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利島村告示第３号 

 

令和４年第３回（９月）利島村議会定例会を下記のとおり招集する。 

  令和４年８月２２日 

 

 

 

利島村長  村 山 将 人 

 

 

                 記 

 

１ 日  時 令和４年９月１２日（月） 午前９時３０分 

 

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

 

応招議員 ５名 

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

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

   ６番   寺  田     優  君 

 

不応招議員 なし 
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令和４年第３回利島村議会定例会 

 

議事日程第１号                        ９月１２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 

       １番  前 田   清 君 

       ３番  笹 岡 壽 一 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 
会計管理 
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） 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３回利島

村議会定例会を開会いたします。 

  本日は、久々の傍聴者を入れての会議となります。傍聴人の方については、携帯はマナーモード、

会話等は静粛をもらえるようお願い申し上げます。 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

 

〇議長（寺田 優君） さて、初めに、議事録署名人を指名いたします。 

  今回の定例会は、井口保議員と石野治議員にお願いいたします。 

 

    ◎会期の決定 

 

〇議長（寺田 優君） 次に、会期についてお諮りいたします。 

  会期について提案のある議員は。 

前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 会期についてですが、本日12日から16日の５日間を提案いたしたいと思いま

す。 

〇議長（寺田 優君） ただいま前田副議長より、本日12日より９月16日の金曜日まで５日間という

提案がございましたが、ほかにございますか。 

          〔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。 

  期間について、９月12日より16日の５日間とすることに賛成の議員の挙手を願います。 

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、会期については、９月12日より９月16日の５日間と決定いたしました。 

  日程についてお諮りいたします。何か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、執行部が示している日程に沿って議事を進めてまいりたいと思い
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ますので、よろしくお願いいたします。 

 

    ◎日程第１ 行政報告 

 

〇議長（寺田 優君） それでは、早速日程１、行政報告を行ってください。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） おはようございます。行政報告。 

  この報告は、令和４年第２回定例議会終了の日の翌日から令和４年第３回定例議会予定日の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、利島村議

会に報告するものである。 

  報告者、村長。 

  １、住宅建設事業に関して。 

  令和４年度住宅事業に関して、６月議会以降においても事業実施に向けて協議を続けてきた。そ

の上で、本来整備する予定地では時間的、またコスト的にも早急な整備が難しいとの判断は先の６

月議会でも報告したとおりであるが、新たな方針についてご報告する。時間的なメリットから、村

内にある村有地において、トレーラーハウスによる住宅整備をするため、今定例会においては、ご

めんなさい、補正予算を計上すると書いてありますが、補正予算を計上しないというふうに改めさ

せてください。 

  概要、場所なのですが、利島村236―２（勤労福祉会館下の空き地）と書いてありますが、これも

あくまで候補の一つであって、いろいろなことをまだ検討中でございます。戸数におきましても、

２世帯（単身用）というふうに書いておりますが、これも現在協議中でございます。また、事業費、

事業規模に5,000万円、これも予定と書いてありますが、おおよその概算でありまして、現在見積り

を精査中でございます。供用開始は、今年度いっぱいをめどに想定しているところでございます。 

  また、特徴としましては、トレーラーなので、移動が可能、将来的な汎用性も高く、島内住宅事

情が満足した際には別の用途にも転用が可能となる。また、上下水循環システムや太陽光システム

も試験導入することにより、持続可能な離島における住環境への新たなアプローチを目指す。 

  次に、総合計画についてです。 

  第４次利島村総合計画（後期）の策定に関して、６月議会において「全住民に対してアンケート

を実施」と説明をしたが、事業を進めていく中、委託業者やスケジュール的な問題もあったため、

「全世帯に向けて」と修正した。アンケートにご協力いただいた住民の皆様には、改めて感謝する

とともに、当初の説明と異なったことに対しておわびする。今後は、パブリックコメントや総合開

発審議会を通じて、住民の皆様に提示できるように進める。 
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  ３、村長職務代理に関して。 

  ８月22日から26日までの期間、入院に伴い不在期間があることから８月23日、これは手術当日の

み住民課長を職務代理として定めた。また、大島支庁や東京都行政部に対しても支援を依頼し、緊

急時においてのサポート体制を構築した。 

  ４、阿部副村長の処遇に関して。 

  ５月13日より持病の悪化に伴い内地にて療養していた阿部副村長は、７月末をもって辞職の申出

があったため受理したので報告する。 

  以上でございます。 

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） 教育委員会のほうから２点ご報告あります。 

  報告者、教育委員会室長。 

  １、サマースクールについて。 

  ３年ぶりに檜原村の小中学生が利島にやってくる予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大

のため残念ながら来島が中止となりました。食材や用品の発注などの準備を進めていたので、規模

を縮小して利島村の子供だけでサマースクールを７月22日から23日の２日間で実施いたしました。

カケンマ浜での海水浴、シーカヤック体験や泊地での釣り体験など、海の活動を中心に行った。夜

は地域交流会館で花火、ゲーム大会などのアトラクションを行い、子供たちはサマースクールでの

楽しかった出来事を絵日記にした。保護者の方、村役場、学校の職員の協力を得て、無事終了する

ことができた。 

  ２、利島村大運動会及び文化祭について。 

  利島村大運動会（10月１日）については、新型コロナウイルス感染症拡大に鑑み、昨年と同様に

規模を縮小し、子供たち（児童・生徒・保育園児）のみの競技、演技種目を行う。文化祭（11月３

日）については、学校児童生徒の学習の発表の場として実施し、一般（保護者、地域の団体等）の

演技種目や参観者については、今後の新型コロナウイルス感染者数の動向を注視し、運動会とは分

けて判断する。 

          〔「ちょっと一番最初の説明がないよ、俺ら副議長には」と言う人あ 

            り〕 

〇教育委員会室長（鈴木広一君） 大変失礼いたしました。行政報告の中で事前に配付した報告では、

運動会及び文化祭についての１点のみの報告でしたが、その後サマースクールを実施していた関係

で、今の報告の中に付け加えさせていただきました。大変失礼いたしました。 

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） 総務課から２点ほどございます。 

  報告者、総務課長補佐。 

  １つ目なのですけれども、夏のＤｉｇｉ田甲子園についてです。 

  現在、国が進めているデジタル田園都市国家構想の実現に向けた取組の一環として、全国の自治

体で行われているデジタル活用における地域の個別課題解決の取組を募集し、特に優れたものを表

彰するＤｉｇｉ田甲子園というものがあります。こちらに対して利島村は、ＩＰ告知端末について

の取組を応募しました。その結果、東京都代表に選出され全国大会に出場しております。東京都か

らは、令和４年８月10日にＴＯＫＹＯ区市町村ＤＸ賞を受賞してございます。現在、国民のインタ

ーネット投票が終了しまして、表彰対象の審査中でございます。以上です。 

  ２つ目、可動式手洗い機の導入について。 

  前回の６月議会で可決いただいた可動式手洗い機（ＷＯＳＨ）について、令和４年８月４日に導

入を完了してございます。椿産業に関わる学生ボランティアの受入れの際、新型コロナウイルス感

染症対策として地域交流会館に設置しまして、学生たちにご利用いただきました。現在は、庁舎入

り口に設置してございます。来庁者にご使用いただくことで、引続き新型コロナウイルス感染対策

を行っていきます。 

  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） 行政報告、報告者、住民課長。 

  １、遺体冷却装置の導入についてでございます。 

  村内でお亡くなりになった方のご遺体の冷却について、利島村社会福祉協議会と連携し、ドライ

アイスに代わり葬儀社でも利用実績のある冷却装置、商品名でいいますとドライクーラーをリース

することとなっております。家庭用コンセントに差し込み電源を入れるだけで簡単に使える商品と

なってございます。社協で申込みを行い、貸出しを行っていくこととなっています。 

  ２、新型コロナウイルスワクチン追加接種（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20日から60歳以上の高齢者及び基礎疾患等を有する方な

