟ではなくて。16部屋の分の建物が何棟になるか、２棟になるか、

３棟になるかはともかく、その分の予算なのですよ、初年度だけで。あと3,000万ずっと９年間続く

のだ。その予算をこの間承認したのです。債務負担行為がどうだかはともかくとして、10年間拘束

されるのだ。少なくとも今年度は五千数百万払うのだよ。あそこへ16棟できますか。16室。何を考

えているのだということですよ。 

  事情は村長、いろいろ説明しました。それは皆さん万民が分かっていると思うのです。後に一般

質問でいろんな形で触れていくでしょうけれども、皆さんが。職員の手が足りない、手が足りない。

幾人必要なのだと、こうなってくる。何人あったら仕事が回っていきますかと。そこまで来るだろ

う。だから、そういう点で、この間条例改正、増員改正やった、35名まで。かつて歴史はない、こ

こには。せいぜい二十六、七名、多くて28名、近代でも。だから、そういう状況も踏まえながら、

我々今審議するのに、後に補正予算出るでしょう。住宅の「ジ」の字も入っているかどうか知りま



 - 18 -

せん。どう審議したらいいかと、そういう課題も残っていますよということを承知おきいただきた

いと思うのです。その場しのぎは駄目ですよ。明日は明日、今日は今日でやっていたら。もちろん

そういうこともあるでしょうけれども、どのくらいのものを造るのですか、何棟。あそこに。検討、

検討と言うけれども、そんなにはできないですよ、16棟も多分。このくらいの小さい部屋造ったら

知らぬけれども。 

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） ３月議会でご説明したものは、敷地２つに２棟を単身用の住宅ということで

ご説明をさせていただきました。それとはまた別の場所で、狭い場所なので、幾つとは今のところ

申し上げられません。なので、補正の予算には後々になりますが、上程、載っかってはいないとい

うところです。ただ、以前から私も議員やっている中で、いきなりこういうふうになるのではなく

て、行政報告という概括的な動き、行政の動きを議員の皆様にも説明し、ご理解、ご協力いただき

たいという一点で今回あえて書かせていただき、当初の説明と変わってきましたと、きますという

思いなので、その辺りも含めてお酌みおき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） 甚だ僣越ですけれども、その辺は含んでいます。含んだ上で聞いているので

すが、質問したいのですが、無理なことは無理なのです。言ったでしょう。あそこへ誰が考えたっ

て16棟は建ちませんよ、16室は。誰が考えても。人の住むような部屋を16、この間の部屋の面積で

でです。それで、しかも村長がおっしゃるのには、これからの問題として、何もその単身住宅とは

限りませんと、含みますと、それは結構です、それは。それは将来の課題にしておきましょうよ。

来年だか再来年だか分かりませんけれども、人のいない、人が必要なのに部屋がない、家がないと

いうのは誰も知っています、さっき言ったように。だからといってそれに対応する行政がどたばた

やっていたら駄目ではないですかと言っているのです。もっと公金を動かすのだから、しっかり調

査して、二の舞、三の舞踏まないように、例えば年内に造りますなんて言っていて、できなかった

らどうするのです、これ。私の責任ですと言うけれども。こんなことやっていたら建たないのでは

ないですか。もう６月ですよ。今からどう建てようかと考えているわけです。まだ絵図面もできて

いない。土地はいいでしょうよ。交渉する必要がないでしょうよ。急場、急場と言うけれども、英

語ではスピーディーとでも言うのでしょうか。だから、そういう意味で、こういうことで変わった

と、変わったのは方向で聞いている、あそこに建たないのは。来年だか、再来年だかやってくださ

いみたいな話にならざるを得ないけれども、今、そこが問題なのでしょう、一番。そこと言っては

悪いけれども、勤福のところが。そこしかないのでしょう。違うのですか。 

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） 両方で考えております。スピード感は違うにせよ、その場所に関してはスピ

ード重視で幾つかは分かっておりません。具体的に言いますと、明日専門家に来島いただいて、見

ていただいてというようなのも別口で話は進んでいたりとか、協議は進めております。何とか年度

内というところで無理を言って、何とか建設に向けて話をしている最中でございます。混乱させて

申し訳ないというところです。 

〇議長（寺田 優君） よければ、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） それでは、プロジェクト、それから予算編成前の調査あるいは次の様々な課

題の内容及び難しいと判断したという根拠のこれは一括してもう終わります。大体分かりました。

あとは、しっかりとした計画を持つなら持って、やるか、やらないか分からない。それも明日にな

ってみなければ分からないみたいな話ではなくて、村とすれば、そこへ建てるなら建てる。それで、

それはそれで住民の意見求めたらいいと思うのですよ、必要なのだと。必要ならどこでもいいとい

うわけにもいかぬでしょうし、だからそういう点ではあそこは非常に利用価値のある土地なので、

駐車場になっていたりするので、その辺も含めて、他の場所があるならあるとか、ないとかも含め

て検討されることを望みたいと思うのです。 

  次は、この言語聴覚の問題ですけれども、聴覚士による講演と耳鼻咽喉科の診療問題です。先月

の言語聴覚士の話は、好評の声が聞かれています。今後どのような支援を行っていけるか検討する

ということですので、認定補聴器技能者の支援が必要とされる間、毎月受けられるよう求めます。 

  補聴器購入の助成対象者が非課税の所得制限は撤廃されましたでしょうか。 

補聴器の購入費用として、当面15万円を限度額として、村が30％の支援助成をされるよう制度の

設置を求めます。これにより都の助成率50％との合計80％が助成されることになります。ただし、

都の助成額は当然のこと、当たり前のこと、都が決定します。 

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。当該事業の支援策を検討するに当たって、先進的に実施されている都内の足立区、

板橋区、豊島区の実態調査をされてはいかがでしょうか。参考になると思います。 

これについてお願いいたします。 

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） 笹岡議員の行政報告に対するご質問についてお答えさせていただきます。 

  言語聴覚士による講演と耳鼻咽喉科の専門医による併せての講演をしていただいたことで、住民
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の方はおおむね好評だったといったところでございましたので、そこについてはやってよかったな

というふうに思う次第でございます。今後私が行政報告で申したとおり、どのような支援をしてい

けるかといったところでございますが、その専門家の医師によると、やはり都内で専門家の医師の

ところ、それも限定されるようなのです。そういったところでまず受診していただいて、その際に

補聴器屋さんというのですか、その補聴器を取り扱っているお店で無料のレンタルができるような

ところが扱っているところがあるというところ、そういうところをご紹介いただけるといった中で、

流れとしてはそこでご紹介いただいたものを１か月間装着して、それで１回レンタルは返却すると。

それで感想を述べてもらうと、それに合わせたようなものをご購入いただけるというような流れに

なっているそうでございます。 

  村のほうも今ちょっとこの場で言うのがふさわしいのかどうなのかというところもあるのですけ

れども、平成医療福祉グループさんと、ＰＴさんって、理学療法士さんのほうで今つながりができ

てございます。そこは病院ですので、補聴器のその取扱いとか、そういったところもあるかどうか

というところも検討を含めながら、なかなかつながっていけば、非常に効率的にいけるのかなと。

従来から来ている専門医の方でも対応できるというようなお話は伺っていますので、そういったと

ころはちょっとお時間をいただくのですけれども、何せ今までの皆さん、高齢者が使われているテ

レビショッピング等での集音器というのですか、１万円程度で買えるものでつけていると、もうう

るさくて聞こえないとか、それで無駄になってしまったとか、もう使わないよとかということのな

いように、ぜひこの補聴器については、村としても高齢者の皆様にぜひご活用できるような制度の

設計を今考えているところでございまして、そこ等を含めて、ちょっと補助率と、そういったとこ

ろは一般質問でもちょっとお答えさせていただいているのですが、まだちょっと検討に至っていな

いと、増額にするとかと、そういったところはまだ議論もしていないという、執行部の中でもまだ

議論させていただいていないのですけれども、これ私のこの間のお医者さんのお話をお聞きすると、

やっぱり認知症になるリスクというのは、加齢性の難聴の場合、非常に認知症のリスクが高くなる

と、そういったところも踏まえると、やはり補聴器の助成というのはある程度必要ではないかとい

ったところを私自身は考えておりますので、そこについては執行部のほうでもきちっとお話をもん

でいきたいなというふうに考えております。 

  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） 基本的に今の住民課長の答弁で了とします。 

  若干補足しますと、いわゆる補聴器の器具を販売されている取扱店といいますか、そこらでもも

ちろんその調整利くのですけれども、そこの協会の団体が認定しているのが、ここに書きました補

聴器の技能者だと、認定技能者ということで、これは免許、免許というか、資格を持っていれば、
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その協会が免許を与えているということで、それでこれは非常に廉価、安く活用していただけると

いうことで、それで今言った１か月装着して云々というのは、その間に何回か来て、その人に島ま

で来てもらって、お客さんというか、住民が東京の店へわざわざ１か月ごとに出かけていくという

のは大変なことなので、それでその協会の認定されている技能者、補聴器の。が私は月に１度程度

は来て、それで手直しできるものは手直ししていただくという作業を１つはお願いしたいというこ

とと、それから明確にしてほしいのは、助成については今、住民課長は積極的とは言わない。賛助

したけれども、議事録のあれでまた言った、言わぬとかもあるけれども、検討していきたいという

ことなのですけれども、まず取りあえずこの質問に答えていただいて、どうも歯切れが悪いのだけ

れども、この非課税者というのはこれ外すわけにいかないのですか。非課税者でなければ駄目なの

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。 

  そこも含めて検討させていただければと考えております。 

〇３番（笹岡壽一君） ありがとうございます。 

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） では、次をやりますので。参考までに都内の大きな区ですけれども、屈指の

区ですね。足立、それから板橋、この大きな区ですよね。豊島区は幾らか違うのですけれども、そ

ういうことで折があったら、その中の一つの区でも訪問されて、所管が行ってお伺いするのも手か

なと、あるいは島で参考にしたいのであれば、ネットで引っ張り出して見るとか、そういうことも

工夫していただきたい。情報を集めていただきたいと。集めていただいて、対応策の参考にしてい

ただきたいと思うのです。 

  次に、愛らんどシャトルの問題ですけれども、実施が遅くなった理由を伺います。これは、行政

報告にもあったように、質問書ですから、島民証以外の運転免許証、健康保険証、健康保険証って

めったな場合はついていないでしょうから、大体運転免許証です。等の提示でも割引適用が受けら

れるよう改善を求めます。東海汽船は運転免許証の提示でも割引適用を受けられています。それが

１件。 

  それから、従来から要望してきているチャーター便の搭乗賃についても、通常搭乗料金の50％の

助成をするよう制度の実施を求めます。 

〇議長（寺田 優君） 荻野産業観光課主幹。 

          〔産業観光課主幹（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） 笹岡議員の行政報告に対する質問に対してお答えいたします。 
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  今回６月からの開始になってしまった理由としましては、申請方法とか、あとはどこまで対象に

するのかとかというので、既に広報とかで周知していると思うのですが、例えば公務員が公務で出

張の場合は対象外にするというような、そこの線引きですよね。をどこまでするかというのがちょ

っと決まらなかったというところもありまして、ちょっと６月になってしまったというところです。 

運転免許証などの身分証明の部分ですけれども、現状の定期航路の割引というのが三、四年ぐら

い前に東京都の離島の割引というのが始まりまして、通常だと7,370円、現状割引されて4,420円と

いう形になっておりますが、当然そこの割引の対象で離島カードを使った対象の方からさらに割引

させてもらうというところで運用をしていますので、カードを提示してもらうというのをひもづけ

させていただいているというところです。 

  あと、チャーター便に関しては、以前割引はしていたと、私が来たときはまだ割引していたと思

うのですけれども、結局チャーター便の要請が増えるというのは、必要以上に増えてしまうと、定

期便の運行時間に支障が出るということで、変わったというように記憶しています。というのと、

あとは今、さるびあ丸もかなり就航率も上がっているというところもありますので、そこはうまく

大分状況は昔とは変わっているのかなというふうに認識しております。 

  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） 確かに証明書の提示については、私もよく経過は分からない面があるのです

けれども、東海汽船は運転免許証でいまだに乗れます。同じ足だけれども、それで同じ民間会社で

やっていることなのだけれども、ただ違うのは東京都の割引がないということ、あるいは国の割引

が、国の割引なかったのですね、ここも。南部だけで。 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） はい。 

〇３番（笹岡壽一君） それで、東京都がそれではいかぬよということでやったのですね、こっちは。

北部は。その中に東京都の関係あるかもしれませんけれども、私がここであえて言ったのは、改善

はできないのかと。いうのは、２つ、３つを持ち歩くわけですよ、その運転免許証だの。運転免許

証なんかはもう絶対持ち歩くわけだ。その上、島民カードと、この島民カードで要するに何ですか

ということなのだ、ざっくばらんに言えば。運転免許証も写真がついている。それで住所も入って

いる。それだけでいいではないかと、何なのですかと、これは。何でそれがなければ駄目なのかと。

島民に対する割引であれば、島民であることが分かればいいのではないですかということなのです

よ。あえて島民割引って別に発行している。この意味はどこにあるのかということです。 

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） こちらのカードでございますね。こちらのカードなのですけれども、こ
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れ離島住民航空運賃割引カード、こちらのほうでは東京都のその補助金をもって、補助金というの

ですか、東京都のほうが補助するといった中の仕組みづくりの中で、このカードを必ず発行させて

対応しなさいというふうにこれ決まりができてございまして、東邦航空株式会社さんのほうもこれ

を必ず確認しなさいというふうに指示を受けているところでございまして、ここについて村がどう

のこうのというところの話ではまずないというところがお含みおきください。 

  ここは、私も一住民の立場とすれば、別にこれではなくて、運転免許証でもいいではないかとか、

そういう話は当然あります。そこについては東京都も含めてちょっと確認というか、させていただ

ければなというか、これは本当にこれでないといけないのかというところも含めて、ちょっと東京

都のほうとも確認させていただければ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） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは、ささいなことなので、どっちでもいいといえばどっちでもいいので

すよ、どうせもらっているのだから、こんなでかい重たいものを持ち歩くわけではないので、どう

でもいいといえばどうでもいいのだけれども、たまたまこういう話で、過去の話ですけれども、過

去と言ったって、最近の過去の話ですけれども、このカードは年限は、年限って有効期間があるの

でしょう、これ。 

          〔「３年」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ３年ぐらいですよね。それが３月30日だか、31日で切れていたのだと。それ

でヘリに乗ろうと思ったら、４月４日だか５日だったのだ。知らなかったと言うのだ。そうしたら

7,000円取られたと。七千何百円、正規の料金。これはというので。俺は運転免許証、確かにカード

もあったのだと。だけれども、運転免許証が確かに切れて一定期間過ぎると、効力を失います。車

は運転できない。３か月か半年ぐらいは許容時間があるのかな、忘れたけれども。そういうことが

あったので、運転免許証もありますと、カードは確かに見てみたら四、五日前に切れていたと。そ

れなら結局7,000円取られたというわけだ。七千数百円。これは、納得できないという話があったと

いう、それが私の今回の取り上げたきっかけです。何のための証明書なのだと、これ。島民である

かないかが疑わしいから、俺は島民だと言われただけでは。だから、島民だよという証明書を各町

村に費用負担かけて、東京都は金出しているかどうか知りませんけれども、このカードを発行させ

ていると。 

ほかに何かあるのですか、これ。ほかに使いようがないのでしょう、このカード。ヘリへ乗る飛

行機にあるの、それだけでしょう。船に乗るには関係ないし。そういう意味で聞いたのです。何と

かなるように話ししてみて、聞くだけでも聞いてみてください。 

それから、チャーター便の話なのですけれども、これは確かに課長って、主幹ですか、荻野主幹
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おっしゃったように、過去はやっていたのです。どういうやり方をしていたかというと、頭数だけ

乗って、その島民については、その当時の値段を引いてくれたのです。１人分払えばいいみたいな。

他の関係ない人も乗り合わせた場合、それだけ安くなるわけです。たった一人でチャーターすると、

その料金で乗る、極端に言えば。七千何百円、当時東京都の割引なかったから。そうそう、七千何

百円で乗れた。あとの５万数千円というのは村が払うことになるのです。１件か２件、そういう事

例があったのは聞いています、１件か２件。だけれども、ほとんどはそういうことはなかったと。 

私がお願いして、過去これは初めての要請ではないのですけれども、したのは、これは一般論で

やるとヘリがチャーター便をやると、通常運行定期便というのがある。定期とは言わないのだな、

あれ本当は。定期便はないという話なのでしょう。定期便は飛んでいませんという話なのでしょう、

定期のように見えるけれども。そういう話を漏れ聞いたことがあるのですけれども、それはともか

く、これは村長が認めた場合ということで、確かにむやみやたらとやると、チャーターできないけ

れども、チャーターの割引イコール村なのですよ、セットするのは。だって補助するわけだ。助成

金を払う。支援するわけですから。申込みはそのへり会社だか、利島の事務所へ申し込めばいいの

でしょうけれども、したがって、村長が許可した場合、これで私はどうですかと提案したのです。

というのは、定期は事例があるのですよ。もう親族でもっていろんなことがあったと。行かなけれ

ばいけないけれども、しかし、いっぱいで行けなかったと。子供が病気だとか、何とか不幸がどう

だとか、まだめでたいことはいいと言うのよ。こういうわけで失礼させていただきますと。ところ

が、重病だとか、そういう非常事態のときは、これは何を置いても行かなければいかぬと、そうい

うときには村長に申請して、村長がチャーターしていいですよと許可があった場合には、それでは

６万円払えと、あるいは７万円払えということではなくて、その場合は１人の場合どうするかと言

われると、まあとうなずく面も、うんねということもあるかも知れぬけれども、そういうときには

対応できないかという、そういう意味でチャーター便の割引のお願いというか、要望しているわけ

です。機械的に駄目だというのではなくて、運航者は村長と、この場合。村長が認めれば運航する

と。その場合は村が一定の支援補填をするという論立てです。勝手にチャーターして、今まで勝手

にチャーターしてよかった、当時は。チャーターして、自動的にチャーターしたものについては、

自動的に村が払っていたわけだ、不足分を。だから、そういう点で要望しているのですけれども、

検討の余地はありませんか。 

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） このチャーターの助成に関しては、笹岡議員、私が議員のときから要望をか

けてきて、その都度考えておりませんという答弁だったと、一貫していたというところで記憶して

おります。私が就任してからもそういったお話ありますし、当然私もそれに関してはいろいろ住民

の声から、あとは向こうの事業者、それから東京都にもお話を聞いた結果、やはりなかなか難しい
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のかなというところが実態、結論であります。 

  今後、今回のお話、改めてお受けしまして、幹部の中でまずは検討はしてみたいと、改めてして

みたいと思います。ただ、正直今の時点では難しいのか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） くどいようで恐縮かもしれぬけれども、何が難しいですか。どこが問題です

か。かつては今、荻野主幹がおっしゃったように、定期便に支障が出るということがあるのではな

いかと、唯一だったのではないかな。ほかに何か理由はあったかな、分からないけれども。それに

よって、前村長です、これは。の答弁ですけれども、定期便とあえて言いますけれども、定期便運

航に支障が出ると、これだったのです。それで、それは今言ったようなことでクリアできるのでは

ないかと言ったわけです。支障が出るか、出ないかを含めて村長権限でどうですかと言っているわ

けです。村長に要請、運航会社ではなくて、村長に申請依頼すれば、それを受けて、あとは村長裁

量でもってこれは認める、認めない。もしそれは勝手にやって、偏見というか、偏見を持っている

と言われるその懸念があるのであれば、それこそ要綱をつくったわけですよ、こういう場合だと。

要綱でも条例でも構いませんけれども、難しい、難しいと言われても、ああ、そうですか。難しい

というのは理解できない。分からないのです。 

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） 難しいというところはいろいろあるのですが、その一つとして、利島村だけ

で運営をしているものではないというところが１つです。やはりほかの島、特に青ヶ島、御蔵島、

一番は青ヶ島にご迷惑をかけてしまうというところがかなり大きなところであります。具体的には、

定期便運航時間によって整備、メンテナンスに入るのですが、その整備のタイミングが変わってし

まう。計画が立てられないと。それによって欠航になってしまう。もしくはチャーターに関しては、

なるべく青ヶ島のほうに融通させていきたいという、全島というか、振興公社をはじめとしたその

関係各島の思いがありまして、立地的な不利もありますので、そういったことからもなるべく青ヶ

島のほうを優先させてあげたいというところで、利島の実情としましては、先ほど主幹が申し上げ

たとおり、立地的にも交通手段もいろいろある中で、冬場はやはりちょっとヘリに頼らざるを得な

いところではありますが、何とかチャーターを減らすといいますか、どうしようもないときは当然

ご利用していただくほかないのですが、それを推奨するようなことはなかなか利島役場としては難

しいのかなというところが具体的なお話の一つです。 

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） 要するに定期便論ですけれども、青ヶ島がどうだ、御蔵とは言わなかったけ
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れども、定期便への影響ということなのですが、私くどくど言っているように、現にそれではチャ

ーター全然ないのかといえば、チャーターやっているのですよ、村は関係なく。いや、関係はする

でしょうけれども、少なくとも金銭的には関係ないわけでしょう。それで、勝手にやっているわけ

だ。村が許可したり、許可しなかったりということはないのでしょう。ヘリ会社がオーケーと言え

ばいいのでしょう。違うのですか。一々、一々役場の許可を取って、それから要請するのですか。

申請は役場にするでしょうよ。役場が判断するのですか、チャーターするのを。では判断している

ではないですか、役場は。立派な答弁ですよ。役場は判断しているではないですか。役場が判断し

たときに金払って応援してくれと言っているのです。役場がオーケーしなかったら、チャーターは

できないのでしょう。分かりがいいではないですか。役場がオーケーしたのだから、その判断する

のは役場なのでしょう。今そう言っているのだから。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 適当に言わないでくださいよ。村長が知らないことを勝手に言われても困る。 

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。私が担当しておりましたので、私のほうで答えさせていた

だきます。 

  チャーターにつきましては、チャーターをしたいよという申込みというか、事前のお問合せは村

役場に来ます。村役場の要請に基づいて、東邦航空株式会社並びに公益財団法人東京都島しょ振興

公社が運航を決定するというふうになっておりまして、一度村役場のほうで、村役場のあくまでも

要請に基づいてしかチャーターのほうは飛ばせないというふうになっております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。そろそろ終わってください。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 誠に結構な答弁ではないですか。全部役場が握っているのですよ。勝手には

できない。役場が判断するわけだ。役場がオーケーならチャーターする。御蔵は論ずるか、青ヶ島

は論ずるか知らぬけれども、いずれにしても村が判断する。そのときは事情があって許可して申請

するのでしょうから、行政が納得して。うん、これは要請してもしようがない。要請せざるを得な

いなと。状況、申請者の申請内容を見て、例えば不幸があるとか、ありそうだとか、例えばの話で

すよ、分からぬけれども。いずれにしても行政の判断なので、運航会社ではないのだ。運航会社は

ある意味関係ない。運航会社の事情があれば、それは断ることはあるかもしれぬけれども、要請そ

のものは村なのだ。だから、村が要請するときは応援をしていただけませんかということです。青

ヶ島は関係ないではないですか、定期便には。村が判断するのだから。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〕 
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〇村長（村山将人君） 当然申請に基づいて要請は今までも、これからもしていくということは変わ

りないと思います。ただし、それに関して助成をするかというのはまた別の話で、そこに関しては

もう一度先ほどの繰り返しになりますが、幹部のほうでも検討はしていきたい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） 検討するのはいいのです。村長が難しいと言ったから難しくないではないで

すかと言っているのです。青ヶ島は関係ないでしょう。だから、ぜひそういう点では難しいという

のは１つ消えたわけですよ、青ヶ島が消えてしまったのだから。青ヶ島がどうであれ、こうであれ、

村が判断するのだから。だから、あとは検討していただいて、ぜひその助成策については支援を願

いたいということを申し述べて終わりたいと思うのです。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員からも質疑書が通告書が提出されているようなので、俺の手元にな

いのだよ、石野議員の。 

          〔「何で、俺のところにはあるよ」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） あるの。 

          〔「あるよ。何で。ないの」「ないよ、俺らは一切持っていない」と言 

う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 取りあえず。 

          〔何事か言う人あり〕 

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） 行政報告に対する質問いたします。 

  住宅建設事業について、プロジェクトチームを構成とありますが、発足はいつで、メンバー構成

を教えてください。 

  課題があるため年度内の整備が難しいと判断、課題に向け引き続き検討を進めるとありますが、

これは建設中止ですか、中断ですか。また、様々な課題内容及び年度内の整備が難しいと判断した

理由について教えてください。 

  昨年12月議会、今年３月議会、そして６月議会、そのたび住宅建設に変更が生じています。時系

列での計画変更の内容を、そしてそれに至った理由をご説明ください。 

  取りあえず住宅建設について伺います。 

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） 先ほどの笹岡議員からの質問と重なるところではありますが、住宅建設事業
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に関して、まずは改めて二転三転してしまい、ご迷惑をおかけしましたというところで、謝罪をし

たいと、申し訳ないというところでございます。 

  プロジェクトチームの編成に関して、４月に入り編成されましたと。環境建設課、総務課、それ

から村長、副村長で構成され、打合せを繰り返しておりました。その内容を全てではありませんが、

その都度幹部会等で共有するようにはしておりました。 

  課題があるため、年度内に整備は難しいという判断なのですが、先ほどのご説明させていただい

たところと繰り返しになりますが、あくまで中止ではなく、丁寧に、スピードを緩めて２物件、２

か所に関しては進めていこうといふうに方針を転換したというまででございます。 

  さらに、別場所で、そこに関してはスピード感を持って年度内の整備を目指して今進めていると

ころでございます。 

  また、様々な課題というところに関しましては、登記や敷地、地盤調査もしくは法令的な制限、

あとは一番施工的な問題、工事車両とか、そういったものの搬入経路、仮置き場所、そういったと

ころもありまして、少し調査が必要なのかなと、時間を要するというところもあったのが課題とし

ては挙げられているところでございます。 

  また、12月議会、それから３月、これまで様々、変更を繰り返してしまったということに関しま

しては、繰り返しになりますが、本当に申し訳ないというところですが、当初は敷地を有効活用し

ようと、村で入手した敷地を有効活用するといったところで、何にしても家が必要だというところ

で、最短で整備するためにというところで、先ほどの笹岡議員からのご指摘のあったとおり、ばた

ばたしているというふうに言われてもしようがないのかなというところではありますが、とにかく

スピード感を求めての結果であり、このようになってしまったことを申し訳ないのですが、ご理解

した上で住宅整備に関して今後も予算補正をするなり、もしくはもう議会で説明するなり、こちら

側としてもその都度説明を繰り返ししていくようにします。なので、ご理解とご協力をいただきた

いな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） 中止に、中止というか、難しいと判断された問題で、一番何が問題、敷地内

であったのかと、どういうものが一番の問題なのか。例えば今、材料を置くところがないとか、そ

ういうのが問題なのか、それともほかの問題もあるのか、何が一番の問題なのか。 

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） まず、これは石野議員から３月議会のときに質問されましたが、リースにす

る意味があるのかというご質問を予算編成のご説明の中でされたと思うのですが、そういった中で

リースにするメリットとしては、スピード感を重視した上での判断でリースというふうにしたので
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すが、そのリースにするスピード感の意味がなくなってしまったというところが１つと。そのため

に検討がちょっと進まなかったというところなのですが、場所的な問題としては、やはり土砂災害

警戒情報のレッドゾーン、イエローゾーンの関係で、敷地に対して落差、段差がある場合に擁壁を

整備しないと建築面積が確保できないといったところ、そういったところが一番で、それを無視し

てというか、制限を受けない範囲で建設をした場合、物すごく小さな建物になってしまうといった

ことも検討の結果、分かりましたと。なので、今後は擁壁を整備しながら建築をしていかなければ

いけないなというふうに考えているところです。 

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） 擁壁というのは、例えば今、ログハウスの下がそうでしたよね。そうすると

海側と山側にも段差があるわけですよ。どれぐらいの高さまで擁壁があるのですか。 

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） そこに関しても具体的な設計、検討までは至っていないというのが現状でご

ざいます。村なかの予定地だったところに関しては、およそ段差が5.5メートルあるといったところ

もありますので、あの部分は必ず整備しなければいけないというふうな専門家のご指摘も受けてい

るところでございます。現在は設計の前段階の基本構想を策定していくといったような段階で、同

時に、先ほどの財源の話になってくるのですが、なるべく自己財源の負担を少ない方法を今摸索し

ているといったような段階でございます。 

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） あのログハウスの場合は海側に高い壁というか、あれがあったのですけれど

も、そのときは別段海側で関係なかったのですか、建てるのに。段差が何メートルあるか、三、四

メーターあると思うのだけれども、そこを建てるときは、昔なので、そのときは必要ないと、そう

いうあれだったのですか。それでできたのか。 

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） その当時のお話は少し私自身も調べ切れていないのですが、建築確認をする

上では、やはりその擁壁、構造計算、地盤調査というのがマストだということですので、その当時

のお話で、どういうふうにクリアしたかというのはちょっと申し訳ないですけれども、今お答えで

きないのですが、一応そういうことで話は聞いて、今検討を進め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〕 
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〇４番（石野 治君） 次は、総合計画について、６月中に全住民に対するアンケートを実施すると

ありますが、アンケートでは３月議会の意見交換をするとしていた計画と重なり、一方通行となる

のではないでしょうか。３月議会で第四次総合計画が後期に入っていることもあり、今の計画は微

調整、微修正に止め、あまり手間暇かけると第五次に入ってしまうと村長が発言している段階で、

住民に呼びかけ、どれだけの意見を取り入れることができるのですか。 

また、総合開発審議会の委員の選出はどのようになったのでしょうか。 

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） アンケートに関しましても、先ほどの他の議員からの質問と重なりますが、

なるべく一方通行にならないようにとは考えております。かつ広い世代にご意見を伺いたいなとい

うふうに考えた内容になっているところであります。 

  どれだけの意見を取り入れることができるのかといったところも、今のお答えと一緒になるかも

しれませんが、なるべく小さい子供たちから大人まで、将来の利島をつくる上で生かしていければ

なというふうに考えているところです。 

 総合開発審議会委員の選出に関しましては、申し訳ないです。選出の方法に関しては、あくまで

まだ口頭でお願いしている段階で、また来年お願いしますということで、正式に委嘱という形で進

んでいません。中にはお断りをされたという委員もいらっしゃる中で、進んでいないのが現状でご

ざいます。今後、このアンケートの結果を諮問するに当たりまして、改めて島内で総合開発審議会

の委員にお願いをしていかなければいけないなというところと同時に、その総合審の中でも、いろ

いろな、３月の準備会の中で出たのですが、その委員の選び方、構成に関しましても少し委員の皆

様からご意見が出ましたので、そういったところも含めて、先々を見据えた構成も含めて検討して

いきたいなというふうには考えているところです。今後、このアンケートと同時に、総合審の開催

に向けて委員をお願いしていきたいというふうに考えているところです。 

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） 次は、「村長と話そうの会」について、実施に当たり計画発表されたのはいつ

頃ですか。 

また、参加者は各回何名ぐらいで、どのような内容をお話になったのでしょうか。 

 今後は新たな区分で実施を検討とありますが、全体を対象とした対話会の予定はありますか。 

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） 「話そうの会」に関しましては、これも先ほど説明させていただいたとおり

なのですが、１月、就任直後に開催をしたいなというふうに考えていたところです。ただ、ちょっ
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とコロナの状況もあって、少し落ち着いてきたかなというところで、この５月、それから６月に開

催させていただいたという次第でございます。 

  発表といいますのは、自分のイメージとしては、なるべく多くの方に来てもらうべきだというふ

うなお話もありますが、少数でまずはやってみようと、今までやったことがないものなので、自分

としてもあまり大風呂敷を広げて多くの人に来られても、なかなか皆さんの細かい意見を吸い上げ

られないかなというふうなイメージもあったので、その週の頭にＩＰのほうで告知させていただい

たというところです。 

参加人数に関しましては、昨日協議会の中で私のメモ、記録を各議員の皆様にはお配りしました

が、おおよそ毎回10名ぐらい、総勢で30名少しかな、40名ぐらいだと思いますが、お越しになって

意見を伺いましたというところです。 

内容に関しましては、フリーというふうにうたっておりましたが、当初１月に開催しようと思っ

たのは、令和４年度の予算に関しての説明をさせていただきたいなというところがあったもので、

その少し時間はたってしまいましたが、令和４年度の利島村の予算とか、役場がどういうことをや

っているの、私がどういうことをやっているのということをメインにお話をさせていただいて、な

るべく皆様には役場のこと、村の動き、事業に関してご理解をしていただきたいなというところが

前半、後半は参加していただいた方に私のほうから１人ずつ、「誰々さん、何かご意見とかありませ

んか」と伺うような形式で進行させていただいたというところです。 

今後の区分けに関しましては、基本的には役場職員の負担とならないように、私一人で運営をし

ております。なので、私のできる範囲でと言ったら申し訳ないのですけれども、時間とかを変えた

り、あとは対象を今回は世代別に分けたりもしましたが、例えば職業別ですとか、男女を分けたり

とか、Ｉターンの方、それから地の人間、いろいろなちょっとカテゴリーを分けてみて、なるべく

埋もれていた意見で有効ではないかなといったものを掘り起こしに努めていきたいなというふうに

考えています。ですので、全体を対象とした、全住民を対象にした説明会、旧来の事業説明会とい

うのは、そういったものも必要なのですが、それは村主体で例えば焼却場の事業説明会ですとか、

いろんなものに関する説明会、それはそれでやるとして、私の「村長と話そうの会」、意見交換会と

いうのは、なるべく小規模、小スペックで回を重ねていけたらなというのが現状の私のイメージで

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） 私も出席はしたかったのですけれども、ちょっと予定が入っていたのですけ

れども、その前に分かれば、日数が分かれば予定を変更したのですけれども、ちょっと急だったも

ので参加できなかったのですけれども、今度もう少し早くやってくれたほうでいいと思います。 

〇村長（村山将人君） はい。 
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〇４番（石野 治君） それと、これはちょっと質問の意図なのですけれども、60歳以下の話の中で、

中というか、終わりの頃で、今度60歳以上の人との話があると。そのとき私はとっちめられるので

はないかというような話が出たということなのですけれども、それをこの60歳以下の人から聞いた

60以上の人が、「いや、出ようと思ったんだけど、そういう話があるんじゃちょっと出れないなと、

出にくいと、我々が行ってとっちめられるとかいう話を聞いたんじゃ」と。 

〇村長（村山将人君） とっちめられるとかと。 

〇４番（石野 治君） うん。何やっているのだか、村長はとか、ああでもない、こうでもないとい

うような話を60歳以上の人が聞いたというわけですよ、自分が聞いたのではなくて。「それで、行こ

うと思っていたんだけど、ちょっと取りやめたと、そういうことなら」というような話もありまし

た。これは、言ったか言わないかの問題なので、それはもう村長のあれですけれども、もう少しこ

ういうことをやりたいというときは早く発表してくれれば、みんなある程度、少人数でやりたいと

いうのだったら、名前とか、そういうのがあるのだろうけれども、聞きたいというのだったら、早

く日数を決めてもらって、それでやればもっといい話が出るのではないかと思うのですけれとも、

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） まず、とっちめられるのではないかと言われたことに関しましては、毎回そ

う思っています。若い世代からもやっぱり議事録御覧になっていただければ分かると思いますが、

やっぱり厳しいご意見も出ております。これは、あえて正直あまり普通の人だったらやりたくない

のかなというところかもしれません。やっぱり厳しいところにわざわざ足を踏み込んでいくのはど

うなのかというところなのかもしれませんが、やはり私自身、自制という意味で、とっちめられて

もらってから何かつるし上げられて何かいいことが出てくるし、自分を顧みて、いけないことは正

していかなければいけないのかなというのもやっぱり必要だというふうな、自分のためと言ったら

あれなのですけれども、そういうつもりでそういうふうに発言をしたのかなというふうに思います。

なので、毎回行くときはびくびくしながら行っているのが正直なところです。 

  なるべく早くというところで、もちろん早く広報したほうがいいのかなというところなのですが、

ちょっとやっぱりコロナの状況とかて、事前にわっと言うのも難しいというのが１つと、あと声の

かけ方というのは、例えば一人一人に電話してとか、紙ベースで投函してとか、あとは防災行政無

線で呼びかけるとかというのは、あくまでちょっとそこではないなと、そこはできないなというと

ころで、ＩＰ告知で流させてもらったというところであって、その広報の仕方に関しても、やはり

今後はちょっと修正というか、検討はしていかなければいけないのかなと思いますが、議員のおっ

しゃるとおり、早めに決まっているのであれば、早めに告知をして、なるべく多くの方に参加でき

るようにできたらなというふうにしていきたいと思います。 
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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） それでは、なるだけ早くもしやるようだったらお願いします。 

〇村長（村山将人君） はい。 

〇４番（石野 治君） では、これで終わります。 

〇議長（寺田 優君） ほかの議員からよろしいですか。 

          〔「なし」と言う人あり〕                         

〇議長（寺田 優君） それでは、行政報告に対する質問を終了いたします。 

  ちょっと時間は早いのですが、これより昼食の時間を取ります。 

午後１時より開会しますので、お集まりください。 

          （休憩 午前１１時５２分） 

                                           

          （再開 午後 １時００分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて午後からの審議を行います。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

 

〇議長（寺田 優君） 次は、日程２の一般質問を行っていきたいと思います。 

  初めに、井口議員よりお願いいたします。 

  井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） それでは、第２回定例議会一般質問をさせてもらいます。一応４問ございま

す。 

  まず１番目、村営住宅補修は。何年か前に、住宅補修について質問したところ、長寿命化補修を

していくとの答弁がありましたが、その後、修理等はなされていませんが、いつ頃を予定していま

すか。 

  ２番目、水道事業について。２本目のボーリングをする予定でいると思いますが、いつ頃始める

のか質問します。 

  ３番目、補聴器について。５月に耳鼻科の専門診療の先生が見えられましたが、本村では難聴の

方が多くいるみたいですとの説明を聞きました。９月から10月頃に補聴器専門の方に来ていただい

てはいかがですかという話もしていました。本村では検討してもらえないかと思いますが、いかが

でしょうか。 

  ４番目、農業用具等の助成について。利島農協を通じて農業用補助金について３月議会でお願い
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しましたが、その後の経過の説明を願います。 

  以上、１問ずつお願いします。 

〇議長（寺田 優君） それでは、答弁をお願いします。 

  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） 井口議員のご質問に答えさせていただきます。 

  村営住宅の補修について。建築年度の古い住宅から順々に修繕を図ってまいりますが、住宅に住

みながらの修繕は難しいところでございます。部材により修繕が必要か否かを見極めながら修繕を

図っていきたいと考えております。新たな住宅を整備した後に現在の住宅を修繕していきたいと考

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） そこで、ちょっとお伺いしたいのですが、この住宅補修については、長寿命

化補修を行っていくというご答弁を前にいただいているのですが、どのような方式でやるのか、そ

れをちょっと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） 長寿命化計画にのっとった修繕というところだと思うのですけれど

も、計画自身は策定させていただいておりますので、ただちょっと中身のところで、費用感のとこ

ろを正直なところ、その長寿命化計画のところに載っていないというところございまして、具体的

にこれをこうやるよというのは正直なところ、その計画に載ってなかったりするのです。なので、

実際もう一回金額とかを含めて計画を立て直さないといけないのかなと思っているのですけれども、

現在、なのでその方式をというところでお伺いなのですけれども、そこらのところがちょっと素直

にごめんなさい。回答できないです。 

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、ここでの答弁骨子にございますように、順次修繕していくと

いう答弁骨子があるわけなのです。それならば、私が質問したときに、順次修繕は行っていくつも

りでいますとかという答弁があってしかるべきだと思っているのです。ところが、私その長寿命化

と言うから、どんな工法、どんな方法でやるのかと。私も電気屋としていろいろな建設現場、要す

るに鉄筋、鉄骨、木造、そういった工事を見てきました。だから、どういった工法でやっていただ

けるのかなと思って楽しみにしていたのですよ、見てみたいと。どのようなやり方でできるのかな

と。長寿命化ということは結局その同じ住宅でも長くもたせようということですよね。要するに通
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常の住宅が100万でできるところを長寿命化となれば150万から200万ぐらいかかるのかなと、そうい