どへの接種を開始しております。現在90名に接種をしているところでございます。また、医療従事 

者等への接種を７月29日に実施し、37名に接種しています。今後、さらに対象者が拡大する場合に

はと書いてあるのですけれども、９月から対象者拡大になっておりますので、東京都からワクチン

の配給を受けますので、そちらを早期に実施していく所存でございます。 

  ３番目でございます。診療所看護師の増員についてでございます。 

  新型コロナウイルス感染症等で業務量の増加に伴いまして、８月１日より臨時看護師１名を配置

しています。期限は令和５年１月までとなっております。これにより医療体制の強化を図っていく
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ところでございます。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） おはようございます。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」について。 

  ６月定例会において報告した「「電柱のない島」の先行整備」について、東京都、利島村、御蔵島

村、東京電力パワーグリッド株式会社、株式会社ＮＴＴ東日本南関東、エヌ・ティ・ティ・インフ

ラネット株式会社が参加し、「「電柱のない島」 整備検討会」が６月22日、７月６日、７月28日に行

われています。 検討会において、都道、村道の無電柱化整備路線の検討が行われています。 

  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） 行政報告、報告者、産業観光課主幹。 

  １、親水レクリエーション施設の一般開放について。 

  令和４年７月21日（木曜日）から親水レクリエーション施設の一般開放を行いました。８月に入

り、村内での新型コロナ感染者が増えたことや帰省客が増えたことなどを踏まえて、保健所と協議

した上でスライダーの使用を一時中止としました。８月17日以降は、１日の利用者数が少なくなっ

たため、密にならないように気をつけながらスライダーの運用を再開しました。最も夏の期間で利

用者が多かったのは、大体１日で90名弱ぐらいの方が利用していただきました。 

  ２、盆踊り大会・花火大会について。 

  当初、盆踊り大会を開催予定だったが、村内で新型コロナ感染者が増加したこともあり、感染対

策を十分に行った上での開催が難しいとの判断となり、盆踊り大会のみ中止とし、花火大会は新規

で制作した提灯の飾りつけと花火の打ち上げを実施した。 

  ３、モノラックの調査について。 

  モノラックの使用状況と、運用に支障のある路線についての椿生産者を対象とした調査を行った。

配布数は40件で回答数は９件であった。雑草等により運用に支障のある路線については、担当課で

確認を進めているところであります。 

  ４、ラフテレーン・クレーンの利用状況について。 

  令和４年６月から８月まで間、ラフテレーン・クレーンの貸出実績は２日となっております。伊

豆七島海運への貨物船の荷役作業での使用実績は、令和４年６月は７日、７月は７日、８月は８日、

計22日となっております。 
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  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 以上で行政報告を終了いたします。 

  これより質問を行いたいと思います。 

  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。行政報告に対する質問を通告しています。一問一答で。 

〇議長（寺田 優君） 全部一回読んでもらって一問一答で。 

〇４番（石野 治君） 行政報告に対して、以下の項目について質問することを通告いたします。 

  住宅建設事業について、購入予定としているトレーラーハウスの使用について詳しくご説明くだ

さい。 

  ２、事業規模5,000万円の内訳金額をご説明ください。 

  ３、今後建設予定の住宅を白紙に戻し、再度計画し建設するとありましたが、建設された場合、

このトレーラーハウスはどうする予定かご説明ください。 

  ４、「持続可能な離島における住環境への新たなアプローチを目指す」とあります。早急に住宅を

用意することを最優先とする今回の住宅案に対し、なぜこのシステムを導入することにしたのかご

説明ください。 

  ５番、２戸5,000万円という事業規模について当村として妥当性のある予算額であると考える根拠

をご説明ください。 

  １番、トレーラーハウスの使用について詳しくご説明ください。 

          〔「２番も３番も読んだほうがいいんじゃないの」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） ２番も３番も。 

          〔「２番、ご遺体冷却装置の導入について」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） ２番、ご遺体冷却装置の導入について、ご遺体の冷却問題に早急にご対応く

ださりありがとうございます。本装置（ドライクーラー）において対応が可能であれば、取替え等

の手間もなく、現状を鑑みても取り扱いやすいものと思われます。しかし、亡くなられてから５日

前後利島に安置される場合もあります。本装置が何日（何時間）対応可能と想定しているのか疑問

となります。 

  また、ドライアイスを希望すると声をくださった住民の方々へも意見を聞いたところ、「結局は島

からの移動する時間や、夏場は本当にもつのか。やってくれるのは本当にありがたいが、利島は天

候との闘いだからな」と、やはりドライアイスを希望する声はやまない状態です。 

  本装置とドライアイスとの併用ということはならないでしょうか。また、ドライアイスについて

６月議会の検討結果についてもご説明ください。 

  それから、本装置の何時間可能かという質問なのですけれども、これ質問した私が悪かったと思
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います。すみませんでした。利島に安置されている期間が５日前後でも、ご遺体が保たれるかどう

か分からないということでしたので、ちょっと想定しているというところ、こういうことだったの

で、質問にしています。すみません。 

〇議長（寺田 優君） それでは、住宅建設事業についての答弁をやってください。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 住宅の行政報告に関してですが、まず先ほどご説明、報告しましたとおり、

住宅逼迫状況に関して、今年度３月の議会、それから６月の議会、方向が右に左といいますか、い

ろいろ変わってきてしまい、皆さんを混乱させてしまったということは改めておわびを申し上げた

いと思います。申し訳ございませんでした。 

  現時点でのトレーラーハウスの仕様については、この後説明をしますが、以前議員の皆様には個

別に説明をさせてもらったとおりでありますが、詳細に関しては、まだ契約に至っていないので、

できる限りはさせていただきますが、基本的には控えさせていただきたいなというふうに考えてお

ります。 

  まだ正式な見積額が確定していない状況で、概算ではありますが、おおよそ１台2,500万円、それ

が２台というふうに考えているところでございます。 

  次年度以降に住宅が建設され、住宅事情が満足するようになれば、いろいろなものに転用するこ

とを考えています。特にサテライトオフィスなどの整備に伴う一時宿泊施設や移住体験、また観光

などの施策においても有効であると考えているところでございます。 

  今回の導入の予定の新たなシステムについては、既にトレーラーハウスへの導入実績があり、浄

化槽新設工事などが不要で場所を選ばず、早期に住宅整備が可能となるメリットがある。早急に住

宅環境を整備することを目指すための方策で、年度内住宅整備をするための最後の方策と考えると

ころでございます。 

  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） 私が質問した１番目なのですけれども、トレーラーハウスの仕様についてで