った方法で修繕していくのかなと思っていたのですが、いかがでしょうか。 

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） すみません。お答えいたします。 

  長寿命化計画というところですので、ここが壊れたからこう直していこうというのではなくて、

計画的に、大体この部材だったら多分このぐらいもつでしょうというのはあると。この部材だった

ら標準でこのぐらいもちますよ。なので、計画的にこれを直していきましょうというところを計画

を立てて、順繰りに直していこうというところだと。 

〇５番（井口 保君） 職員だから、人を出して、１回何して、そこは空き家にして。 

〇環境建設課長（上野 崇君） 大規模になる場合は、そこは当然移転していただいて、そこを直し

ていく。 

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） 実は私もそう思ったのです。結局長寿命化と言うからには、元から直さなけ

れば長寿命化になっていかないのです。ただ、その場、その場の部品だけを取り替えていくような

形でしょう。それが長寿命化とは私は考えていないのです。だから、どういったやり方でやってい

ただけるのかなと。正直なことを言って、楽しみにはしていたのです。ところが、一向にできない

ので、はてどうなっているのだろうと思って今回質問させていただいたのですが、そうすると要す

るに今、結局村のほうで考えているのは、壊れたものをただ修理していきますよということでしょ

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） 井口議員のご質問にお答えします。 

  私のときに長寿命化計画策定いたしました。長寿命化計画というのは、まず長寿命化計画策定し

ないことには、大規模修繕をやるとか、そういったときに国庫の補助が下りないとか、まずそうい

うところが出てきますといったところで、公営住宅も耐用年数としては70年なのですね、コンクリ

ート造なので。ただ、70年これは同じ、最初造った当時から全部を70年というのは、これは現実的

に難しいですよと、それまでの流れというのは大体ある程度の年数いったところで取り壊して、新

しいのを建てますよというのがこれまでの大体の流れだったのです。ただ、今、公共事業とか、そ

ういったところというのは、ある程度計画性を求めて、今あるものについてはなるべく長く使いな

さいというのは長寿命化ということなのです。長寿命させるために逆にある程度中のものを、言い

方は最近のはやりでいくと、マンションなんかもリノベーションといって、全部スケルトン、１回
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内装なんか全部取っ払ってしまって、きれいにしてしまって、きれいというか、更地にはしないで

すけれども、中の躯体だけは残しておいて、中をきれいにしますよとかと、そういったのが長寿命

化というところの計画の中に求められるところであって、だからそのどこか部材を一個一個替えて

いくと、水道が壊れたから水道を直しますとか、そういうのではなくて、全体的な話をしなければ

いけないものですから、一旦長寿命化計画の中にのっとっている中では、屋根のふき替えだったら

別に住民の方にそんなにご迷惑をかけないで、住みながらでもできますけれども、中の、室内の全

体的なところも直していかなければいけないといったようなところは、一度外に退去してもらわな

いと、退去というか、１回出てもらわないとそこはできないよと。そういった中であくまでも長寿

命化計画で大体のおおよそのところ、こういった期間で中をではフルモデルチェンジではないです

けれども、リノベーションやりますとか、リフォームしますとかというところをあくまでもうたっ

ているところであって、ただ、今の村の現状としましては、住宅がもうただでさえ足りないといっ

た中で、どこかにその人引っ越してくれて、できますよという現状にないところでありますので、

なかなか進んでいかないよ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） そうすると別に壊れているものについては、外からでも直せるものは直せた

わけなのですよ、出て行かなくても。そういったものを私は前にこういったわけであれ壊れている

ので、直していただけませんかということを言ったら、いや、長寿命化だとおっしゃったから、一

体どういったやり方をするのかと思って今までいたのです。これ結構もうたちますよ、私が質問し

てから。 

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） 私がお答えします。 

  私のときに雨戸を直してくれというような関係がありました。ただ、雨戸については緊急に直す

必要がないというところの判断もありまして、またほかの住宅のところもある程度全部雨戸が壊れ

ているような現状も見受けられましたので、長寿命化計画に基づきながら、全部の住宅というか、

そこの住宅以外に限らずに進めていきたいといったところで述べさせていただきましたけれども、

現状雨戸の交換については行っておりませんので、そこについてはこれは検討が必要なのかなとい

うところもありますけれども、現状不具合がないといったところにつきましては、雨戸の交換等々

は、ガラスが割れたと、そういう話であればこちらはやっていかなければいけないといったところ

ありますけれども、雨戸のところについては、直していないといったところが現状でございます。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 
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〇５番（井口 保君） ということは、それだったら何もその長寿命化とか何とかと言っていないで、

村営住宅へ入られている住民は困っているわけなのです。台風のとき、ガラスが割れるのではない

かと、そういった心配もしているのです。なぜではそれだったらここに答弁骨子にもありますが、

順次修繕していくということを書いてあるのだけれども、何でそれだったら、そのときにそういっ

た対応を取っていただけなかったのか。だってここまで相当延ばしているのですよ。 

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。 

その場合には、長寿命化を作成して、早期にそのリノベーションというのですか、全部をきれい

にしたいというのがありました。ただ、昨今の住宅事情あった中で、なかなかそこが計画が進まな

いといったところでございます。 

  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） やっぱり村営住宅に住まわれている方にしてみれば、不安なのですよ。要す

るに私のほうにも何回も来ましたよ。「一体いつになったら直していただけるのだろうか」と言うか

ら、そのたびに私は「村のほうでは長寿命化計画は立てているので、もうしばらくお待ちください」

と言うしかなかったわけです。そういった現状があるわけです。だから、私は今回嫌だったのだけ

れども、これ質問させてもらいました。やっぱり住んでいる人の身になって考えていただきたいの

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） 住宅に住まわれている方にご不便をおかけしまして、大変申し訳ないという

ところです。実際に役場のほうにもそういったところで不具合があるというお声は何件もいただい

ておりますし、先日の「村長と話そうの会」の中でも、「いや、新しい住宅造る前に、うちらの住宅

何とかしてくれ」というお話も生で伺っております。ただ、先ほど課長のお話にもあったとおりで、

なかなかうまくできないといったところです。長寿命化計画の中では、やはり令和２年度から西山

住宅から順次整備していくというふうにうたわれております。その中でも水回り、お風呂とか、キ

ッチンとか、そういったところ、もしくはあと外壁、あと建具、そういったところを順次修繕して

いくと、令和12年までかけてしていくという計画、大方なマスタープランみたいなのはありますが、

もう一つの中でストックというものがある前提だと。つまり先ほど課長が言われたとおり、修繕す

るには移動してもらわなければいけないと、そういうものがあっての計画という中で、現状、今、

避難といいますか、移動してもらう場所がないというところで、計画はもちろんその耐震とか、そ
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ういったものはもちろんやっていって、なるべくライフサイクルコストというのを長くしていこう

というもので、これはこれで無駄ではないと、有効だというふうには考えておりますが、現状その

ように計画どおりにいかないといったところで、住民の皆様にはご不便をおかけしているところで

あります。 

また、昨今の世界情勢の関係で、ボイラーですとか、そういった給湯設備、そういったものもな

かなか半年待ちといったような状況もありまして、さらにご不便をおかけしているところでありま

す。申し訳ないというところなのですが、職員の皆様は一生懸命やっているところです。早く何と

かしてくれというお気持ちも重々理解しておりますが、なかなかうまくいっていないところで、ご

不便をおかけするところなのですが、何とぞご理解していただいた上で、順次修繕を図っていきた

いなというふうに考え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） これ私は職員さんは一生懸命やっているのは分かっているのです。それで、

私のほうとすれば、住民から来られるわけですよ、何とか村に言ってくれと。直してもらってくだ

さいと。だけれども、私のほうとすれば、それをこういったときでなければ言えないわけです。何

もそのいじめようとか何とか、そんなことは考えていません、一切。ただ、住民の声を私どもは受

けるから、それを何とか早く直してあげたいなと思うから、議会でしか言えないから言っているの

です。確かにこの答弁骨子には、順次修繕していくという文言がありますから、やっていただける

だろうと思っています。なるべく早く住民の方へご迷惑かけないようにお願いいたします。 

  次、お願いします。 

〇議長（寺田 優君） 続きまして、水道事業について。 

  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） 水道事業についてでございますけれども、６月20日からの工事の再

開、資材搬入がそこから始まっていくというところを予定してございます。上記から工期に関しま

して、12月末までの期間を予定しております。 

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） そこでちょっとお伺いしたいのですが、その１本の新しい井戸を掘るのに、

要するに１本止めなければならないと、振動や何かであれになるので、止めるのだということをお

っしゃっていますよね。それ大丈夫なのですか。それを止めてしまっても、要するに水の確保はで

きるのですか。 

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） すみません。たられば論になってしまうかもしれないですけれども、

今のところ、ここのところ雨が降ってきまして、貯水率としてはすみません。今何％ってちょっと

分からないですけれども…… 

          〔「96％」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 96％。ありがたいことに雨が降っていただいて、今、水としてはた

まってきていますと。ですので、皆様のご協力をいただきながら、節水、ふだんのできる範囲での

と申しましょうか、ふだん申し上げているとおりの日常の中でできる節水をお願いいたしまして、

その中で工事を進めさせていただき、そして無事に井戸の掘削を進めてまいり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） ただ、私やっぱり長期予報をちょこちょこ見るのです。そうするとへたする

と雨があまり降らないかもしれないとかということも言われておるもので、だからそこら辺はちょ

っと気にかけてはいるのですが、これはあくまでもその予報ですから、降る、降らないはこれはお

天気次第でしょうから、そこは何とも申し上げられないのですが、ただ、要するに今、１本をやっ

てくるそのあれを止めて、２本目を掘らなければならないと、果たしてどうなのだろうと。雨がう

まく降っていただいていけばいいのだけれども、去年だっけ、今年だっけか、見に行ったときに、

何か7,000トンだかの水が必要だというようなことをお聞きしているわけなのです。そういったとこ

ろで果たして大丈夫かなと。おまえが心配することはないと言われればそれまでのことかもしれま

せんけれども、やっぱり水は住民の生活の水ですから、そこら辺も私ちょっと長期予報や何かいろ

いろ見て、いや、大丈夫かなとか、いろいろ心配しているのですが、そこら辺は課長、どうお考え

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。現在、井戸掘削工事に挑戦、挑戦というか、

かかるための準備をしているところです。現在、先ほど課長が述べられたように、96％の貯水率だ

というところで、今月末から７月上旬にかけて工事に着手すると、そういった中で恐らくその期間、

現在は急速を止め、脱塩のみで要はため込んでいる状況であると、その工事に向けて。貯水の中で

保険、ずっと雨が降らなかったことも鑑みて、およそ２か月分ぐらいはためておく必要があるだろ

うと。要は満タンです。60日分ぐらい貯水があれば、工事はおおむね１か月ぐらいであろうという

お話は聞いておりますが、何が起こるか分からないので、一応２か月分というところでありまして、

脱塩を止めるのは今のところですと、予定ですが、８月ぐらいに止めるであろうと。なので現在の
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貯水率でいけばしのげるのではないかということを考えているところです。 

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） ８月といえば、結局民宿のほうにもお客さんがいっぱいいらっしゃいますよ

ね。そういった中での水の確保ですから、心配してしまうわけなのです。それで、できる限り私ど

もも節水には気をつけていますけれども、だけれども、やっぱりお客さんにしてみれば、お客さん

はお客さんで結局今度は海水浴行ったなんだといって、結局水を浴びたり、シャワー浴びたりする

わけです。そういったあれも鑑みて、やっぱり結構これきついのかなと実は私は思っているのです。

これがうまくずっと雨が降っていって、それで何事もなく進んでくれればこれ幸いと。だけれども、

私たちは議会議員としてやっぱりそういったところも多少なりとも心配しなければいけないという

形でいるものですから、それでお聞きしているわけなのです。とにかく早くやって、それで早く何

事もなく掘れればいいなと思っていますが、その辺頑張ってやっていただければと思います。 

  次、お願いします。 

〇議長（寺田 優君） 補聴器について。 

  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） 井口議員のご質問にお答えします。 

  補聴器についてでございますが、耳鼻咽喉科医から難聴の方が利島は特段多くいるというお話は

聞いておりません。加齢性難聴については、早い段階から補聴器を装着することにより、認知症予

防等の効果が期待できるということでありますので、補聴器を利用するには、病院で聴力検査を行

っていただいて、無料のレンタルなどを受け、約１か月間補聴器を装着し続けた後、調整する必要

があるため、今後専門科医などと協議していきたいと考えております。また、いち早く補聴器が必

要な場合につきましては、診療所でぜひご相談していただきたいといったところでございます。 

  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） 実は私、診療所で耳鼻科の先生とお話しさせてもらったのです。それで、そ

のときに一緒にいた看護師２名の方と一緒に私聞いていたのです。そうしたときの先生の説明だと、

いや、利島には難聴の方が多いですねということを私は言われたのです。だから、先ほど笹岡議員

のほうからもいろいろ行政報告の関係のときに、こういった話も出たのですが、できる限り要する

にこっちの患者が東京の病院へ行ったなんだと、確かにきついのです。ですから、できたらこちら

に来ていただいて、それでやっていただければと思うのです。 

  それで、その先生が言うには、補聴器は10万から50万だという話もされました。だけれども、何
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も50万なんてそんな高いのは要らないよと、要するに10万ぐらいのでいいのではないですかという

ことも話をしていました。だから、私もその先生と話をしているときに、ではこの６月議会がある

ので、そのときに一応お話ししてみますということを言って、それで私は診療所を後にしたのです

が、それだからお願いできませんかという形で質問させてもらっているのですが、というのは要す

るに利島のほうにそういった専門の方にちょっと来ていただいてやるということはできないのか。

また、その先生が言うには、一人一人耳の形が違うので、やっぱりそれに合わせなければいけない

ということも言われました。だから、それで一応１か月ぐらいやっておいて、それであれしたほう

がいいですよということも言っていました。確かにこの行政報告にありますよね。そういったあれ

も聞いています。 

  先ほどの笹岡議員とのやり取りも聞いています。やっぱりその難聴の方というのは、結構年寄り

の方が多いのです。そうするとそういった方が病院行くのは大変なので、できたらこちらへ来てい

ただいて、診ていただいたほうがよろしいのではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

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） 井口議員のご質問にお答えします。 

  先ほどもちょっと別の質問ですけれども、笹岡議員のときにもお答えしましたけれども、これか

らちょっといろいろ検討していかなければいけないところもあるといったところでございますので、

いろいろ検討の中で、来てもらうのが最良であれば来ていただくようにしたいと思いますし、ただ、

ちょっと私どもも何もしていなかったというわけではなくて、日本の補聴器メーカーの最大手であ

るところにも利島に来てやってくれないかというようなお話させていただいておりますけれども、

そのときには離島については、やはりメンテナンスの部分で万全の保証ができないので、無理です

と、はっきり断られました。この場を借りてちょっとご説明しますけれども、そういった中で、や

はり補聴器というのは調整とか、そういったところが必要であるといったところございますので、

そこについてはちょっといろいろなところで、お話をしながら調整していければと思っております。 

ただ、ちょっと１点、加齢性難聴の話で、私が専門科医から聞いたところによりますと、もうあ

る程度加齢性難聴でもう聞こえづらくなってしまった方というのは、どうしても補聴器をつけたか

ら劇的に改善するということがなかなか難しいというようなお話も同時に受けております。従前で

すと、専門的、専門的というか、ちょっと私が専門家ではないのであれですけれども、70デシベル

とか、80デシベルぐらい聞こえなくなると補聴器つけてくださいとかいうようなお話をその専門科

医の方もしていましたけれども、今ですと40から50デシベルが聞こえなくなると、もう補聴器をつ

けてもらったほうがいいですよというような形で、時代とともに、その補聴器の装着する聞こえの

具合というのは変わってきているというようなお話もされましたので、そこも踏まえていろんなこ

とを村としても検討し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） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 私もその耳鼻科の先生とお話ししているときに、先生がおっしゃるには、要

するに耳から入った音、これが脳のほうに信号がいかないのだと、だから難聴の方が多いのではな

いかと。というのは、要するに草刈り作業とか何とか、結局エンジンぶん回しますよね。そういっ

た音でそういったあれになっているのか、そこら辺は私も全然分かりませんけれども、だけれども、

一応先生がおっしゃるには、とにかくちょっと多いですよと。それと、都内の要するに痴呆を診て

いるその先生が聞いたところによると、耳も直した直したほうが痴呆の方が減りますよということ

も言っていました。だから、そういった話を私一人ではございませんから、聞いているのは。看護

師２名も一緒になって聞いていますから、そういったあれを私も聞いていたので、それでではとに

かく患者さんが行くのも大変だろうから、できたら村のほうへ来ていただいてやってもらいたいな

と思っていたから、今回質問させてもらったのですが、そういったわけで、課長も大分苦労されて

いるみたいでいらっしゃいますけれども、引き続きよろしくお願いいたします。 

 次をお願いします。 

〇議長（寺田 優君） 農業用具等の補助について。 

  荻野産業観光課主幹。 

          〔産業観光課主幹（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） 井口議員の質問にお答えいたします。 

  農機具の補助の関係ですけれども、今年度の補助金の申請状況でいうと、やっぱり例年より少し

多い状況にはなっているのは確かです。補助金の金額の増額みたいなお話だったと思うのですけれ

ども、一応例年複数年、大体過去３年間の平均で出していて、その予算の範囲での運用というふう

に考えています。この運用というのは、年によって使用の率がかなり違う状況があるということで、

使わない場合だと半額ぐらいしか使っていない。半額というか、予算の半分ぐらいしか消化してい

けていないというときもあったりとかして、それでもやっぱり昔は100万円ぐらいだったというよう

な話も聞いているのです。そのときとやっぱり農業従事者の数も当然減っているというのもあると

思いますし、そのときも多分予算を消化し切れていないというので減額という形になったのではな

いかなという私の個人的な予測ですけれども、ちょっとその当時どうしてこの今の60万円というふ

うになったのか、ちょっと私は分からないのですけれども、多分そういった事情があって、今の金

額に落ち着いたのではないか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〕 
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〇５番（井口 保君） この今現在、私は農協の担当の方と話ししたら、今、５月末だか６月の初め

だか話ししたときに、もう幾らもありませんよということをおっしゃっていたのです。いや、いや、

いや、たった２か月かそこらでそんなにもうないのということを話をしまして、それではちょっと

農業従事者、早く言えば生産者の方ですよね。結局ブロアーが欲しい、やれ何が欲しいと言ったっ

て、買えないねという話はしたのです。 

そこで、私３月議会にも村長にお願いしますねと言ったつもりだったのですが、要するに補正も

何も組まれていないと。それで、先ほど荻野主幹のほうから要するに昔は100万ぐらいあった。生産

者会議でも言われましたよね。たった60万かよという声も出ていました。要するに今どんどん、ど

んどん年齢を重ねてきて、年寄りが増えているのです。そういったときになるべく楽な方法を取り

たいなと思って、それでそのブロアーというのはここのところ出てきたわけです。要するにそうや

って楽でないものを今、一生懸命少ない生産者がやっているので、何とかそこら辺は考えていただ

けませんかというお願いです。 

〇議長（寺田 優君） 荻野産業観光課主幹。 

          〔産業観光課主幹（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） そういった生産者会議のときにそういった話は私も直接聞いてお

りまして、今やってる支援というのは、農業者の生産効率を上げるため、農業所得を上げるためと

いうところで、村が草刈り機ほか、耕運機だったり、そういったものを支援しているというところ

ですけれども、単純にこれだけの支援ではなくて、さっきお話に出ていたモノラックの維持管理な

んていうのも、基本的に村で全て行っておりまして、今年度の予算でいうと1,200万ぐらいかかって

いる。それも完全に村でやっているということで、まるっきり全体的にでは支援の額が減っている

のかといったら、決してそうではないというところはご理解いただければなと思います。 

  草刈り機の、草刈り機というか、その農業機具の補助に関しては、ちょっとどれだけ要望がある

のかというのが、前年に例えば調査かけるとか、ただ、それで毎年増減させるかどうかはちょっと

別ですけれども、そこの把握をもうちょっときめ細かくする必要はあるのかなというふうには個人

的には考えております。 

  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） 私が聞き及んでいるところをお話ししますと、去年買って、それで予算がな

くて、今年度に回した人も結構いらっしゃる…… 

          〔「それは違う」と言う人あり〕 

〇５番（井口 保君） ごめんなさい。それは私の勘違いでした。とにかく農業用具がないと、生産

者の方は困るのです。それで、今回要するにそういったものを持っていない。楽をしたいというの
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は皆さん一緒だと思います。だから、正直な話、私も足が悪いので、ブロアーも申し込ませていた

だきました。そうしたところが、納期が結構延びるのです。要するに今現在ありませんと、結構い

ろんな形で今、あれが出ているのですよ、不便が。あれもない、これもないという形で。それで、

農協の方と話しして、それで「何でこんなにあれなの」と言ったら、「いや、結構農業者の方からも

やれ、草刈り機が高いから負けろ」とかという、そういったことも言われたという、そういった話

もしていました。だから、とにかく生産者が楽に働けるような形を取っていただけないと、やっぱ

り年々老齢化していきますので、それだけ負担がかかるのです。だから、そこら辺を要するに昔は

100万あったのが、何で60万になったのか、私も知りません。でも、別に100万ぐらいの予算であれ

ば、もし余ったら不用額でも落とせばいいのではないかと思うのです。それが要するに不用額をし

てはいけないということで、60に決めているのかお伺いします。 

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） この件に関しましては、主幹のほうと３月議会以降、何度かお話をさせてい

ただきまして、私自身も生産者会議にも伺いまして、お話を聞いたりもしているところであります。

そして、今回の議会で補正で上がっていないということはやらないのかというお話ですが、やはり

先ほど担当のほうからご説明があったように、総合的に判断して今回増額を見送ったというところ

です。やはりほかの部分でも手当てをしているというところで、年度の途中で要望があるから、も

うちょっと増額しようかというお話もなきにしもあらずでしたが、やはり補助という特性上、助成

ではないので、やっぱり一定の枠、早い者勝ちといいますか、その審査をオーケーした者に限って

補助によって手当てをするというところでして、そもそもその補助の在り方もこのタイミングで見

直したらいいのではないかという話も内々主幹とは話をしているところであります。 

  例えば公平性という意味では、１つの農家に全部補助するのではなくて、１軒の農家には１年で

１回だけとか、そういった運用も今後考えていかなければいけないのではないかというところまで

はお話ししているところです。増額も含めて次年度以降に検討させていただきたいなというところ

でありまして、今年度はこのままでやらせていただきたいなという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） できる限り、それと今、村長がおっしゃったように、なるべく生産者が不便

のかからないようなやり方を考えてもらいたいのです。というのは、私、自分のことを言って申し

訳ないのですが、私、前回はチェーンソーを１台買ってもらった。20年使っていたチェーンソーが

駄目になったから、それで新しいチェーンソーを買わせてもらったと。それで、今、私の家にある

草刈り機ももう十何年前の草刈り機を私まだ使っています。自分で直し直し使っています。そうや

ってやっぱり自分でも努力はしているつもりなのですが、やっぱりだけれども、まだ私らみたいに
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直せる人はいいけれども、直せないのは女性の方、困るのです。だから、そういったことがあるの

で、できたらそこら辺も次年度に向けて考えていってもらいたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

  以上で終わります。 

〇議長（寺田 優君） 以上で井口議員の質問を終了いたします。 

  続いて、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） では、一般質問に入らせてもらいます。質問項目４つございまして、順繰り

に発表させてもらいます。 

  １つ目が、役場が宅地購入に際し農地、これ農地というのは椿山のことです。椿林のことです。

も一括購入された理由。このたび、住宅建設用地として購入した村内の宅地について、農地も合わ

せて購入したと聞いていますが、その理由についてお伺いしたいと思います。椿林地については、

放置状態となっており、椿が主産業とうたっている行政として、有効活用（誰かに耕作を依頼する

等）を図る考えはないのでしょうか。既に多数の椿林地が耕作放棄状態となっていて、現状に行政

が追随する行為は見逃すわけにはいきません。見解をお聞かせください。 

  ２つ目、村内ガードレールのさび対策について。ガードレールへの塗装が、他所というのは利島

以外という意味なのですけれども、で実施されているのかどうかは承知しておりませんが、村内の

一部の箇所ではさびがひどく、止め金具が抜け落ちるほどの腐食で、鉄板が浮いているところもあ

ります。現状、ガードレールとしての機能に問題はないように見受けられますが、景観の観点から

は見苦しいと思います。村道新地山線のガードレールを交換する案が以前に発表されましたが、そ

のタイミングに合わせて補修は考えられないでしょうか。子供たちに絵を描かせる等、村を挙げて

のイベントはいかがでしょうか。 

  ３つ目、拡大利島会（親睦会）の実施について。東京では、これ近県、千葉とか埼玉とか含みま

すけれども、では在京者の親睦を図る意味合いから、年に１回の親睦会が開かれています。これは、

コロナ前の話です。２年前までという意味です。親睦会が開かれています。声かけは利島出身者及

び利島と関わりのあった人たちなど多岐にわたり、毎回50から70人ほどの参加があり、大いに盛り

上がっておりました。老若男女が集い、利島をキーワードにきずなの結束に役立っていると思われ

ます。そこで、利島でも村内の親睦会的な交流会を開けないでしょうか。カフェ、これは農協の東

面にありますよね、最近できたのでしょうけれども。カフェもできたことですし、開催支援金とし

て年間15から20万円を援助いただければ、年三、四回開催するに十分と思います。若いＵターン者、

それとＩターン者の交流は島を活性化させていく上でも必要なことのように思えます。情報交換の

場としての位置づけで、実施の方向で検討願えないでしょうか。地域振興の要として、若者（意欲
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のある人なら年齢問わず）の発想力、実行力に期待し、利島のコミュニティーを再生、経済振興を

実現できたらと思います。 

  ４つ目、前回議会の、これは３月議会です。一般質問の追加について。追加といいますか、内容

をもう一度説明したいという意味合いです。前回議会にて、新産業の創生について発言させていだ

だきましたが、言いたかったのは、１つの事業ではなく、事業の副業化であります。島根県の隠岐

諸島で試みられている制度で、国の支援制度もあり、椿産業の再生にも役立つものがつくれるかも

しれません。 

  全国各地の島々でも様々な試みが試行されていますが、一朝一夕で成功されているわけではあり

ません。３から５年のスパンで考えて実施されるもので、まさにこの期間を考えれば、椿産業の従

事者の減少と同期するもので、椿産業の再生にも大いに期待されるべき事業を考えればよいと思い

ます。 

  例えば以下との複合化はということで、遺産としての椿林があるわけですから、これを活用した

観光客の呼び込み、１つ目として、椿山のオーナー制、２つ目、椿実拾い体験、それと拾った実の

油搾り、３つ目として、椿山の観光化（文化財化）等。現状、高齢になって椿事業を手放す事例を

耳にしますが、後継者を含めて新たな担い手を個人が探すのは無理と思います。椿だけで食ってい

けないのは既に既成の事実であり、主産業の再生を図っていく方策としては、思い切った行政の支

援と施策の転換が必要なのではないでしょうか。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） それでは、１問ずつ答弁をお願いいたします。 

  まず、役場が宅地購入に際し農地も一括で購入された理由について。 

  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） 前田議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  役場が宅地購入に際し農地（椿林）も一括で購入された理由、今回の用地なのですけれども、宅

地のほうは購入させていただいたのですけれども、農地に関してはご本人のほうで希望がありまし

て、寄附を村がいただいたというところになっております。その受付については、本人のご希望も

あるので、ちょっと具体的な理由は避けさせていただきたいと思います。 

  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） 一般質問を我々つくるときにも、我々というか、私つくるときに、大体こん

な答え返ってくるだろうなというのをある程度は想定するのです。１つ、２つぐらいなのですけれ

ども。確かにその寄附いただいたって、私も「えっ」と思ったのですけれども、意外だったのです
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けれども、私は質問として、そのことももちろん聞いているのですけれども、もう一つ聞いている

のです。では、私の想定では、役場は購入したという私想定で質問書をつくっていますので、その

椿山はどうするのだと、役場が買い取って、実際寄附ということなのですけれども、買い取って役

場はどうするの。人に任せればまだしも、現状放置林です。私が先ほど言いましたように、想定し

た中では、当年度はもうしようがないと、次年度以降誰かにやらせようと考えていたとか、そうい

う答えが返ってくるだろうなと私は思っていたのです。そのことには一切答弁骨子の中で触れてい

ないので、ぜひそこをお話しください。 

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） 想定、検討しておりませんというところです。今後活用に関していい方向を

検討していきたいというところです。 

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） 他の議員からも椿産業というものについては、質問で触れているかと思いま

すけれども、確かにその総合計画でやっていくから、考えていくからいいだろうという見方、考え

方もあるかもしれないのですけれども、現状を考えたときに、高齢化がばんばん進んでいて、後継

者がいないと、この現状がもう何年も続いているわけです。私、この前もたしかその新産業の創生

という中で聞いたかと思うのですけれども、総合計画を待っていていいのかと。そんな総合計画が

実際に実施に移されて、果たしてその後継者って確保できるのだろうかという思いが私、個人的に

はすごく強いのです。確かに利島は働く場所もないしということもあって、新産業という言い方を

したのですけれども、帰ってくる人全てが、では役場は吸収するよ、農協が吸収するよ、漁組が吸

収するよとできればいいのです。実際はそういうわけにはいかないでしょう。そうしたら、椿産業

をベースにして、何かつくっていくしかないと私は思うのですけれども、果たしてその総合計画の

中でそこら辺を取り上げて取り組んでいくのかどうか、それは分かりませんけれども、待ったなし

だと思いますよ、高齢化対策というのは。あるいは後継者対策というのは。そこに住宅問題とかと

また入ってくるのですけれども、それは横に置いておいたとして、どうするのだと。行政としてそ

れ本当に考えているのかという感じです。椿産業なくなったら、利島村は崩壊ではないのですか。

役場も今35名ですか、33、職員なんか要らなくなりますよ、本当、半分もあれば十分という。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇１番（前田 清君） 極論かもしれないですけれども、だけれども、椿産業なくなったら、農協ま

ずなくなりますよね。多分利島の住民の今半分がそのＩターンとかという見方もありますけれども、

少なくとも利島は従来から住んでいる人たち、言ってみれば農家をやっていた人たち、椿農家をや

っていた人たちというのは、もう利島にいないと思います、いたって食っていけないのだから。だ
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からこそ早くその後継者問題を、高齢化問題もありますけれども、後継者問題をどうするのだとい

う、もう論点はそっちにしかないのではないかという気がするのですけれども、だから今の１番目

の質問に絡めてその辺もできたらお答えいただければと思いますけれども。 

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） 2012年に私、利島に帰ってきまして、10年ぐらいになりますが、その当時か

ら言われていたと、10年以上、もっと前からですか、こうなってくれよと、今、稼ぎ頭の方々が山

入れなくなってくるよと。それで、この５年、10年で急速にそれが進んできたと。当時からの想定

どおりと言えば想定どおりなのかもしれませんが、抜本的な解決には至っていないというところで、

私自身も明確な答えがないと、行政としてどこまでどうするのかと。全部が全部村役場が面倒とい

うか、公金を投じてやるものでもないというふうには考えております。ある程度のやはり自主性、

自分たちで、最初のスタートダッシュは補助なり、助成なりで後押しをしたとしても、やはり農家

が本来自分たちで収益を上げていくというのが本筋であるという中で、そこに至るところまで来て

いない、考えが至っていないというところであるのかなというふうに考えております。 

  例えば農協の組合長のお話を参考にさせていただきますと、その旧来からやられているやり方で、

できるだけ長くやっていただきたいという考えと同時に、新たな方法でちょっとチャレンジしてい

かないと何もしないとなくなってしまうという危機感は持っているというところで、行政としても

その部分に関しては共有をしているところではあります。今後、その後者のほうを行政としては力

を入れてやっていくことで何か見つかるのかなといったところで、現状としては今年度予算にも反

映されていますが、ＡＩ、ＩＴを導入した椿産業に向けてどういうふうにやっていくかというとこ

ろも含めて摸索をしているところではありますが、明確なこうだからこうやっていくのだというの

は現状として私としても持ち合わせていないといったところです。 

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） 今、村長にも答弁いただきましたけれども、その問題、また後で、私、４番

目でもう取り上げていますので、そこでもう一度やっていくとして、取りあえず１番目のその先ほ

どの問題に戻りまして、要は今年度ぐらいからその椿山については考えていきたいと、その寄附い

ただいた山についてはということですよね。 

〇村長（村山将人君） はい、考えています。 

〇１番（前田 清君） 皆さんご存じないかもしれないのですけれども、椿山って１年放置すると大

変なのですよね、元に戻すのに。やったことないでしょう、皆さん。だから、なるべく早くやって

くれる人を見つけてというか、多分現状の利島の農家の方ってもう無理だと思うのです。だから、

新たなやったことのない人辺りを指導してやってみろというふうに言うしかないと思うのですけれ
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ども、もうキャパないですよ、既存の利島の農家には。その辺は行政として本当にもう２年もほっ

ぽいておいたら、もうそれこそ放置林、捨て山という感じになりますので、ぜひ今年中に対策を打

っていただきたいと思います。 

  では、次をお願いします。 

〇議長（寺田 優君） ガードレールのさび対策について。 

  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） 村内ガードレールのさび対策について、村道新地山線イ号のガード

レール、もともと予算を上げさせていただいているところなのですけれども、現段階で都道環状線

西山二期整備、今、ヘリポート線の延長と俗に言っているところでございますけれども、あちらの

整備の際に併せて修繕することを現在考えております。その他の路線についても、修繕は一般財源

で持ち出しになりますので、修繕時期はちょっと慎重に考えていきたいと思っております。その修

繕の際、擬木にするかどうかというのは、またそのとき検討させていただきます。今のところガー

ドレールに絵を描くことは考えておりません。 

  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） 修繕という、そういう捉え方では私なかったのですけれども、新地山線のガ

ードレール、これ前話聞いていますので、その旨、多分私賛成したと思うのですけれども、何でし

たっけ、鉄板ではなくて、木で…… 

          〔「ウッドロープ」と言う人あり〕 

〇１番（前田 清君） ウッド何とかと言いましたっけ。でやりたいとかという話でしたけれども、

それはそれでやっていただければいいと思います。そのガードレールに絵を描かせるというのは、

今はさびがひどいですよね、さびが浮いて。さわれば指についていきます。利島の道って坂道だし、

狭いし、車も通っていると。そうするとついついどっちかに、海側、ガードレール側か山側か、ど

っちかに寄るわけです。ガードレールにくっつけば、やっぱり服も汚れるだろうしという意味合い

から、ペンキでも塗って、そこに絵でも描いたらどうなのだろうという発想だったのです。要は私

の根底が利島をよく見せたいと、外から人が来るではないですか。その人たちに利島ってきれいな

ところなのだよと、それをアピールしたいがための絵を描いたらどうなのだということだったので

す。去年だか、おととしのこの議会で私、提案したことあります。利島をアピールするのに、村の

花がサクユリ、椿なのだっけ、椿の木だっけ。 

          〔「利島の木は」と言う人あり〕 

〇１番（前田 清君） 村の木か。 
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          〔「村の木」と言う人あり〕 

〇１番（前田 清君） が椿と、それを聞いたときに、私、ポスターつくって、商店なり、民宿なり

に貼らせろと言ったことを覚えております。予算だって四、五万もあれば、利島の民宿、商店に配

るぐらいはできるだろうと、いまだあのときは私の提案却下されたのかどうかと覚えていないので

すけれども、多分今もってできていないから却下されたのだろうとは思いますけれども、それと同

じ趣旨でガードレールに絵でも描いたら、ユリの花でも描いたらという、そういう意味合いなので

す。 

だから、皆さんが感性の問題と言ってしまえばそれで済むのかもしれないのですけれども、やっ

ぱり同じ利島に住んでいる人間として、住民として少しでも外から来る人にはいい思いをさせたい

という気持ちがあるではないですか。「わあ、こんなところにここの住民は、こんな汚いところに住

んでいるのか」というのではなくて、やっぱり「おお、確かにな」という感じで思えてもらえるよ

うな、そういう住環境とは言いませんけれども、そういう環境にしていけたらなという思いから、

このガードレールのさびの云々という感じで提案させてもらったのですけれども、やりません。人

は使いません。やりません。金は出しませんと言い切るのではなくて、もうちょっともろもろの観

点から考えていただけたらと思います。 

  では、次をお願いします。 

〇議長（寺田 優君） 次は、拡大利島会の実施について。 

村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 拡大利島会の実施についてご質問いただいております。 

感染症によって分断された村内のコミュニティーの再構築に関して、私も必要性を感じていると

ころではあります。開催支援金という形ではなく、まずはできるところからといった観点で取り組

んでいけたらと考えております。具体的にはここ数年延期、開催できていない盆踊りとか、花火大

会とか、そういったところから通常に戻していった上で、あとはもし開催ができる、今のコロナの

状況にもよりますが、開催ができるような雰囲気になっていって、必要性とか、有効性とか、そう

いったものがあるのであれば、予算措置をしていかなければいけないのかなというのはありますが、

現時点ではなかなか難しいのかなと、お金をつけてやってくださいという段階ではないというふう

に考えているところです。 

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） 一応予算15万から20万ぐらいと書いてはいますけれども、本当にそういった

親睦会的なものを開くときに、それだけのお金が必要になるか、三、四回というのを想定している

ので、１回当たり三、四万ぐらいなのですけれども、果たしてそのお金が必要なのかというのは、
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私も別にそれを期待して書いているわけではないのですけれども、ただ、事例というか、例として、

その利島会、東京の在京の利島会という感じで書かせてもらったのですけれども、利島会でやると

きには必ずバーベキューやるのです。会費集めるのです。安いのですけれども、3,000円ぐらい集め

るのですけれども、50人集まると、それなりの額になってくるのです。もちろんバーベキューです

から、食材買ったり、飲み物買ったりとかとあるのですけれども、そういうものをその利島の親睦

会でいきなり最初からやろうなんてはなから思っていませんけれども、それなりに集まって、要は

お互いの考え、私なんかも利島でいえば高齢者のほうに入ってきますので、そういう立場から見た

ときに、その若い20代、30代、40代の人たちが何考えているのだろう。話ぐらいはお茶を飲みなが

らか、酒飲みながらか分かりませんけれども、話ぐらいはしてみたいなと。 

  それと、一般質問の中でも書かせてもらいましたけれども、そのＩターン者あるいはＵターン者

とも一応話をしてみたいと、それこそ親睦を図っていきたいねという思いから書かせてもらったの

であって、はなから予算云々という話が出てしまいましたけれども、そういう意図ではないという

ことだけは理解いただきたいと思います。 

  では、次をお願いします。 

〇議長（寺田 優君） 前回の一般質問の追加について。 

  荻野産業観光課主幹。 

          〔産業観光課主幹（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） 前田議員の質問にお答えします。 

  前回の一般質問であったということなのですけれども、これも前回、当時の副村長がお答えして

いたかなと思うのですけれども、まず海士町などが取り組んでいる特定地域づくり事業の推進に関

する法律に基づく特定地域づくり事業協同組合というのは、人口減少が急速に進んでいる地域が対

象となっておりまして、現段階だと、ちょっと利島村はこの事業を活用するというのがちょっとな

かなか難しいのですよというような答弁を３月のときにもしていたと思います。体験事業とか、そ

ういったものを組み合わせていくのが必要ではないかというお話ですけれども、それについては私

個人でもすごく感じておるところでございまして、今現在農協さんが椿の体験などを事業化を目指

して様々検討していると聞いておりますので、村のほうもそれに対して支援をしたいというふうに

は考えております。 

  それと、前田議員からお話があったオーナー制だとか、体験とか、そういったのは私もちょっと

やったほうがいいなというふうには考えておりますので、今後どういうふうにやれるかというのは

ちょっと考えてい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） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 
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〇１番（前田 清君） 先ほど質問書をつくりながら、答弁についてある程度想定しながら書いてい