すけれども、これは９月２日の説明だと、３つに分けて蛇腹でつなぐとかというのを聞いたのです

けれども、そういうのでなくて、要は形状はどういうものなのか、それとも鉄で作るのか、ステン

で作るのか、それともアルミで作るのか、それとも部屋の長さはどれぐらいなのか、大きさは。そ

ういうことを聞きたかったのです。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 
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〇村長（村山将人君） ９月の２日時点で協議会の場で議員の方々にご説明させていただいたのは、

それもあくまでまだ検討段階のものであって、それで決定ではなく、詳細に関しても先ほど述べさ

せてもらったとおり、まだ詳細が決まっていない状況であります。ただ、一応大まかな仕様としま

しては、単身用、具体的には若い世代の単身の方が短期から中期生活できる仕様を想定していると

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） 仕様、全部要はどういうものだか、長さがどれぐらいとか大きさぐらい分か

るのではないですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） それに関しましても、申し訳ございません。現在、急ぎ設計等、実施をやっ

てもらっている段階でありまして、決定まだしていないといったところで、改めまして皆様にはご

説明、ご報告させていただきたいと思います。ただ、島内何度か視察に来ていただきまして、本来

は40フィート、８メートルとか９メートルとか、それぐらいの長さのトレーラーハウスなのですが、

それでは利島村では合わないといったところで、短くセパレートもしくは小さいものなのか、いろ

んなものを今考えている段階でありまして、詳細に関しましてはまだちょっとご報告できる段階で

はございません。申し訳ございません。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 業者に設計とか依頼しているわけですよね。どういうものを作るので、大き

さはこれぐらいですよとか、何もやらないで依頼するわけがないので、ある程度のことは分かるの

ではないですか。全然分からない、大体５メートル用のものなのか、４メートルなのか、11メート

ルなのか。 

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） ある程度のことが公表できる段階にまで至っていないといったところです。

また、契約をしているものではないものなので、これから今設計といいましても概算の設計をして

いる段階でございまして、それが固まり、予算に計上させていただいた段階で詳しく説明ができる

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） ということは、今何にも分かっていないということですよね。 
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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） 石野議員の何にもというのがどこまでを指しているかちょっと分かりかねま

すが、現状分かる範囲では先ほど来述べさせてもらっている段階でございまして、さらに詳細な状

況が近々、本当に近々なのですけれども、年度もおよそ半分過ぎますので、何とか年度内に整備を

目指すために、年度内早い段階、今回の本当は９月の議会で計上できればよかったのですが、それ

はちょっとかなわなかったもので、近い段階、９月なのか10月なのかの段階で補正計上させていた

だいた上で、臨時議会をお願いした上で皆様に説明できればなというふうに考えております。仕様

に関しては先ほど述べたとおりで、単身用というふうなところまでしか今のところ述べられないと

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） 戻れないということなので、次２番、まだ正式な見積額が確定していなく、

概算段階だが、おおよそ１台2,500万掛ける２台となっているので、5,000万ですよね。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） これは行政報告であるので、5,000万だと思うのですけれども、これは別段聞

かなくてもいいのです。 

  それで、次年度に建設される住宅事情が満足するようになれば転用することも考えているとあり

ますけれども、この次年度以上ということは、今までやめていた18棟だか18室、そのことを指して

いるのかな。 

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） 議員の方々もよくご存じかと思いますが、島内の住宅逼迫状況というのはず

っと続いております。現在もそうです。そして、役場の職員だけではなくて、いろんな事業所で採

用ができないといったところで、１つでも２つでも早く整備してくれというようなところで、その

ための方法の一つだというところで、本筋としましては３月議会で説明させてもらった、住宅建設

に関してを進めていかなければ根本的な解決にはならないだろうというところなので、それはそれ

として進めていくと、そちらのほうが満足したら、住宅何とかしてくれといった声が満足するよう

であれば、もちろんそのトレーラーハウス、普通の住宅として使うこともできますが、それ以外の

可能性がいろいろあるといったところもありまして、汎用性が可能というふうに考えているという

ふうに書かせてもらったということです。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 
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〇４番（石野 治君） 住宅にするとかサテライトオフィス等、そういうふうにやるとか、あとは一

時宿泊施設とか移住体験とかいろいろ書いてありますけれども、例えばサテライトオフィスにする

といってどこの会社か、それとも東京都とか事務所を作るような会社があるのですか。 

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） まだまだ全然予算化もしておりませんし、構想段階ではありますが、先々の

新たな働き方、もしくは産業とか働く場所の整備というところで地域おこし協力隊等を見据えて整

備を目指すというふうなところです。 

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） これまだ何にも決まっていなくて、それで取りあえず行政報告に載っけたと、

それでどういうものになるのかも分からない。それで、例えば分かっているのは、トレーラーハウ

スでソーラーをつけるとか、上下水循環装置つけるとか、そういうことしか分からないということ

ですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 決定ではないことを報告することに対していかがなものかというお声は、当

然役場幹部内でもありましたが、あえてここに関しては一番重要な問題でもあるということで、議

会の皆様、議員の皆様にも知っていただき、協力していただきたいという思いで述べさせてもらい

ました。当然またあのとき言ったではないかということになる可能性もありますが、それでも我々

職員も一生懸命住宅問題解決に向けて努力してきたものだと、かつトレーラーハウスでは、先ほど

の繰り返しになりますが、何の解決にもならないと、その場しのぎ的なものになってしまいますが、

トレーラーハウスの機能を、太陽光、それから水循環システムの機能を入れることによって、その

先いろいろなものに転用、もしくは利島の環境にもしかしたらマッチするものになってくるのであ

ろうというふうなことも踏まえて、今回６月議会から９月議会までの間で行政としては大きな動き

であるということもありましたので、あえて村長の報告として述べさせてもらったというところで

ございます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 分からないので、ちょっと教えてもらいたいのですけれども、上下水循環装

置って上水は分かるけれども、下水の循環というのは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〕 
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〇村長（村山将人君） 詳しくはやはりまだ未契約なものなので、なかなか詳細をしゃべれませんが、

先ほど総務課長補佐のほうから述べさせてもらった、役場玄関にあります手洗い機のシステムを取

り入れられないか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） 下水のやつは別個に循環するのでしょう。上下水というのですけれども、上

水の例えば飲み水とか、そういうのはそっちで浄化するというか、下水は下水で。それと、あと分

からないのが下水のほうなのだけれども、大便なんかはやるときどうなるのですか。 

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） 実際は飲めるレベルまできれいな水だというお話、報告は受けておりますが、

ちょっと気持ち的にとかやっぱりあって、分けているというシステムらしいのですが、詳細に関し

ては課長補佐のほうから説明させていただきます。 

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） 石野議員の質問にお答えします。 

  ちょっと詳しくはあまりしゃべれないのですけれども、もちろん会社の特許とかあるので。私が

今分かっている範囲なのですけれども、上水は上水で循環されて、下水は下水で循環されると、汚

物に関してはそれぞれ処理されて固形の状態でそのシステムから抜き出すという形になります。 

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） ちょっとよく分からないのだけれども、固形は何か紙で包むとかどうか。 

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。 

  ちょっと私もそこまで詳しくは分かっていないのですけれども、一応紙に包むとかではなくて、

システムに多分固形物が保存されるとか蓄積する場所があるのです。そこから抜き取るというイメ

ージです。 

          〔「水洗トイレは」と言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 水はまた水で循環されるので、下水の水を。答えられる範囲はここ