るという言い方をしましたけれども、私この４番目の今のこの追加の質問についても、やっぱり自

分なりに多分こういう答え返ってくるのだろうなというのがあったのです。それを想定しながらつ

くっていたというのもあるのですけれども、今、主幹が言ったように、農協云々という話もありま

したよね。多分そういう農協の話も出るだろうなとは私想定していたのです。農協というのは農業

協同組合ですよね。あそこ営利団体ですよね。そうしたら行政あるいは民間でもいいのですけれど

も、民間の場合には当然ながらその営利というのはついて回るわけですけれども、行政側が考える

場合には、支援する場合には、そこら辺ってあまり考える必要ないのではないかという気がするの

です。ただ、私オーナー制とか、何だかんだ、椿実を拾わせて油搾るとかとあれにも書いてありま

すけれども、これは確かに金かかるのです。オーナー制は関係ないですけれども、椿油を搾るとい

う、これはいつか大島の商工会を訪ねたときに、小さい瓶です。本当化粧瓶というのか、こんな10セ

ンチ、15センチぐらいの高さの瓶で、「生しぼり油」とかというのです。値段見たら１万円とかと書

いてあるので、「えっ、すごい高級な油だね」と言った記憶があるのですけれども、つい去年ぐらい

ですか、去年の秋口かな、訪ねたとき置いてありましたけれども、「大島ではこんなのやっているん

だ」と言ったら、「そうなんですよ」と言い方したけれども、ただ、油が黄色っぽかったのです。ま

さに椿の実の外側の硬い殻をむいて、その内側の渋皮というのかな、あれを多分そのまま潰してい

るのではないかなと思ったのですけれども、利島の椿油って、脱色脱臭していますよね。していな

いのもあるのかもしれぬけれども、一般的に脱色、脱臭…… 

          〔「していない」と言う人あり〕 

〇１番（前田 清君） していないの、今。 

          〔「全部はしていない」と言う人あり〕 

〇１番（前田 清君） 全部はしていないのか。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇１番（前田 清君） だから、私の目から見ると、白い、椿油って白いのだと。昔は黄色っぽかっ

たけれども、今の椿油って白いのだという私認識持っていたものですから、そこからいくと違和感

を感じたというのもあったのですけれども、要はそういう油を、殻をむいた油を拾ったお客自身に

搾らせるという、そういうここで言う椿実拾い＆油搾りというのはそういう発想なのです。そうす

ると油搾るわけですから、まさかペンチでむいたやつを搾って、ぎゅっと搾って、それを皿に受け

るなんていうことはやっていられないので、ある程度の機械というのはやっぱり導入する必要があ

るのだろうということで、実は調べてみたことあるのです、ネットなのですけれども。そうすると

そういった小規模の油搾り機って、五、六十万、七、八十万もかければ買えるのです。ただ、そう

いう意味では、この単なる椿実拾いからその油搾りというのは、ただではないと、経費かかるよと

いうことなのですけれども、そこにその支援いただければという形、それとそのまま野天に機械を
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置いて、そこで油搾るなんていうことできないので、やっぱりそれなりの小屋なりなんなりもまた

必要だとは思いますけれども、そういう支援なりがいただければ話も進めやすいなということなの

です。 

  そのオーナー制といっても、よくあるではないですか。果物の木のオーナーになるとか、何とか

のオーナーになるとか、牛や豚はこれ別の問題でしたけれども、そういった感じのオーナーで、逆

にそれだと利島にお金ってそんなに落ちないと。では、幸い島の人は、島でも椿山持っている人は、

いまだに現役で椿山管理しているわけですから、下草刈りとかというのも取りあえず今やっている

人は慣れていると。ということであれば、そのオーナーになってもらったその椿山については、そ

ういった管理まではすると、実拾いまではしないけれども。そこには作業料なり、支援金なりとい

うのが発生するよと、それは椿山の現状のその地主さんが受け取るというような形で、ある程度現

在のその椿山を管理して、下草刈りをやった後、その実を拾って出荷している。収益に近いものは

そういったことで得られるのではないかということを想定してオーナー制というのを私考えたので

すけれども、それが果たしてどうなのかというのは、細かく研究していかないと分からないでしょ

うけれども、そういったものを含めて私の冒頭の質問の中で、村長にも答えてもらいましたけれど

も、今後のその展開というような形で、ここで聞いていけば一番よかったのですけれども、それが

後継者育成につながっていくのかなという、後継者というか、利島の後継者という意味合いで、そ

れがその引き金になって、Ｉターンなり、またＵターンが増えてくれればということにつながって

いくのですけれども、そういうつもりで質問書を書かせてもらったので、ぜひ行政としてその辺を

どう考えていくかというのをもう一度お聞きしたいと思うのですけれども、いいか。 

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） いろんな可能性がある中で、それらを排除しないで、総合開発審議会もしく

はいろんな場面、対話会、「村長と話そうの会」もしくは農協さんが主催している生産者会議とか、

いろんな場面でご意見を伺って、大方皆さんがそっちの方向でいいだろうというところで進めてい

ければいいのかなというイメージをしているところではありますが、何せ繰り返しになりますが、

これが正解というそっちのはっきりしたベクトルみたいなものが定まっていない状況なので、今は

情報収集、分析というところに注力したいなというふうに考えているところです。 

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） ぜひ高齢化イコール後継者難をいかに解消していくかというのを主眼に物事

を考えていっていただければいいかなと思います。本当に行政のこれからの指導を期待したいと思

います。 

  終わります。 
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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。 

  それでは、ここで５分間休憩をいたします。 

          （休憩 午後 ２時２３分） 

                                           

          （再開 午後 ２時３２分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて笹岡議員の一般質問を行います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは、一般質問の通告はしていなかったのですが、通告するような問題で

もないと思いまして、していないのですけれども、実は個人的な問題でお伺いしたいのですけれど

も、都道になるのでしょうか、藤井桂三氏の自宅というのはご存じですよね。そこの前の石垣…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 石垣ね、都道沿いの。それで、あれを西東は玉石でできているのです。皆さ

ん、見てお分かりだと思いますけれども、玉石で。ところが。その間があれでどのくらい、私も測

ったことないですけれども、七、八メーターぐらいあるのでしょうか、殻積み、殻積みって要する

に利島でいう山石です。それで積まれて擁壁まがいのことになっているわけですけれども、それが

非常に崩れる危険があるということで訴えがありまして、それで私、大島の役所に、都の役所のそ

の所管課に電話しまして、お伺いしたらば、その所管職員が事のついでに利島にお伺いすることが

あるかと思いますので、その際ちょっと見させてもらいますと、そういうことで来られて、それで

もちろんその後。ついでに何かのときに来て、この間の利島村に対する東京都行政の説明会ではな

かったと思うのですけれども、それ以前だと思うのだけれども、本人のところを訪ねまして、それ

で本格的ということはできないけれども、これは本人の弁ですけれども、崩れを取りあえず防ぐよ

うにコンクリートだか、セメントだかでべた塗りみたいなことの防護策的なものは施そうかと、そ

ういう考えでいますということは告げられたそうです。 

それはそれなのですけれども、ここで話しして所管課にお伺いしたいのは、伺うのではなくて、

お願いしたいのは、あれはちょっと難しい、ややこしいのですね、土地の問題で。誰の土地かとい

う認定が必要なわけですよ、その擁壁のある部分が。下は確かに都道、東京都の土地です。上は私

有地で、その間にあるこの擁壁というのかな、利島でいえば通じ、その部分が誰の土地に入ってい

るのだということになるわけです。そうしたらどうも分からないのだけれども、その部分は何か私

有地だみたいな話は聞いているのだけれども、ならば私がここでお願いしたいのは、１つは村単で

何かそういう事業が村にあるのです、美化何とかというのが。村営美化何とかというのがあるでし

ょう。条例か何かでありますよね。何といったっけかな、そういうあれが。 

          〔「美化条例か」と言う人あり〕 
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〇３番（笹岡壽一君） うん。それで、その辺の適用ができて、安全的に見てくれがいいようにでき

ないかと。それで、もう一つは東京都にそれに対して何とかということで、行政からお願いしても

らえないかと、こういうことです。このお願いです。これについては、特に答弁は要しません。ぜ

ひ何なりの施策を講じていただければと思います。結果はともかく。 

          〔「昨日も２つ、３つ落ちていた。崩れ落ちていた」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） だから、それなのだよ。 

          〔「そういうこと」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） うん、それなのだよ。そうなのですよ。もし崩れたら、崩れて人身でも仮に

あったら、悪いほうばかり言うほうですけれども、一応の通学路的であり、幹線道路ですよ、あそ

こは、村内の。そういうことを含めまして、災害防災対策といいますか、個人でつけるというのは、

非常に費用が構築、建設といいますか、構築費が高いので、何とかの施策を講じて、個人の財産を

守るという点だけではなくて、住民の通行中の安全を確保すると。それから、もう一つには、これ

はどうでもいいと言えばどうでもいいかもしれませんけれども、村内の美化を図ると。皆さんご存

じのとおり、八丈島の大里というのは石垣で売っている、玉石垣で。もう前田議員から先ほど似た

ような、この問題ではないですよ、いろんなポスターの話もありましたけれども、その程度にして

おきます。 

  それでは、通告してある質問書を朗読してまいります。阿部翔太朗氏におかれましては、いない

わけですけれども、いるという前提で書きましたので、今日は出席されているだろうと、長期的に

休まれているということは知っていまして、聞いていましたけれども、６月の今日ぐらいまでには、

これ６月２日に出しているので、２週間後にはいるだろうと思い、想定をして書いた質問書です。

阿部翔太朗氏におかれましては、副村長に就任されましたことに謝意と歓迎のご挨拶を申し上げま

す。早速ながら、後にお願いを申し上げることにしています。 

  現村政下においても、依然として住民の要望は実現が厳しい状況にあります。私は、前議会の一

般会計予算案の反対意見の中でも述べましたが、村営住宅として３億5,000万円を超える不動産会社

からの賃借料や、（株）ＴＯＳＨＩＭＡへの住宅建設資金の積立金300万円、事務所建設資金の積立

金100万円、業者からの重機のリース料、これが1,200万円、これはフォークリフトとか、そういう

あれでしょうけれども、1,200万円の財政負担には補助金はつきません。可能性があるとすれば、東

京都の総合交付金くらいかと考えます。交付は将来継続して受けられる保証はあるのか疑問視して

います。このほか、ごみ処理や他団体への派遣するための職員の増員に対する人件費や、細かいこ

とて言えば顧問弁護士の常設費等には補助金はつきません。今さら何がゆえに年額40万円も払って

常設の顧問弁護士が必要なのか、理解できません。それほどまでにしなければ、職員の職務能力が

信頼できず、不安ですか。職務、業務がですということです。不安ですか。個別事案で必要とされ

たときの依頼で弁護士は間に合うことではありませんか。 
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  住宅建設に関して言えば、国の制度を活用して公営住宅を建設した場合には、補助金があります。

それで、一部起債を起こしても、将来の償還額に際して地方交付税からの充当支援が得られます。

これ古い法律を引っ張ったものですから、改正といいますか、改悪といいますか、されていますね。

そういうことで充当が得られます。公営住宅建設では、建築費だけで済みますが、不動産業者から

の賃借では、建築費のほかに当然業者は数千万円の利益を見込みます。 

  さらに、後に述べる（株）ＴＯＳＨＩＭＡの取締役に対する退職積立金等も含めると、これら一

連の施策に要する毎年の負担額は、新たに採用する職員の人件費を除いて5,000万円を優に超える金

額となります。10年間の平均金額です。毎年補助金なしの経常経費として一般会計予算を拘束しま

す。 

  いかに村長の政策とはいえ、一般財源を湯水のようにつぎ込んでいく思いがします。これら一連

の施策から生じる差金の一部を運用するだけで、この間住民から切実に要望されている事案のほと

んどは実現がかなえられます。住民要求の実現を図るためにも尽力されるよう期待しています。 

  コロナ対策です。コロナ・オミクロン株、最近これまたオミクロン株が何とかと余計なのがつき

ましたけれども、株の感染者数が減少傾向にある中、島しょでは急激に増加しています。幸いにし

て本村の現状は１名にとどまっていますが、これはご承知のとおり、現在はもっと増えているよう

です。増えていると聞いています。東京都のデータを見ればすぐ分かりますね。今、増えています。

要するに油断できません。全住民が無償でＰＣＲ検査を受けられるよう求めます。 

 それから、島外診療の際の旅費助成。私は、日本共産党の島しょ議員団、都議団と協力して、島

しょ住民の命と健康を守るために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、これは島しょということです。東京都でもいいので

すけれども、が共同して、東京都が旅費実費の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。議長、村長の答弁を求めます。 

  村におかれては、東京都から支援助成が受けられたときは、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％の支援助成を受けられたときは、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。この東京都の負担については、現在条例も要綱もないので、こ

れを先ほど言いましたように、設置してもらう運動が必要です。 

  それから、椿産業。村長は、放置林の整備計画はないと言います。再三指摘してきているように、

放置林の中には数年放置されて、雑木林になっているところもあります。計画文書には、椿油産業

は、本村の歴史的基幹産業といった文言がうたわれていますが、いかにすばらしい計画ができたと

しても、椿林がやぶでは、椿油産業は振興しません。今や、これは川柳みたいなものですけれども、

「放置林 先祖の汗が やぶの中」です。早期に放置林の整備を図るよう求めます。また、センサ

ーによる椿実の選別機の導入計画に関して、コスト負担はどこになるのかといった不安の声も聞か
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れています。いずれにしても、新工場建設については、一部の関係者に委ねるのではなく、住民参

加型を求める声があることを認識されて、対応策を求めます。 

  あわせて、前議会でも各議員から指摘されていたモノラック線路沿いの草刈り管理の実施を求め

ます。 

  次は、ごみ処理と圃場の、圃場というか、村の表現と私の圃場が違うので、何と言っていいか分

からないので、村にしてみれば、ジシンガ沢のストックヤードというのですか、場所は同じ認識だ

と思います。議会は先般、新潟県粟島浦村のごみ処理事情について視察調査をしています。私の視

察報告は、議会閉会後発行予定の「あしたば」に掲載します。粟島浦村では、家電製品、家具、自

転車等の粗大廃棄物は、事業者の事業用であっても、個人と区別なく、村が一括扱いで島外へ年に

１度の割で搬出処理しています。 

  前議会で、事業者の事業用家電製品等の粗大廃棄物を村が一括扱いで搬出処理することについて

検討すると述べていました。結果について伺います。 

  住民の中には、圃場の規制解除、段ボール紙の回収日が雨天、雨の場合の回収や生ごみ処理では、

３器目のコンポストというのですか、これ要するに容器です。も年内で満杯になるのではないかと

心配する声もあります。果たして想定どおり最初のコンポストが空になる見込みでしょうか。大体

１年で空になって、３器あれば３年で次という、こういう話に基づいた質問です。 

  その他、職員による回収では、連休中は回収しないという問題も指摘されています。焼却場も含

め、ごみ処理に関する基本的な対応策について、将来も含めて住民懇談会を重点的に開催すること

を求める多くの人たちの声があります。対処を求めます。対策を求めます。 

  （株）ＴＯＳＨＩＭＡ取締役の退職金積立て。（株）ＴＯＳＨＩＭＡの運営については、議会に相

談すると言っていましたが、何の話もないまま進めています。村が（株）ＴＯＳＨＩＭＡの取締役

の退職積立金として、今年度400万円を予算計上し、以後毎年100万円を一般財源から積み立てる施

策を知った住民の中には、今後二十数年その職にあれば、3,000万円近い金額になり、村職員の退職

金よりも相当高いのではないのかとか、特定の企業の役員にだけそんな待遇をするのは異常で理解

できない。何か特殊な関係でもあるのかといった批判もある一方で、中には当人がそんな退職金の

制度は求めてはいないと思う。一生懸命働いているのに、世間からそんな目で見られるのは不本意

だろうし、かわいそうだ。村長はそうした事情を考慮すべきだという指摘もあります。この施策で

は将来に及んで半永久的な債務負担行為を設定するということは不可能ですから、制度的な保障は

成立しないという問題点があります。取締役の退職金については、中小企業経営者退職金制度ある

いは小規模企業共済制度などのこれにこだわりませんけれども、何らかの活用を検討されたらいか

がですか。 

  製本化した議事録の配付です。村長は議員経験者であり、熟知していると思いますが、議事録は

議員にとってあってもなくてもよいといったものではなく、必要不可欠な文書です。特に現村政に
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あっては、言った、言わないが大きな問題となってきている状況にあって、議事録は質問するにも

不可欠です。現状では議事録の電子化は時期尚早と考えます。速やかな製本を配付するよう求めま

す。 

  これは、最後になると思いますが、行政体制。行政体制に関する質問は、人事権とは異なる案件

と認識しています。副村長が総務課長及び議会事務局長ほかを兼職し、住民課長が社協の事務局長

を兼職というのは村政史上事例を見ない理解しがたい行政体制です。副村長は、言うまでもなく、

村長直近の補佐役であると同時に、行政全体を掌握して職員の指揮監督に努める要職者と認識して

います。住民課長が社協の事務局長という、社協の要職を兼職するのも、これは本人に聞いている

わけではありませんけれども、当人にとっても厳しいでしょうし、行政、社協、双方ともに不行き

届きが生じはしないかと懸念しています。教育長の空席も放置できません。こうした状況下にあっ

て、村内では行政事務の遅れも話題となっていて、今や行政機構が混乱状況にある印象があります。 

  冒頭申し上げました副村長、本人いらっしゃらないのですが、副村長にお願いしたいことは、勤

務された職歴からして、企画財政業務には精通されていると思いますが、実務指導にとどまらず、

本村のように職員研修が困難な自治体にあっては、職員が公務員としてのふだんの心構えを持って

行政執行に臨まれる指導援助と人材育成にご尽力を期待しています。 

  しかし、その反面、内心では総務課長という中枢の実務責任者との兼職では、それは厳しいのか

なという気がかりはあります。私は、日頃から小さな自治体における少人数職員における行政執行

の効率化を図る上で重要なことは、職員たちが日常的に住民の人心を掌握すると同時に、職場にお

いて自由闊達に発言できる環境が何より大事なことと考えています。これにより、縦割り組織の弱

点を克服して、縦横断的に連携した効率的な行政運営が可能となる思いがしています。 

  職員が住民の人心を掌握するには、何よりも公私問わず、日常ふだんから住民と自由に接触して

対話できる生活環境の構築は重要と考えています。 

  かつて私が副村長は職員が住民宅を私的に訪問することを禁じているという話があると議会質問

したことに、前副村長は、その事実はないと答弁していました。ところが、その直後、職員から副

村長から住民宅へ私的な訪問を控えるように言われていたのは事実ですと。議員が、議員というの

は私のことですが、議員が議会質問した直後、副村長から改めて住民宅を私的に訪問するときは、

２人以上で行くようにという指示があったと言います。私は、職員に対するこうした統制は、職員

を信頼し切れない特定の幹部が、自己の日頃の言動に世間からの批判が出るのを恐れるがあまりの

自己保身策にすぎず、村政運営にあっては「百害あって一利なし」と考えます。職員が一般的に議

員や首長、うちで言えば村長、の施策や政治姿勢について意見を述べることは地方公務員法36条の

公務員の政治活動の禁止条項には抵触しないと考えています。むしろ奨励されてよいことではない

でしょうか。村長の所見を伺います。 

  以上で一般質問を終わります。答弁内容によっては再質問いたします。 
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〇議長（寺田 優君） それでは、これより答弁を行ってまいります。 

  顧問弁護士の常設についての、まだあったっけ、その前があるのだっけ。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 経過的に、前、前というのは前の議員、前田議員です。井口議員もそうです

けれども、出されている質問の順序は多少違うのですけれども、流れとして、椿問題を先にやりた

いと思うのですけれども、駄目ですか。 

〇議長（寺田 優君） それでは、最初に椿産業についての答弁をお願いします。 

  荻野産業観光課主幹。 

          〔産業観光課主幹（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） 笹岡議員の質問にお答えします。 

  椿産業についてですけれども、椿林自体が各個人の財産であるために、それに特化した計画をつ

くれるかどうかとか、あとは所有権の関係、土地の流動化も含めて、利島の場合だと流動化に関し

てはなかなか進んでいないというような状況があると思いますので、そういったことも含めて農業

委員会、農協と、あと生産者にも協議して対応していきたいというふうに考えております。 

  新しい椿油の製油センターのことに関してですけれども、今回話に出ている前処理の部分ですけ

れども、椿産業振興行動計画を策定する際の生産者会議の生産者アンケートを取ったときの意見と

して、前処理施設は必要あるということで、今回の建設の中に組み込まれたというふうに私は認識

しております。 

  あと、モノラックレールの草刈りに関しては、委託業者に確認したところ、過去にその業者さん

のサービスの範囲でレールの周辺の草刈りを実際行っていたというような話は確認できましたが、

そのやっている際に、一部生産者の方からシドケがあるから刈らないでほしいというような話があ

って、それ以降はやめているというふうに聞いております。３月の議会の答弁でも、この件に関し

ては、受益者負担でお願いしたいということで考えております。 

  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） 順にお伺いしますけれども、私はこの最初のこれは村長の施政方針でしょう

けれども、これを重視しています。というのは、先ほど前田議員に対する答弁でも、これに似たよ

うな大体答弁をされていましたけれども、これが実は皆さん、古い議員と言ってはあれだけれども、

記憶があるし、職員の方も経験があるだろうと、村長も議員当時でしたろうから、あると思うので

すけれども、実は前村長の初期の段階、ちょっと古いことです。古いと言ったって、そう20年も前

ではない。そのときに椿害虫が発生しました、３次だか、４次だか、大発生した。それで、それを
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どうするかということで私は東京都に個人的に行って要請して、私どもの都議会議員が来ました、

ここへ。それで、現地ももちろん視察して、村長室でお話を伺ったわけですけれども、そのときに

議会でもそういう答弁していたのですけれども、同じような答弁なのですね、似たような。言葉は

違います。だけれども、椿林はこれ私有財産だと。これについて公的な資金を投入するというのは

いかがかという、そういう話があったのです。議会でもその答弁しています、当時。 

  それで、それを聞いて、村長さん、それは心配しなくていいですよと、私どもやりましょうと、

東京都に。そういう話はその村長室でしたら、そうですか、お願いしますになったのですかな。そ

れで公費を投じて害虫駆除やりました、散布を。それだけでやったかどうかは別です。もちろん後

に聞いた話では、村長自ら行ったそうです、東京都へお願いに。そういう経過があって、何かさっ

き私は答弁のこの２行の文章を見ていても、先ほど前田議員に対する答弁を聞いていても、何か人

ごとだなと、ほかに何かないか。特化はどうかとか、特化だか何化だか分かりませんけれども、他

に産業があるのかどうか分かりませんけれども、利島の他に産業といったら何があるのでしょう。

この50年ぐらいいろいろ時の村長はやりました。パッションだの、枝豆ではない、キヌサヤだの、

夏ミカンだの、ユリだの。残ったのは椿だけです。それこそ数百年の歴史が残って、今日残ってい

るのは椿産業だけです。これをどう見るかです。その椿が根幹、皆さんの言葉で言えば基幹産業だ。

産業の根幹をなしている椿産業が今廃れようとしている。そこをどう見るかをしてもらいたいので

す。生産者とあまりにも行政がかけ離れている、論を論じていて。 

だから、私はあえてこういう文章をつくってみたのです。放置林、先祖の汗は、おやじの、おじ

いちゃんの汗が、おばあちゃんの汗がやぶの中だよと。私たちは椿で育ったのです。育てられた、

親に、あるいはじいさん、ばあさんに。学校もそれで造ったのです、今の学校ではないけれども。

この歴史は、やっぱり昔のことよと片づけないで、今残っているのは椿だけですよ、産業。ありま

すか、何か。うん、シドケがあると言うでしょう。アシタバもあると言うかもしれません。それは

それでいいではないですか。基幹産業ですよ、椿は。いまだに。文章に書いてあるとおり。シドケ

かどうだこうだとは言いません。あれもあれで大事な産業です。アシタバもいいでしょう。アシタ

バを出荷しているというのはあまり聞かない、最近。それでもどのくらいかあるのでしょう。 

  ちょっと長く話をしましたけれども、ここを根本的に考えを改めてもらわないと、取組が進まな

いです。幾ら言っても進まない。調査、検査、議論、検討。調査をしてから、どのくらい、先ほど

前田議員がおっしゃった、２年たてば、３年たてばこうなると、放置が。あの調査をやったのいつ

だか覚えていますか。もう５年たちますよ、調査やってから。結果が出てから４年たつ。何がどう

なりましたか。東京都の農業会議が来た。長崎県から来た。交流会館へ集まった。それで何ができ

たのですか。何が進んだのですか。立派な文書はできたかもしれない。私は、それを言いたい。幾

ら立派な研修、それだけ書いたのです。幾ら物すごい、その計画は結構ですよ。計画なんかはどう

でもいいとは言わない。ただ、相手が始末が悪い。相手が生き物なのですよ、山は。これからおも
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むろにみこしを上げて油を拾おうかというときには、後継者に対する若い人たちが利島へ入ってく

る。いろんな策を論じて、住宅もともかく、論じてそれでは椿を拾おうかなんていう、拾わないこ

とには収穫できないのだ、あれ。そのときにやぶになっていたら若い人たちが来ますか。やぶにな

っていたら。 

  村長はまだそう言っては失礼だけれども、利島の木を、そういう言い方は悪いです。だけれども、

私は職員の皆さんを責めるつもりはないのです。だけれども、ある意味では住民の皆さんはそう言

っています、仕方がないと。時代が違う。職員の人たちは今、ここにいらっしゃる全て山を知らな

い人ばかり。景色は知っているかもしれません。そういう歴史も知らない。だから、ここはひとつ

思い切った、村長をトップにして、それこそ千尋の谷ではないけれども、考え方は違うかもしれぬ

けれども、放置林を整備することは大変なことだ。今やらなければいつやるのだというところは無

条件で私はやってもらいたい。そのためには、まず考え方は変えてもらわなければ進まない、これ

は。幾ら計画を論じていても。どのくらいすばらしい計画書ができたって、書いた人は書くでしょ

うけれども、読む人がいなかったら読まない。読んだとしてもやる人がいなかったら進まない。 

  そのくらいにして、この最初の２行に書いているこの私有財産云々、特化云々、ほかに何か。こ

れは脇に置いておきましょうよ。どうですか。まず、椿やろうではないですか。ほかに何かは置い

ておいて。私は、今そういう状況、ご時世だと見ているのです。それはそれでやってくださいと、

ほかの産業も。無条件でやってもらいたい。無条件で。 

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） 無条件でというところでありますが、これはちょっと議長にご確認、了解取

りたいのですが、反問権ではないですが、無条件でやると、放置林を村が主体的に整備をしていく

というところで、その道筋、将来的な財政負担、私の当初の所信の中でも述べておりますが、持続

可能な島づくりの中で、それが本当に必要だというのであれば、そういうことも考えていかなけれ

ばいけないという中で、おっしゃるとおり今まではそういった考え方は、質問状でも書いてあると

おり、排除していたというところが正直なところです。ただ、思い切ったことでやってほしいとお

っしゃるのであれば、今後我々も真剣に検討するといった中で、逆に具体的な道筋として、財源も

含めてどういったことを参考までに、それを全て分かりました。やりますとはなりませんが、どう

いったことをやっていったほうがいいのかという逆に伺いたいと思うのですが、よろしいでしょう

か。反問権みたいな感じになってしまうのかもしれないですけれども。 

〇議長（寺田 優君） いいですか。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私は、どうやったことというのは、無条件の言った意味は、財源のことはさ
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すがに私は今ここで言うのはおこがましいと思うのですよ。幾らと積算して幾らぐらいかかるとい

うのは。それは。ただ、どのくらいかかるかは脇に置いておいてです。そう５億も６億もかかると

は思っていませんけれども、置いておいて、その特に生産者に対する若い人たち、少年の人たちぐ

らいなのでしょうか、賃金を払って、ある程度構成団体をつくって、外から来てもらってでも、た

だ、それでは住宅はと、先ほど言ったように、それでは住宅はどうするというのはあるだろうけれ

ども、それも脇に置いておいて、取りあえず。とにかくスタートするにはある程度のチーム、組織

といいますか、構築して、そうしてずっと木下払いやってもらうと、これがスタートだと思います。

これが無条件でできるか、できないかにかかりますという意味で言っているのです。もちろん人が

必要だと分かりますよ、しゃべくっていたって草の一本切れるわけではないので。 

だから、そういう意味で、どうしたらと言ったら、まず島内の人を含めて、協力含めて呼びかけ

て、５人必要なのか、10人必要なのか分かりませんけれども、専門に切っていただくと。専門に、

どこの山、あそこの山なんて関係なく。できればですよ。やぶ林、要するに放置林だ。これについ

てはどの程度まで切るかというのは別として、それを今年から、例えば１年では切れないのであれ

ば、２年計画だとか、そういうことで進めていただけたらな。進められたらなと。それは村が呼び

かけたら、私は可能だと思っているのですね、村がその気になって呼びかけたら。もちろんただで

働けということではないです。その財政のほうは金がないと言ったのでは、そのときはそれでは諦

めようかになるかもしれぬけれども、そう１億も２億もかからない。せいぜい私がこの金額を言う

のは口はばったいから言いませんけれども、そんなにぶったまげた数字ではないと思うのです。そ

ういうところですけれども。 

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） それが仮に根本的な解決になるのであれば、検討の余地があるのかもしれま

せん。しかし、それで、それを先々も続けていかなければならないとなってくると、私の掲げてい

る持続可能な島づくりとはやはりかけ離れてしまうのかなというところが一番ネックになってくる

のかなというふうに考えております。つまりずっと役場の事業としてやっていくようになってしま

えば、もはやもう一次産業として機能しなくなってしまうのではないかという懸念もある中で、お

預かりしましたその提案、意見も踏まえて改めて検討はしてまいり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） 以前に副村長からそういう提案したら、あなた責任持てますかとやられた議

員もいましたけれども、そういう観点で伺う話をしている。責任を取るとかの問題ではなくて、私

は村長がやって、失敗、仮にどうなるか心配があるでしょうよ。もちろん未来の、将来のことだか

ら。これで利島村は栄えていくのかなという保証は誰もできない。そこに私は無条件と言ったので
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す。あれやこれや考えないでもやってもらいたいと。今、椿林をまず切ってくれと、あれやこれや

先のことを、それでもって誰が参加するので、それを参加するときは参加する人あるいは拾う人、

外から呼ぶなり、いろんな、前田議員もいろいろ言っていました。そういうことをいろんな皆さん

の知恵を集めて取り組んでいくと。それはあとは生産者を通して住民を信頼するしかないのですよ、

村長。 

私は、村長にお願いしているのは、無条件でやってくれというのはそういうことなのです。これ

がために村長の命を取るようなことはないだろうと思っているのです。だから、無条件と言ってい

るのです、条件つきではなくて。あれやこれやの想定して、いろんなことを考えられます、それは

考えようとすれば。私だって責任は取れませんよ、そういうようなことを言われたら。第一その頃

生きているかどうか分からないのだから。そういう意味で無条件でお願いできませんかと、こう言

ったのです。村長の言わんとすること分かりますよ、おっしゃることは。いいです。答弁、分かっ

ていないから、いいです。 

それでは、もう一つ、次。それから、それは政策論の問題で今、村長と議論したところなのです

が、あとは具体的に入っていくのですけれども、椿油で、要するに私はこういう質問したのです。

ある人から、要は結論と書きましたけれども、製油工場を造る。それでこれについては何かの委員

会とかでやるとか何とか、農協と油を技術者と行政とやるみたいな話に、農業委員会とやるという

ような話は聞いているのです。ただ、生産者のほうは、今これ事例として出したので、その赤外線

だか何だかのセンサーでもって選別すると。私は、現場、現物の機械を見てきました、前の議会の

ときに。群馬県の太田というところへ行って。今のうちの機械というのはそのとき入れたのです。

聞いてみたら高かった。こんなでかいパワーでざっと流れて、4,000万、あの石抜き機は500万、当

時の金で。それで、そのセンサーがそのときから回るので、それは椿実なんて相手にしないのです。

何を相手にしているか。豆です。小豆だとか、大豆だとか、そんな豆を選別するのが主だ。あとト

ウモロコシの実、粒だとか。椿実のなんてないのだ、日本に。それで、うちでも送りました。そう

したらできますよという話は聞いたのだ、報告は。会社から。 

それはですから、後になって、最近になってどの程度の、赤外線だか何だかの選別機か高速か分

かりませんけれども、それを入れてくれるのは結構だけれども、前さばきで、前さばきって、相撲

用語みたいで、前さばきで軽減化になるのはいいのだけれども、前処理で。いいのだけれども、費

用は誰が負担するのだと、それがために生産者がえらい負担をさせられるのでは、軽減化は結構だ

と、いいのだが、そのために幾ら幾ら払えというと、これはちょっと問題だよなということなわけ。 

いずれにしても、工場建設そのものについて、住民の参加をすべきだと。住民というのは特に生

産者あるいは一般の人も含めて。かつて、今は亡くなった議員が質問したことがあるのです。村長

は知らないかな。ほかの議員、井口議員とか議長は知っているかもしれぬ。見学ルートを造れとか、

私はビール工場なんか見たことあるのですけれども、見学ルートがあるのですよ、ビールはどうし
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てできるかというのを。それで、そこで展示販売、そういうことも踏まえて、そういうアイデアも

いろいろ議会の中では、当時の議員の中ではアイデアも出されていました。生産者も参加して、ど

うせ今日、明日に造るわけではない。できるわけではないので、手はずとして生産者の参加を求め

て、２回でも３回でも皆さんの要望やら、意見やらを集約してもらいたいということなのですけれ

ども、それは主幹よりも村長のほうでしょうね。主幹ですか、答弁は。 

〇議長（寺田 優君） 荻野産業観光課主幹。 

          〔産業観光課主幹（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） 工場建設の経緯というのは、その建設してもう大分時間がたって、

建屋自体の老朽化が進んでいるということもあって、３年か４年ぐらい前に前村長が建て替えを前

提に進めていくというような話を生産者会議の中でたしかお話ししたと思うのです。その際に、そ

の前段階のときは、多分検討委員会というのがあったのですけれども、それはあくまで工場を建て

るかどうか、新設とか、どうするかという、建てる前提ではない検討委員会があって、ただ、いろ

いろあって、何かその答申が最後出ていないというような話で、簡単に言うと空中分解したみたい

な形だったのです。ただ、やっぱりそこからまた５年ぐらいたって、やっぱり老朽化があったりと

か、効率化、ラインの効率化がなかなかできていないと、乾燥機から搾油までのラインが途絶えて

しまっていたりとか、そういったいろんな問題があるということで、新しい工場を建てようという

ところで、その建てるというのが決まったときに、生産者会議の中では、それは役場が進めるべき

だみたいな意見があったと私は記憶していますので、その生産者からそういった意見があったので、

村と、あと農協と、あと製油センターの従事者をメインとした形で話を進めたというのが今回の経

緯だったです。 

  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） 今の主幹の話はおっしゃるとおりなのです、経過は。おっしゃるとおりなの

です。何ら間違いはないのです。それで、検討委員会の処理については、今の議員は、前田議員と

石野議員は知らないのだな。これは、条例の廃止やったのです。ですから、そのときもちょっと議

員でしたけれども、問題になっている事案です。それはそれで分かっていますから、いいのてすけ

れども、要はそういうことで確かにある機関の組織、関係者がそこでやるから、それこそ何とかチ

ームではないけれども、そういう何らかの組織をつくって、そこでやると。それででき上がったも

のを知らせればそれでいいではないかということだったのだけれども、今、住民の中では、ちょっ

とほかのところを今つけ加えて話をしますけれども、行政として、そういう行政ばかりではないの

ですね。これごみの問題もそうなのです、後で触れますけれども。ごみの問題も油の問題も大きな

事業の２つになっているのです、本村では。住民の中の。だから、俺たちを参加させてくれよとい
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うことなのです。村で勝手にやらないでとは言わないまでも。 

だから、そういう点で住民のできましてから、こうですよということではなくて、説明ではなく

て、住民の個々の意見を村長は一人一人指名して発言求めたのでしょう、３回目会議で。そのこと

とまでは言わないけれども、私はそういう点ではごもっともだということで質問しています。ごも

っともだと、やっぱり住民を置いていってはいけないなと、これは。やってやれないことではない

のだから、私に言わせれば。何ら不都合はないでしょうと、知られて具合が悪いということではな

いでしょうということなのです。何で住民の意見を聞いてはまずいのですかと、こうなるわけです。

面倒くさいですか。そういう意味で、ですから、村長にかかるのかな。所管では申し訳ないな。 

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） 私が「村長と話そうの会」に来ていただいた方に一言ずついただいたという

のは、フラットな形でご意見ありますかというような状況で意見を伺ったと。つまり平時はボトム

アップというふうな考え方、急場はトップダウンというところで、その製油センターがトップダウ

ンでやるかどうかというものではありますが、ある程度骨格を固めた上でご説明をするといった形

のほうがスマートというか、本来の事業進行に関してはいいのではないかというふうに考えている

ところでありまして、ある程度のところでは、やはり生産者のお話も聞かなければ、例えば前処理

の搬入の経路に関しては、当然一番生産者と関わらなければいけないところが出てくるので、そこ

に関しては当然お話を聞かなければいけないかもしれないのですけれども、その後処理の部分で生

産者と直接関わる部分が少ないと、私も工場の見学を何度かさせていただいたときに、それは今の

工場の運営側のほうで検討を吟味していったほうがいいのではないかというふうなこともありまし

て、今の主幹のような形の説明になったというふうに考えているところです。 

  どういうふうに進めていくか、今、プロジェクトチームでも話し合ってはいますが、進めていく

上で住民もしくは生産者に説明をする機会は当然必要だなというふうには考えているところではあ

りますが、生産者の方に直接フラットな状況でご意見を求めるというところまでは今のところは考

えていないというふうに認識しております。 

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） そうでしょう。どうしましょうかと持っていかれても生産者も困ってしまう

わけで、それはある程度の骨格といいますか、構想といいますか、行政用語では基本計画という、

基本構想といいますか、それらしいその青写真的、青写真までいかない構想ぐらいはある程度でき

た上で、こういうことを考えていますけれども、皆さんどうでしょうかと、何かございますかとい

うのが普通の在り方だと思うのですね、一般的には。ただ、でき上がった、ある程度のもうこれで

いくのだよという状況になって、あれやこれや言われたって、もう行政のほうはこれ弁解に努める
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だけの一方で、それはできませんとか、ああだとかというところになるとトラベルめくから、だか

らそこの受け入れる、聞く耳が、聞ける耳があるような状況で懇談会だか説明会だか知りませんけ

れども、やっていただければいいのかなと。 

  それは職員の皆さんもよろしいのでしょうか。了としたということでいいですか。問題はありま

すか。問題があるならお伺いします。 

〇議長（寺田 優君） 荻野産業観光課主幹。 

          〔産業観光課主幹（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  今、現段階で、昨年度その製造ライン、設計というところは事業として行っていますので、ある

程度その乾燥から充填までのラインはこうするというのは、もう大方出てはいます。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） はい。なので、次の生産者会議のときにそういった部分の説明は

できるかなと思っています。 

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） そうですね。１回で終わらせることなく、といって10回も20回もということ

は考えているとは私は思えませんけれども、まだまだ住民で何だい、これはというようなことがあ

るときには、少なくても３回、それほど先まではどうかなと思いますけれども、２回か３回ぐらい

必要なのかと、場合によっては。そういう感じがしています。それはそれでよろしくお願いします。

今の答弁をいただいたことで、それで村長も了解していただいたという認識をしていますので、回

数とか、後の場でというのは皆さんで検討したことで結構ですけれども、いいと思うのですけれど

も。 

それで、このあと、モノラック線路のこれは何とも理解しがたいと言ったほうがいいのですけれ

ども、結論的には。その業者さんが線路沿いの草を刈っていたらば、シドケがあるから切るなと言

われた、ある人から。それでやめたと、簡単に言えばそういう話、答弁ですけれども、これはそれ

をもってやめたというわけにいかないのでしょう。だって山中、線路沿いにずっとシドケがあるわ

けではないですよ。あっても２本か３本ですよ、線路沿いにあるなんていうのは。これはだからや

めたという理由にはならぬと思うのです。多くはササだとか、アザミ、アシタバ、そういう意外と

背の高い草ですよ、ヨモギだとか。置いておくともう太くなったり、硬くなったする。そんな草ば

かりだよ。そういうところを椿林の中は皆さん、年に１回か２回かみんな刈るのですよ、椿林のと

ころは。そういう点では私は椿林まで刈ってくれとは言わないですよ、しゃくし定規に。それは皆

さんが現地を分からないから、地図の上で見るだけだからということなのでしょうけれども、現地

を見て、こことこことここは刈ろうよと、切ろうよと。人手がないと言えば、それも１人だけ。そ
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のときは誰か見てもらいましょうよ。こことこことここは切ったほうがいいよと。 

とにかくこれは井口議員が３月議会でしたか、危ないよと、特にご婦人たちは。ご婦人に限らぬ

けれども。それで、現にいろんなトラブルが起きているのです。それがためとは必ずしも言い切れ

ないけれども、どこどこを骨折したとか、打撲を負ったとか。だから、そういう意味で事故が起き

てからでは、行政大変です。死亡事故でも起きてみなさい、草を刈らないがために。脅かすわけで

はないけれども、線路沿いを全部総距離が何キロだから、それを全部刈れなんて誰も思っていない

と思うのです。ひどいところを刈ってくれと言うのだ。私は幾らもないのではないか。あえて言わ

せてもらうと、幾らでもない、全体の距離からしたら。幾らでもないと思います。ただし、最近先

ほど来申し述べている。椿林そのものがやぶになってきているから、一概にはぱあっとは言えない

けれども、これぜひ取り組めませんか。生産者負担というか、受益者負担行為と言いますけれども、

これはなかなか切りにくい。切れないです。しかも不特定多数は行くわけだ。自分のうちの田畑に

行くというのとわけが違う。お願いできませんか。 

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） 非常に難しいと捉えております。その１つの路線でなく、全ての路線、公平

性、公共性の観点から見ると、全ての路線を整備しなければならないと、１つや２つではなくとい

うところで、しっかり管理されているところもあれば、やぶのところを通らなければいけないとい

ったところで、非常に厳しい言い方をさせてもらいますと、本来そのモノラックというのは、生産

者が自ら整備するべきものだというふうにも考えております。その中で生産者の責任の下、本来運

営するものだと。ただし、そうはいっても負担が大きいというところで、行政が支援していると、

支援し、整備していると、維持管理も含めてやっているという中で、その草刈りも含めて行政が負

担するとなると、やはりもしそれをやるとなれば、ほかの路線も含めて全部やるのが筋になってく

るだろうと、１つの路線ではなく。そうなってくるとかなりの負担が予想されますし、現実的では

ないのかな、公平性という意味では行政のやるところをちょっと超えてしまっているのかなという

ふうに私としては考えております。なので、慎重に判断したい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） あまり立ち入ったことをやると、村もやっているから、結構進んだ事業をや

っているのですよ、モノラックは。村負担ないでしょう。村って、住民負担ないでしょう、受益者

負担。燃料ぐらいでしょう。燃料ぐらい。ところが、ほかの島で、ある島で取り組もうとしたのだ

ね、このモノラックを。それは元は私なのです、紹介したのは。それで、それ取り組もうとしたわ

けだ。やったのだ。そうしたら受益者負担あるのです。でかい声では言わなかった。そういう点で

は行政頑張って、30基ぐらいあるのですか、今。二十何基ですか、36基ぐらい…… 
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          〔「33路線です」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 33路線ぐらいね。そういう点では村頑張って増設して、その維持管理が今、

大変な額になっているのでしょう。線路を磨いた、磨いたというか、取り替えたり、機械を入れ替

えたり、ビニールハウスを張り替えてみたり、そういうのは皆さん知っているのです、住民は。だ

から、いいではないかということには、それを超えてやっばりその草を刈ってもらいたいと。今、

村長おっしゃるけれども、調べたらいいです。全路線のは大変だなんて一口で言わないで、どのく

らいのことを刈らなければいけないのか。それこそ職員だけで不安ならば、農業委員会でも農協で

も誰でも立ち会ってもらって、調べたらいいです。それで、そこで判こをついて、ここはいいと、

こことここは刈ろうと。そうしてやってみたら、私はさっきあえて言いましたけれども、全路線が

何キロあるか知りません。分かりませんけれども、私はその全体路線から比べたら１割はないので

はないかと思う。せいぜいあるかな、１割ぐらい。例えば２キロあるとしたら200メートルぐらいあ

るかなと、２キロでは利かぬでしょうけれども、そういう意味でまず調査、それこそ調査してみて、

どのくらいあるのだよと。それで椿林はいいですよ、刈らなくても。皆さんが刈っているところ、

拾っているところは。そこまで草を刈ってくれとは言わない。これは、ご婦人方や生産者には無理

だなとおのずと分かります、走ってみれば。それはこんなこと言い過ぎになるかもしれませんけれ

ども、私は全体から比べたら幾らでもないと思いますよ、距離が。心配なら踏査してみて、職員で

大変なら農業委員会でも、何なら私だって歩いて報告しますよ、人を頼むのだったら。その代わり

３日、４日ではもちろんできないでしょうけれども。どうですか、何とかなりませんか、そのくら

い。皆さんが、皆さんがって歴代の村政が頑張ってくれているのは分かっているの。こんなに土地

も悪いので、傾斜地だから、全部。平らなところでモノラックなんか要りはしないのだから。だっ

て、土地が悪いと言ったって、誰を責めるわけにもいかないし、そういう意味でしようがない。そ

ういうところに金もかかるなと、この椿産業をやっていく上ではということでお願いをしたいと思

うのです。調査してみませんか。 

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） 担当と協議した上で調査するなり、対応し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） では、ぜひ皆さんのお役に立てるモノラックができるようにひとつ便宜を図

る、生産者の便宜を図る。それともう一つ、事故を未然に防ぐということの観点を持って前向きに

ぜひともお願いをしたいと思います。村長の答弁をもちまして、委ね、お願いをしておきます。 

  それで、次の問題です。次の問題というか、元へ入っていきます。それで、先ほど朗読しました

ので、次の問題の冒頭から、これ私質問していなかったのだけれども、弁護士の答弁が出てきてい
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るので、この弁護士は私はただ質問したのではなくて、意見として述べたのだけれども、それでも

弁護士に対する答弁が来ていますから。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

 顧問弁護士の常設についてですが、昨今業務が複雑化、多様化しておりまして、事業を進めるに

当たりまして、法務的な相談を弁護士と行うことが必要であると判断しております。今年度におい

て既に契約書作成のための相談を本委託契約を基に弁護士と行っておりまして、契約を行った事象

もございます。 

 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） いつものとおり時間の関係があるので、スピードを進めていきます。 

  ここでは、私が質問書に書いたように、うん、そうですかというわけにいかない問題があるので

すけれども、複雑化だの、多角化だのと抽象的なことを言われても、もちろんそういう面もあるで

しょう。職務が煩雑だ、人数が少ないの、複雑になってきてるのって、それはそれでしょうけれど

も、言いたいのは、例えば今、契約の話出ましたけれども、契約は今までやっているではないです

か、どうやらこうやら。問題があるかないかは知りませんけれども、ほとんど契約案件というのは

承認されているでしょう、弁護士がいなくても。職員の皆さん頑張ってやってくれているのです。

それがにわかに今年になってきたらおかしくなって、あえておかしくなったと言えば、あえておか

しくなったと言ったら、契約が遅れたということです。中身はいいのです。弁護士がやることは、

期間の問題ではなくて、中身の問題でしょう。契約が遅れたのです、弁護士のために。常設したら。

去年まで全く問題ないのですというぐらい、いろんな契約をこの何年間ずっとやってきているけれ

ども、議会で否決された契約なんかないと思います。１件あったかどうかは知りませんが、記憶に

ありませんが。職員で間に合っているのです、どのくらいつらい思いをしたかはともかくとして。

今回はただ遅れただけ。皆さん知っているのでしょう、遅れたのが何で遅れたのかというの。 

  これは、監査委員いらっしゃるけれども、監査委員が見たときは遅れていないのです。日付合わ

せるでしょうから、４月１日だか、３日に。ただ、ある業者さんがこういう話をしていました。こ

の間契約なしで仕事はやらなければいけないからやっていたと。事故でも起きたら誰が責任取るの

だと。遅れたのは住民が知らなくて、皆さんが一番よく知っているのです。全部が遅れたとは言い

ませんよ、分かりませんから。全てが遅れたとは言いません。私は、必要に応じて聞いたらいいの

ではないですかと言っているのです、何も40万も払わなくたって。それで頼めば金は別に払うので

しょう。40万でどこまでやってくれるのですか、ただで。せいぜい電話の問合わせぐらいならただ
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でやってくれるのですか、書類なんかは作らなくてもいいと。 

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） 契約書に関してチェックをしてもらうというところを答弁させていただいた

と思いますが、契約書だけではなくて、全体的なコンプライアンスの観点から見てもらおうという

ところがあります。直接私もお会いしてお話をしましたが、今、多くの自治体で弁護士先生にチェ

ックをしてもらっていると、契約書以外でも。行政運営の中でも。私の所信の中でもコンプライア

ンス、法令遵守を掲げていることもありまして、今まではよかった、こうだった、昔はこうだった

というのは、なかなかこれが通らない時代になってくるというところもありまして、プロにお願い

しようというところであります。 

  実際、６月ですが、数件お願いをして、アドバイス、回答をいただい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、法務という読み替えが分からないのです。というのは、事業について

は、皆さんみんなほとんど専門家に頼んでいるのでしょう、調査してくれと。片仮名で何というの

でしたっけ。業者に委託するでしょう。そういうことで、それで行政については、貧乏はと言うと

言葉は悪いかもしれませんけれども、人がやっているから俺もという短絡的なことではなくて、や

っぱりそれはそれなりに財政が厳しい自治体ならなりに、例えば東京都の機関に聞くとか、あるい

は自分たちでも何か今のはやりの皆さんがやっているこの機械で調べるとか、あるいはそれでも間

に合わないときは弁護士頼んだっていいではないてすか。東京都には法務部があるでしょう。訴訟

部だっけ、何だっけ、総務部、何といったっけ。法務があるのですよね。今、今日いらっしゃらな

いけれども、副村長がいれば分かる。ご存じでしょうけれども、いずれにしても行政職に対しては

彼らもプロですよ。皆さんもプロだけれども、東京都もプロだ。だから、そういう点では、そうい

うところのご指導、ご援助をいただく。今まではそれでやってきたのだよ、現実に。皆さん、みん

な記憶あるでしょう。弁護士なんか、なんかというと失礼だけれども、弁護士がいなくたってやっ

てきたではないですか。何で今日から必要なのか分からないのだ。いいです。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） それでは、次をお願いします。 

〇議長（寺田 優君） 住宅建設について。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） いいのかな。 

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） この住宅ね。住宅は基本的には私のほうでは、行政報告でやったということ

で、あえて一般質問と重複するので、次をお願いしていいのかなという感じでいます。 

〇議長（寺田 優君） では、コロナでよろしいですか。 

〇３番（笹岡壽一君） はい。 

          〔「ＰＣＲ検査」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） では、ＰＣＲ検査の無償化について。 

  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。 

  コロナの対応でございますが、ＰＣＲの検査の無償化については、現在６月30日までＰＣＲ検査

キットの村で無償で配布しておりますし、東京都においても実施しているといったところでござい

ます。７月以降について、こちらについては感染状況を踏まえながら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） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは、基本的に了としました。了解します。 

  ただ、問題だけ、村内で何が問題、皆さんもそれは認知しているだろうと思うのですけれども、

何がちょっと問題なのかなというところは、万やむを得ないといえばやむを得ないと思いますけれ

ども、患者さんが発生するでしょう。そうするとどこの自治体も、今やプライバシーというか、プ

ライベートというかはともかく、秘密を守るというようなことで、公表しないのです。それはそれ

で私はそうだなと、全くそう思うわけです、その限りでは。人権問題がありますから。 

  ただ、一方、公表しないがために、知らないがために不用意に接触すると。ある家で例えば隔離

施設に隔離されているなら、これなら別なのです。ところが、自宅静養といいますか、療養という

ことになっていますと、知りませんから。笹岡が患者だというのは知りませんから、皆さん。ふだ

んどおり私のところへ来るわけです、こんにちはと。そうすると本人は元気ですから、取りあえず

は。そうすると接触するわけだ。「私、濃厚ですから、あなたとは」と言うわけにいかない。心配な

のがそういう職種にある人、訪問する職種にある人、仕事に。この人たちは非常に気を使うわけで

すよ、誰だろうと。そうするとそういう人たちに、前に住民課長がちょっと私の聞き違いかどうか

知りませんけれども、聞き違いだったら、「いや、そんなことは言っていない」と言って否定してく

れればいいのですけれども、そういう人には事前に通告してあると言ったのですか。していない。

そんなことは言わなかったですか。 

          〔何事か言う人あり〕 
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〇３番（笹岡壽一君） ああ、そうですか。そこが問題なのですね、今。これは、本村に限らずです、

何も。ですから、ではということになると、しようがない。あそこへ行けばもう接触する機会がな

い、何ぴとも。この間金かけて900万だか造った、あの施設は。だけれども、個人の家に静かに療養

していたのでは分からないわけだ。まさか鍵かけて、うちには入ってくるなと書いておくわけにも

いかぬでしょうから。 

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。 

  村から直接誰が患者で、誰のうちには行くときは気をつけてくださいというようなことは、実際

問題、これは言えませんし、保健所からも言うことはできませんと。ただ、保健所の指導というか、

村が直接濃厚接触者とかの感染者の方に何かをするということは、このコロナ禍の中において実際

に行わないのですけれども、保健所の方のほうからは自分で公表する、本人が公表する分には特段

問題ないので、そういう配達等々があるようなところにはぜひご連絡してくださいというようなア

ナウンスはしているというようなことはお伺いしていますけれども、実際にどこまでどういう連絡

になっているかというのはちょっとこちらでも把握しておりません。 

  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） もう時間がだんだん数十分になってきたから、では次をお願いします。 

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。 

  島外診療の際の旅費の助成についてでございますが、東京都への予算要望の中で、毎年引き続き

都の支援を訴えていっているところでございます。全体への回数と補助額についての増加は現在の

ところ考えていないといったところでございます。 

  また、低所得者など、島外の医療機関の受診が必要な方への費用負担を、現行よりもさらに軽減

するために、逆に一定の所得がある方への補助を見直すことや、現在宿泊費と交通費について補助

を行っておりますが、ホテルなどの宿泊施設に宿泊しない場合の方への宿泊費の補助について見直

しなどを検討しながら、低所得者の方への補助について増額ができないかと、そういったところを

検討しているところでございます。 

  以上です。 

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） これも二、三問題が、問題というか、あって、時間の関係で非常に難しくな

ってきているのだけれども、これは取り急ぎませんので、時間の調整しますので、ほかの関係があ

りますので、次回に持ち越すかもしれません。ただ、二、三テーマ的に述べておきますと、所得制

限といういわゆるこれはラインはどこだと、どの辺なのだと。それから、低所得者というラインは

どこだということが必然的に問題になってきます。単に所得のある人といったって、1,000万の人も

いれば、500万の人もいれば、100万の人もいるわけで、それが問題になってくると思います。 

  それから、いわゆる泊まらない人、ホテル、有料な機関に。泊まらない人については、要するに

見直すということは、支給しませんよということなのだろうと思うのです、ほかに見直しようがな

いので。泊まらないけれども、1,000円引きますといったことはないのでしょうから。ところが、こ

の場合は、それは役場がそういう具合にセットしているだけの話で、実態はもう全然違うと。宿泊

代が3,400円で、泊まりが3,600円だか何だか知りませんけれども、宿泊ではない、宿泊も泊まりも

一緒だけれども、交通費は3,400円で、泊まりが3,600円か何か知りませんけれども、その線引き自

体が問題だ。たかだか7,000円しか出ていないのですよ。泊まらなかったら、どっちがどっちだか知

りませんけれども、三千数百円しかないのだよ。自宅へ泊まった人は。だけれども、足代だけは１

万円もかかると、１万二、三千円かかるのです。船で行って帰ってきたって。それらの問題だと、

減らすとなれば。私が言っているのは減らすどころか、増やすことをやっているわけです。何か減

らす方法はないかということを考えていらっしゃるような気がする。 

それで、低所得者も分かります。一体幾らにするのだと、これ。低所得者だけは２万円も、これ

ぐらいくれるのかと、その財源は全部ある高所得者から取るのかということです。要するに総体、

全体額は減らしたいということなのでしょう。 

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。 

  決して全体額を減らそうなんて、そんなことは考えておりません。手厚くしなければいけない方

については、手厚くしなければいけないなと、そこは村長とお話も、村長が就任してからお話しさ

せていただいているとおり、そこのところには村長も一定のご理解いただいているといったところ

で、みんなに一律で7,000円支給しましょうよというか、そこについて私も担当課長をさせていただ

いて２年目ですか、でいろいろと補助金のそのあれを、申請書、そういうのを見させていただくな

と、診療所にかかったのだけれども、２か月後に都内で受診しましたとか、それは忙しいとか、い

ろいろご事情はあるとは思われるのですけれども、この島外通院のそもそもの理由としましては、

利島で診療が受けられないから、今すぐ行ったほうが、都内の医療機関にかかったほうがいいです

よという方のために私は創設されたものだと考えておりまして、診療所に例え話すると、３月に受
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診して、実際は５月のゴールデンウイークに都内の医療機関にかかりましたというような方も実際

問題これはいるのです。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） というところも踏まえたり、いろんなことをちょっと、いろんな事例の

方のあれを見させていただくと、やはり本来なかなか都内にかかるのは、本当は診療所で全部でき

れば一番ベストだ。島内の医療機関で全部できればいいのだけれども、それはできない。現状でき

ませんという中で、少しでも都内の、本土の医療機関にかかって、早くでもかからなければいけな

いよとか、そういった場合がある方について、いろいろなご負担の中で、特に低所得が幾らかとい

う先ほどのご質問あるのですけれども、そこも今後はもう検討していかなければいけないところで

はあるのですけれども、低所得者の方がどうしても交通費とか、宿泊費でご負担が大きくなってし

まうといったところがありますので、そういうところについては手厚くしたいなというふうに考え

て見直しを図りたいというのが私の考え方でございます。 

  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） 今、そういう事例もあると、３月に行って、５月に何だか知らぬけれども、

行ってしまったというのはあるけれども、基本的には医師の指示で行っているのではないですか。

だから医師が証明書を発行するのではないですか。医師の指示だと見ていますよ。必要だから行き

なさいと、行って診てもらったほうがいいよと。必要がないのに医師は発行しないのだろうと思う

のです。だから、それはちょっとよしんば百歩譲って、それで医師を責めるのではなくて、医師の

証明書はなくても、どこどこの病院へ行ってきたよと言えば金を出しているのかどうか知りません

けれども、利島の本村の診療所の所長が証明書を出すことによって初めて適用になるという認識で

私たちはいたのです。例外という今、課長がおっしゃるような方もいたのかもしれません。いたの

かもしれませんけれども、医師の証明書がなくて、金出した。請求を受けたというの。 

〇住民課長（榎本雅仁君） そんなこと言っていないです。 

〇３番（笹岡壽一君） ないでしょう。だから、それは論が違うでしょう。今日も行ったけれども、

明日も行けという場合もあるだろうと思いますよ、極端に言えば。帰ってきた。今日行って、帰っ

てきたのだと、そして先生が「いや、もう一回行ってらっしゃい」という場合もあるかもしれませ

ん。それは６回という中の制限の中で枠内に入っているならば、私はその回数を撤去してもらいた

いと要望はしていますけれども、現行ではどうあれ、こうあれ、年６回までは認めているわけだか

ら、半年後に行こうが、３日後に行こうが、それは極端に言えば３日後に行ったってしようがない

のではないですか。答弁だけは時間関係ないから。 

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。 

  私が一例で述べさせていただいたのは、やはり何でこの島外の通院医療の助成が必要なのかとい

ったところの根本の話をちょっとさせていただくと、やはり診療所でどうしても診察というか、適

正な診察とか、診療が受けられなかった方がいると。そのために本土に受診しなければいけないよ

という、本土の医療機関に受診してくださいねというところで、ドクターの判断、診療所の医師の

判断の下でその診察を、本土の証明書ではないですけれども、発行していると。そこはそのとおり

でございます。 

  その中で、やはりあくまでも当然いつでも診てくださいというところではないと思うのです。こ

の病気、けが、いろいろあるかもしれない…… 

〇３番（笹岡壽一君） それは触れないほうがいいのではないですか、医師の権限だから。 

〇住民課長（榎本雅仁君） だから、そこが触れるというか、だからそれが２か月後、３か月後まで

にかかってくださいとか、そういうところとはまたちょっと違うのかなと、私が見ている限り。そ

ういうところを一例としてご説明申し上げて、そういった事例とかもある中で、やはりどうしても

診療所をすぐ受診したほうがいいよとか、ただ、やっぱり低所得の方だとお金の心配がいろいろあ

るとか、そういった方には手厚くしたいといったところでご説明申し上げた次第でございます。 

〇議長（寺田 優君） 時間の関係調整しますので、これで今回は打ち切りますけれども、ぜひお互

いに検討課題としておきたいと思うのです。 

  では、次をお願いします。 

 次は、ごみ処理と圃場の規制解除について。 

  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） まず、ジシンガ沢ストックヤードの件なのですけれども、現在私ど

ももごみ回収、可燃ごみとか資源ごみの回収させていただいておりますけれども、正直回収してい

るごみを見て、中を回収しながら見ていると、以前に比べてやっぱり分別の状態がルーズになって

いるなと、特に可燃ごみを回収していくと言っている状況もございますと、職員の立会いしないで

フルで開けっ放しにしておくというのは正直厳しいなと思っております。搬入時の立会いをする職

員も、我々ももうほかの仕事をしながらの業務でございますので、職員はもう足りない状態でござ

います。現状の状況がもう限界だというところでございます。 

  次の話ですけれども、産業廃棄物の金属くずに関してですけれども、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１キログラム当たり200円で受入れを

行っていくと条例上決まっております。受入れを申請する際は、環境建設課に申請、相談をいただ

きたいと。ただし、業務用のエアコン、業務用の冷蔵庫、フロン排出抑制法の対象品目でございま
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す。法にのっとってフロン回収、破壊も事前に行う必要ございますので、受入れはできない状態で

す。 

  受入れの具体な手順については、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。 

先ほどの業務用のエアコン、業務用の冷蔵庫に関しましては、村内にフロン回収業者がいないた

め、対象品目を本土に送り、フロン回収は行う必要がある。その際、産業廃棄物の処理は、排出者

と処理業者の二者契約となるため、一括扱いとすることはできないですと。 

家電リサイクル法の特定家庭用機器廃棄物に関しては、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と。 

雨の日の段ボール、紙類のダストボックスへの搬入はご遠慮いただいております。 

生ごみ処理槽については、現在３槽目の投入を行っております。当初の見込みでは１槽に１年程

度の期間で満タンになると見込んでおりましたけれども、ここのところ、去年の状況を見ると、半

年ぐらいでいっぱいになっています。１槽ごとに３年でおおよそ減容されると聞いているのですけ

れども、現在のところ最終的にそのペースで減容されるかどうかちょっと分からないです。 

清掃事業においては、職員の代表と３６協定を締結し、労働基準監督署に協定書を提出しており

ます。 

職員においては、環境、土木建設の事業を持った上で、さらに清掃事業を直営で実施しておりま

す。 

連休中においても、もう職員は休ませる必要がございます。 

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） 議長にお願いしておきますけれども、最後の行政体制に対する問題点、これ

については副村長不在ですので、次回は出てこられるでしょうから、これも緊急性を持った質問で

はないので、緊急性と言えば緊急性もありますけれども、そういうことで今回は留保します、これ

については。ですから、答弁は結構です。改めて質問します。同じ、大体同文書で少し変化するか

もしれませんけれども、同じような内容で次回に質問することにいたします。 

  今のごみ処理の問題ですけれども、ご丁寧に質問していないところまで説明していただいていて

恐縮ですけれども、私のほうは再質問的には質問書に基づいた内容を重要視しているので、そこら

に焦点を当てながら再質問をいたします。 

  基本は、ここでの基本は、私が基本としているのは２点というか、３点になるのです。それで、

１点は何といってもそのジシンガ沢のストックヤードに絡むのですけれども、住民の中で皆さんか

ら庭の木を切ったのだけれども、どこへいつ捨てるのだよの話から出てきて、聞き及んでいるわけ
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です。草を刈ったとか、木の枝を上げたとか、そういうのでもうちょっと便宜を計らってもらいた

いということで、再三再四、口にたこができるぐらい質問していると思うのですが、これも今の答

弁が繰り返しですから、改めて繰り返すように時期の同じように加えて再質問せざるを得ないとい

うことで、今の答弁で取りあえずは了としておきます。次回改めて話し合いましょうと、質問しま

しょう。したがって、13条、14条ということは触れません。 

  以下、200円を含んだり、裁断だとか、そういうことも一切今回フロンガスを含めて取り上げない

でします。それで、簡潔に焦点を合わせていきますけれども、要は事業者用の家電物あるいは金属

製の机、ロッカー、その他、１口買うとでも言うのでしょうか、これは業者だから特別扱いになっ

ているわけですね。前回それは議論したはずなのですよ、法律何条というのは持ってきましたけれ

ども。それで、今度新たに私たちが村の旅費をいただいて、調査してきた同じような島で、人口も

似たりよったりのところです。そこの島では、村では村長も知っているわけだけれども、区別して

いないのです、法律はどうだか知りませんけれども。それで何ら問題なくて１年に１遍、新潟県だ

かどこへか運び出しているわけだ。何で利島だけが法律が出てきて、ここでこだわるのだろうと。

利島だけは法律の適用範囲ではなくて、かの新潟の島は治外法権区域でもあるまいし、それが分か

らない。やっぱり小さな村の住民の面倒というとおかしいけれども、利便性を図るという点では、

やっぱり多少不具合があったにしても、自分でやれというのはいかがかということで、関係者から

の要望も受けまして、早期に村で対応してもらいたいと、金は払うと言っているのだから、必要な

金は。どうですか、これ。今言ったように、ジシンガ沢の問題、留保しましょう。これ論じても今

のところしようがないので、時間もあるので。 

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） 他の団体さんがどう処分されているかと、そこをほじくり出すとち

ょっとあまりよくない結果になるかもしれないので、あえてさわらないでおきますけれども、他の

団体さんがどういう処分をなさっているかとちょっとあえて触れないでおきますけれども、あくま

でフロン、業務用のエアコンと冷蔵庫等の話だと思うのですけれども、今のお話を伺っている限り

は。そこに関してはやっぱりフロン回収しなければいけないと、破壊しなければいけない。それを

一括で出すというところが、それは何を根拠に我々が一括で出してしまえばいいというところが、

そうですね、出せますねというのは、ちょっと法律を見ている限りでは、これでやって大丈夫かな

と正直あるので、大丈夫ですと、それでやりましょうというのはちょっと答え出せないかなと思っ

ております。丸太で、ほかのものも全部一気に送ってしまえばいいという考えだと、その一括扱い

という先ほどの言葉だ。あそこに書いている言葉、意味を見ようとやったときに、我々って実際こ

れがどれだというのも分からないですし、どの人が出してきたか、黙って置かれるのもあります、

正直言って。それをやったときに、逆にこの人にこの金額を出してくださいというところが全部や
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り得るのかというと、ちょっと何とも言えぬなと。これが例えばこの事業者さんが出したあれです

というのを、業務用冷蔵庫ですと、この事業者さんが出したエアコンです。件数が少ないから分か

るだろうというお話もあるかと思うのですけれども、ではそれができますか。本当にやり得ますか

というと、正直どうかなと。分からないところで、ではそれは結局村負担になってしまいましたと

いうとき、それもどうなのかというところがあると、原則論としてやっぱり行政でやるに当たって、

当然原則論は踏まえなければいけないと思いますので、そこを考えると、今、「はい、そうですね。

では出しましょう」というのは、ちょっと回答としてできないかと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） 今のは言葉を換えて言えば、村はできません。自分でやってくださいと、フ

ロンだか何だか知りませんけれども、自分でやるものには我々関知しませんよと、それだけのこと

です。俺たちは面倒くさいのだと、自分でやってくれと、その分にはフロンでも何でもそれは関係

ないと、わしゃ知りませんと、自分でやっているのだから。それだけのことでしょう。 

  今言った金を誰のもの、誰が出したのだというのを、これ申請させるのですよ。今だってやって

いるのだから、今だってやっているでしょう、郵便局へ金持っていくとか、切符をもらうとか何だ

か知りませんけれども。それはですから出すのを、フロンを例えば抜く必要あるものは村が抜いて

あげますと、その費用は私払いますと。私は、どこどこの村の指定したあそこの村でいえば、新潟

の村でいえば、集積所がどんと焼却場のところにあるわけだ、どっと。野ざらしで。それの中でも

ちろん分けて、別でなければならぬものは分けてありますよ。冷蔵庫だとか、ほかのどうでも、何

かこういうペットボトル物だとかなんというのは、別にそれなりに仕分してある。クーラーだの、

冷蔵庫だの、冷凍庫だの、それはそれでごちゃごちゃに、自転車から、ロッカーから、丸太みたい

のを放り込んでおくということではない。だってこの間、去年ですか、クーラー、ここに役場の前

へどっと並べてあったではないですか。あれ誰がどうこうしたか知らぬけれども、二、三十台並べ

てあったでしょう、外したクーラーを。あれどうこう、誰が処理したのだか知らぬけれども。業者

のクーラーは自分でやれ、個人は村がやりますと、こういうことなのでしょう、今。クーラーには

変わりないのだよ。だから、それを一緒にやってくれと、これだけのことです。個人のクーラーは

ガスを抜かなければならぬものは、村がどこかへ持っていって抜いてくるのでしょう、抜かなけれ

ばならぬものは。金は払っているかもしれません。 

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） 先ほど環境建設課長のほうからご説明したとおりで、やはり事業上の経費と

いいますか、経営上で使った財産、物品に関しては、当然その経営者、事業の中で処分していかな

ければいけないと、個人の住宅のものとはやっぱり分けなければいけないというルールはあると。
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中で、では勝手にしろというところではないのかもしれないのですけれども、やはり例えば漁船の

処理とかと一緒で、やっぱりその責任の中でやってもらいたいよというところだと思うのです。こ

れは、直接課長と答弁調整といいますか、こういうふうにやっていこうねと今はすり合わせはして

いないので、今後そういうお話をしなければいけないのかもしれないのですけれども、先ほど議員

が言われたみたいに、勝手にやってと言っても、なかなかできないところであるので、そこに関し

て今後村役場でどこまで紹介なのか、こういうふうにやったほうがいいよというあっせんといいま

すか、道筋を支援していくということぐらいまではできるのかなとは思いますが、現状ではなかな

か一緒に搬出してというのは難しいのかなというふうに考えているところであります。 

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） もっとざっくばらんに言えば、圧倒的な冷蔵庫の数というのは個人ですよ。

業者なんて利島の場合、都会は知りませんよ。利島なんかは業者なんていうのは３軒か５軒ぐらい。

民宿入れたって20軒かそこらでしょう。商店に民宿で。そういう意味で、何も全部村がやってくれ

と言っているのではない。金も出すから、そうすると個人で、それぞれが個人でどこどこの会社に

電話をかけ、調べてガスを抜いてくれ、運んでくれ。持っていってくれみたいなのを全部やるわけ

ですよ、業者が自分で。ところが、住民個々人はここへ持ってくればそれで終わりなわけだ、金は

それなりに取られるかもしれぬけれども。それが何でできないのだと、一般に考えて不思議なのだ

よね。法律と言うから法律かなと思うと、それでは新潟県のあそこは治外法権区域かと、こうなる

わけだ。日本国の憲法、法律の配下にいるのだろうと思うよ、利島と同じように。やることは、村

が全部ある業者と提携しているかどうか知りませんけれども、ガス抜きはガス抜きでどこどこと。

ガスを抜かなければならないものは、100台来たら100台、それをどこかそこへ預けるのでしょう。

破砕するときには破砕するところで破砕するのでしょう、破砕しなければならぬものは。個人のも

のは。だけれども、業者の場合については私がやるのでしょう、自分でやると。 

  私は、あえて法律論これ引っ張ってたぐろうとは思わないのです。これこそが住民に対して、表

現はよくないかもしれぬが、血の通った行政というか、サービスというか、どうせやっているのだ

から、村は。新たにやれと言っているわけではないのだ。あと20台か30台増えるだけでしょう、極

端に言えば。どうせ100台ぐらい住民のものをやっているのだから、冷蔵庫でも何でも。ガスだか何

だか知らぬけれども。あと業者から20台持ってきたのを足すだけだよ。それをおまえは業者だとい

うだけで、俺はやらないと、こう言っているだけだ。 

もし続けば、また留保します、これは。 

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） 数の問題ではなく、種類の問題だというところであります。繰り返しになり
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ますが、そのわしゃ知らぬというところではなくて、できないというものでありまして、できない

なりのその道筋はご紹介するような手だては考えていかなければいけないのかなとはいうふうに思

いますが、積極的に村で受け入れますよ。お金払ってくださいねというスタンスではなかなかでき

ないよ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） それでは、時間になるので、この件も次回に留保します。引き継ぎます。 

この問題の締めとして、締めというか、あれで、今、住民の中には焼却場問題を踏まえて、含め

て、ごみ全体について、先ほどのときにも若干触れましたけれども、その住民が今、これもさっき

言ったように、油工場とこれくらい村が建てようと、建築しようという施設とすれば、大型の施設

です。予算も大きい。手間も暇もかかる。場所の問題のようなものを含めて、種類は違うけれども、

製油工場と焼却場とは。物は違うけれども、その住民の参加がこれくらい求められている時代はな

いのですね、この２つについては。もしこれをよそ目に見ているとしたら、知らないとすれば行政

だけですよ。住民の皆さんもう集まって聞いてみなさい。集まりをやってくれぬかというのは、村

長の集まりも結構だけれども、といって私そう言ったからって、何人集まるか、それは責任持てま

せん。やってみたら、３人しか来ないかもしれない。それは分からない。 

基本的にごみの考え方、要するに今まで私質問したことを含めて、ごみ処理、ごみ対策について

総体的に、基本的に問題について、ここで見直しをかけるということで、焼却場も造らなければい

かぬと、それで先ほど所管課長述べていたように、ごみの回収乱れはあると、分別の。それらも踏

まえて住民参加あってのごみ処理です。住民のための処理であり、同時に住民あっての処理なので

す。だから、そういう意味でご苦労だろうけれども、住民参加を積極的に取り上げてやっていって

もらいたいと。 

そういう中でごみのコンポストの問題あるいは職員が３６協定、基準法の36条の問題でもって、

代表と協定結んだというのは、私、労働組合なら分かるのだけれども、誰が代表なのか知りません

けれども、村長が代表なのか、課長が代表なのか分かりませんけれども、最近おもしろいのだよね。

私もしたがって条文ちょっと書きましたけれども、条文がやたらと、それはそれで結構ですけれど

も、一般には３６協定というのは、なじみがあるようで、ないのです、あるようで。重大な問題な

のですよ、３６協定というのは。３６協定があるから回収できませんと、こうなのでしょう。契約

しているから。労働組合の委員長と契約したみたいな話ししているわけだ。どうですか。それもい

いですよ。段ボールの問題も、コンポストの問題も、生ごみの回収できませんの問題も、今留保し

ます、全部。住民懇談会開きませんか。 

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） 今の時点では、設計等委託をしている段階でありまして、ある程度固まった

段階では当然ご説明をしていかなければいけなというふうに考えております。それが秋ぐらい、秋

ぐらいまで、年内には開いていきたいなと。焼却場の整備に関しての説明会がメインになってしま

うかもしれませんが、その中でも付随して、回収のこととか、意見交換ができたらもしかしたらい

いのかなというふうには考えております。それ以外にも先ほどの「村長と話そうの会」の今後どう

いう形で進めていくか分かりませんが、入った現段階の情報を提出して、この間も説明させてはい

ただきましたが、今こういう段階です。こういうふうに考えています。こういう計画ですというの

は説明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） 一例を言えば、皆さん、それは天下にもう知れていると思いつつ、言えない

状況みたいなのはあるわけだ。例えば住民の中では、住民だって大体知ってきているのですよ、誰

がしゃべったか知らぬけれども。大体場所はあそこだって知っているのでしょう。ところが、正規

には聞いていないのだよ、誰も。あそこらしいという話だよ。あそこだよ。そうして決まってしま

ってから、問題ありと言っているわけだ、あそこは。だけれども、あそこしかないと頑張ってしま

っているのは行政だけで、言わせれば。結果的にはあそこしかないかもしれませんよ。それは分か

りません。行政だけが内緒で内緒で頑張ってしまっているわけ、あそこしかないと。住民の感触は

全然聞いていないでしょう。そうして進めていって、９月だか10月になって、場所はここ、図面は

こうと持ってきて説明したって、時既に遅しです。まず、地べたの土地の問題をどこへ、油工場も

そういう点ではそうなのだけれども、最大の関心事になっている。ここは肝に落としておいてほし

い。皆さんだけの問題ではないということ。皆さんが一生懸命考えているのは分かる。それはそれ

でどうでもいいとは言わない。それだけに、それだけに住民を無視しないところに展開していって

ほしいと、施策の展開を。そういうことなのです。 

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） それでは、それではと言うのもあれですけれども、現時点での話でご説明さ

せていただきますと、まず…… 

〇３番（笹岡壽一君） 昔やった住民会…… 

〇村長（村山将人君） 住民会もそうですが、ここで今の時点で分かっている話としてさせていただ

きます。「話そうの会」の中でもお話ししましたが、現在へリポートの向かい側のカーブの内側、廃

車置場とか、今、クレーンの車庫があるあのエリアに建設を考えているところであります。工期に

関しましては、現状令和６年の供用開始を目がけて進めているところで、今年度は設計、それから

地盤調査を進めているところでありまして、図面に関してはお示しできる段階になりましたらお示
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ししますというところで、直接住民の皆様にお示しをする前に住民の代表である議員の皆様に一応

今、口頭ですけれども、こういう形で進めているという報告はさせていただきたいなというところ

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） エピソード的なものを申し上げますと、皆さん知らぬでしょうけれども、あ

そこでこの間ボーリングやっていたのですよ、ボーリングを。それは知っているでしょう、三旗を

立てて。あれが焼却場だろうとみんな思っていた。始めたよと、仕事を。そしてある人が不安に思

って、それとなく聞いてみたというの。そうしたら電話だというの。光と、海底ケーブル。それの

地質調査だと、それでほっとしたと言うのだ。そういう場所なのですね、あそこ。それだけ住民の

関心事は高いということです。皆さんだけが決めてしまっているわけよ、もう。あそこしかないと。

これも留保します。明日、あさって造るわけではないでしょうから。説明会だけは開いてください。 

〇村長（村山将人君） はい。 

〇３番（笹岡壽一君） では、次を。 

〇議長（寺田 優君） 次でいいですか。 

〇３番（笹岡壽一君） はい。 

〇議長（寺田 優君） （株）ＴＯＳＨＩＭＡ取締役の退職金積立てについて。 

  荻野産業観光課主幹。 

          〔産業観光課主幹（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） 笹岡議員の質問にお答えします。 

  （株）ＴＯＳＨＩＭＡの取締役退職金の積立てについてですけれども、今まで取締役には退職金

がなかったということで、現在の取締役が就任した年から溯って積立てをしているというところで

す。 

中小企業経営者退職金制度に関しては、取締役は対象外ということで、活用できないというよう

な認識です。 

  積立てや退職金の金額の多い、少ないについては、今後検討も必要だというふうには考えており

ますけれども、定期航路事業自体は、村民の生活だとか村内事業者への影響も大きいため、当然責

任も重いという中で、退職金自体は必要だというふうに考えております。 

  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） 村長に私申し上げましたけれども、私も関係者と話を詰めています。それに

ついては、若干ながら村長にはあるときに報告は、それらしき話はしましたけれども、そういう点
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で問題ありということで、というのは今、主幹おっしゃるように、私も退職金なんか要らないよと、

出すべきでないと、そういうことは言っていないのです。私は言いました、当人にも。当人はそう

でもなかったのです。それで、いや、それは退職金は必要だと私は言いました。 

  それで、そのときに出たのが、こういう形ではなくて、これは私、質問書に書きましたけれども、

たとえ向こう30年間100万円ずつ積んでいく担保保証はありますか。当人はこれからいけば、とにか

く400万円今年積んで、これから毎年毎年100万円ずつ積んでいきますと、退職金で。あなたの退職

金で。ところが、これは30年も40年も保証されていればいいの。ご案内のとおり予算というのは毎

年、毎年度、こういう俗っぽく言えば、行政用語で言えば、財政用語で言えば、再三問題になる、

債務負担行為、これが半永久的にできますかということですよ、誰が村長になっても。これは、40年

前の施策なので、これを消すわけにいかないと。債務負担行為というのはそういうものではない。

消すわけにいかない。 

そういう言うならば、格好はいいかもしれぬけれども、不安定なのです、逆に言うと。誰も保証

しないのだよ、これ。次の村長がやらないと言ったらどうするのですか、これ。いつの時代も。も

らうほうは仮に当てにしていたとすれば、よしよし、今年辞めれば2,700万だなと思っていたら、20年

ぐらいしたらやめたとやられたと、今度は。積みませんよと。そういう問題もあるのです。予算も

さることながら、先々の村政まで拘束すると、あるときの村長が。20年、30年、場合によっては50年、

60年、半永久的と。半永久的と書きました、私は。あのときの人にはこうして払ったけれども、も

う後代の人には払いませんなんて、こんなばかなことはできないでしょう。だから半永久的と言っ

ているのです、私は。ずっと100万円積んでいくと、誰が村長になろうと。そういうことを村長、議

員といえども一過性ですよ。永久の村長、議員なんていやしないのだから。一旦村長、議員になっ

たら半永久的に私は議員ですとか、こんなものはありはしない。誰も保証してくれない。そういう

権限が我々あるいは村長というのはあるのですかということです。相手はそのつもりでいるでしょ

う。俺の身分が入った途端に安定されて100万円、30年後に社長になろうが、会長になろうが、会長

はいざ知らず。 

そういう意味合いで、制度の問題、退職金が必要ないとは言っていないのです。本人知っていま

す。村長にも話しましたけれども、東京都か何だか関係者が集まって、村長もいたか、いないかは

ともかくとして、職員もいたかどうかは別です。そのときに税理士、経理士だかもいて、企業経営

者には、代表者には、簡単に言えば社長だ。にはそういう制度ありませんと言われたと言うのだ。

百も知っているのだ、これ。それを担保したのが利島村の今の予算ですよ。さあこの予算が未来永

劫担保できるかということだ。やったはいいけれども、誰が責任持つのだと、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） 初めてのことではありますので、正確かどうか、その金額は妥当かどうかと
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いうところも含めまして、今回ご指摘を受けまして、今後精査、さらに検討は進めていきたいなと