までです。 

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） ちょっとよく分からないのだけれども、水は水でやって、固形は固形で残る

ということなのですけれども、それを今度どうするのですか、残ったやつは。 

          〔「分からない」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 例えば今一般住宅ではくみ取りをやっているわけで、これはどういう具合に

なるのかなというのがよく分からない。例えば10リッターかドラム缶いっぱいぐらいの大きさのも

ののところにたまるのか、それともどれぐらいもつのかというのもあるし、住んでみたら１年ぐら

いは平気ですよとか、１か月とか10日ぐらいしかもちませんよとか、そういうのも分からないので

すか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 我々その詳細のデータをもちろんまだ把握していないのですが、当該相手先

さんは今実証実験を経ていろんなものを製品化にしている最中でもあるというお話の中で、そのシ

ステムが非常に利島村に有効ではないかというお話の中で今回導入しようといったところで、詳細

はしゃべれないのと把握していないのというのもありますが、利島の今回のトレーラーの整備にお

いて、利島村でどれだけ有効かどうかという実証実験の意味合いもありますといったところが一番

です。なので、それによってランニングコスト等も見定めていき、後々の住宅整備にどういうふう

に展開できるかなというのを考えていきたいなというふうな一つであります。 

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） 何にも答えができないと、それで例えばこのトレーラーハウスというのは、

公営住宅というようなものになるのかというのもあるのだけれども。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） その辺りの基準とか法的な整備はこれからになります。それこそ家賃の設定

ですとかは、これからの話かなと思っておりますが、不動産ではないと、物件といいますか、動産

といいますか、車両ということなので、公営住宅といっても村の物品の貸出しとか、そういったこ

とになってくるのかなと思いますが、詳細に関してはまだ協議が熟成されていないので、決定はし

ていません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） これは、勤福の脇の用地へやるということなのですけれども、置くというこ

とですよね、勤福の。 

          〔「はい」と言う人あり〕 



 - 17 -

〇４番（石野 治君） そこは擁壁ができていなくて建物が建てられないと、そういうところに持っ

ていって大丈夫なのですか。 

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） もちろんそういったことも考慮し、どういった場所がいいのかなというのは

探しております。今のところそこがいいのではないかという一つの案として書かせていただいただ

けで、ただそこが長期的に置くというわけではなく、短期から中期的にそこへ据えるといったとこ

ろなので、危険とかそういう話になってくるとちょっとなかなか難しいところはあるかもしれない

ので、今後協議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） ５番の答弁が返ってきていないのですけれども、5,000万円という規模につい

て当村として妥当性があるのかというのは。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 金額の妥当性というご指摘、ご質問だと思いますが、金額の妥当性に関して

は、それぞれの判断になってきてなかなか難しいところだというふうに思います。ただ、まずトレ

ーラーハウスを整備するに当たって、今年度急いでやるための方法であって、そのトレーラーハウ

ス、ほかのそういうシステムのついていないトレーラーハウスであれば、当然もう少し安くなると

いうことも考えられますが、それに関してほかの附帯工事、上水、電気、それから一番は合併処理

浄化槽の下水の問題、そういったものもありまして、妥当かどうかというところを言われると、妥

当ですというふうに明確にお返しできないところが申し訳ないのですが、将来的な汎用、先ほどの

繰り返しになっていますが、汎用性ですとか、いろいろな利島の環境に合ったシステムの実証実験、

それから将来的な国や東京都の財源確保を見据えても非常に有効ではないかなというふうに考えて

おりますので、我々としては妥当であるというふうに考えておりますが、まだ詳細に関して金額が

確定しておりませんので、そのときにまた改めて説明させていただきたいと考えております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 私は、勤福の脇の用地に置くのだったら、擁壁をどうせやり直さなければな

らないと思うのです。そうしたら、そこへ今度擁壁を作り直したら、そこへ住宅を建てればいいの

ではないですか、何もトレーラーハウスでなくても。それが第一で、それと今まで去年の８月から

土地とか何件か村役場が購入していますよね。それで、１件は全部撤去してあるのだけれども、も

う一つは山で、木も切っていない、それともう一件はちゃんとうちが建っていて、何か去年８月頃、
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役場の職員というか、役場の人が３人ぐらいそのうちを見に来て、少し手入れすれば住めるなとか

といって帰ったと、そういう話も聞いているのですけれども、１年間何の手もつけていない。それ

で、住宅がない、住宅がないと言うほうがおかしいと思うのですけれども、それで例えば空いてい

るうちがあったら貸してくれとか言ったこともないようなことを聞いているので、だから今まで何

か手を打ってやってきましたよというのだったら分かるけれども、何にもやっていない、空き家も

聞いていない。それと、建てるために久保里山の下の用地なんか林のままだよね、もう買ってから。

だから、本当にやる気があるのかどうかというのがちょっと分からない。 

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） 大変申し訳ございません。なかなか同じようなお話を住民の方からも伺って

おりますし、住宅公募の際にも、いつになったら家できるのだという厳しいご指摘を受けていると

ころであります。しかし、何もやっていないというところに関しましては、一生懸命やっています。

当然私まだ半年、半年ではないか、もうすぐ１年になりますが、12月から今の立場を務めさせても

らって、それ以前からも職員の皆様、声もかけたりとか、住宅に関して調整をしたり、いろいろや

ってもらっております。またその中で、今回トレーラーハウスという一つの案に今やっとたどり着

いたといったところでありまして、決して何もやっていないというところではない。だけれども、

先ほど来述べているとおり、詳細をお伝えする段階にないというところもありまして、その辺は何

か心苦しいですが、ちょっと役場の職員の声に耳を傾けていただきたいなと、議員の皆様には。ほ

かの議員の皆さんもそうですけれども、どうなっているのといって窓口で聞いてもらえれば、こう

なのですけれども、ここはちょっとひっかかってという話は多分できると思います。この場ではち

ょっと発言はできないのですが、そういったことをずっとやってきておりますので、その辺も含め

てご理解していただきたいなというふうに考えております。最終的に私が指示してやっていただい

ているので、今回こういうふうに方針が変わったりしたというところに関しては、全て村長である

私の責任になってくるとは思いますが、職員の皆さんは一生懸命やっているといったところはご理

解ください。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 職員の方は一生懸命やっていると思います。やっていないとは言っていませ

ん。要は空き家もあるし、それで今建っている空き家もあるわけです。そこをちょっとリフォーム

すればすぐ住める、今になってどうか分からないです。去年の８月頃見に来て、それでちょっと直

せばいいなということを言って帰ったと、その人はすぐ始めるのかなと思っていたと、ところが１

年間も何にも手つかずで、壊すのかリフォームするのかも分からない。それで、久保里山の下の買

った用地を木も切らない、そのまま、だからやる気があるのかどうかと。 
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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） やる気はあります。やる気だけではなかなか進まなくて、６月議会でも説明