いうふうには考えております。 

  一方で、やはり重要な役割、仕事でもありますし、危険も伴うというところでもあります。その

中で、やはり普通の従業員に関しましては、退職金組合が認められて、認めるというか、それで支

給されると、経営者に関してはないよという中で、本来は役職手当の中に含まれて、個人で負担す

る。議員のご指摘のとおり、そういったもので積む場合は、個人で保険のような形で積むものだと

いう中で、基本的にはこの会社の方針としては、個人でやるものではなくて、会社で負担するもの

だという考えの下、今回計算させていただいたと。その計算のこの400万とか100万とかというのは

高過ぎるのではないかというところもありますが、この係数、計算の基本となったのが、東京都市

町村退職手当組合の係数というのがありまして、それを基準に計算をしたものだというふうに聞い

ております。我々町村長ですとか、あとは東京都の局長級とか、それよりも当然係数は低くはなる

のですが、公営企業の代表者、管理者として今回係数を充てた上で算出した金額だというふうに考

えております。 

  ただ、先般来、住民感情ですとか、議員のご指摘も踏まえ、毎年毎年当然予算で計上して、ご審

議していただくということもありますので、皆さんが納得できるような金額にしていかなければい

けないというふうにはなっていかなければいけないのかなというふうには考えます。その上で、今

後は見直しを含めて考えていければなというふうにはしていきたいなというふうに思います。 

  ただ、今後見直すに当たって、やはりこの後継者の問題、危険度も伴って、今の代表がそのまま

続けていくかどうかも含めて、やはり待遇面、そもそも今の形になったというのは、以前からの流

れで、その保証、待遇の面で問題があったために、業務継続が厳しくなったという側面もあったの

で、ちょっと住民感情もありますが、それでもある程度の付加価値をつけた上でお願いをして、運

営をしていただきたいなというところがあります。それが安定運営につながるのかなというふうに

は考えているところであります。 

  ほかの島に比べて圧倒的にやはり会社全体が若いというところもありまして、先ほどの椿産業に

比べますと、後継者の問題とかもリスクが少ないというふうに考えている中では、先進的なところ

なのかなというふうに考えております。ぜひとも今回のご指摘ももちろんですが、ご支援というか、

ご協力をお願いしたいなというふうに考えています。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。もう少しですから。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 本件については、本人にも事情を話して、本人も了解をしていますと思いま

す、その会議はね。 

〇村長（村山将人君） はい。 

〇３番（笹岡壽一君） それで、私との話で、最後の段階では一致したのは、あとは本人、あなた方
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と、それから行政と具体的には話し合ってもらうことでいいのではないかと、このスタイルはどう

もうまくないのではないかということは申し上げてあります。 

〇村長（村山将人君） はい。 

〇３番（笹岡壽一君） 今言いましたように、個人的に積み立てるとか、生命保険やるか、何保険や

るか、貯金に、たんすにしまうか知りませんけれども、あとは行政とで具体的にはやってください

と、本人も了としていますので、あとはよろしくお願いをします。 

少なくとも質問も要らないということではないのですが、あとのその残余の議事録か、それにつ

いて答弁を求めて、１回で終わってしまった。 

〇議長（寺田 優君） 答弁だけ。 

          〔「ちょっと１個だけ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 村長は自由だから何時間でもどうぞ。 

〇村長（村山将人君） はい、では１時間だけでも。 

〇議長（寺田 優君） 何ですか。 

〇村長（村山将人君） （株）ＴＯＳＨＩＭＡの件で。 

〇３番（笹岡壽一君） いいよ。何時間でもどうぞ。 

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） いいですか、すみません 

  退職金に関しましては、支給に当たっては、株主総会の議決が必要になってきますので、当然そ

のタイミングになったら、株主が判断して、経営状態を見ながら支給するというふうになっている

ので、それはそのまま支給されますというかどうかはそのときの状況になりますというところです。 

〇３番（笹岡壽一君） よろしくお願いします。 

〇議長（寺田 優君） それでは、製本化した議事録の配付について。 

  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） 朗読になってしまうのですけれども。 

  東京都並びに他の団体の議会においても、議会議員を筆頭にペーパーレス化に邁進されておると

聞いております。本村議会におかれましても、議会議員を筆頭にペーパーレス化に邁進されるよう

に望みます。 

  以上です。 

〇３番（笹岡壽一君） はい、終わります。 

〇議長（寺田 優君） それでは、笹岡議員の一般質問を終了いたします。 

  次に、石野議員の一般質問を行いたいと思います。 
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  石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 一般質問の質問させてもらいます。 

  まず１、ごみ焼却場建設に係る住民説明会の実施について。早期の稼働に向け、現在草案を東京

都に提出中であり、その回答にかかる期間の目安も分からないとの説明がありました。目標稼働時

期があっての計画なのですから、大まかにいつまでに何ができていないといけないという利島村と

してのタイムテーブルがあるはずです。事業計画のうち、タイムテーブルのみでもお示しください。 

  また、本計画に対する住民の関心は高く、村山村長の所信表明にもあった住民の声を聞くという

村政に対する姿勢と相まって、行政がどういった方針でいるか聞かせてほしいという要望がありま

す。以前、執行部の回答では、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止の理由に、住民説明会の実施

が見送られてきました。しかし、さきに行われたリサイクルフェスティバルは、まん延防止等重点

措置中、３月７日から３月21日であっても開催されました。そこには社会活動、住民のつながりを

止めない、絶やさないという思いや、努力、工夫があったのだと思います。このようにコロナ禍だ

から開催できないというのではなく、この状況下で開催できる方策を模索していくことが必要では

ないでしょうか。村山村長は住民説明会についてどのように考え、開催時期についてお答えくださ

い。 

  ２、今後の新型コロナウイルス感染症対策について。 

①、国では60歳以上を対象として４回目の接種の実施を計画していますが、それを受けて利島村

では現段階でどのような接種計画をお考えでしょうか。 

  ②、コロナ禍及び緊急事態宣言等の発令により、昨今自粛を求められ、制限を受けるものがあり

ます。利島村においても議会の傍聴人数の制限または傍聴の中止、住民との対話会、説明会等の制

限、中止をせざるを得ない状況下にありました。しかしながら、まん延防止等重点措置が発令され、

議会の傍聴も中止されている最中にリサイクルフェスティバルが開催され、今や社会、経済を動か

しつつ、安全に留意して進めていかなくてはならない世情となっていることから、開催を否定する

ものではありません。ですが、住民からの関心度も高いごみの処理場建設に関する説明会はコロナ

禍を理由に先延ばしとなっています。行政側の基準があまりに理解できるものではありません。一

概に感染症対策を理由に制限を設けることが妥当という時世ではなくなっているのではないでしょ

うか。対策を講じた上で様々な事柄を正常に近いものに近づけていくことが求められているのでは

ないでしょうか。指針についてご説明ください。 

  ３、株式会社ＴＯＳＨＩＭＡについて。定期航路運営事業に係る支出内容について質問します。 

  ①、リース料のうち、ラフテレーン・クレーンの４月、５月のリース料金について説明ください。 

  ②、広告料（ＩＰ告知、広報としま、デジタルサイネージ等）における広報ごとの４月、５月の

広報内容、回数、請求金額についてご説明ください。 
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  ③、営業所建設積立金、社宅建設積立金を計上しているが、提出された計画内容を説明ください。 

  ４、島外医療機関通院交通費等支援事業費補助金制度について。今後、各種補助金を精査し、総

合的に判断していくとし、本支援事業については対象者や補助金額について制度の見直しを今年度

検討するとありましたが、見直さなければならない理由及び他の補助金制度についても見直す予定

があるのならご説明ください。 

  ５、ドライアイス製造について。村内では亡くなった方がおられた場合、現在は島外から個人で

ドライアイス等を搬入しております。その輸送手段は漁船を所有しておられる方に頼らざるを得な

い状況です。年間にこうした理由でドライアイスが必要となる件数は多くはないでしょうが、何と

か備える手段はないものでしょうか。行政の皆様にもお知恵、お力を貸していただき、実現に向け

て行動していただけないものでしょうか。よろしくお願いいたします。 

  以前、保冷剤を使用してはというお考えをいただきました。それに対して、住民より「一度使用

した保冷剤の保管場所はどこを想定していて役場は提案しているのか。それに洗うといっても、使

い回しは心情的に受け入れられない。氷を使うにしても、水が出てしまい、島外に連れていく際に

手間になるし、ご遺体もぬれてしまう。最大の理由としては、しけ等により島外に搬送できない日

が続いた場合、保冷剤や氷では温度的にご遺体を保っておけない」という意見がありました。この

ような意見を受けてのお考えを伺います。 

  ６、ジシンガ沢ストックヤードについて。これまで利用条件の緩和等を要望してまいりましたが、

人員不足、そして利用者のモラルの低さを主たる理由として実現に至っておりません。しかし、利

島の基幹産業である椿山の整備から出る枝や下草等の処理に関して圃場を利用させてほしいという

住民の声があります。そこで、監視カメラを設置した上で全日開放ということはできないでしょう

か。ご検討をお願いします。 

  ７、停電時の対応について。 

  ①、前議会にて、停電時のヘリポートの運営について質問させていただきました。その際、東邦

航空と相談するとの答弁がありました。相談の結果及びそれを受けての具体策を説明してください。 

  ②、以前、災害時に避難所における電力確保に電気自動車を使用する計画があったと思います。

ヘリポートの電力供給もままならないもので、避難所の電源として利用できるものなのでしょうか。

村としてどの程度の範囲までの利用を想定しているのか、ご説明ください。 

  ②、停電時に防災無線放送が受ける影響についてご説明ください。 

  ８、東京愛らんどシャトル定期便に対する運賃助成について。さきの議会において運賃助成制度

を導入する旨答弁がありました。早急に対応するとありましたが、事業の開始が６月になった経緯

についてお答えください。 

  以上。 

〇議長（寺田 優君） それでは、１点ずつ答弁をお願いしたいと思います。 
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  まず、ごみ焼却場建設に係る住民説明会の実施について。 

  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） ごみ焼却場建設に係る住民説明会の実施について。 

今年度整備地の測量、ボーリング及び建築の実施設計を行います。来年度に整備工事を予定、令

和６年度に運用開始を目指します。 

基本計画について、現在東京都に確認を依頼中と書いてある。お願いしております。その中身、

確認が完了してから説明会を考えております。 

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） すみません。実施設計ってどういうものですか。 

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） 俗になのですけれども、実施設計というと、実際こういったものを

をこういう鋼材で建てて、例えば金額としてこのぐらいになってきますよというのは、そこで出て

きます。実施設計。 

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） それ等は、設計図とか、もう場所とか、そういうもの決まっているというこ

とですか。実施設計を行うということは、どういう場所にやって、もうどれぐらいの予算なのかと

か、そういう。ただ設計図だけですか。 

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） 実際に費用というのは、その実施設計の中で図面を引いて、そこで

このぐらいの金額になるという話になってきますので、具体的な金額です。に関してはそこの実施

設計のところではじき出す。よろしいですか。 

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） ということは、もうできているということですか、実施設計が。今年度実施

設計を行うとあるのだけれども、もう６月も過ぎていこうとしているけれども。 

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〕 
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〇環境建設課長（上野 崇君） いや、実施設計自身は今年度委託を出してやるわけなので、この３

月までをかけて、来年度の３月までかけて実施設計を委託してやってもらうと。 

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） そうすると、このボーリングなんかもその実施設計が来ないと、ボーリング

はでき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） どちらかというと逆でして、実質測量、ここの例えばこういう敷地

がありますと言って、ではこれがどんなサイズですかというのをまず決めると、それで測量しても

らう。ボーリングもこの地盤自身がどういうものですかというのを先に地盤を調査してから、その

実施設計に入る。建物自身を建てるときに、では仮に地盤が弱ければ地盤を補強しなければいけな

い。そういったところございますので、まずボーリングとか、そういったデータを基に実施設計に

入ると。 

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） 実施設計が終わってから、要は契約するということですね。そういうことで

すか。違うのか。 

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。整理させていただいてよろしいですか。 

〇４番（石野 治君） はい。 

〇環境建設課長（上野 崇君） 先ほど議員がおっしゃられた、それから契約に入るというのは工事

という意味でよろしいですか。 

〇４番（石野 治君） いいですよ。 

〇環境建設課長（上野 崇君） はい。であれば、実施設計を行ってから業者さんを競争入札になる

かはまだあれですけれども、ところで進めると、翌年度の予算になってくるのかな。契約を進める

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） 実施設計が終わると、契約とか、そういう造るほうの契約になるのかな、業

者との。そういうことなの。そういうことでいいのですか。実施設計だと、では何々建設と契約と

か。 



 - 90 -

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） その３月まで実施設計を実施するのですけれども、それを基に金額

としてはざっくりなところ取り急ぎ出していただいて、もう予算要求かけて３月定例に上げさせて

いただくことになると思うのですね、そこは。その予算と図面を基に来年度実際に業者さん、メー

カーさんか、建設業者さんかちょっとあれですけれども、に発注を出す形になります。 

〇４番（石野 治君） ３月いっぱいまでに。 

〇環境建設課長（上野 崇君） いや、それは４月以降。予算が成立するのが、成立するのがという

言い方があれか。 

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） それでは、基本計画については、都に確認を依頼中であるとあるのですけれ

ども、基本計画って何ですか。 

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） よろしいですか。 

〇４番（石野 治君） はい。 

〇環境建設課長（上野 崇君） 大まかに大体こういったところにこういうものを置きましょうとか、

そういったところの話、例えば取りあえずここのありましたと、例えばこの台が建物のまず敷地だ

ったとすると、取りあえずこういうところにこう置いてみましょうか。建物を取りあえず、イメー

ジ図ですか、をつくったりとか、その基本的な条件の調査です。ここだったらこういう規制値がか

かってきますよとか。 

〇４番（石野 治君） その焼却場の建物をここへ建てていくイメージ…… 

          〔何事か言う人あり〕 

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） この東京都に基本計画について確認を依頼中であるということは、その土地

へ要はどういうものを建てるのかとか、そういうことなのか。 

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） 例えばこの土地に建てる、整備地を私どもとして想定して、ここと

いうところで走っているのですけれども、この土地で例えば騒音だとこのぐらいですよと、例えば

臭気だとこうですよと、いろんな基準値があるので、それをまず調査してもらって、それを載せて
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います。あとはその図面の中に取りあえずこう置いたとき、例えば焼却炉を置きます。建屋があり

ます。イメージですよね。取りあえず、載ってくるのはただ四角いぽこっというやつが載っかって

くるのですけれども、置いたときにこうなりますよと、概算のところの話ですよね。その辺のとこ

ろは出てくる。概念設計とか、どういう言い方をすれば伝わるのだろうな。基本設計と我々は呼ん

でいるのですけれども、要は。 

          〔何事か言う人あり〕 

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） これは、都に確認が完了した場合、都がいいですよと、出したものが大丈夫

ですよと言った場合、この住民は何か意見が述べられるところはあるのですか。もう全部決まって、

我々がやったことだから、あなた方は黙って聞きなさいということなのか、それとも何か住民の意

見の言える場所というのはあるのですか、これ。この都の確認は依頼中であって、依頼が完了した

ら、住民説明会を開くということなのだけれども、このとき開いたとき、住民は何かこういうこと

をやってほしいとかという意見を言って、それが取り入れられるようなものなのですか。もし基本

計画が東京都から確認が了承された場合は。全部決まってから住民に説明するということなのか。

こういうものを建てて、こうだから、俺の言うとおりに聞いてくれと、そういうことなのか。完了

してから住民説明会を開くということ。何か実施設計も終わり、都に依頼中であった基本計画につ

いても確認ができたといったら、もう住民はどこで意見が言えるのですか。 

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） 結論から言いますと、なかなか住民の皆様の意見をその設計に反映するとい

うタイミングは難しいのかなというところがあるかとは思います。そこは、ご意見、ご説明はする

にしても、ちょっとなかなか難しいのかなといったところです。 

  というのは、もともと時間をかけて基本構想、基本設計、それがあって実施設計というふうな流

れになってくる。事業する上ではなってきて、今ほぼ同時に進めているような形になっている中で、

本来基本設計の段階で住民のご意見を伺ったりするというところなのかもしれませんが、そうする

と１年以上遅れてしまうということになっております。当初の計画では、令和７年度もしくは８年

度に供用開始というところだったのですが、これはまさに私のトップダウンというか、判断で、い

や、それでは遅いと、早く何とかしてくれということで、課長には無理を言って、事業者に説明を

して、ぎゅっとしてもらったという経緯がありまして、その辺りも含めて住民の皆様には申し訳な

いけれども、ご理解していただきたいというふうに説明をしていくしかないの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、終わりませんか。それでは終わりますか、１回。 
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〇４番（石野 治君） もういいよ、終わって。 

 

    ◎散会の宣告 

 

〇議長（寺田 優君） それでは、定刻となりましたので、本日は散会にしたいと思います。 

  明日９時半より開会しますので、お集まりください。今のところから始めます。 

                                   （午後 ５時００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年度第２回の利島村議会の定例会２日目の開会いたします。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

 

〇議長（寺田 優君） 昨日の石野議員の一般質問から継続していきたいと思います。 

  ごみ焼却場に関わる住民説明会の実施というのがまだ答弁途中でありますので、そこからお願い

いたします。 

  質問からしてください。 

  石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） おはようございます。よろしくお願いします。昨日途中になったので、昨日

の途中からやります。 

  焼却場の運用開始が６年度となっていますけれども、６年度のいつ頃の予定ですか。 

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） いつ頃といいますと、できましたら５年度中に施工を終わらせ、６年度の早

い段階、４月といきたいところですが、なかなか難しいのかなと。５年度いっぱいかかりそうなと

ころもありますので、もともと７年、８年、１年、２年をかなり強引に短縮したところもあります

ので、現時点では６年度早い段階でというところですが、詳細な計画が固まり次第、また住民説明

会、もしくは議会でご説明させていただきたいと思いますが、現時点では６年度早い段階というふ

うにとどめ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） 東京都に出している基本設計が、東京都から確認が来ないと何にもできない

わけですよね。 

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） そこも、本来であれば基本計画、基本設計というのをおよそ１年かけてやっ
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て、翌年度実施設計、翌年度施工とかというような流れになってくるのですが、それを１年に圧縮

しているので、今できるところということで、ほかの議員からの質問のほうで上げられましたが、

調査とか地質調査とか境界とか、そういったところでできるところを今進めているといった状況で

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） 東京都の確認がいつできるか分からないということなので、これいつ頃まで

に東京都が確認すれば６年度の、要は運用開始になる予定なのですか。 

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） 正直なところ東京都さんに確認いただいて、いつだったら例えば５

年度中に間に合う、間に合わないというところ、ごめんなさい、正直お答えできない、分からない

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） 今、村長から６年度にはということだったのですけれども、確認が取れない

ということは、いつ、どういう具合にやるかというのもできないので、要は運用開始が遅くなると

いうこともあり得るということですね。 

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） 当然当初の予定では、令和８年度という工程を引いていたところを１年以上

圧縮したというところでありまして、私のほうでも住宅同様に、早急に整備しなければいけないと

いう思いから、そういった政策といいますか、考えで動いてもらっているというところがあります。

私のほうからも東京都に、その確認のほう早急に下ろしていただき、次に動けるようにということ

は呼びかけて、お願いをし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） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） うまく６年度中運用開始ができるように、何とか頑張ってください。 

  それと、今使っている焼却場ありますよね、これは何か壊れているというような話を聞いたので

すけれども、どうなっているのですか。 

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） 従前起きた、中継されていますので、あまり大きい声で言えないの
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で、不具合があって運転できない日も正直ございましたというところで濁させていただきたいので

すが。 

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） あんまり答えたくないということみたいなのだけれども、今の状態だとどれ

ぐらいもつというのかな、大体。 

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） 現状でも動かない、対症療法になってしまうのですけれども、取り

あえず壊れたところであればパッチを当てるという表現が正しいのかどうかあれですけれども、場

当たり的な修繕という言い方が正しいかどうかあれなのですけれども、やらせていただいて、取り

あえずは今動いているというのが表現としてよいのかなと思うので、はい、ここで何年、３年もち

ます、５年もちますという話はちょっとできない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） 今の焼却場が壊れて、焼却できなくなったときはどうするのですか。 

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） 仮の想定ではありましたし、バックアップとしまして先日、先月かもうちょ

っと前かな、焼却施設が不具合があったというときに、運転ができないと、その当時は焼却しない

で集積だけして、修繕の業者を呼んで対応できたというところで何とかなったと。これが仮に修繕

できないとなった場合に、いよいよまずいぞというふうになったときに、たまたま隣島の首長様と

ご一緒する機会がありまして、ちょっと協力していただきたいというお願いはさせていただきまし

た。ただ、幸いにもそういう事態にならなかったのですが、当然そのとき、そうなった場合、相手

方の自治体の感情もありますし、費用負担もありますので、その辺りはそうなった場合は議会にお

諮りして予算もつけていただいたり、一緒にお願いをしに行っていただくようなことになる可能性

もありますが、現在はそうならないように対応しているといった状態でございます。 

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） 他の島にお願いしますということらしいのですけれども、どういう状態で出

すかというのもあると思うのですけれども、トン袋で出すとか、コンテナで出すとか、それどうい

う出し方というのは考えているのですか。 

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） 所管担当のほうと幾つか案は出ておりますが、これといったものには至って

いないといったところです。圧縮してなのか、コンテナなのか、トン袋なのか、いろんな案は出ま

したが、いずれにせよかなりコストがかかるというところで、何とかなりそうだというところで、

どういうふうに出すというところの結論までは至っていないといったところです。 

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） 使えなくならないように、何とかごまかしごまかし焼却してください。お願

いします。 

  次に行きます。 

〇議長（寺田 優君） 次は、今後の新型コロナウイルス感染症対策について、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） おはようございます。石野議員のご質問にお答えします。 

  今後の新型コロナウイルス感染症対策についてでございます。60歳以上の高齢者及び基礎疾患の

方を対象とした４回目接種を、もう既に日程が決まりまして、６月21日、東京都のワクチンパスと

いう事業がございまして、スタッフを東京都が村のほうに派遣していただいて、その方たちによる

接種を実施する予定でございます。既にお手元のほうに、皆様のほうに予診券のほうは発送してい

るところでございます。また、基礎疾患をお持ちの方で申込みしたいといった方は、申し込んでい

ただければなといったところと、あとまた当日、21日にいらっしゃらないという方は、住民課のほ

うにご連絡いただければと考えているところでございます。 

  その次のところでございますが、まずどういった基準があるかというようなお話でございます。

村としては、国や東京都に準じた基本的な感染防止対策の徹底と、感染を広げないための行動を要

請しているところでございます。しかし、本村では医療体制が脆弱であり、過去にも感染者がほぼ

いないといったところでございましたので、住民の方には東京等に出島した際の帰島時に、帰って

くるときにＰＣＲ検査をしていただくといったことの徹底を呼びかけているところでございます。 

  以上です。 

〇４番（石野 治君） 分かりました。次へ。 

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） それでは、（株）ＴＯＳＨＩＭＡについて、荻野産業観光課主幹。 

          〔産業観光課主幹（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） おはようございます。よろしくお願いします。 

  株式会社ＴＯＳＨＩＭＡについてですが、ラフタークレーンの単価については今年度見直しを行
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いました。１日６万円として、４月、５月ともに貸出し回数は８回ずつで、各月48万円となってお

ります。 

  船の就航等に関する案内をＩＰ告知や広報にて行っております。これについては、１か月４万円

掛ける12か月となります。 

  社宅事務所については、かねてより自主的に確保を目指してきましたが、具体的な土地や空き家

の問題があったりもしている状況でございますので、現在金融機関からの借入れも検討していると

聞いております。将来的には、金融機関からの融資を受けるための準備金として今回計上させてい

ただいているというところです。借入れ後は、ローン返済費等に変わる予定となっております。 

  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） クレーンの料金の見直しとありますけれども、これ何を見直したのですか、

どういう具合に。 

〇議長（寺田 優君） 荻野産業観光課主幹。 

          〔産業観光課主幹（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） 昨年度までは、１日と半日で料金が違ったのですけれども、今年

度に関しては半日、１日という回数というか、半日ごとの区切りというのはなくした上で、１日で

幾らという形に改正しております。 

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） 定期航路運営事業資金収支予算書、これ３月議会でもらったやつだな、たし

か。これにラフター６万円、１時間って書いてある。 

          〔「３月の議会」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 多分３月だと思った。 

〇議長（寺田 優君） それで。 

〇４番（石野 治君） １時間って書いてあるのだけれども、これ予算だと１時間６万円、リース料

が1,200万円でラフターが900万円を150時間かな、１時間含むって書いてあるのだけれども、含むと

いう意味が何なのかちょっと分からないのだけれども。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） いいですか、これ。 

          〔「いいです」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〕 
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〇村長（村山将人君） ちょっとその資料をよく読み込んでいないので、何とも言えないのですけれ

ども、ラフタークレーンの予算に関しては、令和４年度の実績、およそ150回使用したというところ

で、150回の６万円という計算で計上しているものだと、使用すると。当然使用していない分は年度

末に返還いただくということになりますが、使用実績によって算出、積算したものと理解しており

ます。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） 時間ではないと思うのです、多分。 

〇議長（寺田 優君） だから、もし時間って書いてあるのなら、そこは訂正しないと。 

          〔「というか、資料として出してない、どこからもらっている資料、 

役場が出した」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 役場が出した。 

          〔「うちの議会資料の中には載ってない」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 多分前の副村長だったから。 

          〔「田中さん」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） うん。多分クレーンもあまり……ので。 

〇村長（村山将人君） でも、それさっき答弁したとおりです。150回分の１日６万円の計算で900万

円です。 

〇４番（石野 治君） これ、では時間が間違っていると。 

〇議長（寺田 優君） 時間のところを日にちにということなのでしょう。 

〇４番（石野 治君） １時間って書いてある、何が……か分からないけれども。 

          〔「だから１日の間違いだと思うよ」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） もし役場のほうから提出した書類で、時間で計上というか、表記されている

ようであれば、それは誤りでありまして、１日６万円の150回という算定でございます。 

〇議長（寺田 優君） 続けてください。 

  石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） これは、（株）ＴＯＳＨＩＭＡから出されたものだと思うのですけれども、こ

れ役場が多分精査したのだと思うのですけれども、だからリース料の中に900万が入ってきているわ

けですね、これは。リース料が1,200万した、フォークの。 

          〔「リース料は別で考えています」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 大島の自動車屋にフォークを３台800万で売って、それで年間1,200万で１年
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間リース料を払うと、それで今度クレーンの900万で2,121万幾らになって。なので、これ役場の精

査の間違いなのか、それとも（株）ＴＯＳＨＩＭＡが出してきたこの時間が間違っているのかとい

うのは、（株）ＴＯＳＨＩＭＡが出して間違いだったら役場が多分修正しているはずなのだけれども、

これがそのまま残っているということはどういうことなのかなというのがちょっと分からない。そ

れでこれでやると、時間６万円だと８時間で48万か、そういう計算になってしまうので。 

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） 資料のほう確認いたしました。先ほどの答弁と重なりますが、そこにラフタ

ーの計算として６万円掛ける150時間と確かに表記されておりますが、時間ではなく１日、つまり

150回というところで読み替えていただきたいなというところでございます。 

  今年度当初予算の歳入で、貸付料として900万円歳入計上させていただいております。それとリン

クしているものであります。その差額分が重機、フォークとかトラックとか、そういったもののリ

ース料として計上しているものでございます。 

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） 間違いだったらそれでいいのですけれども、まず時間と日にち間違えている

と。要は、これ（株）ＴＯＳＨＩＭＡから多分出された資料だと思うので、役場が精査して補助金

を出すわけです。そのとき見落としていたのか、そういうあれなのですけれども、それとあとはフ

ォークのリース、これは大島のどこの会社との契約なのですか。 

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） まず、前段のご質問ですが、これ（株）ＴＯＳＨＩＭＡから出されたもので

はなくて、村役場側で作成したものだと、積算したというところで出させてもらったものです。 

  それから、相手方の話もありますので、お名前をこの場で公表させていただくのは控えさせてい

ただきたいなと思います。 

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） これ契約したので、もうどの会社ですと言っても別段おかしいわけではない

のです。秘密でやっているわけですか、これは。何か大島の自動車屋と、３月かな、それには書い

てあったけれども、どこの、まだ契約になっていないので、お知らせはできませんということだっ

たのですけれども、もう４月にも入っているので、契約も終わっているはずなのですけれども、そ

れがまだお教えできないというのはどういうあれなのですか。 

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） リースの契約自体は、株式会社ＴＯＳＨＩＭＡ自体がやるもので、直接村役

場とやるわけではないというのと、あと契約したとしても基本的には事業者の名前は、（株）ＴＯＳ

ＨＩＭＡはちょっと別なのですけれども、控えさせていただくというふうに過去の議会からも一貫

していると思いますので、そこら辺は統一させていただきたいなと思います。 

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、（株）ＴＯＳＨＩＭＡの問題は控えさせてもらうというのだけれども、

この住宅のときも、契約が終わったら教えますと前の村長が言っていたのですけれども、だからそ

れまでは〇〇ハウスとか言っていて、４月になって契約ができたら名前も教えますよと、みんな知

っていると思うのですけれども、取りあえず議会では何とかハウスという名前で通していたわけで

す。そうすると、この役場の契約は全部秘密なのですか。 

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） 基本的には、相手方の了解を得た上で公表させていただきたいなというふう

に思いますが、今日、今この場で発言をさせていただくことによって、相手方にも迷惑をかけてし

まう可能性もありますので、そこら辺は慎重に行きたい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） よく分からないのですけれども、行政と一般のあれが契約するの何かあるの

ですか、例えば木を切るとか、そういうのを契約した場合、これは秘密ですよと、あなた方が知る

ことはないのだと、そういう行政ですか、ここは。 

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） 契約書の中身に関しましては、その都度といいますか、その年度ごとに監査

委員に全て見ていただいているというふうに認識しておりますし、非公式ではありますが、もし議

員の要望であれば、できる限り資料提供できるところはしていきたいなというふうに考えています

が、基本的には監査委員の範疇であるというふうな考えでおります。 

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） 契約をしているのに、例えば私が何とか会社で村役場と契約しましたよと、

秘密にしてくれと言われれば、それはそれでいいですけれども、ではどこと契約して幾らなのだと

値段は出るわけです、当然契約ですから。そのとき、では幽霊と契約しているのかということにな
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るわけです。普通は、契約が締結されれば大っぴらにやっていいのではないかと思うのですけれど

も、何か都合の悪いことでもあるのですか。 

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） それでは、相手方と確認を取らせていただいて、公表してもよろしいかとい

うお時間をいただいた上で、公表させていただくという形でよろしいでしょうか。 

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、それは相手方に聞いてお願いします。 

  あと広告料、ＩＰ告知、広報で旅行案内をお知らせしているとありますが、サイネージは使って

いないのですけれども、それとＩＰとサイネージと広報、これ３つ全て使っていて４万円というこ

となのですけれども、これは何が幾らで、広報が幾らで、サイネージが幾らで、ＩＰが幾らって値

段決まっていますか。 

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） 決まってはおりません。１月４万円という積算です。 

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、ＩＰ告知端末を使用することでって去年だか、前の副村長の田中副

村長ですか、交流会館で多分集めて、ＩＰ告知をやりますよといって、それで一般の業者にも料金

が発生するのだよとか、そういうことは言っていないのですけれども、これは今は農協とか漁協も

やっていますよね、ＩＰで。何々が入ったから来てくださいとか、何々牛乳が入ったからあれです

か、それでタカベが取れたからとか放送しているのですけれども、これは幾らになるのですか。 

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） 石野議員のご質問にお答えします。 

  私が前段、産業観光課長であったときに、広報に、ＩＰ告知の話ともう一個のほうの紙媒体のお

話ちょっとさせていただくと、紙媒体のほうの利島版の就航時刻表ですか、こちらのほうは一度廃

止をさせていただいた経緯がございます。東海汽船の時刻表をもって、４月とか９月とか、そうい

ったときに広報と一緒に折り込みというか、入れてお配りして、なぜかというと、時刻表を作るの

が非常に、ダイヤがころころ変わったりして難しいというか、難しいという言い方はないですけれ

ども、ちょっと手間がかかるといったところと、何か間違いがあってはいけないというところで、

実際に業務している職員とも話しして、そこについては東海汽船がきちんとした時刻表を出してい
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るので、それに代わってやろうというようなお話で一度させていただきました。ただ、そのときに

住民の方から、昔の紙のやつは出してくれというようなお話がございましたので、それを継続して

いたと。それは村のサービスとしてです、ある意味継続していたと。そこを株式会社ＴＯＳＨＩＭ

Ａさんに、このたび４月から東海汽船業務は、全て東海汽船と株式会社ＴＯＳＨＩＭＡさんの直営

になった事業でございましたので、そこについてさらに村のサービスでやっていた部分を付加した

といったところで、村としても当然本来でいけば、東海汽船から発行された時刻表をそのまま住民

に配ればそれで済むといったところも、プラスでやっていただいているといったところもありまし

たので、広告料という名目でその業務をやっていただいているといったところでお金を支払ってい

るといったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 東海の時刻表、それはいいのですけれども、ＩＰの値段はどうなっているの

ですか。例えば漁協も農協の紙媒体で配ってはいないですよね。 

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） ＩＰのほうですけれども、ＩＰ自体は何かお金をもらって発信している

というわけでは、漁協も農協も、ほかの団体さんからもお金をもらっているわけではないといった

ところでございまして、当然（株）ＴＯＳＨＩＭＡさんからもお金を徴収して何かやっているとい

ったところではございませんけれども、先ほど申したとおり就欠航のところというのは、そもそも

でいけば東海汽船さんのホームページを見ていただければ、本来でいけば何の支障もないところで

すけれども、あえてやっていただいているといったところは、村の考え方としてＩＰ告知流してい

ただいているといったところを考えておりますので、そこ広告料に入ってい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） ということは、東海汽船の広告料が４万円ということですよね、ＩＰとサイ

ネージは料金は取らないと、そういうことでいいですか。 

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） 石野議員のご質問にお答えします。 

  広告料という名前の書き方がよろしくなかったのかなというところもあるのですけれども、情報

発信をするに当たって本来しなくてもいいという、ごめんなさい、語弊があるのかもしれませんけ

れども、必要以上の情報発信を行っていただくに当たって、当然村としてもそのサービスを提供し
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ていただくに当たり、（株）ＴＯＳＨＩＭＡにお支払いした委託料ではないですけれども、そのお金

だというふうに解釈して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） 東海汽船の、要は時刻表のことですよね、これは。時刻表の配付の手間賃と

いったらいいのかな、それで月４万円でやればいいということですか、考えれば。 

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） それと、就航の情報をＩＰ告知端末に発信しているといったところと併せて

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） 今、村長が言う前に榎本課長からあったのですけれども、ＩＰはただだとい

う話だったので、一般の会社もやっている、農業も漁協もやっていますよね、タカベが取れました

とか、何々が入りましたと。そのＩＰはただで、ＴＯＳＨＩＭＡだけＩＰも金が入るのですか。そ

うすると、紙媒体が幾らで、ＩＰが幾らという感じになるのだね。 

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） 厳密に言えばそうなのかもしれません。ただ、積算の中で、先ほど榎本住民

課長のほうから説明があったように、本来といいますか、今まではそういったことをやって防災無

線で放送したりとかしていたのですが、このたび直営ということで株式会社ＴＯＳＨＩＭＡに移管

されたということで、（株）ＴＯＳＨＩＭＡとしては本来東海汽船のホームページ、今それから海空

ネットとかというスマートフォンとかでも見れるもので、いろんなもので情報を発信している中で、

不要だということであったのですが、それでも村役場としてはやってくれというところの負荷をか

け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） 私が聞いたのはそうでなくて、紙媒体で東海のを配っていますと、広報に入

れて。そういう手間がかかるので、月４万円で。ＩＰ告知は、例えば漁協も農協もやっているけれ

ども、それに関しては一般の店に対しても無料だということだったですか。 

〇議長（寺田 優君） 理解がずれているから、ちゃんと説明してください。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 石野議員の質問にお答えします。 
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  漁協、農協、その他商店が発信するのは、自分のところの売上げを上げるためとか、そういった

ものについて発信することがあると、ＩＰ告知で。当然昔で行けば、防災無線はそれは駄目だよと

いう石野議員の議会でのご質問であったといったところ認識しております。それに代わるものとし

て、ＩＰ告知の場合は防災行政無線と違って、ある程度何をやってもいいよといったところで、村

も事業者さんに対して、発信する分にはただでお使いくださいねといったところはしています。 

  株式会社ＴＯＳＨＩＭＡさんは、自主的にＩＰ告知で就欠航の放送とかを流しているのではなく

て、村がお願いして流していただいているといったところでございますので、そこに対しての対価

をお支払いするのは、村として妥当ではないのかなというふうに考えておりまして、先ほどのお話

の、では株式会社ＴＯＳＨＩＭＡさんがサービスで流すのかどうなのかというのは、そこはただで

流せばいいではないかというのは、株式会社ＴＯＳＨＩＭＡさんのご判断になるのかなと考えてお

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） ちょっとよく分からないのですけれども、ＩＰでやる分にはただだけれども、

村役場が流してくれと、就航の、今日は欠航ですよとか、条件つきですと。それ村役場が頼んでい

るのですか、（株）ＴＯＳＨＩＭＡに。（株）ＴＯＳＨＩＭＡがやっているのではなくて。その対価

として払っていると、月に４万円も。村役場が頼んでいるとは知らなかったもので、そうなのだ。

分かりました。 

  それで、ではもうＩＰのあれはただだと、全部。告知端末でやる分には。一般、例えば私がやっ

ても。そういうことですよね、役場が頼まない限りは。そういうことでいいのですか。これは住民

サービスのために役場が頼んだわけでしょう、そういうふうに欠航ですとか条件つきというのは。

分かりました。 

  では次は、社宅、事務所建設の申請にはどんな目的内容がありましたか、目的は申請にどのよう

に記入されて、どう判断されたのか教えてください。 

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） まず、社宅建設に関してですが、現在社宅といいますか、本拠地、住所登記

している場所がありますが、そこが適正ではないというところが長年懸案としてありました。しか

も、今の場所も港湾施設、事務所内ということで、会社の規模も大きくなり、安定させるためにも

必要だというところがありました。住宅と併せてなのですが、そういったところを整備していって

ほしいという中で、現在利島村でも、昨日から言われております住宅不足の問題がありまして、こ

れは社協とも同じ考え方なのですが、全て村役場で整備をしていくわけにはいかないというところ

で、自主性を求めるというふうに流れ的になってきていると。ただ、ご存じのとおり今年度から補
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助事業というふうになった段階で、なかなか利益が出にくいというところも鑑みまして、今回こう

いった形で計上させていただいたというところであります。現在は、そういった形で運用させてお

りますが、先ほど主幹のほうからの説明のとおり、当然自主的に銀行から借り入れをしてもらった

りとかして、住宅の確保、住宅逼迫状況の改善に努力していただきたいというところもありますの

で、ローン返済の償還金の一部に充ててもらうといったように今後はしていきたいなというふうに

考え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） 今、会社の事務所と住宅か、これで400万ですよね。そうすると、この400万

というのは今年だけ。 

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） 今年だけといいますか、それはその都度年度当初の予算審議の中で精査をし

ていく必要があるかとは思いますが、今年度に関しては、（株）ＴＯＳＨＩＭＡに関しては400万円、

同様に社協のほうでは500万円を計上させていただいてというところであります。社会情勢、もしく

は村の中の住宅状況によっては、それが変動する可能性もありますし、当然住宅の逼迫状況改善以

外には充てられないという認識ですので、それ以外のものには使えないというふうに考えていると

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） この前社協のほうへ行って住宅の費用が出ていますよと言ったら、それは役

場で建ててくれたのだけれども、後のあれはどうするのだと、自分らでは見れないですよと、要は。

そういうことだったのですけれども、これは社協も、住宅でなくてほかのあれで基金にしてくれな

いかという話もあったのです、500万。住宅、役場が建ててくれても後の見取りが大変だと。住宅は

建てたら終わりでしょう、それで。これはいいです、後でまた。 

          〔「理事会の中の一部の発言だけ抜き取られてて議会に出されても、 

ちょっと問題」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 問題になる。 

          〔「うん」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） それでは、今のは訂正します。 

  行政、役場が（株）ＴＯＳＨＩＭＡの住宅と事務所を建てるために400万、それ何年積み立てるか

分からないというわけです。それで、例えば（株）ＴＯＳＨＩＭＡが土地を買って、土地がないと

建てられないよね。土地を買って、それで建てるのに10年やって約4,000万、それをずっと積み立て
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るわけですか、それで銀行から金借りたら、今度はその借金も、借りた分も役場が面倒見るのです

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） 議員おっしゃるとおりに、長期的な計画というものがあるのかと、ずっと村

役場が面倒見るのかと、面倒見ると言ったらあれですけれども、手当てしていくのかといったとこ

ろのご指摘かとは思いますが、正直明確な計画があるわけではないと、何年で幾らというわけでは

ないというところです。それは、会社ともお話をしている中で共有しているところです。ただ、土

地もしくは空き家、建設もしくは借入れ、そうしたときに手元にその資金がないと、やっぱりスピ

ード感が重要だというところもあります。すぐにそのときに手当てをできるような状態にしておき

たいというところで、今年度に関してはそういうふうに見させていただいたというところでありま

して、村役場としては自主的に動いてほしいというところで、このような措置にさせていただいた

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） では、今年度400万でどういうあれになるか分からないですけれども、今（株）

ＴＯＳＨＩＭＡの社宅と事務所、別々に建てるとは思えないのだけれども、そういう土地自体は今

行政は、こうやって社宅の資金とかそういうのを出していくので、大体どの辺りを、これは（株）

ＴＯＳＨＩＭＡに聞かないと分からないのだけれども、今炭焼き窯のところそうですよね、どの辺

りを大体やっているというのは分かります。 

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） どの辺りというところまでは、ちょっと把握しておりませんが、確保に向け

て模索、動いていると、銀行も含めてという報告は受けております。 

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） まだどうなるか分からないと、取りあえずは。一応社宅と事務所を造りたい

けれども、まだ場所もないし、どうなるか分からないということなので。あとは、さっきの話では

ローンの返済に使うと言っていたのだけれども、ローンの返済は全部役場が面倒見る、行政が。 

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） それにつきましても、今後妥当性、客観性を含めて、株主総会を前に判断し

ていきたいと思いますし、それには予算も伴ってきますので、議会のほうにもお諮りしていけるよ
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うにしたいなというふうには考えているところです。 

〇４番（石野 治君） 分かりました。では、ここで終わりか。 

  島外医療に。 

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。 

  島外医療機関への通院交通費等支援事業費補助金制度についてでございます。低所得者などで島

外の医療機関の受診が必要な方への費用負担をさらに軽減するため、一定の所得がある方への補助

を見直すことや、現在宿泊費と交通費について補助を行っているが、ホテルなどの宿泊施設に宿泊

しない場合の宿泊費補助についての見直しを現在検討しているところでございます。 

  また、ほかの補助制度についての見直しというのは特段考えておりません。 

  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） この低所得者とは、幾らぐらいまでの住民のことをいうのですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

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。 

  低所得者とはというところは、まさに今検討し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） まだ分からないということなので、後で教えてください。 

  それで、一定の所得のある方とはどの程度のことをいうのですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

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。 

  先ほど来申しているとおり、ここについては今まさに検討していく段階でございます。もうしば

らく、今年度中にはある程度制度を固めて、お話というか、要綱のほうを作成して周知できればと

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） 低所得者の費用負担軽減をほかの住民の方の削減分で賄うというのは、おか
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しいのではないかと私は思います。一定の所得のある人も住民であるし、税金も払っています、納

税しています。この人たちの、要は医療費というより交通費、これが旅費が三千幾らかな、四、五

千円ですけれども、これを削って低所得者の財源に充てるというのは、ちょっとおかしいと思う。

それだったら、低所得者の人数が何人いるのか、そういうのはもう調べてあるのですか。 

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） 石野議員のご質問にお答えします。 

  今まさにこれから検討を始めようとしているところでございまして、申し訳ございません。もう

しばらくお時間をください。 

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） 人間の数も分からないで、ただホテルへ泊まらなければどうなるのかとか、

いろいろありますよね、低所得者が知り合いのうちへ泊まったら、それはどうなるのか。それで、

今度低所得者にやる、今3,000円か7,000円ですけれども、これ幾らにするのか、２万円にするのか、

３万円にするのか、全然何にも決まっていないということですか。 

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） 石野議員のご質問にお答えします。 

  まず、低所得者と一定所得以上のところと交通費と宿泊費のところは、別々に私考えていくつも

りではいます。低所得者の交通費がどうのこうのとかという話ではなくて、そこは切り離してまず

考えさせていただきたいといったところでございます。 

  また、村長と今下話というのですか、打合せをしている中では、全員に交通費も含めての通院の

助成を行うというのよりは、あくまでも、本来でいけば医療機関にかかるのに、ここまで交通費や

ら宿泊費やらというのをかけなくてもいいけれども、どうしても負担が離島の場合出てしまうよね

といったところを考慮して、そこについては低所得者の方、特にご負担がどうしても医療機関かか

らなければいけない場合は費用が発生するといったところで、低所得者は幾らかといったところは

まだ議論の途中ですのでお答えできませんけれども、そういった中で、ある程度差別化を図る必要

は、どうしても出てくるのかなと。限られた財源の中で助成を行っていく中では、皆一律にと、財

源が限りなくあってできるのであるならば、一番それにこしたことはないのかなと思いますけれど

も、今の枠の中で行うというふうに考えておりますので、そこの中でいくと、やはり所得のある方

について、また出張等が島外にある場合には、そこに合わせていくとか、そういった中である程度

吸収できるといったところもあるのではないかというふうに考えつつ、今後検討していきたいと考

えております。 
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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） この通院補助というのは年間どれぐらいですか、利島村は。 

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） 石野議員のご質問にお答えします。 

  170万程度でございます。 

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） 今利島村で病院に通う費用をもらっているのは、年間で170万です。これで、

一般の方から低所得者の費用負担を軽減するという話なのですけれども、利島の全部通院している

人が大体170万円だと、100人いるか200人いるか知らないけれども。それで、低所得者が10人いるか

20人いるかちょっと分からないですけれども、これを例えば１万円に上げて、２万円に上げたにし

ても、大した金ではないではないですか、役場とすれば。例えば手取り20万円で給料取っている人

と、その人からも交通費を、あなた給料取りだから引きますよとか、そんなことをしないで、役場

が、行政が出してやればいいではないですか。高額なものにはばりばり出ているのでしょう、４月

に２人乗りの電気自動車、60万で５年で300万でしょう、あれは。そんなものをやるのだったら、こ

っちへやったほうがよっぽどいいではないですか、それどうですか。 

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） 度々そういう議論、ご指摘は、私自身もよく受けます。実際先日の村長と話

そうの会にも、厳しくそういったご指摘を受けているところであります。以前、私も議会の中でお

話しさせていただいたと思いますが、この春から、６月からになりましたが、ヘリに対する助成に

関しても、当初は私自身は否定的なところであったけれども、全体的に利益が受けられるのであれ

ばということで判断したというところであります。 

  財政の役割としまして３つあると、資源の配分の機能、所得の再配分と、景気の調整といった中

で、やはりモノラックの話とかにもつながるのですが、道路や公園を整備するのと同じような考え

方でいくと、なかなかそことマッチしないのかなというところで、今悩んでいるところであります。

当然課長の言われたとおり、必要なところには必要なだけ支援をしたい、しなければいけないとい

うところはありますが、そこの判断は今非常に迷っているところで、現時点では私自身もというと

ころであります。実際に島外に通院されている方の中でも、本当に個人的に負担を強いられている、

苦しんでおられるという方のお話も聞きますし、私の身内もそうだった経験もあります。ただ、自

分で個人で入られている医療保険の中で、当然カバーしているという方もありまして、その方たち
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との公平性といったところでなかなか難しいと、一概にみんなやってくれというのは難しいのかな

というところであります。 

  それから、先ほどのそんな金があるのであれば、例えば先ほどの60万があるのだったら、こんな

の安いものではないかというところでありますが、それはやはり政策の話になってくるかと思いま

す、当然財源もついてきての。ただ、自由に使えるお金をそこにというわけではなくて、財源があ

ってのそういう話でもあったりもする中で、やはり資源の配分という観点から、ちょっとずれるの

かなというふうに考えております。 

  いずれにしましても、島外通院に関しましては先ほど課長も述べられているように、今議論して

いる、検討している最中でございます。何かしらの変化は今後していくかなと思いますが、まだ確

実な方向性が出ていない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） 私は、今7,000円の通院費ですか、島外。１万5,000円に上げてもいいと思い

ます。２代前の村長のときかな、そのときは１万5,000円ぐらい出ていたという話を聞いたのですけ

れども、村長はそのとき議員だったのかな、議員ではなかったのかな、そういうのもあるので、前

は１万5,000円出ていたのに、前村長が5,000円に落として7,000円になったと。今それが7,000円で

なっているという話なのだけれども、あと配分と言ったのですけれども、配分するのだったら、例

えば今行政でやっている、さっき言った２人乗りの電気自動車、これ何の配分になるのですか、住

民には何のメリットもない。役場の職員が乗るだけでしょう。何のメリットもないのに、そういう

ものには金が出る。それで、住民の福祉には金を絞ると、何か逆ではないですか。 

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） ３月の議会でも説明させていただきましたが、未来に対する投資というとこ

ろでご理解くださいというお話をさせてもらったと思います。島外通院に関しましても、今の住民

の方、それから未来の方に対して一番利益になる、当然財政の負担も含めて、いい方法を今考えて

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） いい方法というのが、今変えている軽減するということですか、島外医療。 

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、当然今までも笹岡議員のほうからも２万5,000円でしたっけ、５万

円でしたっけ、というお話もありましたので、そういったことも含めてプロコン、庁内で議論して
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いきたいと思います。 

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） これはなるたけ減らさないで、増やすように。それで、島外医療で増やすよ

うにお願いします。 

  それとあと、これ村長と話す会のあれで６月３日のやつかな、要は医療、村では出せないが、町

村会、議長会を通じて都にお願いしていると村長が説明したとあるのですけれども、３月議会のと

き私が延泊のことで聞いたのですけれども、そのときは出してはいるけれども、東京都で出してい

るのは難病者や障害者のことはやっていますよと。延泊のことは出なかったけれども、やっていな

いと思ったのですけれども、それで今議長会と町村会、これにお願いしているのは、何をお願いし

ているのですか、例えば障害者と難病、この２つですか、それともほかのを。 

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） 難病に関しては、もう今既にあるというところなので、難病とは別に、島外

にかかる患者さんに対して支援いただけないかというのを、私の以前、前田前村長のときから継続

しているというのは聞いているといいますか、文書として残っていると。ただ、ご回答が毎度同じ

ような回答になっているといったところです。 

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） 難病者は、もう国から出ているのかな、これ。どっちが国から出ているの、

難病のほう、それとも障害者。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） いいですか。要は、島外医療の通院費を出してくださいと東京都にお願いし

ていると。でも、前の回答だと障害者やそういうあれは、東京都にお願いしていますよと。ただ、

延泊とかそういうのについては答えなかったので、多分お願いしていないのだろうと思っているの

ですけれども、今議長会と町村会で都にお願いしているものって何があるのですか、こういうあれ

で。要は島外医療で。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 今7,000円出しているけれども、これでは少ないのです、利島だと。要は１日、

大島だと、明日、病院だよと言えば前の日に出ればいいけれども、利島では船のあれが駄目だとか、

いろいろあって２日前に出るとか、いろいろあります。それから帰りも欠航だと、そうすると帰っ

てこれない、それで延泊の分というのを出したのですけれども、村役場として、どういうそれは島

外の医療に関してのあれを要請していますか、東京都に。 
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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） 具体的に、延泊ですとか金額といったところではなく、支援という形でお願

いをしているというところだけです。 

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） 医療に関しての支援をお願いしている、要は島外の通院に関して支援をお願

いしているということですか。 

          〔「そうです」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） これは、ではいまだに全然都から来ないと、お願いはしているけれども。 

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） 毎年度要望しているというところですが、回答では非常に厳しい回答である

と。東京都としては、やはり利島だけではなくて、ほかの自治体もあることからなかなか難しいの

か、ちょっとやりづらいと、公平性というところで難しいのかなというところではありますが、そ

ういうご回答をいただいているといったところです。 

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） これからも、ぜひよろしくお願いします、何とか。東京都から下りるように。 

  では、次に行きます。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長、ドライアイスについて。 

          〔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。 

  ドライアイスの製造についてでございます。こちらのほうは、度々議会も含めてなのですけれど

も、お話は伺っておりまして、ただ、ドライアイスを製造するには、結構かなり大きな設備を造ら

なければいけないといったところがありますので、なかなか現実問題として、その設備を造るのは

難しいといったところがあります。 

  ご遺体の冷却用の保冷剤については、現在利島村漁協と調整中でございまして、漁協の冷凍庫で

買ったものを保管していただくようなことを現在検討しているところでございます。また、ちょっ

と私社会福祉協議会の事務局長もしている関係で、社協のほうでも保管とか、そういったのができ

ないかといったところも、今社協のほうでも検討しているといったところでございます。利用した

保冷剤はどうするのかと、また洗って使うのかといったところでございますけれども、一度利用し

た保冷剤については、焼却処分をしていくのが妥当ではないのかというようなふうに考えておりま
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す。 

  保冷剤というのはどういったものかというお話なのですけれども、遺体用の保冷剤というのは市

販されておりまして、ご遺体を５度以下に保冷できるといったところがございます。また、商品の

説明等々を見聞きすると、ドライアイス、マイナス79度に比べて、温度の高いマイナス23度のジェ

ル状のものを使用しているため、ご遺体を冷やし過ぎることがないというような記載等々がござい

ましたので、石野議員のあれにもありましたけれども、氷とかですとどうしても、昔は当然氷でや

っていたという時代もありましたけれども、ご遺体がぬれるとか、そういったところもありますの

で、保冷剤が今利島で一番現実的なのか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） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 利島で今月ですか、亡くなった方がいたのですけれども、ご冥福をお祈りし

ますけれども、この方は５日に亡くなって、火葬する11日まで利島にあったのですけれども、これ

で保冷剤で何日かもつというようなものですか。 

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） 石野議員のご質問にお答えします。 

  保冷剤については、当然１度冷凍庫から出せば、何時間というところまでちょっと把握はしてい

ないというところもあるのですけれども、交換、交換していかざるを得ないの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） 私もインターネットでちょっと保冷剤のことを調べてみたのですけれども、

そうしたら保冷剤は５度ぐらいだと。それで遺体が、要は細菌によって腐敗すると、それをある程

度抑制できる温度というのは、５度ぐらいで少し抑制ができるけれども、零度で止まると、そうい

う話がインターネットに出ていたのですけれども、そうすると要は遺体を４度Ｃでやっても、保冷

剤を直接肌に、おなかのところですか、そこへ貼っておかないと腐敗が始まると、そういうことが

書いてあったのです。それで、これを例えば利島だと一晩で通夜をやって、ほかのところだと通夜

をやってその次の日に焼却というか、遺体のあれができるのですけれども、利島だと大島か新島か

どこかへ持っていかないとできないと。この長い期間というか、２日か３日の間、保冷剤でもつも

のかというのがちょっとよく分からないのですけれども、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〕 
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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。 

  私も、申し訳ございませんが、その見聞きしているところ以外の情報を持ち合わせておりません

ので、大丈夫かどうかというようなご質問にちょっとお答えが難しいのかなと思いますけれども、

ある程度感覚的なお話でしますと、保冷剤は当然交換はしていただかないといけないのかなと、あ

る一定の時間たったら当然解けてしまうというか、解凍してしまうところもありますので、そこは

そういうような措置が必要なのかなといったところもございます。そういったところも含めて、保

冷剤のほうの準備をしていければなというふうには考えております。 

  遺体、やっぱり保冷用の保冷剤ですけれども、実際私見ている商品、マイナス23度というような

ことを言われていますけれども、昨今の新型コロナウイルスワクチン輸送で、実際はマイナス60度

とか70度とかの保冷剤もできていますので、その辺は今後コロナが収束してワクチンの保管が要ら

なくなれば、村のディープフリーザーが有効活用、その後はできてくる可能性も否定できないなと

いったところもありますので、そういうところも含めて検討できればなというようなところでござ

います。 

  ドライアイスの製造というところは、村では厳しいよと。あとは、ほかの他島から運ぶにしろ、

船が着かなければ結局漁船とか、漁船も走らないのであればできないといったようなところもあり

ますので、そこはやはり利島の現状に合わせたものを活用できればなと考えております。 

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） ドライアイスのことは、この間ちょっと大島にいて、大島でドライアイス作

っているところ行ってきたのです。そうすると、大島で使っているのが30キロボンベかな、それを

10本ぐらい並べて、それで要はそのボンベでやって、ドライアイス用という機械が10万ぐらいだと

言ったのですけれども、それがあって開けばできますよと、ドライアイスが。大島ではそれで作っ

ていると。だから、何も物すごいでかい機械でなくて、ボンベから直接ドライ何とかと言ったな、

丸いこれぐらいの機械です。それで作っています。それで、30キロボンベは幾らぐらいするのだと

聞いたら、ちょっと担当者がいないので分からないということだったのだけれども、これボンベで

どれぐらいもつのは分からないけれども、使わないで。本当に簡単なものでした。プロパンガスの

ねじって火をつけるのと、ドライアイス作るのと、これぐらいの機械です。ちょっと調べてみて、

研究してもらえたらなと思いますけれども。ドライアイスでなければ駄目だというわけではないで

す。保冷剤でも、ちゃんとできれば一番いいのです。もしくはドライアイスで、ボンベをお寺とか、

そういうところへ置いておいてやってもらうとかということもできるのではないかなとは今思って

います。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〕 
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〇村長（村山将人君） 調査はしていきたいと思います。ただ、なかなか利島内でお亡くなりになら

れる事例が数少ない、近年では。なので、その維持、ランニングコストもやはり少し気になるとこ

ろではあります。簡単なものであれば整備できるのかなと、今の時点でイメージはしますが、少し

調べてみたいなというふうに思います。 

〇４番（石野 治君） 次行きます。 

〇議長（寺田 優君） ジシンガ沢のストックヤードについて、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） ジシンガ沢ストックヤードについて、現在回収している可燃ごみや

資源ごみの分別の状況がルーズになってきている現状を見ると、職員の立会いを行わないで搬入を

可能とすることは到底難しいと思われる。搬入時の立会いを行う職員数は足りない、現状の状況が

限界である。 

  議員のご質問にありました基幹産業である椿山というところで、前田前副村長の当時ですか、昔

堆肥のところで、一括のでっかいのでやるかというところで整備の話あったと思うのですけれども、

そのときに個別でお願いをしたいというところございましたので、自ら枝草、生ごみを基に堆肥を

作っていただいて、自ら椿の育成を図ることが永久に基幹産業を続けていく方法だと思われます。 

  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） ごみの分別の状態がルーズになってきているので、職員の立会いがないと駄

目だと、それでそういう立ち会う人がいないということで回答いただいているのですけれども、こ

れ職員は何人ぐらいを見ているのですか。３月頃というか、去年の10月頃から職員数は。前は二十

何人でしたよね。 

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） 全体で５名かな、看護師さんも含めると５名増えているといったところです。 

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） 役場だと、何名あと増えると人員がストックヤードに行ける、要は待ってい

るとか、電話が来ればいますよというあれになれるのか。 

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） ストックヤードに配置するというところは、今のところそもそも考えていな

いといったところで、それ以外に余力があれば伺えるかなと。ただ、ほかの業務もありますし、ご



 - 118 -

みの分別、収集もあったり、例えば今回のように議会になりますと、幹部の皆さん完全に業務がス

トップしてしまっているという状態がありますと、それでも難しいのかなというふうには考えてお

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） そこのところは考え直して、何とか開くようにしてもらいたいのですけれど

も、あと椿山において枝葉、草や生ごみを堆肥にした案があるのですけれども、これ20年前ぐらい

か30年ぐらい前かちょっと忘れたのですけれども、10件から15件ぐらい下草を刈って、それで椿の

木の間にずっと集めて、それでネットで覆ってあったのですけれども、結局腐るまで相当時間かか

って、今多分一件もやっていないのではないかなと思うのですけれども。それで、これ枝を持って

いって肥料にするなんていうのは、とんでもない時間です。生ごみ持っていってくれということで

すけれども、生ごみ持っていけばカラスや猫、こういうものが必ず集まると思うのです。堆肥にす

るというのだったら、まず枝、大島に昔農協のあったとき、３センチぐらいかな、の太さまでのチ

ップにする機械があったのですけれども、結局それも使われなかったというか、使ったのだけれど

も、堆肥にならないと、やっていても。そこで、役場で堆肥にしてやってくれということで集めて、

椿の実拾うのに邪魔だから、今みんな燃やしているわけです。前は集めてやっていたところもあっ

たのですけれども。それで、今またこれ集めてそこへ置いておいて、では椿の実を拾うのに邪魔だ

と、そうなったときどうなれば、１回役場の、これ書いた人が見て自分で拾ってみるとか、多分み

んな堆肥にならなかったので、10年かそこいらたっても。今ほとんど多分ないと思う。これチップ

にするような機械、役場で買って、それでもし肥料にしてくれというのだったら、ジシンガ沢のス

トックヤード、今切った木なんか持っていきますよね。堆肥にしてくれというのだったら、そうい

うのも考えてもらいたいのだけれども、ただ、利島村の人が椿山にわざわざ積んでおくかというの

もあるのだ。これ私は椿拾っていないので分からないですけれども、椿拾っている人どうですか。 

〇議長（寺田 優君） それはちょっと聞くのはあれなので。 

〇４番（石野 治君） 駄目。では、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） ずっと議会のほうでは、終始モラルの問題と人員不足の問題で、今の運用で

いきたいというご答弁をさせていただいているところでありますが、議員のご指摘も受け、検討は

していきたいなというふうには思います。それが本当に利島村の住民のためになるのであれば、そ

ういうふうな方法も排除せず考えていきたいな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〕 
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〇４番（石野 治君） ストックヤードを開けるということですか。 

          〔「だけじゃなくて」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） いろんなことで。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） では、研究して開けるようにお願いします。 

  次に行きます。 

〇議長（寺田 優君） 荻野産業観光課主幹。 

          〔産業観光課主幹（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） 石野議員の質問にお答えします。 

  ヘリポートの関係に関して私のほうでお答えしたいと思います。停電時の対応ですけれども、前

回の３月議会の際に、東邦航空に確認しますというような答弁があったということで、私のほうで

東邦航空には確認したのですけれども、そもそも利島の臨時ヘリポートという施設自体が東京都さ

んの持ち物ということで、東京都さんとも話もしまして、現在ちょっと非常用電源だとかの設置と

かをどうするかに関しては、今話合いをこれからしていくというような状況になっております。 

  停電時に関しての対応なのですけれども、今のところは手書きのチケットの発券など、停電時の

対応というのはマニュアル化されておりまして、一応今までもそういった形で対応はしております。 

  以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 石野議員からのご質問で、停電時の電気自動車の活用についてお答

えします。 

  停電時、電気自動車を避難所に向かわせてスマートフォン等の充電を行う、被災箇所に向かわせ

て電動機器の起動を行う等を考えてございます。 

  また、防災行政無線に関してのご質問なのですけれども、防災行政無線の親機に関しては、役場

にある自家発電機、燃料があれば約72時間だと思いますが、バックアップされる状況でございます。

また、村内に整備している子局に関しては、太陽光発電、バッテリー等でバックアップされている

状況でございます。 

  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） 今東京都と協議しているということなのですけれども、まだはっきりは決ま

っていないということですよね、今のところ。 

  それと、マニュアルに沿って対応しているということだったのですけれども、この前停電になっ
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たときは貼り紙一枚で、事務所閉めますと。そういう要は営業というか、事業ができないので閉め

ますと、そういう回答だったのですけれども、マニュアルがあったのですか。 

〇議長（寺田 優君） 荻野産業観光課主幹。 

          〔産業観光課主幹（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） たしか３月か２月だったか、１月だったか、ちょっと記憶が曖昧

なのですけれども、そのときの停電もあったのですけれども、たしか天候不良でヘリも欠航になっ

たということもあって、払戻しとかが、今専用のシステムで払戻しとかもしていますので、そうい

ったところでちょっと対応できないというところで、閉鎖という形を取らせてもらいました。 

  では、そのときヘリ飛んでいたらどうするのだという話なのですけれども、それに関しては一応

手書きのチケットがありますので、利島から乗ってくる方に関しては、個人で所有している携帯電

話等を使って、八丈島の事業所のほうに確認して、その予約情報の確認というのは最低限した上で

やるというふう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） 自家発電機の燃料があれば72時間ですか、もつということなのですけれども、

これ定期的なチェックというのはやっているのですか。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  東京都のほうで行っております。 

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） 防災行政無線は東京都のものなのですか。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  防災行政無線は村のものですけれども、使用している自家発電に関しては東京都のものです。 

  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） 東京都の自家発電機を停電になったら使っていいと、そういうことですか。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 
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          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  お見込みのとおりです。 

〇４番（石野 治君） では、次に行きます。 

〇議長（寺田 優君） 次は、愛らんどシャトルの定期便に対する運賃助成について、荻野産業観光

課主幹。 

          〔産業観光課主幹（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  昨日、笹岡議員の質問のときにも答弁させていただいたのですけれども、申請方法だとか申請の

範囲、あとは対象外などの範囲を決定するというのに少し時間がかかってしまって、今回６月１日

になったということになります。 

  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） 利島の住民で対象外になる人っているのですか。 

〇議長（寺田 優君） 荻野産業観光課主幹。 

          〔産業観光課主幹（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） 石野議員の質問にお答えします。 

  対象外となる方というか、対象となる方がそもそも利島に住民票がある方というのと、あと東京

都の離島の割引カードを発行して、当日それをちゃんと所持して見せてもらえないと対象にならな

いということが対象者ということになっております。 

  以上です。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） あと、すみません、これも昨日答弁しましたけれども、対象外は

カードを当日持っていない方も当然そうなのですけれども、公務員の公務出張に関しては、今回の

割引は対象外となっております。 

  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） 公務員というと、役場の職員とか学校の先生ですか、これは全部対象外。 

          〔「出張は」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 出張。 

          〔「はい」と言う人あり〕 
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〇４番（石野 治君） 分かりました。 

  あとはお願いなのですけれども、申請手続をヘリポートで名前とか書きますよね。そのとき１枚

の紙なので、住所、名前、要は年齢とかが、後から来た人が全部見れるのです。これが見えないよ

うなあれにならないですか。 

〇議長（寺田 優君） 荻野産業観光課主幹。 

          〔産業観光課主幹（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  70歳以上が対象だったときもそうだったのですけれども、一応１人名前を書いていただくと、そ

れを隠す用紙みたいのがありまして、それで次に書く方がご家族以外の方で、見られてしまうとい

うことはないようにしているのですけれども、そこは今後も運営上はきちんとやっていきますので、

そういう違う人の個人情報が見られるような状態というのは防ぐように、今後運営していきたいと

思っています。 

  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） 今まではちょっと見えていたので、これから何とか個人情報のことなので、

見えないようにお願いします。 

  以上、終わります。 

〇議長（寺田 優君） それでは、石野議員の一般質問を終了いたします。 

  ここで５分間休憩をいたします。 

          （休憩 午前１１時１３分） 

                                           

          （再開 午前１１時２７分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて審議に戻りたいと思います。 

 

    ◎日程第３ 議案第３７号 専決処分の承認について 

 

〇議長（寺田 優君） ただいまよりは、日程３の議案第37号 専決処分の承認についてを議案とい

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） 報告第２号 議案第37号 専決処分の承認を求める件について。 
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  地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したもので、同条第３項の規定に

より報告する。 

  詳細、以下に関しましては総務課長代理課長補佐のほうから報告いたします。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 村税条例についてご説明させていただきます。 

  議案書の27ページを見ていただきたいのですけれども、今回の条例改正について大きく分類する

と、５つの項目の改正となります。まず１つ目でございますが、上場株式等の配当及び譲渡所得に

係る課税方式の一致についてでございます。上場株式等の配当及び譲渡所得について、所得税は総

合課税または申告分離課税を選択、個人住民税に関しては申告不要を選択といった所得税と個人住

民税で異なる課税方式を選択可能でありました。課税方式を一致させる必要がございまして、課税

方式の選択ができなくなる条例改正となっております。 

  続いて２つ目、扶養親族等申告書における記載事項の追加でございます。本来含むべきではない

退職所得を該当控除判定を行う際に含んでいた可能性があったことから、本控除の判定に必要な情

報を確実に把握できるようにするための条例改正となります。 

  ３つ目、住宅ローン控除期間の延長でございます。所得税側の住宅ローン控除適用期間が延長さ

れることに伴いまして、個人住民税側も引き続き所得税から控除し切れなかった額を控除限度額の

範囲内において控除するための条例改正となります。 

  ４つ目、固定資産税に係る登記所から市町村への通知事項の拡大に伴う所要の措置でございます。

固定資産税の証明書を発行する際、ＤⅤ被害者等である場合の住所を登記住所ではなく、住所に代

わる事項を記載するための条例改正となってございます。 

  最後、５つ目です。省エネ改修を行った既存住宅に係る税額の減額措置拡充及び縮減並びに適用

期限の延長でございます。現行、対象ではなかった平成20年１月２日から平成26年４月１日に所在

する住宅について、省エネ改修を行った既存住宅についても減税の対象となります。工事費用につ

いては、50万から60万に変更されてございます。また、適用期限については２年間延長することと

なっている条例改正となってございます。こちらが令和４年の４月１日からの施行になっておりま

して、今回専決で対応させていただいた次第でございます。 

  議案書の29ページから48ページについては、今回の条例改正の新旧対照表となってございます。 

  49ページから55ページまでは改正後の条例になってございます。 

  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を願います。 
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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） 二、三点お伺いします。 

  説明に基づいた箇所だけにこだわるというか、関係してお伺いしますけれども、２番目の扶養親

族の申告書に関わる記載事項の追加ということですけれども、これは具体的にどういうことが追加

になるということになるのですか。その理由と、何が記載追加になるのか、具体的にちょっと報告

お願いします。 

〇議長（寺田 優君） 隅課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  追加となる記載事項ですが、その方の退職所得額になります。本来ここは控除判定で含めるべき

ではないところなのですけれども、それを含んでいた可能性があったというところで、今後退職所

得に関して記載するようになります。 

  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） あと、その裏のページの上から２番目、要するに固定資産に関わる問題、登

記の件と、それから省エネ改修に対する課税減額の件ですけれども、これもう少し具体的にお伺い

したいのですけれども、固定資産税が、市町村への通知事項の拡大というのは、具体的に何が入り

ます。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  今までＤⅤ被害者等に関する住所が記載されていたのですけれども、今後それを記載してしまう

とＤⅤに遭っている方が分かってしまうので、それに代わる住所が記載されることになります。 

  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） 登記所というのは国です。登記所から市町村への通知事項の拡大というタイ

トルだけ見て、法は固定資産税法の18条、あるいは73以下２、３というのありますけれども、ここ

に書いてあるのでしょうが、具体的にいいますと、登記所で今までは登記されていたところ。だか

ら、勝手にはその変更はできないですよね、住所がそこに登記されているのだから。だけれども、

ただ、市町村の住民票そのものは市町村にありますよね。これとの関係で、固定資産税に係るとい
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うのは、配偶者間等に限りませんけれども、そういう虐待といいますか、暴力行為といいますか、

分かりませんが、それのある一つは証明というのですか、立証というのですか、被害者が簡単に言

えば家を出ると、しかし権限とすれば財産ですから、共有財産だとすれば権限があるのだと。例え

ば固定資産ですから相続もあります。それに関係しての措置ですか。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  登記されている住所に関しては変更はないです。ただ、その証明書にのっかる住所が、その住所

ではなくて、ＤⅤの相手側に分からないように表記された住所がのっかってくる。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 本人以外の人が…… 

          〔「加害者が」と言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 加害者に住所がばれないような表記に変わりますよということです。 

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、加害というか、被害者が身の安全のために、言うならどこか外へ行

くと、ほかへ行くと。そうすると残ったのは、固定資産は、その証明書というのは固定資産の納税

証明でしょう、簡単に言えば。ところが、その固定資産の納税証明の中に、新たにどこかに避難と

いうか、移った住所、これは記載しない。住民票の移転届と同じように移転はするのだけれども、

例えば品川区なら品川区に、利島から。それで、普通はここへ来れば分かるわけですよね。利島村

役場へ来れば、どこへ行ったかというのは住民台帳を見れば、普通は分かるわけでしょう。そうで

ないと、移転先が本人が秘密ということでどこまで追えるかは別として。それ取れば、ああ、品川

区のどこどこに住んだと。住民票はそこへ行くわけでしょう、行かない場合もあるかもしれないけ

れども。それで、ところが固定資産税ですから、ここにある固定資産は共有財産です。それは残る

わけでしょう、権限は。勝手に残った人が固定資産を処分するわけにはいかないのでしょう。その

手続との関連なのですか、担保しようという。勝手に処分しては駄目だよと。だけれども、被害者

は身の危険を感じてどこかに行ってしまっている。その居どころは、居所は、登記って法務局だろ

うけれども、法務局ではなくて市町村に移しますよと。市町村というか、住民届のあるところです。

それとは違うのですか。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  登記自体の住所って変わらないです。それを請求した方の住所は変わります、ＤⅤとか受けてい
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て。その請求された方の住所が登記に表記されてしまうと、相手方に…… 

          〔「所有者に……」と言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 分かってしまいます、登記書の住所。 

          〔「自分の土地以外に、兄弟以外に、その人誰が持っているのという 

地番が出ちゃうわけで、住所が」と言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） その固定資産を持っている方の住所、何人かいらっしゃる可能性あ

ります。その中にＤⅤ被害者がいました。そのＤⅤ被害者の住所が書かれていると、別の方が登記

書を出したときに、その方の住所がばれてしまいますので、それを防ぐために住所に代わるものを

記載しますよと。 

          〔「そこは分かるんです」と言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） だから、別に固定資産の登記の住所が村に移るわけではないです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 何か私が勘違いしているのだか、私の言うことが通じていないような感じが

するのですけれども、整理というか、もう一回聞きます。くどいようでありますが、申し訳ないけ

れども。被害者が家族の中で出たと、どちらかはともかく、誰だかはともかく。それで、身に危険

を感じた人が外へ出るでしょう。それで、避難してその行き場所は教えませんというのは、これは

分かるのです。どこへ行ったかというのを、あそこへ行っていますからということは、どこの役所

へ行こうが、登記所行こうが教えませんということ、これは分かる。どこへ行っても教えないとい

うのは。 

  私が聞いているのは、固定資産そのものはあるわけです、そこに。人間はどこか行って一応分か

らないような格好にしているけれども、固定資産そのものはあるわけです。この権限の扱いを定め

たのが、この法改正ですかと聞いたのです。権限はあるのでしょう。それで、法務局で出せるのは

固定資産税に対する、取れるのは納税証明だけでしょう。もちろん登記簿も取れるけれども、そう

いうことなのではないですか、違うの。身に危険がある人の行き場所を教えたのでは意味がないか

ら、それは分かります。利島の役場へ来たら…… 

          〔「今回の条例改正って、それ以上のものはないです。登記の権限と 

かどうのこうのなんか何にも書いていないです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それないの。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） はい、分かりました。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 
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〇総務課長補佐（隅 智孝君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  今回の条例改正に関しては、ＤⅤ被害者に遭った方の住所の表記を、住所に代わるものにすると

いうところでして、登記の権限云々に関しては特に条例改正には盛り込まれていない、今までどお

り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） そういう説明だと違うのです、私が言っているのは。それは分かるのです。

それはそうでしょう。ただ、それが調べれば普通は分かるわけです。 

          〔「分からなくするんだよ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） だから、それを分からなくするために交付しませんよと、例えば納税証明で

あれ関係書類を。例えば利島村役場へ来ても実際回すというのだから。それを利島村へ、登記所は

固定資産税に関してはそうなのだけれども、利島村役場へ来れば、その権限は区市町村に移譲しま

すと。したがって、その権限は移譲するというのは、利島村役場がその人がどこへ行ったかという

ことは非公開だと、公開しないと。これを明らかにした条例改正ですかということです。固定資産

税が動かないのは分かります、これ。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  先ほども回答させていただいたのですけれども、今回の条例改正で権限の移譲とかというのはな

いです。単に住所の表記の問題だけです。 

  以上です。 

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。 

  今までですと、結局ＤⅤの被害者の住所が登記で、土地がもし変わったりしたときに、登記所か

らそのままその住所、引っ越した先というか、避難した先の住所が、固定資産税のほうにデータ流

れてきたのです。その情報で固定資産税の証明書を取ろうとすると、要は避難した先がばれてしま

うよと、分かってしまうよというので、そこを違う住所に書き換えてしまうというか、そこに書い

てあるとおりなのですけれども、その部分を拡大して、そういうものを付け加える。今までそこの

部分は付け加えていなかったものを付け加えて出しますよと、だから拡大という言い方しているの

です。要は今までですと、利島村のもし固定資産税あった方でＤⅤ被害に遭われてほかのところ、

よそへ行ったとしても、証明書を誰かほかの方、ご家族の方が大体ＤⅤの場合ってあるのですけれ

ども、ＤⅤの方が取ってしまうと、奥さんの住所がばれてしまったとかいう場合があったので、そ
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このところをばれないように書き換えてしまいますということを今回の改正でやっていると、証明

書の。固定資産税の課税証明のほうにのっかってしまわないようにしたいよと。 

          〔「書き換えちゃうんだ」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 書き換えてしまうのです。だから、ちょっと実例を挙げて、Ａ市のどこ

かに住所本当は移っているのだけれども、Ａ市ではなくてＢ市とかって書いてしまうと。それは役

場の中というか、役所は分かるけれども、その証明を取りに来た方については、この人はＢ市に行

ったのだといって、Ｂ市のところへ行ってみるのだけれども、実際にはいなかったみたいなような

お話になるということです。 

  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） 一応出すには出すのだ。私は、それはお断りしますということになって、そ

の権限が付与されたのだろうと思ったの。一応では品川なら品川行ってしまったのだけれども、大

阪府って書かなければいけないと。 

          〔「そう書いたものが来ると」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうしたら、役場から発行された証明書だから、ではそこにいるのだろうと

いうことで行ってみたら空家だったと、該当者いなかったと、こういうこともあり得るということ

ですね。俺はまた教えないのかなと思って、その権限を拡大したのかなと。分かりました。 

  それで、最後ですけれども、これも数字も50万だなんて言って出ていますから、具体的にちょっ

と説明してくれませんか、どういうことなのだと。太陽ではなくてもいいのですけれども、省エネ

に係る既存住宅、これは対象、皆さん可能性があると思うのだけれども、関わるやった場合には減

額対象にすると。細かい数字はあります。120平米がどうだとかってあるけれども、そういうところ

は抜きにして、短絡的に現実にどういう対応になりますかと。金額も書いてあるから、読めば分か

ります。例えば簡単に言えば、省エネ改修とは何のことを言っているのか。暖房的な壁材を使うと

か、そういうのも省エネに入るのか、あるいは今頃のことで言えば省エネなんていうと、何か特別

な化石燃料で起こさない電気を想定してしまうのだけれども、再生可能エネルギーなんていうのは。

これでいう既存住宅に係る省エネというのは何でもいいと、例えば今まで内壁と外壁の間に、ただ

間が空いていただけなのだけれども、そこに発泡スチロールだか何だか新建材を使って断熱効果を

図るためにやった工事、利島ではないだろうけれども、あるいは床下、あれは省エネになるかどう

か分からないけれども、そういうことも含まれるということですか。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 
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  大まかにですけれども、議案書の28ページにも記載してございますが、工事要件としては断熱改