したとおり、お金とやる気だけではなくて法律的な基準とか、そういったものの課題、障害があっ

て進まないといった中で、今役場の職員のリソースがかなり不足していて、一極集中といいますか、

やるべきこと、そっち側にリソースを集中させたいという中で、やっぱりそれを同時に進めていく

というのがなかなか今難しいと、それは私のマネジメント能力が足らないって言われてしまうかも

しれませんが、そういった中でそちらの例えば木を切ったりとか解体するというところには置いて

おいて、今回で言ったらトレーラーハウスとか、そっちのほうに集中させようといった指示の結果

であって、やる気が見えないと言われてしまうとやっぱり申し訳ないなというところなのですが、

捨てたというか、そこはもういいやというわけではないというふうに説明といいますか、そういう

気持ちはお伝えできればなというところなのですけれども、なかなか結果が出ていなくて申し訳な

いといったところです。 

〇議長（寺田 優君） そろそろ先へ行きますか。 

〇４番（石野 治君） 先へ。 

〇議長（寺田 優君） 次の、大体また同じ質問になるでしょう。 

〇４番（石野 治君） そうだね。同じぐらいになるか。 

          〔「一般質問でもやるのだから」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 一般質問で。それでは次へ行くか。 

          〔何事か言う人あり〕 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 今言ったように１件解体しないで残っているうちがあるので、そこをリフォ

ームする分には今別段建築確認も要らないだろうし、すぐできると思うのだけれども、そこはどう

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） 住むかどうか、住居として利用できるかどうかといったところでちょっとお

金もかかりますし、厳しいといった判断でした。なので、我々としましては、先々なのですが、ち

ょっと国や東京都の補助金をあてがえる事業として何か使えないかなと今考えているところであり

まして、すぐに住める住宅にというところには今至っていないといったところです。 

〇４番（石野 治君） では、次へ行きます。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 
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〇住民課長（榎本雅仁君） 遺体冷却装置の導入についてでございます。 

  メーカーに確認し、遺体冷却装置は約１週間は連続運転が可能であるという回答を得ております。

また、遺体冷却のドライアイスについてですけれども、大島でも葬儀会社に確認したところ、本土

のプラントでプレスされたドライアイスを輸送しており、利島で必要な場合についても直接本土か

ら輸送されるのがいいのではないかと、大島経由とかということではなく、直接本土から送ってい

ただいたほうがいいのではないかというようなご意見をいただきました。 

  また、葬儀会社からのご回答なのですけれども、簡易にできるドライアイスでは短時間で気化し

てしまうため、プレスしていないものということです。ご遺体の冷却には適していないよと、数時

間で気化してしまうから、それ以上冷却できないといったところがあるといったところでした。 

  プレスしたドライアイスを作るためになのですけれども、製造メーカーに確認したところ、プレ

スしたドライアイスの製造には、最小の設備でも数千万円、1,000万円とか2,000万円とか、そうい

うようなお金の単位であるといったところで、離島に炭酸ガスの輸送を行うことというのは、通常

で行っているボンベとか、そういったものの量ではないよと、そもそも規模がといったところで、

そこはちょっとなかなか現実的には難しいでしょうというような製造メーカーからのお話もいただ

きました。 

  現状で考えますと、島内では装置で冷却して、大島へのご遺体の搬送時には保冷剤を利用するこ

とが適切でないかと思われます。冷却、それから本土からプレスしたドライアイスを購入していた

だいて、それを使って大島へのご遺体を搬送するときにそれを使うといったところが考えられると

ころであると思います。 

  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） 連続して１週間ぐらいドライクーラーがもつと、それで１週間連続で遺体が

保たれるのであれば、それはいいのですが、ドライアイスより優しい温度であると、それで遺体が

傷つかないということはネットで見ました。それで、これは私もちょっと大島から聞いてみたので

すけれども、東京から取り寄せていると、それで大島でもドライアイスを作っているところがある

のですけれども、そのドライアイスは炭酸ガスボンベから10万か20万ぐらいの機械でできるという

ことで、東京から取ると約二十六、七時間もつけれども、大島で作ったドライアイスは六、七時間

だと、もつのが。ただ、何と言ったらいいのかちょっと分からないのですけれども、要は遺体を傷

めないでやるというのと、それから今度利島から火葬場へ送るという、利島には大島へ送るか新島

へ送るか、どっちかなのですけれども、利島に火葬場がないので。その間機械を取り付けるわけに

いかないので、それでドライアイスがいいのではないかと。例えば６時間ぐらいもてば、利島から

だと大島へ行けば間に合うので。そのドライアイスは、利島で作れれば一番いいわけです。数千万
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という機械だというのですけれども、大島あたりで作っているやつは10万か20万だという。 

  それで、そのまま船へ乗せていくのに、だからドライアイスが一番いいわけなのですけれども、

６時間ぐらいもてば。ドライアイスが一番いいのだけれども、要は保冷剤、この間ちょっと前に保

冷剤を入れて遺体を運んだのですけれども、すごく重たかったのです。まず、５人ぐらい、６人ぐ

らいかな、それでやったのですけれども、何だこの重さはというような重さで。保冷剤というのは

１キロのものは１キロだよね、凍らせても１キロ、溶けても１キロ。大体どれぐらい入れてきたの

と言ったら、20キロ入れてきたと言うのです、ほかに。物すごく重たくて、人数がいたからよかっ

たのだけれども、人数がいなかったら、大島で手伝ってくれるかというと手伝ってくれないのです、

桟橋から霊柩車へ入れるのに。 

  だから、あまり重たいのも困るし、そういうのはあるのだけれども、それとドライアイス自体、

作る機械が数千万というのですけれども、数千万って聞いて5,000万だか3,000万だか分からないの

ですけれども、大島町で作っているのは20万ぐらいだと言っていました。その点どうですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  先ほど来の私のご説明したとおりでございますが、そもそも私が製造メーカーに確認したのはプ

レスしたドライアイスでございまして、本土で作るものの話で数千万というお話を、1,000万から

2,000万というお話をさせていただきましたので、簡易なものの、簡易というのですか、ドライアイ

スのお話は、ごめんなさい、ここではさせていただいていないといったところをご承知おきくださ

い。 

  私どもも漁協さんのほうで簡易的に作れるドライアイスの機械を持っているというのは承知して

おります。ただ、作るのが30キロボンベでプレスしないドライアイスですと、箱の中のあれですか、

五、六個というようなお話も聞いておりまして、製造できる量があまりに少ないよといったところ

もありますので、運ぶ、そこの大島へ持っていくといったところの部分については可能かもしれま

せんけれども、そこでドライアイスを作ってやるよりは、保冷剤の入れる量とか、そういったもの

がどの程度必要かというようなところが出てくるかと思われます。そこについても以前から私が議

会でも申しているとおり、保冷剤の話をさせていただいておりますけれども、ご遺体冷却用の保冷

剤でありますと、保冷剤のご遺体を冷却するに当たり五、六個あれば十分だというような情報も得

ております。なので、１個の保冷剤の重さが500グラム程度だと思われますので、そうすると五、六

個入れれば十分冷却できるといったところを考えますと、通常の市販されているものでも、そう重

たい量を入れなくても冷却は可能ではないかというようなところは考えております。そこについて

は、大島の火葬場まで移動させる間に長く見積もっても二、三時間かと思われますので、そこにつ

いては保冷剤で十分対応できるのではないかというふうに考えておりますので、そこはちょっとま
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た調べさせていただきたいと思います。 