修工事、あとは太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽熱利用システムの設

置工事が対象になります。さっきおっしゃられた事案が対象になるかどうかは細かいことなので、

精査しないといけない部分もあるとは思うのですけれども、あとは断熱改修に関わる工事としては

窓の改修工事、床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事、あとは高効率の電力工事に関して

は太陽光発電装置の設置、さっき言った高効率空調機の設置と給湯器、太陽光利用システム設置工

事になってございます。 

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） なかなか大層なあれは皆さんかけないだろうと思うのですけれども、要する

に暖房材なんか使ったのは短絡的には入るというふうに、暖房材というか、厚い熱の伝導を遮断す

るような、さっき言った発泡スチロールを壁の間に…… 

          〔「断熱材」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 断熱材というのか。ああいうのを挟んだと、あるいは屋根の下にそういうも

のを挟んだと、これは全て入ると見ていいのですか。入りますよと。分かりました。 

  それからもう一つは、既存住宅という意味がちょっと分からないのだけれども、これ新築は駄目

だということですね。これはどうしてなのですか、新築は対象にならないというのは。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  今回の条例改正で拡充された既存住宅以外の新築に関してなのですけれども、既にそういう対応

されている住宅が多いというのと、別で多分そういう補助が存在している。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 固定資産税で軽減措置がされているということです。 

  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） ないようですので、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、これより採決を行いたいと思います。 

  議案第37号 専決処分の承認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〕 
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〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、議案第37号 専決処分の承認については原案のとおり承認されました。 

  それでは、ここで昼食の休憩に入りたいと思います。 

          （休憩 午前１１時５４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 報告第３号 令和３年度利島村繰越明許費繰越計算書（一般会計） 

について 

 

〇議長（寺田 優君） 次は、日程４の報告第３号 令和３年度利島村繰越明許費繰越計算書（一般

会計）についてを報告させていただきます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 報告第３号 令和３年度利島村繰越明許費繰越計算書について。 

  地方自治法施行令第146条第２項の規定により、令和３年度利島村一般会計予算の繰越明許費に係

る繰越計算書を調製したので、これを報告する。 

  詳細以下、担当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） 説明させていただきます。 

  こちらなのですけれども、272万8,000円でございまして、こちら全額国から入ってきているもの

で、内容といたしましてはマイナンバーカードの絡みで、マイナンバーのカードを利用した転出、

転入手続のワンストップ化のためのシステム改修に係る費用を繰越明許させていただいております。

こちらについて、この業務の終了後と、あともう一部、次のシステム改修によってマイナンバーカ

ードによる転出、転入のワンストップ化が実現できる予定になっております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 報告を終了いたします。 

  先へ進んでよろしいですか。何か質問はありますか。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） よろしいですか。 

          〔「はい」と言う人あり〕 
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    ◎日程第５ 報告第４号 令和３年度利島村繰越明許費繰越計算書（簡易水道事 

業特別会計）について 

 

〇議長（寺田 優君） それでは、日程５、報告第４号 令和３年度利島村繰越明許費繰越計算書（簡

易水道事業特別会計）についてを説明してください。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 報告第４号 令和３年度利島村繰越明許費繰越計算書について。 

  地方自治法施行令第146条第２項の規定により、令和３年度利島村簡易水道事業特別会計予算の繰

越明許費に係る繰越計算書を調製したので、これを報告する。 

  詳細に関しましては担当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） 報告をさせていただきますが、事前にちょっとおわびとお断りをさ

せていただきます。 

  皆様には昨日、差し替えの59、60ページを配付させていただいておりますが、村のウェブページ

に載っかっております議案書に関しまして、未収入特定財源が今国庫支出金のところに入っており

ますが、正しくは都支出金になります。誠に申し訳ございません。 

  内容についてですが、昨年繰越しを行うと言っていた井戸の増設工事の内容でございます。井戸

の増設工事とその管理を今年度に、２か年でまたがって工事をやることになりましたので、３月に

繰越明許費を設定させていただいて、今年度に繰り越していると。内容については、昨年やった工

事と今年度やっている工事、それぞれ２か年にわたって支出をしておりますが、今年度についても

都支出金、補助金が受けられそうな状況でございます。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 報告は以上です。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは一般会計でどなたか質問されていた議案と想定するのですけれども、

伴う補正だという、繰越し、事業年度の中でできなかったと、いわゆる天候のため、雨がなかった

のか、例の事故まがいのことがあってのことでしたか、何か穴が空いてしまったみたいな、そうい

う関連によって中断したということで。ただ、私お伺いしたいのは、繰越明許とはいっても科目変

更、要するに補助財源の更正のようにここで受け止めて、繰り越される金額は結局272万8,000円で
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すか、これとは違うのかな、どの話だ、これ。どれだ。 

          〔「要するに翌年度繰越金額は6,176万5,000円」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それはどこにあるの。 

          〔「裏にあるよ、59ページの裏側」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それで、これは終わってしまったわけ、今の。その前の私が今述べたのは。

この紙は何の紙になるのですか。これが差し替えになったという。 

          〔「この古いのと今のあれとを差し替えたわけでしょう、議会が始ま 

る前に」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） これ４号だよな、それで３号というのはどうなったのですか、これ。 

          〔「３号終わりました」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 終わってしまったの。 

          〔「別の説明でした、全く別のものです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） この専決は終わったの。 

          〔「専決ではなくて報告なんです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは報告か。 

〇議長（寺田 優君） 今やっているのも報告だから。 

〇３番（笹岡壽一君） これも報告。これは承認が取れたのですか。 

          〔「承認でなくて報告案件なので、去年の令和３年度の予算」と言う 

人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 専決処分って承認必要ないのだっけ。 

          〔「専決ではなくて報告なんで、繰越明許の計算書を報告するという 

ものなんで」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 専決ではないのね、これは。 

          〔「専決はその前の」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 条例関係だけで。 

          〔「条例というか、村税条例が専決だった」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それだけで、以下のこれは専決ではなくて報告か。それで、４号もそうなの

ですか。 

〇議長（寺田 優君） そうです。３号、４号は報告。 

          〔「一般会計と簡易水道会計の報告になります」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それがこれ差し替えられたわけね。 

          〔「そう、簡易水道のほうが差し替えになります」「財源の内訳が誤 

記があったんで、それを修正したものを昨日差し替えさせてもら 
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いましたよという」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） いいですか、何かあればあれなのだけれども。なければ、報告事項なので先

に進みたいと思いますが、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、報告事項を終わります。 

 

    ◎日程第６ 議案第３８号 令和４年度東京都利島村一般会計補正予算（第１ 

                 号） 

 

〇議長（寺田 優君） 日程６の議案第38号 令和４年度東京都利島村一般会計補正予算（第１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38号 令和４年度東京都利島村一般会計補正予算（第１号）。 

  令和４年度東京都利島村一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  詳細は担当課長より説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 一般会計補正に関して、総務課に関わる部分について説明させてい

ただきます。 

  議案書77ページを御覧ください。議案書の77ページ、14番のふるさと納税についてです。今後ワ

ンストップ特例申請がマイナンバーカードを利用して行えるようになることから、本サービスを利

用するための事務手数料9,000円、システム使用料４万3,000円の補正を行っております。 

  続いて、15番、村内情報通信基盤網整備について、当初予算で計上している科目にちょっと不適

切な部分がありましたので、科目更正のための補正となります。 

  続いて、３の財産管理経費の中の可動式手洗いスタンド導入委託についてでございます。新型コ

ロナウイルス感染症予防対策として、可動式手洗いスタンドの導入を行うための補正となります。

本器は可動式のため、常時役場の入り口に設置を想定しておりますが、発災時は避難所の入り口と

か、あとはイベント等ではイベント会場の入り口等に設置することが可能となります。導入費用に

関しては、都のほうで採択されれば10分の10の補助を受けることが可能となりまして、議案書の73ペ

ージの歳入、５番になります。手洗い場の設置等支援事業補助金194万2,000円になります。 

  続いて、また議案書77ページに戻っていただきまして、可動式手洗いスタンドの年間サポート費
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用が３万3,000円となってございます。 

  続いて、14番、工事請負費になります。電気設備修繕工事といたしまして202万7,000円計上して

ございますが、これは庁舎の電気設備の老朽化による修繕工事費用となります。毎月点検委託をし

ている業者より、早急に修繕を行う必要があるという報告を受けまして、今回補正計上してござい

ます。 

  続いて、その下の庁舎ＥＶコンセント増設工事になります。役場にある電気自動車６台に対して

充電コンセントが１か所しかない現状を踏まえまして、充電コンセントの増設を行うための補正計

上となってございます。 

  続いて、２の町税事務費についてです。委託料の固定資産税システム導入委託で1,375万円計上し

てございます。こちらなのですけれども、令和５年度までに固定資産税の納付書にＱＲコードを記

載する必要がありまして、義務化されている状況の中で、現在使用している財務会計システムの納

付書にＱＲコードの記載を考えていたのですが、この財務会計システムのシステム会社のほうの対

応事例がなくて見積りに時間がかかってしまいまして、当初予算で計上ができませんでした。 

  続いて、参議院選挙経費についてです。ポスター掲示板の資材高騰によりまして、当初見込んで

いた予算額では不足するため７万5,000円の補正計上を行っております。 

  続いて、議案書の83ページ、予備費についてでございます。2,089万の補正を計上してございます。

内訳なのですが、昨年度新型コロナ地方創生臨時交付金の繰越額2,000万のうち、当初予算に計上し

ていなかった1,000万円分と、あと今年度に入ってから追加交付される同交付金のコロナ禍における

原油価格・物価高騰対応分1,089万円分の補正計上になります。こちらについては、議案書の73ペー

ジ、歳入のほう、⑪番、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、同額を歳入でも計上

してございます。 

  最後、73ページの歳入で１番、財政調整基金繰入金ですが、今回の補正において財源不足となっ

ている6,116万2,000円を計上してございます。 

  総務課に関しては以上になります。 

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） 住民課所管のところでご説明を申し上げます。 

  63ページ御覧ください。概要ですが、⑤番の新型コロナウイルス感染症対策といたしまして11万

5,000円と。こちらなのですけれども、79ページを見ていただけると分かるかと思うのですけれども、

主にコロナウイルスのＰＣＲ検査の無償化事業が６月30日まで延期されたことに伴って、ＰＣＲ検

査のキットの購入とか、それの郵送代ですか、そういったところに費用を計上してございます。 

  以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 
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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。 

  まず63ページを御覧ください。６番目の清掃センター管理経費の修繕費でございますけれども、

対応してくるのは79ページ、中段、または下段というところで、清掃センター自身のシャッターの

電気系統が、建屋のほうも雨漏りがしている状況でございまして漏電が発生しておりまして、シャ

ッターの開閉のための回路を修繕する必要がございます。また、清掃センターの建物自身の避雷針

の設備が破損しておりますので、こちらの修繕を行うための修繕費用を計上させていただいており

ます。 

  続きまして、79ページの簡易水道事業会計繰出金、一番下、後に審議いただきます簡水会計のほ

うの水道料金システムの導入委託料のほうの計上が漏れておりまして、こちらのほう計上させてい

ただいたために、その赤字部分を一般会計から補填いただくために200万2,000円を計上させていた

だいております。 

  続きまして、81ページの簡水会計繰出金ですけれども、またこれも後に審議いただきます浄化槽

会計に関しまして、その浄化槽も既設の浄化槽の老朽化で、毎年検査を受けるのですけれども、不

適正で上げられておりまして、その浄化槽に入れ換えをしなければいけないのと、昨年度に浄化槽

整備を１件予定していたのですけれども、そちらのほうが、受益者さん自身が浄化槽の入れるタイ

ミングがちょっと、申請が遅れまして、今年度にまた再計上させていただくことになりましたので、

そちらの部分と、汚泥再生処理センターの点検の内容等増がございまして、増額をさせていただい

ております。 

  すみません、また前に戻っていただくのですけれども、73ページ、雑入のところございまして、51の

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金というのは国のほうの財源になってくるのですけれども、

国からの間接補助という、国から１回団体さんを通って村のほうに補助金が入ってくるのです。こ

れ再エネの絡みなのですけれども、当初の計上で自家発電機の部分も計上されていたのですけれど

も、自家発に関しては経費の対象外になりますので、そちらのほうを減額しております。 

  次の58と75ページの77という項番のものがあるのですけれども、58のほうの地域環境力のほうの、

これも東京都さんからの間接補助になってくるのですけれども、都さんの要綱が変わりまして、地

域環境力活性化事業補助金としては、これもまた浄水場の再エネなのですけれども、対象外になっ

ております。新たに地産地消再エネ増強プロジェクトのほうの対象と、こちらのほうも要綱が変わ

りまして対象となる。補助率に関しましては、地域環境力ですと２分の１でしたが、地産地消型再

エネ増強プロジェクトですと３分の２、補助率として上がってまいります。こちらのほうで項目の

入れ換えと額の変更が発生しております。 

  続きまして、79ページに戻っていただいて、ねこ去勢・避妊事業の通信運搬費に関しましては、

実際に飼い主のいない猫が大島と利島を往復するための費用を計上させていただいております。 
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  81ページの定住促進住宅整備費の謝礼金に関しましては、個人名で言うのはちょっと避けさせて

いただいて、４番１というところと、あとは久保里山住宅の隣の隣地の境界測量、今年度崖の云々

というので、ちょっとここでの整備を今年度あれなのですけれども、そこの境界測量をさせていた

だくために予算を計上させていただきました。 

  以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 荻野産業観光課主幹。 

          〔産業観光課主幹（荻野 了君）登壇〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） 一般会計の補正についてご説明させていただきます。 

  64ページの⑨番、親水レクリエーション施設の補修工事ということで49万1,000円、内容としまし

ては、今年度プールの１階、２階にあるトイレの洋式化の工事を進めている中で、１階の天井部分

の腐食が激しくて、このままだと落ちてしまうだろうというようなことがありまして、急遽修繕工

事が必要になったということで、修繕費を計上させていただいております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木教育室長。 

          〔教育委員会室長（鈴木広一君）登壇〕 

〇教育委員会室長（鈴木広一君） 教育委員会関係の予算の説明でございます。 

  まず64ページのところですけれども、⑪番でＩＣＴ支援委託で、内容としましては安定したリモ

ート学習の実施に向けて、引き続きＩＣＴ支援員のサポートが必要となるため計上となっておりま

す。 

  ページでございますけれども、83ページです。こちらのほうで、工事請負費になりますけれども、

学校施設改修工事というものを補助金の件名に合わせまして、学校施設環境改善工事というところ

で全額組み替えております。 

  それから、ＩＣＴ支援については544万5,000円を計上しております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明を終わります。 

  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。 

  石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 63ページ、可動式手洗いスタンドの導入委託で、役場の玄関に置いておいて、

何かあったときは持っていくということなのですけれども、これ掃除なんかどうなるのですか。ず

っと置きっ放しで、ほこりをかぶったまま持ってくるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 
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          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  基本、本器はそのまま置いておいて、本器内に約20リッターの水が入るのです。その機械内で水

を循環することができまして、20リッターの水を入れることで約1,000人分の手洗いが可能になりま

す。だんだん水循環処理の機能が落ちてきたときには、その本器でアラームが立ちますので、そこ

で水を入れ換えて、また新たに20リッター入れる。基本置いておいて大丈夫なものになります。 

  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） 水は循環でいいのですけれども、外側なんかの、要はほこりがたまりますよ

ね、外のこういう手洗いやる回りとか。そういうのは外側もそうなのだけれども、掃除とかやるの

ですか。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 石野議員の質問にお答えします。 

  基本役場の入り口に常設を考えておりますので、汚れに気がついた職員が掃除をすることになる

と思います。 

  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） 災害があったときに、災害の避難所に持っていくということなので、きれい

にしていたほうがいいのではないかなと思うのです。３日に一遍掃除するとか。そのまま置いてお

いたのではちょっと汚いというのかな、ほこりがたまって。掃除するのかね、役場の職員が。問題

はそこですけれども。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  ふだんからも、役場の職員は執務室の汚れ等に気づいたときに掃除をしておりますので、掃除す

ると思います。 

  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。 
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  次、63ページで、電動改修工事、役場の電気設備の老朽化に伴い修繕工事を行う必要があるとい

うことで、これ庁舎のコンセント、ＥＶということは電気自動車のことなのかな。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  今おっしゃった電気施設修繕工事とＥＶコンセントの増設は、また別のものになりますので、ご

理解ください。 

  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） 63ページです。庁舎ＥＶのコンセント増設工事なのですけれども、これ今分

かったことではなくて、もう何年も前から１か所しかないということでしょう。車が増えたので、

増やすということなのですか。３月の予算でもできたのではないの、もう分かっていることで。 

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） おっしゃるとおりです。３月の当初予算の段階で計上していればよかったも

のを、ちょっと精査が足らなか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） 63ページで、新型コロナウイルスの感染症対策で11万、キットを買うという

ことなのですけれども、どれぐらいのキットが買えますか。 

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） １個2,000円のキットですので、50個の予定でございます。 

〇４番（石野 治君） 終わります。 

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） 何件か伺ってまいります。 

  内容的に質疑に入る前に、１点だけ気になることを再確認したいと思いまして、発言の許可をお

願いしたいと思うのですが、午前中の他の議員の一般質問に対する村長の答弁に伴うことで、これ

はちょっと問題含みになっているなということが感じますので、再確認をしたいと思うのです。確

認といいますか。 
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  ほかでもない（株）ＴＯＳＨＩＭＡの重機に対するリース会社に伴う契約について、公表を控え

るような話がありました。これが、私は気になって、気になってしようがないのですけれども、そ

れで議員のほうで、要するに当事者が了解が得られるならば、当事者が公表してもいいよというの

であれば公表してもらいたいのだけれどもという、それに対して村長が、分かりましたというよう

な答弁をされたと思っています。ここが問題なのです。ならば、許可がなければ公表しないという

ことになるのです、当然。この問題です。原則は公開だと思っているのです。許可を得る必要があ

るのだという義務が発生してしまった、これで。全ての契約について相手方と。ここの特殊な、（株）

ＴＯＳＨＩＭＡのリースだけがそういうことの扱いになるということにはならないわけです。村役

場が契約する全ての契約、あれやこれではない。あそこはいい、ここはどうだという問題ではない。

契約するに当たっては、全て相手の承諾を求めると。しかも、それは担保されなければいけないと。

相手が承諾したかどうか、誰も分からないわけです。役場だけが知っているだけで、それすら秘密

になるわけです。ということは、うがった見方をすれば、相手が承諾したのやらしないやら分から

ない。承諾しましたかっていって、承諾しましたっていったら誰だというわけにはいかないの、こ

れ。 

  法の下の平等というのが当然あるわけですけれども、契約となれば、総務課長補佐にお伺いして、

もし分からなければ前課長が記憶があれば教えていただきたいと思いますが、あえて教えていただ

きたいと思いますけれども、工事請負に伴う議会の承認案件、これは5,000万円です。さあ、物品購

入幾らですか。覚えていらっしゃらないですか。 

          〔「600万」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私の記憶は間違いが当然あると思います。あえて申し上げますけれども、私

どもが関与したときの当時は700万です、物品購入の限度額は。現在分かりません、下がったやら上

がったやら。そういう意味でお伺いしたのです。 

  そこでなのです。同じ契約なのに、法律は5,000万、あるいは物品購入については数百万、あるい

は1,500万ぐらいになっているのでしょうか、それについてはいや応なしに公表されているのです。

あのそのはないのです。無条件です、議会の承認を求めるときは。その契約枠は公表する義務があ

るけれども、義務というか、当然何々相手名が出て、金額も出て、工期も出て、事業内容も出て、

議会の承認を取る。ところが、先ほど来の私申し上げている懸念している問題というのは、全ての

相手方について契約の承認を取るのだと、これはどういうことになると思います。しかも、取った

か取らないか、誰も分からない、担保しようがない。聞こうと思えば、いや応なしにその業者名は

出てくる、業者名というか相手方の名前が。誰が公表してもいいよと言ったのかという。それすら

分からない、永久に。今様の言葉で言えばブラックボックスです、村の契約情報は。論的にはそう

なるのです。理論的には。それは重要な問題です。ですから、あそこのところはよかったと、あれ

はよかった、ここは駄目だということにならない。私は、したがって原則と言えば原則でしょうけ
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れども、あえて例外を求めるといったら、例外というのは特別な条件が付された場合です。（株）Ｔ

ＯＳＨＩＭＡのリースに関する相手方の氏名、企業だか個人名だか知りませんけれども、これは公

表できないというからには、それはそれ相当の理由を付さなければならない。相手の承諾を取って

いないからということでは、私はこれは合点いかないし、村自体が困るだろうと。全部取らなけれ

ば駄目ですよ、全て。 

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） 公表、非公表のボーダーラインがどこにあるのか、承諾を一つ一つ取らなけ

ればいけないのか、取ったことをどこで確認するのかというところだと思うのですが、先ほど聞か

れていることというのは。私が議員時代から、基本的にはこの場で事業者のお名前を述べるという

ことは、伏せられていたというふうに考えております、経験上も。当然入札案件ですとか、技術に

値するような議案に関しては名前も、代表取締役名も住所も出ておりますので、それはもちろん公

表になりますが、ただ、それこそ（株）ＴＯＳＨＩＭＡという名前、固有名詞を出すことに関しま

しては、当然村の三セクということで出てくるのですが、その会社からの契約とかになると、また

話は別だというふうに考えております。 

  この案件以外であっても、例えば今この議会の議会議事録を委託出している業者の名前等も伏せ

させていただきたいと、伏せているというふうに考えております。一つ一ついろいろなパソコンの

リースの会社の名前も、一つ一つ挙げることは今できないと、議場では。ただし、当然伝票もあり

ますし、監査の中では監査委員の方にはチェックしていただかなければいけないので、その辺りに

関しては公表していただくと、見ていただくということで、先ほどの答弁と変わりないと、そうい

うことの考えの下のお話であっ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） それは違うのではないでしょうか。 

          〔「違いますか」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） うん。例えば今限り、当人監査委員もやっていますから、否とするかどうか

はその人の範疇に入ると思うのです、監査委員の範疇に。例えば監査委員ならば物を申すけれども、

明らかにするけれども、さあ、これを村が、業者が、これは守秘義務だよと、俗に言う地方公務員

法の何条ですか、公務上知り得た秘密、これに該当すると。これは役職者に、そういうことになる

よと。そうすると、案件ごとにそれはそういう場合に指示するのですか、村長が。案件ごとに、例

えばこれはこういう問題だから、監査委員見ないことにしておけとか、公表するなとか、しろとか。

そうすると、この監査委員の意見の指摘事項が極めて行政の支配を受けていると。そうすると、監

査委員の立場ってどうなるのだと、これ行政とは独立しているはずなのです、監査委員は。行政の
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村長の、いわゆる補助職員ではないと思っています。補助職員かもしれませんけれども、職務、任

務は違うと、分限は。だから、そういう点で少し違うと思っています。監査委員なら言うけれども、

議会には言えませんと。議会も村長とは別です、二元代表で。どちらも住民代表です。私は先ほど

言いました。特殊なそれにふさわしい状況があるならば、これは公表できないという事情があるな

らば、それはそれで明らかにしておくべきだ。 

          〔「逆です。公表しなきゃいけない場合は公表するというところです」 

と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私は、一般的なのです。原則は、議会で質問があった場合には公表すべきな

のだと。 

          〔「事前に質問は出ていないから確認は取れていないです」と言う人 

あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ちょっとやってください、では。それ全部記録されますから、どうぞやって

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） 朝の件に関しましては、事前に確認が取れていないと、事前にそこまでの質

問をこちらが認識していなかったというところで、必要であれば確認を取った上で公表するかどう

かも考えなければいけないという中で、今その場でお答えできるという状況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） それは違います、村長。事前に質問があったかないかではないです。契約す

る段階で、基本的には原則、私の…… 

〇村長（村山将人君） 分かりました。それでは、今後契約書を結んだ相手方は、必要であれば公表

できるかどうかは、再度幹部のほうで協議させていただきたいなと思います。私のほうで、一存で

公表しますということはちょっとできかねますので、幹部の方々とも協議した上で、公表が必要だ

というのであれば、公表していきたいなというふうに考えています。この場でやります、やりませ

んの答弁は控え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） これは、そういう問題ではないと思っています。利島村幹部会が検討すれば

どうとでもなるという問題ではないと。幹部会云々の問題ではないです。村行政のやる仕事が、執

行体制が、もちろんどうやる、こうやるという問題は幹部会がいろいろ決めていくでしょう。しか



 - 142 -

し、やるべきことをやるかやらないかまで幹部会の問題ではないと、これは。公表すべきものは幹

部会の意向にかかわらず、公表しなければならないのです。特段の理由があれば別です、それにふ

さわしい。一般論として言っているのです。 

  例えば、分かりやすい例を言いますと、議会傍聴です。これ幹部会で論じるような問題ではない

のです。議会は原則公開になっているのです、これ。特段の理由があれば公開しません。例えば秘

密会。その特段の理由がなければ、幹部会だか議員だか議長だか知りませんけれども、非公開とい

うわけにはいかないの、これ。したがって、幹部会で論ずるような問題ではないと、これは。あえ

て論ずるならば、この問題については個別に、これこれこういうことなので、公開を控えましょう

よということが成り立っているなら別です。 

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） そうしましたら、幹部会だけではもちろん判断できない案件でもあるとは思

いますので、顧問弁護士のほうに相談させていただいた上で、法的に問題がないとかいうような担

保を得た上で、公表するしないの判断をしたいと思います。 

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） 調べてください。行政、議会というのは一般的には公開が原則だということ

です、全てが。特段の理由があれば別です、事情があれば。 

  では、内容に入っていきます。最初に、これもちょっと説明はあったのですけれども、ページで

いうと73ページ、107分の。107という意味がよく分からないのだけれども、全体が107なのかしら、

そのうちの73ページ目ということでしょうか、意味が分からないけれども。そこで、先ほどこの説

明ありましたけれども、それが減額されて、それで740万トータルで減額数値になっているのですけ

れども、裏ページへ行って三千六百何がしか、約3,700万ですけれども、地産地消というのはさっき

説明があったようなのですが、これは何ですか。それを聞きたいのです。どういう仕事をやるので

すか、これは具体的に。 

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） 地産地消型再エネ増強プロジェクト、先ほど申し上げさせていただ

きましたけれども、浄水場に、昨年度、今年度をかけて太陽光発電設備、蓄電設備、あとは自家発

を入れさせていただきますけれども、そのうち太陽光発電と蓄電設備について、地産地消も東京都

さんの間接補助になりますので、都から団体を通して村に入ってくる。 

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） その説明さっきお伺いしているのですけれども、私、理由が分からないのは、

事業費なのか、具体的に要するにバッテリーだかパネルだかやることなのか、プロジェクトと書い

てあるから、そのための何か検討会なのかどうか、調査団体なのか、これでもってパネルも何も入

るということですか。 

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） 先方の補助金名がこういう地産地消型再エネ増強プロジェクトとい

う補助金名になっておりますので、補助金名というのが正確なのか、そういうタイトルになってお

りますので、そのまま計上させていただいて。 

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） どこの事業名だか知りませんけれども、国だか都だか分かりませんけれども、

その名称はともかく、プロジェクトというから、調査とか事業そのものではないのだと、事業と言

えば事業かもしれませんけれども。例えば据付費だと、設置施設費だと、それではないのだと。で

あれば、何かやろうかやるまいか、どうしてやりましょうかというコンサルタントみたいな、そう

いう事業なのですか、これ。それとも据付けの施設、それも施設費ですか。 

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） 浄水場の実際に設置工事とその管理、そちらのほうに対して充当さ

せていただく。 

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） 分かりました。 

  次は、次のページの77ページというところですけれども、まず真ん中辺の13使用料のところです

けれども、この業務委託料でカメラの保守業務ってありますけれども、実は港は、前にも他の、前

田議員でしたか、ここの役場の屋上へくっつけたって見えるか見えないのかという質問ありまして、

災害対策から何からして漁協の、そう言ったかどうかは記憶忘れましたけれども、漁協の屋上でも

つけたらどうかと、私はそう思って聞いていたものですから、あえてそういう発言をしますけれど

も、いずれにしてもここにあるのはいかがという話がありました。それについては、それなりの答

弁があったという記憶をしています。 

  それはそれとして、伺いたいのは、住民の中で、山に向ける意味は何なのだと、これは。島の風

景を、眺望、展望を知ってもらいたいってしたいと、宮塚山が赤くなるとき美しいということで、

２台据えつけていたのだということのように想定するのですけれども、実はこういう話があるので
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す。本村では椿林の管理の上で、１年中と言っていいぐらい、かつては夏しかやらなかった、昔は。

だけれども、今は１年中火を燃すのです。今でも、天気になると煙が出ていると思うのです。冬で

もそうです。だから、その風景がどうなのだと、島のあちこちで煙が出ているのが。そういう意味

で、これはどちらともメリットもあるしデメリットもあるのではないかと。それで、差し支えなけ

ればやっぱりこれは撤去されたらいいのではないかという、あるいはほかを映せということですけ

れども、どうですか。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  庁舎屋上についているカメラについてなのですけれども、１台だけしか設置されていないのはご

存じですよね。 

          〔「１台」と言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） はい。 

          〔「１台しかないの」と言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） はい。ご存じない。 

          〔「だって山向けって書いてあるから」と言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 港と山頂向け、常時は港を映しています。なぜ山頂を入れているか

というと、災害とか発生したときに、職員の手が回らないときに災害ヘリとかで来る場合に、山頂

方向を向けることで、ヘリの就航可能かどうかを判断してもらうために山頂の方向という記載があ

る。 

  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） そうでしたか、それはそのように私も説明しましょう。何か山を映されて云

々というのあったから。それでは、常日頃山は映していないということで、はい。 

  それから、その下で先ほど説明もありましたけれども、ＱＲコードの導入に伴ってということだ

けれども、それだけで一千数百万の機械なのですか。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  ＱＲコードを記載するためだけの費用ではございません。ＱＲコードを記載するだけで動いた場

合、現状の財務会計システムを使うと、その業者で対応したことがなかったので、見積り取ったと

きに2,000万かかってしまうという話があって、ではほかの自治体どうしているのかなというと、固
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定資産税システムというシステムがあって、そこで納付書を出してＱＲコードを入れますよと。固

定資産を管理しているシステム会社がＱＲコードを記載する。利島村がやろうとしていたのが、固

定資産のシステムではなくて、別の財務会計システムのほうでＱＲコードをやろうとしていたので

す。なので、財務会計システム側の会社ではＱＲコード対応できないと、やるとしても2,000万かか

ってしまうという話を受けて、でしたら固定資産税システムそのものを入れて、そこにＱＲコード

を記載できるにしようということになりました。 

  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） 私がお伺いしたのは、そのＱＲコードだけだったら通常の安いパソコンでで

きるわけでと思って、それはせいぜい10万も出せば、ＱＲコードだけだったら、どんどん、どんど

んプリントアウトできるでしょうしと思っていたのだけれども、分かりました。 

  それでは、次は次のページで、これも説明ありましたけれども、79ページで、説明なかったか、

これちょっと参考までにお伺いしたいのですけれども、10番の需用費で報償費、謝礼金ということ

ですけれども、専門職の招聘費用、これって職種を問いませんか。それと、これも秘密ではないと

思うのだけれども、幾らですか。１日だか１回だか分かりませんけれども。 

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、79ページの報償費のところなのですけれども、流用をかけたのです。

流用したものの戻しというのですか、一回流用したものを、今まで流用したのはそのまま流用しっ

放しで、あと何にもしないというか、議会にもご報告は、最後の決算のときしかのらないよという

のをやっていたのですけれども、今年度からきちんと流用したものについては、そのまま次の議会

のときに必ずご報告加えて、補正予算上げさせていただいて、流用した部分をきちんと明確にしよ

うよというようなことで今取り組んでおりまして、そこで、報償費のほうはマイナスの25万1,000円

なのですけれども、それに取って代わるというあれではないのですけれども、委託料として、個人

でやる場合は報償費で今までやっていたのですけれども、協会というのですか、その団体に対して

今度一旦業務委託としてその人に来てもらおうというようなところで、ちょっともともと個人で来

てもらって報償費という形で払っているのですけれども、源泉徴収所得税とかいろいろなところの

やり取りが発生するものですから、そうしたら団体のほうに来てもらって委託料としてお支払いし

ますよといったところで、今回25万1,000円を減額させていただいて、委託料のほうに組み替えてい

るといったところで、業務委託としてきていただいているといったところで、これ１回当たり半額

です、大体。２回来てもらうのに25万円かかっていると。２回かな、３回かな、ごめんなさい、そ
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このところちょっと申し訳ないです。きちんとした数字、多分２回だと思いました。２回です。２

回来ていただくように25万円かかるよと、１回大体12万円ぐらいで来ていただいていると。交通費

と、当然宿泊代と、講師謝礼ではないですね、栄養士さんとか、そういう専門職の日当というので

すか、通常でいくと。そういったのを含めてきていただいている費用になっています。 

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） 私は、予算の補正処理の問題を見つけるつもりはなかったのですけれども、

それはそれでよしとして、私が聞いたのは、ざっくばらんに聞いたのです。謝礼というか報償費、

これは職種に関係なく、具体的に言いますと、例えば事務なんかの応援を頼むための、あるいは指

導を受けるための招聘もあるでしょうし、農業に関する招聘もあるかもしれません。あるいはドク

ターだとか、あるいは看護師だとか、その他最近で言えば招聘とは言わないけれども、報告のあっ

た理学療法士、あれは招聘ではないようで１年間の契約で。ただ、団体の世田谷何とかという病院

ですか、個人で来たのか、世田谷病院から来たのかというのは、そこは詮索しませんけれども、い

ずれにしても個人に払われる、それは今言ったように団体で呼んで、その団体が幾ら払うかという

のは別問題だと、これも分かります。だけれども、例えばどこの団体、病院から来ようと、ドクタ

ーを招聘したという場合には、１日なり、あるいは１週間なり、10日なり分かりませんけれども、

具体的な例で言うと歯科医なんかいますね、あれも招聘に入っているのだろうと思うのです。何と

か大学に招聘して、払っているかどうか知りませんけれども。あるいは個人のドクターに払ってい

るのか分かりませんけれども、そういうことは詮索するつもりはないのです。ただ、幾らぐらい払

っているのですかと。それは、職種によって差別と言っては悪いけれども、差がありますかという

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。 

  職種による差別というのですか、単価が、来ていただく方によって変わっています。といったと

ころでございます。 

          〔「幾らぐらいか分かりませんか、概算でいいですよ。例えばドクタ 

ーなら幾ら」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） ちょっとごめんなさい、一概に幾らというのが難しいというか、あれな

のですけれども、一応医師の場合大体５万円程度で、専門職によるのですけれども、３万円から２

万円程度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〕 
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〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。 

  それで、次なのですけれども、これも説明は受けましたが、猫の運搬費というのかな、搬送費と

いうのかな、というのが8,000円足りないということで、約30万近い予算になっていますけれども、

これはこんなに運送費がかかるのですか。医療費というか、去勢費そのもの、獣医師に払うのも含

めてですか、それとも搬送費だけですか。 

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） あくまで搬送費だけという考え、ヘリに乗れば超過重量の部分、船

で行けばペット券の分、そちらの費用になっております。 

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） ヘリの場合は貨物ですか、船はペットというけれども、船は貨物扱いですか、

それともペット扱いって別枠であるのですか。貨物ですと、５キロ以内なら人間がくっついていけ

ばマターですよね。だけれども、猫だけ送った場合には貨物で、どういうことになっているのです

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） 当然猫さんだけで行くというのは今のところないので、人間が出張

に行くときに、実際この前も一回やったのですけれども、私も出張に行くときには、大島に行くと

きは船で猫も一緒に行ってもらって、帰りはヘリで一緒に帰ってきたというところございますので、

猫の分も当然、猫だけということはございませんので、人間が移動するのに。そこの分は重量計算

させていただいて、精算しているというところで、その分５キロ云々というのは考えないで、その

まま140円掛ける何キロ、そのペット籠含めて、そちらのところで移動していただいていると。 

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） これは、以前にも話題になって議論されて、他の議員だったという記憶、私

はあまりやったことの記憶は、１回か２回やったかもしれませんけれども、職員が添乗とは言わな

いのだろうね、これ何というのですか。職員が連れていったというときは、これは職員がヘリに乗

ればヘリの運賃、搭乗賃、それでこれは割引はないわけだよね、今度は。それで7,000円の旅費を計

上すると。それはこの費用の中から出るのですか、出張旅費ではなくて。この猫対策費とは別から、

この予算の28万円の中から、職員が猫を連れていったとすれば費用は出るのですか。そういうこと

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） その他の案件で出張に行ったときの話ですので、ほかの用事があり

ます。では、猫と一緒にこの事業で大島に行ってもらって、去勢避妊手術受けてもらって、人間が

また帰ってくるときに一緒に帰りましょうというときは、当然別案件で、出張で旅費を精算すると。

単体で発生した場合は、ここでまた別にやることになると思いますけれども、あくまで猫を連れて

いく、猫を連れに帰るだけの案件であれば、今のところそういうこともなかろうかなと、発生すれ

ばまた考えますけれども。 

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） 私は、ですから聞いているのですけれども、この費用だけだと、今の説明で

すと、ほとんど単体で行っているのですか、ほとんど単体では行っていないのですか、もう一回確

認しますけれども。ほとんどはついでのときですか、ほかの業務とかけています。だけれども、今

の話を聞くと、何か猫だけ連れて帰ってくるというのは少ないような話に聞こえたのだけれども。 

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） 当初予算書の話をしながらの話をされているのかと思うのですけれ

ども、あくまで現在のところで、ねこ去勢・避妊事業のところで当初予算で18万3,000円組んでいま

したという話をされているのですよね。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 環境衛生費で、本年度で27万5,000円組まれているというところの話

ですか。 

          〔「この内容は分からないんです、内容が。その他があれば」と言う 

人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 今回計上させていただいた8,000円の話だけですか、ではなくて。 

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） 最初に確認したつもりだったのですけれども、当初予算で見る限り、環境衛

生が27万5,000円、これの中には、要するに医者のほうも入っているのかと確認したつもりだったの

ですけれども、それは入っていないというような答弁に聞こえたのです。そうすると、実際に…… 

          〔何事か言う人あり〕 

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） 当初予算の27万5,000円の中には、猫の去勢・避妊事業で18万3,000円
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含まれています。ほかの事業も狂犬病予防の事業とかその関係…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） ええ、ものが違うものが入っておりますので。 

          〔「犬も入っているのだ」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 犬も入っているし、ホームダムに関しましてもここに入っておりま

すので。さらに事業細目というか、事業になって18万3,000円組んでありますけれども、その中で猫

の去勢避妊手術の委託料が11万5,000円組まれております。今回計上させていただいたのは、あくま

で猫の移動費用のみを計上させていただいている、それが当初予算になかったので、計上させてい

ただいている。 

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。 

  それでは、次です。次の下の清掃センターに関連してなのですけれども、他の議員からも先ほど

質問ありましたが、これは参考までにお伺いしたいのですけれども、修繕費というのは、この３年

ぐらいでいいです。再三聞いているのですけれども、概算でいいです。３年間のトータルではどの

くらいかかっています。例えば１億5,000万とか、１億2,000万とか。 

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） 修繕費という話なので、工事請負費で組んでいる部分もございます

ので、トータルでいくと7,000万か8,000万ぐらいいっているのかなと、具体的な数字ちょっと分か

らないですけれども。 

          〔「いいです、３年の間で」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 年間で2,000ないし3,000かかっていますので。 

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） 行政ではそういう把握をしているわけで、設備される工場がどういう状況に

なるかというのは村人も理解してもらわないと、知っているのは行政だけでしょうから。そういう

点で伺ってみました。 

  それから、関連してなのですけれども、これもちょっと気になった問題なのですけれども、これ

は石野議員がちょっと一般質問していましたけれども、やっぱり椿山に枝やら何やら放置する、生

ごみも。これは撤回したほうがいいのではないですか、この答弁は。現実味を帯びますか、これ。

これが行政発信で、発で出ると、物議を醸すような気がするのです。まさに住民の意向を聞いたと

すれば、こういう答弁はどうかなと私は思います。物議を醸してしまうのではない、これ。簡単に
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書いたとは言いませんけれども、一体生ごみとは何ぞやとなります。よそはよそという話もありま