  そこと、またやはりボンベを持ってきてドライアイスを作るというのは、なかなかボンベを島外

から運んでくるといったところもございます。そういった中で、やはり厳しいところというか、作

るのを考えると、冷凍庫で冷やしておく保冷剤というほうがより現実的ではないかというふうに考

えております。 

  以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 保冷剤でもいいのだけれども、ちょっとこの前の大変なあれがあったので、

物すごく重たいという。それとあとは、大島あたりはボンベを運んでくれているのですけれども、

１本、２本、ボンベを運ぶのが大変ということなのか、どういうあれなのかがちょっと分からない

のですけれども、炭酸ガスボンベは貨物へ載せないのか、そういうことなのか、大島は来るけれど

も、利島までは積めないとか、難しいという意味がちょっと分からないのです。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  こちらにつきましては、まだ私のほうも十分検討に至っておりません。ドライアイスを作るのが

最適ではないと考えておりますので、そこは調べておりませんけれども、当然ガスボンベ、高圧ガ

スを噴出するものですから、いっぱいなものを誰が保管するのかとか、そういったところで多々問

題が出てくるのではないかなというふうに想像しているところでございます。 

  それと、あとおっしゃっているところですけれども、30キロのボンベでできる量が限られている

といったところで、また作る人が誰が作るのかといったところ、一遍に要は10万円の機械を６個並

べて60万円かけて、ボンベも６本つけて一気に作らないと、当然作っている間になくなってしまう

というか、減ってしまうというところもありますので、そういったところを考えると、やはり現実

的ではないのかなといったところで、ボンベをどうやって持ってくるのかと、そういったところも

まだ全然私のほうでも、ごめんなさい、調査しているところではございませんので、ご回答しづら

いところではありますけれども、そういったところも含めて現実的ではないと、難しいのではない

かというふうに答弁させていただきました。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） ドライアイスがいいという人もいますし、保冷剤で間に合うという、要は間

に合うこともあるのでしょうけれども、なぜかドライアイスがいいのだと、それで作れるものなら

利島でドライアイスを作って、できればやりたいと、それで無理だというならしようがないことだ
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けれども、何か利島でドライアイスを作れるような場所、お寺へ預けてみるとか、そういうあれは

できないですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  先ほど来ご質問に対してご答弁させていただいておりますけれども、機械については社会福祉協

議会のほうでリースさせていただいていると、ドライアイスの機械も社会福祉協議会のほうでリー

スとか購入とかしてやって、実際にドライアイスは亡くなった方のご遺体を搬送するときのご親族

の方にやっていただくというのでしたら可能かと私は考えますけれども、そこがはっきり言って現

実的ではないのではないかというようなところを考えております。ドライアイスがどうしてもいい

というのであるならば、本土からプレスしたドライアイスを購入していただいて、利島へ送ってき

てもらうといったところがより現実的ではないかなといったところでございます。大島でもそうし

ていると、大島の輸送するときのお話をさせていただくと、朝便で多分着いてと、それが利島まで

来たとき、船の進行状況とかいろいろ考えなければいけないところあるかと思います。それでした

ら、セスナで持ってきてヘリに載せるとか、いろんなところで考えられるところはあると思うので

すけれども、島内でドライアイスを、この人口の規模とか、そういったところを考えて、作る業者

さんもいない中で作って、果たしてそういったところが対応できるのかというと難しいといったと

ころで、それに代わるものを考えていきたいと。それかもしくは機械のほうが10キロから15キロぐ

らいかな、なのでその機械を持って電源さえ、100ボルトの電源でございますので、その機械を持っ

てご遺体の中の棺おけの中に設置していただいて運んでいただければ、そこの部分で、船の中でい

けば冷却は可能ではないかなといったところも、いろんなケースとして考えていければいいのかな

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） 私はドライアイスがいいと思います。それで、保冷剤が悪いと言っているわ

けではないのです。ただ、今までドライアイスがなくて、それで東京から取り寄せるといっても、

大島みたいに必ず船が着くというわけではない、この島は。だから、なかなか難しいところがある

と思うのですけれども、無理なのかなという思いはあるけれども、何とかそこのところを考えて、

いい知恵を貸してもらいたいと思います。 

  これで終わります。 

〇議長（寺田 優君） それでは、石野議員の行政報告に対する質問を終わります。 

  引き続き笹岡議員の質問を行いたいと思いますが、ここで５分間休憩をいたします。 

          （休憩 午前１０時４０分） 
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          （再開 午前１０時４７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。 

  引き続き笹岡議員の行政報告に対する質問を行います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） おはようございます。私からも行政報告に対する質問を用意して、村長のほ

うには提出してあるのですけれども、先に今石野議員から質問があって、答弁もありましたけれど

も、それに関連したところからちょっと質問させてもらいたいと思っています。 

  幾つかあります。１点は、まず上下水の問題ですけれども、その前にお断りしておきたいのは、

村長のほうでまだほとんどは未定だと、全てと言っていいぐらい、そういう中で質問するのもちょ

っとどうかなという感もあります。ありますけれども、そうはいったって全然分からないわけでは

なくて、答弁を聞いていますと、水はこういう具合に処理する、オフグリッドで、舌かみそうです

けれども、電線は要りませんと、遮断していくのだというようなことであります。それから、サテ

ライトスタジオとかオフィスというのだか知りませんが、そういうものも可能ですと、利用が。と

いうことるるあるのですけれども、その前にとお断りしたように、全般的なことを聞いても分から

ない中で聞くので、非常に質問するのもきついわけですけれども、そうはいっても村長が答弁して

いる中での関係についてただしたいと思います。 

  まず、水の問題なのですけれども、どうも腑に落ちないのは、上水は分かるのです、水は村が作

っていますから。これを何かのタンクなり器に移し込んで、それを循環して飲んだり食ったりと、

あるいは手洗ったりと、下にあるのがさっき総務課長補佐から説明ありましたけれども、さてこの

下水はどこから作るのですか。上水は分かりました。それで、下水はどこで作るのですか。 

〇議長（寺田 優君） マイクを入れてみて。 

〇３番（笹岡壽一君） 入っていない。 

〇議長（寺田 優君） ではもう一回。 

〇３番（笹岡壽一君） テープを撮っておけばよかったですけれども、同じことを言えるかどうかは

ともかくとして、議場にいた方は聞いているわけで、同じことが言えるかどうか分かりませんけれ

ども、村長の答弁を、石野議員に対する質問を聞いていますと、ほとんど分かっていないと、未定

ですということですから、そういう状況の中で質問するというのはいかがかなという感じもしない

ではないけれども、しかし、そうはいっても答弁の中で答弁している案件もありますと、要するに

分かっているということです。上水は上水としてしますと、上水を浄化して上水にしますというこ

とがありました。下水は下水として浄化する、これは答弁書にも出ています。これが私は、どうも

読んでいて意味不明なのだけれども、下水というのはどこから、上水は村が提供しています、料金
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さえ払えば。それを何らかの容器に貯水してためて、それを循環させる、下の手洗いもそうなので

しょうけれども、あれもただではなかったはずなのです。もともとは村の上水をあのタンクに入れ

て、それが浄化していると、繰り返しているというふうにすぎないわけで、それは分かるのです。

さて、この下水というのはどこから持ってくるのですか。下水は下水としてというか、幾つかある

わけです。これはどこから持ってくるのですか、下水は。 

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） 笹岡議員の質問にお答えします。 

  スタートが例えばですけれども、雨水をある貯水槽にためますと、そこから上水をリサイクルと

いうか、循環させて飲み水とかに上水用に使う、その雨水をさらに下水用に浄化して、また循環さ

せて使っていくと、スタートは雨水だと思っていただいたほうがいいかなと思います。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうなのですね。下水というのは上水のなれの果てです。雨水であれ、村役

場が浄化して給水している水道水であれ、あれは浄化しているから、村役場の給水しているいわゆ

る有料の水は。雨水はただにしても。雨水であれ、浄化した水道水であれ、それのなれの果ては下

水です、捨てられたものが。普通は捨てておしまいなのです、水は。だけれども、今の時代、科学

技術は発達しているから、本村で浄化槽をやっています。しかし、あれは最終的には処分して捨て

ているのです。台所には戻してこない、浄化槽からくみ上げた汚水は。しかし、浄化はしているの

です。 

  そうしますと、反論の答弁を言うようで、自分でしゃべって自分で結論出しては世話ないという

ことになろうかと思いますけれども、宇宙の暮らしている人、あそこは水がないのです。水道がな

いのです。雨水も何もない。だから、この我が地球から持っていくわけです。どこかのタンクに入

れていくか知りませんけれども、そこだって下水は出るのです。ですから、そういうことを村長が

答弁しようとすれば、今の時代実証済みであるということからすれば、これは下水イコール飲料水

になるということは分かるのです。確かにそこまで技術が進んでいることは実証済みです。宇宙で

は、そういう生活をしているのだから、現実に。何十年はたたないでしょうけれども。それをやる

ということなのです、つまり。 

  それで、そこで伺いたいのですけれども、さて生活者の感情といいますか、自分で捨てた水を飲

みますか、普通。これができたら、これが住民感情にまだ合うのでしたら、全ての家庭やったらい

いです。水道代なんか二束三文だ。要らなくなる、あんなに数億円かけて。海水をくむことも何も

必要ない。昔のためがあるのです、利島には。今はみんな潰してしまったけれども、２トンか３ト

ン程度、そんなものでたくさん。二、三トン程度のための貯水槽を作って、そういう浄水装置を取
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ったら水道料なんか要らない。よっぽど安いです。あそこの水道施設は一切要らない。したがって、

住民が水道料金を払う必要がない、排水管も給水管も要らない、私はそう思うのです。将来の展望

をするのであれば、そういう計画を立てたらどうですか、実証するというのなら。何でキャンピン

グカーだかトレーラーハウスだか、そこだけやるのですか。水道なんか要らないです。海水をくみ

上げるポンプなんか要らない。各戸に２トン程度のタンクを作って雨水をためさせて循環させれば

いい、それで。浄化装置も要らない。し尿処理場も要らない。将来を展望するということであるな

らば、これをアプローチというか、チャレンジというか、ＳＤＧｓというのか知りません。私はそ

ういうことを考えるのです、そこの限りで言えば。 

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） アドバイスありがとうございます。実はこれもまだ検討をしていた段階の話

ですが、そういったことも行く行くは利島村にとって必要なことかもしれないと、自分の出したも

のを飲むということに抵抗がある、それももちろん考えておりまして、そのルートは別にはしてお

りますが、行く行くはそういったことも真剣に考えなければいけないのではないかと、世界的に水

不足といったことで、そういったことも考えてなくはないですが、今発表できるところまで熟成さ

れていないといったところですが、議員おっしゃられたので、あえて述べさせてもらいますが、そ

ういったことも当然考えてきていますといったところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ですから、そういう意味では、住民感情から私何言いたいかというのは、少

なくとも５次計画の中で、来年から取り組めということではないです。そういう中で、今何が金が

かかるといったら、水道ぐらい金のかかるものないのです、高いから。恐らく日本で一番高いので

はないですか、水道では。まるでアルコールよりも高いような気がするよ。 

  それはともかくとして、そうすると上下水が要らなくなるのだ、装置が。それは夢みたいな話に

しないで、もしこれをやるのだったら計画の中に織り込んだらどうですかと思うのです。この質問

にかこつけて提案させてもらいたいと思うのです。これを年次計画に入れたらどうですか。し尿処

理だって３年かかった、浄化槽を入れるのに。それで、あの処理施設を造るのには20年近くかかっ

ている。その間やらなかったということですけれども。排水、給水のパイプ詰まったらどうします

か、また海水が詰まったらどうしますか、数億円かかる。そんな金かけたらできるでしょう、こん

なものは。だから、浄化槽さえ３年、４年の計画で据えたのです。１年短期事業でやったのではな

い。だったら、２トンぐらいタンクを作って、利島は慣れているから、屋根から水を取るのは。そ

ういう点は、今日あしたの問題とは言いませんけれども、近々の計画に織り込むというならまだ話

も分かる。だけれども、それはそれとして、この問題について言えば、これは住民感情になじみま
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せん。皆さんその気になりますか。自分のうちでやってみたらどうですか。トイレから流した水を

今炊飯、飲んでいますと、私はとてもではないけれども、まだなじめない。これが住民感情ではな

いですか。これを将来皆さんがそうなったら、みんなそういう時代になるかもしれませんけれども、

まず自分の立場で考えてみてください。それが１点。 

  それから、やっぱり人の身は我が身という立場に立つと物分かりが、人ごとだと思うと意外と気

楽になるのだけれども、しかし我が身になると実感が籠もってきます、一般論で言えば。皆さん飲

みますか。いいです、そこは。何か答弁があるのでしたら。 

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。 

  ちょっと誤解されているようなので、確認させていただきますが、先ほどトイレから出た水を自

分が飲むかというお話をされたのですけれども、トイレから出た水はまたトイレに戻ります、下水

なので。なので、今回入れようとしているものは、上水に対して上水の浄化処理をします。下水に

対しては下水の処理をしますと分かれているのです。なので、トイレから出た水は飲むことはあり

ません。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 下水から出た水は下水だと言いますけれども、その下水はどこから持ってく

るのですか。浄化槽でくみ上げた水を持ってくるのですか。業者さんがこれがあんたお宅の下水道

の水だよと、上水は雨水ですと、これをやるのですか。 

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） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  先ほどもお答えしましたけれども、雨水をベースにスタートで考えてくださいと言いましたよね。

雨水から上水、下水に行きます。なので、雨水を上水と下水に分けて、下水でまた再利用していく

と。別に下水槽から水をくみ上げて、また下水で使うわけではないです。 

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） そうすると、タンクは２つということだね、上水用、下水用と。 

          〔「そうです。浄化する……」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ２つ分かれて、それでこちらは下水ですから、これは下水を専門に循環させ

る、上水は上水で循環させる。そうですか、そういうシステムですか。それから、これは私後で質

問していますから、それはそれで了とします、その限りでは。 
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  それから、村長が言う、これ誰が住むのだということですけれども、一応公営住宅なのですよね。