したけれども、同じようなことを、村長は一番よく知っている、私も知っているけれども。新潟の

ある島では、山の中へ捨てているのです。それで、同じように竹のくず、それは木くずかどうか知

りませんけれども、それと馬ふんとかけてやっているわけです。利島では、木の枝や草をかけるの

ですか、これ。先ほどチップという話も出ましたけれども、チップの機械なんかないです。木の枝

はチップにかけるの。全く住民が想定しないような答弁が出てくる。私に言わせれば現実性に欠け

る。そして堆肥ときた。新潟の島では、堆肥と言っていました。ところが、あの島の独特の状況で、

実際に堆肥としてさばけてはいない。カブトムシが繁殖するのでという話はありました。私は、こ

ういう答弁は本当にいかがかなと思うのです。椿山へ持っていって木の枝と一緒に、木の枝って分

かります、どういうものだか。村が主催でやっている道路掃除のときに木の枝切るでしょう、あれ

がそっくりそのまま個人の椿山へ行くのです、生ごみと一緒に。それをやれと言っているのです。 

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） 答弁に関して適切ではなかったという誤解を招くおそれがあるということで、

撤回できるのであれば撤回し、おわびをしたいなというところです。ただ、生ごみを減らしていき

たいと、減らすことによって現在老朽化した焼却場、もしくは焼却灰もやっぱり受け入れ側の問題

もありますので、生ごみを別にして処理していくということは必要なことなのだということでご理

解いただきたいと思います。 

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） まさに村長、それなのです。まさに村長から出たけれども、生ごみなのです。

というのは、昨日も私の質問に対して答弁いただいているところだけれども、コンポストがいっぱ

いになりそうなのです。分からないとは言っていたけれども。そうしたら、みんなあとは生ごみは

自分の椿山へ持っていく、よそのも山へ持っていって捨てるわけにいかないだろうから、自分の椿

山へ持っていって捨ててくれと、木の枝や草はともかくとして。そうなる。それで、木の枝も草も、

椿山俺持っているよというならいいけれども、例えば極端に言えば村の職員さんなんか持っていな

いのだ、椿山。どこへ捨てます。私はお伺いしたいの、どこへ捨てますか。皆さんのところだって

生ごみ出るので。あなた方だけが特別にどこかへ捨てるのですか、一般の人は自分の山に持ってい

く。こんなばかなことないでしょう。村長が生ごみの減量、減量は言葉ではいいですよ、それは当

然です。どう減量するか、だから椿山ということになるのですかということです。減量するのはい

いです。ある人はこう言っていました。各家にコンポストを配ったらどうだと、処理機を。そうし

たらば、私がある意味一番知っている、元提案者だったから、そこでは言いませんでしたけれども。

結局使わなくなってしまった。私は、その人にはそういうことは言いませんでしたけれども、確か
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に住民の中にはそういう考えを持っている、ごみを減らそうと、そういう人はいるのです。ただ、

あなた方が知らないだけ。住民もそういう点では考えているのです、どうしたらよかっぺというの

は。だけれども、今の答弁が出てくる。椿山へ持っていって捨ててもらうことがあり得るみたいな。

それお話として困るのは、言われたから考えます、検討しますの問題ではないでしょう、これ。あ

えて私言いました。この答弁は撤回したらどうですかと言ったの。言われたから、では検討します、

撤回しますでは、これでは困るの。あなた方の問題だから、あなた方が出してきた策なのだよ、こ

れ。椿山へ捨てるというのは。私がしてくれと言ったわけではないの。 

  住民が、村長、皆さん、生ごみを私たちは自分のうちの山へ捨てていいですかと言ってきたら、

これはこれで策の一つだろうと思う。だけれども、あなた方は許可するのですか。本人が持ってい

ったものならばしようがないではないかと。俺たちは止める権限ないって、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） 環境課長のほうからも述べられているとおり、想定よりも早い段階でいっぱ

いになってきているということは重々周知しておりますし、椿山にというのはアイデアの一つであ

って、先ほど撤回させていただいたのですが、そういう案も一つあったということであります。現

実的には、やはり今後適正な処理の方法について早急に検討し、予算化していかなければいけない

とは思っておりますが、現状は今の処理方法でやっていきたいということであります。 

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） 現状は現状で、これはしようがないでしょう、ほかにどうするのだというこ

とですから。それはしようがない、現状は現状で。ただ、私に言わせれば、生ごみで言えばコンポ

ストがいっぱいになるのが分かっていたのなら、策を立てないのですか。その策が椿山ですか、そ

ういうことではないのでしょう。どうするのです。これを聞いているのです。住民みんな心配して

います。住民……引っ込めたとはいえ、椿山へ捨てるのだと。それはまあいいです、撤回したとい

うから。そうすると、捨てる場所がなくなってしまった。村のコンポストはいっぱい、椿山は駄目、

どこへ持っていきます、現状とは言うけれども。 

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） まだ検討段階なので、先ほども述べたとおり今の処理方法、つまりコンポス

トを例えば増やすとかいう方向で検討していきたいなというふうには考えておりますが、今のとこ

ろまだそういう行動に移っていない段階です。逆に、どういった方法がよろしいかというのを提案

していただけたらなと思います。 
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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） 提案とおっしゃいますけれども、あえて言えば、私は執行権者でも何でもな

いのですけれども、一住民という立場で、議員でも変わりないと思うのですけれども、言わせれば、

物事には非常事態に対応するがための非常手段というのがあるのです。それから、本来的に将来を

見込んだらどうすべきかと、この問題を処理する上で。施策は２通りあると思う、考え方が。今非

常事態なのでしょう、ごみは、コンポストは。そうでもないのですか、まだ二、三年もちそうです

か。住民さんは心配しています。もう満杯になってきていると、これどうなってしまうのだろうと、

あと３か月もしたら。どこへ持っていくのだろうと。その認識が、皆さんが自信持って大丈夫です

というなら、住民は信頼するでしょう。だけれども、始末が悪いという言い方は悪いけれども、不

幸なことっていいますと、あそこへ捨てているのは皆さんだけではないのです。だから、あのポス

トがどのくらいになっているかというのをある程度知っている人がいるのです、役場の皆さんのほ

かにも。それで心配している。何か策があればというのであれば、それを。はい。 

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） 今の現状の搬入状況を見て、恐らくまた今の生ごみ処理槽をどこか

しらに増やすような形になるかと思いますが、そこは決定事項でございませんので、その後はどう

するというのはちょっと答えられないかなと。 

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） そんなことをやっていたら、俺は知らん、勝手にしろということになります

よ、そんなことやっていたら。私は、やっぱりいっぱいになってきたので、住民の皆さん、次はこ

うしますと、不自由かけませんと、穴を掘るなり、もう一個プラスチックの容器を買うなり。言っ

ては悪いけれども、何か開き直ったような感じがするの。 

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） 私のときに設置させていただきまして、住民の皆様にご心配をおかけし

ているといったところについては、おわび申し上げるところでございますが、何せ簡易的な設備で

ございますので、２種類方法があると考えております、いっぱいになったとき。そこがいっぱいに

なるのがあとどのぐらいかかるかというのは、当然これからの搬入量とか、そういったところもあ

るので、ちょっと一概に今こうですとはこの場では言えないのですけれども、２種類あると思って、

今入っているもの、役場の敷地内にあるもの、その中身を、要はかき出しを行って別のところに、

変な話穴を掘ってきちんと埋める方法と、あの機械自体、機械というのですか、もの自体は変な話、



 - 153 -

パレットを組み合わせて上に蓋をつけたようなものでございますので、それを一度掘り起こしてし

まって、周りのパレットごと取っ払ってしまって、別のところに設置して、今のところはきちんと

穴を埋めてしまうといった、この２種類を考えて、いっぱいになる前に当然対処していかなければ

いけないと。ただ、その点では当初３年でいっぱいになって、３年目で新しいところが使えるので

はないかというようなところありましたけれども、ちょっとなかなか搬入の生ごみの、皆様のご協

力がかえって想定よりも多かったというふうなところもございまして、当初予定していたのが１日

大体30から50キロの処理量であるならば、３年いけば大体減りますよというような業者のうたい文

句といいますか、処理の実績に基づいて計算していたのですけれども、そこよりも多い生ごみの量

が出ているといったところも踏まえて、ここについては早急に、どういう方法がいいのかといった

ところを検討してまいりたいと思います。 

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） 今の答弁聞いて、さすがだと思いました。住民課長がではないですよ、住民

です。そういう提案しています。それしかないだろうと。今のところをほっくり返して、かき出し

て、それで機械というか、コンポストの壁だかタンクだか知らないけれども、それも一回洗って埋

め直すと。掘ったものは、ユンボか何かでかき出してどこかへ持っていって、トラックで積んでい

って捨てるしかないだろうと、ついでに３つやってくれと、それを。２つでもいいのだけれども。

そういう提案されています。ありがたいと思うではないですか。それを今村がそういう答弁すると、

ああ、さすが役場だなと、こうなるのです、住民等の感情というのは。みんな関心持っている。 

          〔「違いますよ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 違います。 

          〔「うん、あれはごみじゃなくて肥料」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） では、どうぞ代わってやってください。 

〇１番（前田 清君） すみません、代わりにちょっとお聞きしますけれども、今課長が、掘ってど

こかへ捨てると、あるいはそこに土をかぶせて、要は土化させるという話をされましたけれども、

あれもともと、あのコンポストって肥料にするという、肥料を作るのだという話だったと私記憶し

ているのですけれども、そこから行くと、掘って、今笹岡議員もどこかへ持っていって捨てるとか

という言い方してしまいましたけれども、そういう話ではないのです。 

〇３番（笹岡壽一君） それは違うのです。あのポストは、肥料にするにも何もなくなってしまうの、

３年たつと。肥料にしましょうというときに空っぽで何にもない。 

          〔「いや、残る」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） まあいいや。今あるから、それはそれから話は肥料になるかどうか知らない

けれども、３年後には腐って腐敗してしまってなくなると。だから、次はこのポスト入れますよと。
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だから、肥料を期待していたら駄目です、空だから。そういうことで、生ごみは木の枝と、それは

もう規制すると、そういうことは言わないということで、村がそういう提案というか、回答はしな

かったということになると思いますので、それなりの対応はお願いしたいと思います。 

  それで次は、さっきの私答弁で…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それでいいですね。やってください、では心配ないように。 

  それから、これもささいなことなのだけれども、81ページの職員手当のところですけれども、真

ん中の。通勤手当ってあるのですけれども、これ勤労福祉会館って書いてあるのだけれども、勤労

福祉会館の職員については通勤手当があるのですか、全職員があるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 隅総務課長補佐。 

          〔総務課長補佐（隅 智孝君）登壇〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  通勤手当なのですけれども、これは今内地にいらっしゃる方の、派遣しているものの通勤手当で

す。勤労福祉会館に勤務しているものの通勤手当ではなくて、今派遣している人になります。 

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） 分かりました。 

  次に、これで終わりますけれども、学校の補修費、これがどうやって読んだらいいのだか分から

なくてお伺いしたのですけれども、14番の工事請負、工事請負で2,300万減額されています。そして、

これ欄が、行が違うのだかどうだかちょっと見えないのだけれども、その下で改修工事というのが

2,300万減額になって、それで施設、同じ施設なのでしょうけれども、修繕工事が2,300万になって

います。これどう違うのですか、改修と修繕と。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木教育室長。 

          〔教育委員会室長（鈴木広一君）登壇〕 

〇教育委員会室長（鈴木広一君） この工事につきましては、内容は学校のトイレ改修の工事でして、

内容は同じなのですけれども、補助金の交付金が学校施設環境改善交付金ということになりますの

で、補助金の交付金の事業名に合わせて学校施設環境改善工事というところで細節を充てて、内容

的には全部一緒です。入れ換えただけ、文言を。 

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） これたしか私どもが議員で管内視察のときだったかなと思うのだけれども、

２か所あったのです。体育館と、それからこっちの本校舎のほうのトイレですか。体育館もあった

のです。ただ、どっちかはやらなかったのかな。両方やることになっていたのかな、それで聞いて
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いるのですけれども。とにかく改修、トイレやるところは、くどいようだが２か所やった。これど

っちですか、体育館ですか、校舎ですか。何か女子トイレがどうのこうのという話があったと思う

のだ。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木教育室長。 

          〔教育委員会室長（鈴木広一君）登壇〕 

〇教育委員会室長（鈴木広一君） 今回のトイレ改修工事につきましては、体育館のトイレの改修工

事になります。 

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） たしか体育館は、あのとき後回しって聞いたのだよな、本校舎のほうが先で。

そうすると、この2,300万というのは全額体育館ですね、補正を600万ばかり計上して。これ校舎の

ほうは要望はなかったですか。 

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） 当初予算の中で、工事請負費として学校施設改修工事として4,500万円計上さ

せていただいております。その中に学校のトイレと校舎の屋根の工事があって、一緒に視察に行っ

たときは、屋根のほうから雨漏りがひどくて、校舎の女子トイレの前の階段の天井が落ちましたと

いうので、次年度やりますという話だったと思うので、それはそれで別工事残っているし、やって

いるというところです。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

  井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 63ページの清掃センターなのですが、ここにシャッターと避雷針をやるのだ

ということで載っているのですが、シャッターが幾らで避雷針のほうが幾らなのか分かります。 

〇議長（寺田 優君） 前田環境建設課長補佐。 

          〔環境建設課長補佐（前田 裕君）登壇〕 

〇環境建設課長補佐（前田 裕君） 井口議員の質問にお答えいたします。 

  清掃センター管理経費、修繕費の内訳ですが、シャッターの修繕が202万7,000円、避雷針の修繕

のほうが200万円となっております。 

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、シャッターのほうが209万2,000円、それで避雷針が200万という

答弁ですが、この焼却場のシャッターというのは大分前から私は壊れているような感覚でいたので
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す。それが今回漏電とかなんとかの関係で出てきたもので、どっちにしたって直さなければいけな

いなというのは思っているのですが、そこで避雷針、これについてちょっとお聞きしたいのですが、

１種アース、２種アースどっちですか。 

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、具体的なところで１種アース、２種アースと言われて

も正直分からないのですけれども、もともとあった建屋自身に周りをぐるっと銅線というか、あれ

が回っていたのです、屋根に。それが落ちてしまっていますので、今。それをまた原状復旧させよ

うと。 

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） 要するに、何を私これ聞いているかというと、本来避雷針のアースというの

は地面に突き刺して、それで１種か２種か決めるのです。今の説明だと、建物の周り、銅線があっ

て、それが切れたか落ちたかして、そこを修理すると。これで仮に１種なり２種なりのアースの許

容が出るのですか、ちょっと私考えられないので、お聞きしているのですけれども。 

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） 現況として、建屋の周り、上ですか、屋根の周りを回して、この銅

線と地中、地面が設置するようになっているのですけれども、これが落ちてしまっていると、上の。

この辺まで落ちてしまっている、それを元に戻したいという作業をさせていただきたい。 

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、要するに最初この工事をやったときに、１種アースか２種ア

ースか、確かにそれ経費にのっかっているわけなのです、内訳として。ここは１種アースを出さな

ければいけませんよ、ここは２種アースでいいですよということがあるわけなのです。だから、私

は果たしてどっちなのかなと、あそこは案外出にくいと思っているのです。要するに、アース線だ

けをぶち込んで出るようなあれではないと思うのです。なぜこんなことを聞くか、私、利島の灯台

の避雷針の工事やったのです。あそこは出ないのです、なかなか。それで、地面を四角掘って、銅

板を入れて、それから四方八方に銅の棒を差し込んで、炭を置いてチコーゲルを敷いて、それでや

っと１種アース出したのです。だから、私は果たしてあそこが１種なのか、２種なのか、２種だっ

たらある程度オーケーになっていくと思うのです。だから、それでちょっと聞いたのです。果たし

て１種なのかな、２種なのかなと。 

  そうすると、現状、要するにそこまでは分からないということなので、これ以上お聞きしません
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けれども、それで漏電ブレーカー、これはたしか私、働いている人から言われていて、もうシャッ

ターが壊れてしまって閉まらないとか、開かないとかということを言われたのです。それで、今年

度に来て、ここでシャッターを改修したいと、どっちにしたって直さなければいけないでしょうか

らあれなのですが、実際に果たして漏電なのかと。誰が検査したか知らないけれども、漏電という

ことを言われて漏電にしているのか、いや、それとも壊れていて漏電ブレーカーが落ちたままだか

ら、漏電しているのだという判断をしているのか、ちょっとお聞きしたいなと思って聞いています。 

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） お答えします。 

  昨年度、実際台風が清掃センターに、利島自体か、通過したときがあったのですけれども、その

際にカイロ地震で火吹いたのだっけ、実施吹いて、シャッターが開かなくなったという状況、取り

あえず応急で復旧をさせるところまで昨年やらせていただいたのですけれども、改めて現状として

また、状況として作業の状況厳しいので、そちらのほうの修繕をさせていただきたいというところ

でございまして、計上させていただいております。 

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） たしかこれが209万ですよね、290万、ちょっと私高いなと思ったものですか

ら、どこをどうやって、第一あんなブレーカーなんてそんなにしませんよ、私もさんざん商売させ

てもらっていますけれども。漏電ブレーカー自体はそんなにしないし、その漏電ブレーカーを取り

替えるにしても、どのぐらいの日数がかかるのですか。 

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） 申し訳ございません。ただいまちょっと、今見積りは実際取ってい

るのですけれども、そちらのほう手元になくて、工数等はごめんなさい、分からないです。 

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） 見積りも取っていないのに、この金額が出てくるっておかしいよね。見積り

は取ったのでしょう、取っているのでしょう。私は取っていないから分からないって聞こえたので。 

          〔「取ったと言いました」と言う人あり〕 

〇５番（井口 保君） 取って、290万2,000円ですか、その金額になったと。 

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） 見積りは取得させていただいております。そこで207万2,000円。 
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          〔「202万7,000円」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 207万2,000円。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 逆、202万7,000円の額をいただいております。ただ、子細は今、見

積書は手元にないので、お答えできませんと申し上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） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） そうすると、私も先ほど勘違いして290万何がしと言いましたが、実際の金額

は202万7,000円ということです。それと、避雷針のほうが200万。そうすると、またもう一回くどい

ようですが、避雷針、建物のこうとあって、そこが切れたと、そこを要するに突き刺しているとこ

ろとつなぐために200万もかかるのかと、ちょっと金額行き過ぎではないかと思うのですが。 

          〔何事か言う人あり〕 

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） 分かりました。業者さんがお隣さんだということで、分かりました、その辺

は。 

          〔「あんまりそういうこと言わないほうがいい」と言う人あり〕 

〇５番（井口 保君） いやいや、確かにこちらへ来て船で通って大変でしょうから、そのぐらいの

金額いくのかなというふうに理解させていただきます。 

  いろいろと質問させていただきましたが、以上で終わります。 

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。 

  石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 私は、３月の一般予算で（株）ＴＯＳＨＩＭＡと村営住宅が……されれば賛

成するということで、条件つき賛成したのですけれども、今日の補正予算で減額もされていないの

で、この案には反対します。 

  そして、その後には２つかな、それにも反対します。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

  井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 
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〇５番（井口 保君） 本案には、私は賛成いたします。 

  いろいろと職員さんも大分ご苦労されている様子が見受けられます。今後もいろいろと大変でし

ょうが、頑張ってやっていただければと思います。本案に賛成します。 

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） 私も反対はします。 

  これは、私の場合は初年度の会計で３月議会のときに一般会計以下、全特別会計含めて反対して

いるわけですけれども、１つは、あの当時３月議会で述べた理由が改善されていないと、例えば住

民の要望についても前進が見られないし、それから今石野議員が述べていた理由にも同意できます。

そういうことを含めまして、反対はしますけれども、将来これを村政の上で村長以下、職員の皆さ

んが考えていただくところは考えていただくと。それで、願わくば全会一致で議案が賛同して、足

並みそろえて進めていけるような村政を願いつつ、本案に対しては反対をいたします。 

  以上です。 

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） 結論先に言いますと、私は賛成します。 

  ただ、その前に一つだけ確認したいのですけれども、先ほど井口議員が聞いていた内容なのです

けれども、避雷針云々という、金額云々ではなくて、私そもそも論でお聞きしたいのですけれども。 

〇議長（寺田 優君） 確認はなしよ。 

〇１番（前田 清君） 確認なしなの。 

〇議長（寺田 優君） 討論だから。 

〇１番（前田 清君） では、分かりました。賛成します。 

〇議長（寺田 優君） それでは、これより採決を行いたいと思います。 

  議案第38号 令和４年度東京都利島村一般会計補正予算（第１号）を採決いたします。 

  反対の議員の挙手願います。 

          〔反対者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 賛成の議員の挙手願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） ２対２の同数でありますので、議長である私の判断として、この議案は可決

するものといたします。 

  よって、議案第38号 令和４年度東京都利島村一般会計補正予算（第１号）は可決、承認するこ



 - 160 -

とといたします。 

  ここで、５分ほど休憩を取ります。 

          （休憩 午後 ２時５８分） 

                                           

          （再開 午後 ３時０７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７ 議案第３９号 令和４年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正 

                 予算（第１号） 

 

〇議長（寺田 優君） 次は、日程７、議案第39号 令和４年度東京都利島村簡易水道事業特別会計

補正予算（第１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39号 令和４年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号）。 

  令和４年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

  以下、詳細は担当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） 説明させていただきます。 

  歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ200万2,000円増額し、歳

入歳出予算を8,361万9,000円とする。 

  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び該当区分ごとの金額及び補正後の歳入歳出予算は、第１表、

歳入歳出予算による。 

  中身の説明をさせていただきます。95ページを御覧ください。誠に申し訳ございません。今年度

水道料金システムの構築の委託をさせていただくのですけれども、当初予算で計上が漏れておりま

した200万2,000円計上させていただきます。それに伴いまして、一般会計から同額を繰り入れさせ

ていただきます。 

  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。 
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  質問のある議員は挙手願います。ありませんか。 

          〔「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） 私は、本件それ自体については、異論は全くないと言っていいぐらいないで

す。ないのですけれども、先般の３月議会で述べたように、一般会計を否決というか、反対してい

る関係で、当初予算においても。繰入れがありますので、自動的に反対せざるを得ないという思い

で反対です。以上、反対します。 

  次の案件についても、見たところ一般会計入っています、何の会計とは言いませんけれども。同

時に、議案かかって討論ということであれば、再び席に立たなくてよろしければ、反対ということ

で扱っていただきたいと思います。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

  井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 内容を精査したところ、何の異論もございませんので、本案には賛成いたし

ます。 

〇議長（寺田 優君） それでは、討論を終了し、これより採決を行います。 

  議案第39号 令和４年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算（第１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） 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） ２対２でございますので、議長である私が判断をさせていただきます。 

  よって、この議案第39号は可とすることといたします。 

  議案第39号 令和４年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は原案のとおり

可決、承認いたします。 

 

    ◎日程第８ 議案第４０号 令和４年度東京都利島村合併処理浄化槽事業特別会 

                 計補正予算（第１号） 
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〇議長（寺田 優君） 次に、日程８ 議案第40号 令和４年度東京都利島村合併処理浄化槽事業特

別会計補正予算（第１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40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補正予算

（第１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補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

  以下、詳細に関しましては担当課長より説明いたします。 

〇議長（寺田 優君） 前田環境建設課長補佐。 

          〔環境建設課長補佐（前田 裕君）登壇〕 

〇環境建設課長補佐（前田 裕君） ご説明申し上げます。 

  歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ2,451万1,000円を増額し、

歳入歳出予算の総額を8,418万4,000円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正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。 

  内訳の説明をいたします。107ページを御覧ください。１、施設管理費のうち２、合併処理浄化槽

管理経費として10の需用費です。消耗品費19万5,000円、これは新システムで使用する専用の用紙な

どの消耗品を購入するものです。12委託料、業務委託料として浄化槽維持管理委託料で、令和６年

度からスタートします公営企業会計で使用するシステムの導入として200万2,000円を増額するもの

です。14工事請負費、浄化槽修繕工事として800万、こちらは既存の合併処理浄化槽、10人槽１基の

ものを修繕工事を行うというものです。 

  ３、汚泥再生処理センター管理経費、12の委託料です。業務委託料として汚泥再生処理センター

運転管理委託料、こちらは委託の実施回数の増額として12万4,000円増額、汚泥再生処理センター点

検業務として、令和３年度コロナ禍のため未実施でした運転機器類の点検などを実施するというも

ので、919万円の増額といたします。 

  ２、施設整備費として合併処理浄化槽整備事業、14の工事請負費、合併処理浄化槽整備工事で、

現在単独処理浄化槽、５人槽を設置されている受益者の方のお宅の浄化槽撤去及び新規の合併処理

浄化槽の整備として、500万円の増額を計上させていただいております。 

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。 
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  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） 私は、前回か前々回、３月か去年の12月に聞いたような記憶もあるのですけ

れども、その答えは何を回答されたかなって全然記憶がないので、もう一回聞くかもしれないので

すけれども、ここで浄化槽管理経費とか管理委託料とか、それと点検業務とかって今説明がありま

したけれども、前に私この浄化槽関係を担当している業者というのですか、村内の。話聞いたとき

に、要は濃度の問題があって、そこの役場の浄化槽で一旦、せっかく集めてきたやつを戻し入れて、

濃度を上げてから本来の浄化センター、そこへまた持っていくのだという話を聞いたことがあるの

です。何て手間なことをやっているのだろうなと思って、たしか前回か前々回聞いたことがあるの

ですけれども、その辺というのは解消はされているのでしょうか。それとも今回の2,450万という、

この費用の中でその辺は解消される見通しがあるのでしょうか。それとも、そのことに関しては別

問題だよということなのかをお聞きしたいのですけれども。 

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） お答えさせていただきます。 

  実際に皆様使われている浄化槽から浄化槽汚泥を引き抜いてくるのですけれども、それが汚泥再

生処理センターに入ってくるに当たって、濃度がちょっと薄過ぎるというところがあるので、庁舎

と地域交流会館の浄化槽を使って、またさらに濃縮をかけているというところでございまして、今

回はその分に関しては別の対応ですか、正直なところ何か浄化槽を改造というか、修繕というか、

手を入れてもそこが急に濃縮できるかというと、正直そうはならないところございますので、そこ

の濃縮は濃縮で続けさせていただいて、その分また委託料とか運搬の費用とかかかってしまうので

すけれども、そこは汚泥再生処理センターを回すに当たっても、現実には致し方ないという表現が

正しいかどうかあれですけれども、そこは続けさせていただいて、汚泥再生のほうも適切に運転さ

せていただくと。浄化槽のほうも適切に運転させていただいて、その作業はちょっと続けさせてい

ただきたいという次第でございます。 

〇議長（寺田 優君） 副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 今後にわたってもそういう作業は、そういう手間暇はかかるのだよというこ

とでいいのですか。了解しました。 

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〕 
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〇３番（笹岡壽一君） 歳入のところでお伺いして、分担金というのでしょうか、これが15万ばかり

増収というか、補正増になっていますけれども、これは補正前がゼロというのがどうも分からない

のだけれども、何でしょう、これ。 

〇議長（寺田 優君） 前田環境建設課長補佐。 

          〔環境建設課長補佐（前田 裕君）登壇〕 

〇環境建設課長補佐（前田 裕君） 笹岡議員の質問にお答えいたします。 

  分担金というものが、新たに整備を行う場合に発生する費用、受益者からいただくお金になって

まいりますので、もともと当初予算では新規の整備予定はございませんでした。今回の補正のとこ

ろで、新たに整備の予定が立ったというところで計上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） それ自体が初めて聞くのです。今まで分担金ってあったのかなって。 

          〔「あります」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 昔からあった。 

〇３番（笹岡壽一君） 設置するのに。ああ、そう。工事費の10％というのは変わったのですか。分

担金って何ですか、設置するための。１基につき15万ですか。それとも、10人槽だの５人槽だの何

人槽だってあると聞いていますけれども、その中の一番大きいのは利島でどのくらいあるか知りま

せんけれども、全て一律ですか、１件15万2,000円というのは。 

〇議長（寺田 優君） 前田環境建設課長補佐。 

          〔環境建設課長補佐（前田 裕君）登壇〕 

〇環境建設課長補佐（前田 裕君） 笹岡議員の質問にお答えいたします。 

  分担金ですが、人槽数ごとに金額が条例で定められておりまして…… 

          〔「何、人槽」と言う人あり〕 

〇環境建設課長補佐（前田 裕君） 人槽。５人槽、10人槽などの人槽数によりまして。一番高額の

ところでいいますと41人槽から50人槽という規定がありまして、そこの区分でいいますと分担金の

額は221万5,800円になります。 

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） ２つお伺いしたいのですけれども、法定数字なのかどうか分かりませんけれ

ども、分担金って何ですか、これ。一つそれを聞きたいのと、分担金というのは過去にあるという

のだから、説明聞いているのかもしれませんけれども、要するに分担金というのは何ですかと。工

事費ではないと。工事費は、総額工事費の、私なんか古い人間で、10％っていまだに覚えているの

だけれども、それも変わったのかどうか知りませんけれども、施設費の。それが１つと。 
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  それから、本村であるのは、一番小さくても５人槽って聞いていますけれども、村ではそれ以下

の浄化槽ってないのでしょう、２人用なんていうのは。それで、多いのは今言った41から50だとい

うのだけれども、本村で一番大きいのは何人槽ぐらいなのですか。そして、なぜそれを聞くかとい

いますと、この15万２,000円というのは何人槽ですか。 

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） 今から20年前ほどの古い話になってくるのですけれども、施設整備

を最初、浄化槽事業をスタートしたときにおいては、排水管の10％、家庭用に関して排水用の10％

をいただくということになっていたのですけれども、それはただし書のところでたしかあったと思

うのです。本則ではなかったと思うのですけれども、どっちだったか条文のところ細かく分からな

いですけれども、今本則に立ち返って、５人槽で７万8,300円、そこは条例中に表が載っているので

すけれども、今具体的な金額をわざわざ申し上げるというのはちょっと違うかなと思うので、あれ

なのですけれども、浄化槽を１回設置するときに、新設で設置するときに受益者負担というところ

で分担金、最初に受益者に対して一部の負担をいただくというところで、その浄化槽の分担金のほ

うを設定されております。 

          〔「何人槽幾らですか」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） ５人槽で７万8,300円、今回は10人槽ですので、15万2,300円。 

          〔「10人槽」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 10人槽で15万2,300円。 

          〔「1524」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 1524。15万2,400円か。 

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） 条例に書いてあるというから、それはそれまでなのですけれども、そうです

か。どうも20年前と言われると、私も分からなくなっているのだけれども、これ何だったのですか。

何ですか、これよく分からないのだけれども、分担金という意味が。要するに申請料ですか、つく

ってくださいと、設置してくださいという。何の分担、それを払うことによって、何が住民にして

みれば分担したメリットがあるのですか。分担したメリット、普通分担するからには何かの益があ

るわけですよね。 

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） もともと合併処理浄化槽事業という名前になっておりますけれども、

内地でいくと下水道ございます。下水道類似施設ということになるのです、浄化槽を村で入れてい



 - 166 -

るのが。その下水道を通すに当たっての分担金と同じものだと考えていただければよろしいかと思

います。生活排水に対して、これからそういったところで、よく言う言い方だと公共水域に排除す

るという言い方したりするのですけれども、それは置いておいて、設置することで、出てきた排水

がきれいになって、受益者自身にも周りで悪臭とかもなくなりますよというところで、住んでいる

本人さんも受益出ますよねというところで、その受益者負担。過去に浄化槽、平成13年度以降も設

置しておりますけれども、分担金に関しては皆さん発生しておりまして、負担をいただいておりま

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） 分かりました。 

  それと、私実は勘違いしていまして、勘違いって質問する目的が違うことを考えていたのですけ

れども、全く異質のようですけれども、これは今住民の中で、世間の中で説明会、村長と語る会で

すか、あの中でも出ていたような気もするのですけれども、水道料金、村長から皆さん議員に配付

されていると思うのですけれども、こういう発言があったという村長がまとめた資料、浄化槽につ

いても半ば公表しているのです。言うなら値上げ考えているということでしょう。これは、時期は

いつ頃を考えているのですか。いつ頃から値上げすると、どのくらい。だけれども、まだするかし

ないか分からないということですか。結構関心があるのです。どのくらい上がるの、水道について、

そのときは私も会場にいましたので、その他の会場でどういう話があったかというのはこの資料で

見るしかないのですけれども、たまたま私が出席した会場で、そのときに浄化槽の話が出たかどう

か記憶はないですけれども、水道はありました。水道はもう終わってしまったからともかくとして、

し尿処理、大体都内的には上水道一緒なのでしょう。上水道を上げることによって下水道も処理面

倒見ますと、別々の値上げというのはあまりないのでしょう。水は上も下も一体だということで、

処理するのも飲ませるのも。 

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） 私３回ほど会を開かせていただきまして、その中で財政をメインにご説明さ

せていただきましたという中で、財源を東京都や国に依存していると。なので、中には東京都や国

の顔ばかり見ないで、住民の顔をもっと見てくれといったご指摘もございましたが、そうはいって

も東京都のほうからは、今の料金ではまずいよというご指摘は数年にわたって受けていると。下水

道の話なのです。合併処理の話。水道に関しても同じなのですけれども、取り急ぎ私が３回同じ説

明させていただいたのは、合併処理の使用料の値上げについてご説明をさせていただきました。改

めて、その件に関しては今年度中に住民説明会なりなんなりをさせていただきますが、おおむね来

年度に向けて、およそ200％の値上げを検討しているというのをコンサルさんに試算していただいた
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結果、そういう形で出てきた数字だということを説明させていただいたということです。 

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） そうなのです、200％って言っているのです。200％って言えば、皆さん承知

のとおり倍です。100％が倍か、100％値上げしますというのが倍か。200％というと３倍になるの、

その倍になるの。 

          〔「今の倍」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 今の倍だよね。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そういうことで、それで終わってしまったとはいっても、同時に水道も上が

ると。 

          〔「同時かどうかまだ分からないです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうですか。今５人槽の一番小さいので幾らですか。 

          〔「３万円」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ３万円。一番大きいのでは、業者さんだろうと思うけれども。 

          〔「７万8,000円」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 一番多いので。そうすると、それが16万ぐらいになると。これは年間、月間。 

          〔「年間」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 年間、結構大きいですわな。それで、もう一つ今私どもが言われているのが、

村長、これ今ここで聞くのはどうかと思いますけれども、何か東京都にペナルティーという話しし

ました。それどういうことなのですか。 

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） ペナルティーといいますか、財源を移譲しているところの中で、やはりご指

摘を受けていると。合併処理浄化槽事業、それから簡易水道事業というのは、それぞれ令和６年度

に向けて公営企業会計で、別の会計方式に移行していくよという中で、基本的にはその会計の中で

独自で、現実的には難しいのですけれども、採算を合わせなければいけないと、一般会計から繰り

入れるばかりではなくて、少しずつ自分たちでやっていきなさいよという中で、今の体制でいくと、

私ちょっとそのときの資料を置いてきてしまったのですけれども、かなりの額一般会計から繰り入

れているという状況で、使用料のパーセンテージがかなり低かったと。なので、少しでもそのパー

センテージを上げなさいよというご指摘を受けていたと。過去からずっとそういうご指摘を受けて

いて、公営企業に移行する段階というか、その前に上げていかないとまずいというところでご説明

をさせていただいたというところです。 
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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） 昨今、皆さんがテレビや新聞でも見ているでしょうけれども、世界中が物が

上がっているのです、物価高が。日本もそうです、円安傾向が続いていて。特に輸入品が、末端価

格になると倍にもなっていると。それで、7,000から8,000種類ぐらいの商品が値上げになるでしょ

う。今日、あしたではないとしても、この年末というか、秋頃にかけて。そうすると、我が村でも

やっぱり電気は上がってくる、恐らくガスも上がるのでしょう。食料品は上がる。これらは、空気

だけがただという状況になってくるわけですけれども、住民の生活に相当の影響が出るだろうと想

定できるわけです。ところが、一方で収入は上がらないと、むしろ下降ぎみと。例えば商売やって

いても、商売というのは一般論で言えば、お客さんあっての商売です。お客さんがどうも鈍ってく

ると、商店であれ民宿であれ、他の交通機関であれ、利島には交通機関というのはないかもしれな

いけれども、島内では業として、なりわいとしているのはないかもしれないけれども、全てそうい

う点では収入は減ってくる中で、島民の、住民の生活というのは非常に圧迫されてくると、恐らく

医療も上がるでしょう。そういう景色を迎える中で、村で言えばたかだか倍の、１件から３万円の

値上げ年間にもらうのだから、１か月にしてみたら2,500円か3,000円ぐらいだろうということにな

ろうかと思うけれども、比較的ゆとりのある生活者、これはまだいいだろうと思うのです。だけれ

ども、そうでない人たちもいます。ここには、何らの手当ても行かないのです。収入は減りっ放し、

物は上がる、出費は増える、これでやっていけないです。 

  そういうことを配慮して、私はもう一点具体的にお伺いしたいのは、一律でしょう、これ。それ

とも、倍なのだけれども、所得のレベルによっては1.5倍だとか、高所得者については2.5倍だとか、

そういうことは考えていないのでしょう。私は、今低所得者といいますか、本村に限らないでしょ

うけれども、結構の生活困窮者が出ると。それらが今の社会は、全部個人責任です。能力がないの

は自分が悪いのだと、病気になるのも自分が悪いのだと。だから、そういう点で厳しい生活を余儀

なくされていると。そうすると、悪循環というのはますます下に引き込んでいって、本村でも売行

きも減ってくる、村で言えば税収も減ってくる、住民税が。そういうことをいろいろ考えざるを得

ないです。 

  私は、何を言いたいのかといえば、村が東京都からのペナルティーも怖いというのはあるでしょ

うけれども、可能な範囲内においては整備することを含めて、特に困窮者の人たちへの対策を見た

ときに、あしたの収入が分からない人はいます。だから、そういう人たちに目配りをしていただい

て、裕福な人もそうでない人も一律200％と、確かに使うのは一緒です。裕福だからって、浄化槽３

倍も４倍も使うわけではない。だけれども、費用の負担は困窮者に対して何か策がないままに一律

に上げてしまうと、援助の策がないままに。そこいらは一工夫必要なのかと思います。いかがです

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） 世界情勢の話になりますと、ちょっと何とも難しいとは思いますが、まだ構

想の段階でありますが、今担当課課長、それから担当の職員ともお話を詰めている段階ではありま

す。実際今条例上は、10人以下、それから11人から20人、21人以上と３パターンで使用料を定めて

おります。それぞれ３万円、４万6,800円、それから一番高くで７万8,000円、この部分を少し傾斜

をつけて、差をつけてやっていったらどうかと、これは今検討段階でありますが、そういったとこ

ろで、生活困窮者に直接的に支援になるかどうかというのはちょっと別なのかもしれませんが、大

きさによって傾斜をつけていければいいのかなというお話はしている段階ではあります。 

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） 少し長々申し上げましたけれども、ぜひそういうところを配慮していただい

て、今村長がどういう基準でもってどう手当てしていくかということを検討するということですか

ら、人槽でもってやるのか、所得によって考慮するのか分かりませんけれども、いずれにしてもそ

ういう困窮者のことをこの際は、もちろん村政の責任でもないものいっぱいあります。物価の値上

げなんていうのは村政にあまり関係ないわけで、一般の食料品が上がるとかなんとかというのは。

そういうことも踏まえて、ただし、生活困窮者が厳しいのに変わりはないわけで、そこいらを村と

して何とかの手当てを考えていっていただくと。何とかといって今浄化槽の話をしているから、浄

化槽の上でも、ぜひ配慮をしていただきたいと思います。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） ほかにありますか。 

          〔発言する人なし〕 

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。 

  これより討論を行います。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、採決に移りたいと思います。 

  議案第40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補正予算（第１号）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。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） ２対２で同数でありますので、議長であります私の判断により、この議案に
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ついては可とすることといたします。 

  よって、議案第40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補正予算（第１号）

は原案のとおり可決、承認いたします。 

 

    ◎閉会の宣告 

 

〇議長（寺田 優君） 以上をもちまして、提出された議案を全て終了いたしました。 

  ここで、お諮りいたします。この定例会を終了してよろしいでしょうか。 

          〔「結構でございます」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） よろしいですか。 

          〔「ちょっと確認したいことがあるのです」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ここで必要な話であれば、議場で。 

          〔「必要ないとは言えない」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、どうぞ。 

  前田副議長。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、一回定例会はここで終了させていただきます。 

  皆さん、ご苦労さまでございました。 

                                   （午後 ３時４５分） 
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