ところが、私どうも答弁を聞いていて、腹は腹でも用意されているなという感じ、これは勘ぐりと

いいますか、推測なのですけれども。それで、電気はパネルをつける、それから上下水はそれをセ

ットする、これはどんなものでしょうと、生活具合は。このデータ報告をさせると。それで、公営

住宅とは言いつつ、村長が指定するのです。あるいは村長が公営住宅と一般的には今、村長この間

議員協議会の席で言っていましたけれども、今までは確かに若干の問題があったと思うのです。住

宅の在り方について、入居の在り方について。だけれども、抽せんにするという表明をされている

わけです。私の時代、これからはそういう具合にしましたと、これはこれでまた一つの政策ですか

ら、あるいはあるべき姿かもしれません。ところが、この住宅については、データを収集するとい

う報告義務を課せるという意味から、村長が指定した人が住むということが１点あるわけです。 

  それからもう一点、これは関係があるかないか知りません、分かりません。分かりませんが、職

員が不足しているというのがあるのです。るる出てきます、あっちこっちで。職員が足りません、

職員が足りませんというのは、何人足りないか知らぬけれども。そうすると、これは職員住宅です

か、事実上、実態とすれば。一般住民には関係ないということなのですか。それを何かオブラート

で公営住宅。職員住宅なら家賃は要らないのです、自由だから。公営住宅になると家賃設定が必要

ですよ、曲がりなりにも。そして公募ですよ、入居希望者を。その辺はどうなっていますか。 

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） 繰り返しになりますが、まだその辺の協議、議論が煮詰まっておりません。

トレーラーハウス方式にかじを切ったのも数か月の間でありまして、当然設置条例とか、そういっ

たものも必要になってくるのか、そういった検討、もしくは家賃の設定ですとか、どういったこと

をお願いするのか、そういったことをまだ定めておりませんし、まだ議論もできていないといった

ところなので、明確な答弁ができないといったところでご理解ください。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 明確っていいますか、建築目的ですよ。建築については後で伺いますけれど

も、そこが意外と重要なことで、職員住宅について職員が不足していることも事実なのでしょう。

何人に対して不足なのか知りませんけれども。例えばこの間決めた35人の定数、これに不足してい

るための入居なのか、あるいはその定数そのものを40にしたいとか、そういうことか、それは分か

りません。これは、そこまで話を広げるとちょっとこんがらがるか知りませんから、その程度で抑

えますけれども、一つの政策としては職員住宅であるのと公営住宅では全く違うのです。何も考え

ていないのだと、これからだと。何も考えていないというと、また、いや、そんなこともありませ

んと言うかもしれませんけれども、全てはこれからなのです。公営住宅にするやら、指定住宅にす
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る、指定ということは職員です。それも分かっていないと、だから分かっていないのに、冒頭言い

ましたけれども、質問するのもこれもいかがかと思っているわけ、無駄な時間です。質問しても仕

事が分かっていません、まだ決めていません、まだ分かりませんでは。だから、そういう関係では

あるのだけれども、それでも分かったことだけでも質問しているわけです。 

  それでは、それはそれでいつ決まるのか分かりませんけれども、建てた後であれは職員だと、こ

ういうのかどうか分かりません。職員住宅なら家賃設定なんか要らないです、関係ないから。内規

でいいわけだ、今そうでしょう。条例で決めているのでしたっけ、職員住宅の家賃は。決めていた

かもしれませんけれども、そういうことです、その家賃については、入居者については。 

  それで、しかも面白いのですよ、これが短期だというのだから。職員ならそこに据えっきりでも

って、５年でも10年でも住むのかな、動かす必要がないわけです、あえて言えば。何で動かすので

すかと。ということは、不便だからということなのでしょう。何で動かすのですか。仮住宅であれ、

何住宅であれ、据えたら据えっきりでいいではないですか。その辺も考えてみると何か矛盾だらけ

で、それもまだ未定ですと。そうかと思うと、入居は短期、中期だと言っているわけだ、そんな長

期は考えていませんと。職員住宅なら据えっきりでいいのです。村長が指定して職員しか入れない

のだから、何ら動かす必要がない、そう思います。 

  それから、仮に動かす、どこに据えると、村長言っていました、今先ほどの答弁で。まだそこに

勤福のところの千七百何番かには決めていませんと、ただどこへ建てるか分からないのではあれだ

から、ただ書いてみたと。どこへ建てるか、それも決まっていないと。だけれども、決まっている

のですよ。村有地でしょう。これは決まっているのでしょう。村有地といったら役場、学校、勤福、

交流会館、そんなものです。あと南ケ山の公園、決まっているのです、もう村有地は。あとまさか

てっぺんまでは考えていないでしょうから。そういうことを考えますと、いいますと、何となくそ

の場限りの答弁されているのかなと、悪い言葉で言えばそういう印象を持ちます。ところが、その

村有地というのは、今の駐車場も、あれは村有地ですよ、確かに。あれ勤福といった意味で言った

のだけれども、勤福とはもちろん違うけれども。公有地のこういう役場の前、学校の校庭、診療所、

それから交流会館、ほかにも保育園なんかもあります。そこに職員住宅を建てられますか。役場の

右側に建てたらいいのではないのですか、近いし。私、あるところで南ケ山の公園に据えたらどう

だろう、水も要らなければ電気も要らないというのだから。車だから歩いてこいとは言わない、電

話もあるし、電気も引っ張られて、電気は要らない。ところが、あれは公園です。公園に職員住宅

を建てますか。交流会館に建てますか。そういう代物です。あそこしかないのではないですか、事

実上。村有地と言ったのもまだ未定なのでといって、未定といったって他人の民間地へ建てるわけ

にいかないのですよ、これは用地買収して。 

  それで、石野議員も言っていましたけれども、昨年度買ったあそこの２か所ありますわな、名前

を挙げていいのかどうか分からぬけれども、村が購入した土地、解体した家の跡地、それから下に
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は椿林があります。椿林といったって山林みたいになっている、雑木林みたいになっているけれど

も、そこぐらいしかないのでしょう。だったら整備して、石野議員も言っていましたけれども、急

遽擁壁が必要なら擁壁整備して、来年から補助事業を取って公営住宅法に基づいた準備は今年のう

ちから、まだ半年ありますから、３月、４月までには。申請書を作るなりいろいろやって、来年は

申請と同時に設計図を起こすなら起こす、それで来年度中には建てますと、どうせこれだって急い

だって３月ですよ。せいぜい遅れて１年ぐらいでしょう。金も安くて済む。 

  そうしますと、ある人こう言いました。村の住宅に対する基本的な、根本的な施策というか、計

画というか、考えというか、それは変わるのかと、何となくその日暮らしでばったんこばったんこ

しているのではないかと、今日はこういうものを打ち上げてみたと思ったら、あしたになったら駄

目ですと、ごめんなさい、あれ撤回しますと、これを見せつけられていると、やっぱり我々議会人

としても、どこでどう対応したらいいのかなと思わざるを得ない。どうですか、それは。 

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） 先ほどもご説明したとおりで、ごもっともな部分もあります。３月の議会、

６月の議会を経ていろいろ方向性が変わったということで、大変申し訳ないなといったところで、

議員の皆様、住民の皆様には混乱をさせてしまったというところです。そういったことも踏まえて、

議会のたびに、途中経過になりますが、今回行政報告という形で報告をさせていただいているとこ

ろなのですが、今後議員のご意見も踏まえて、計画にのっとって整備していくようにはしていきた

いと思っております。当然総合計画、５次のほうですけれども、には盛り込んでいかなければなら

ないことかなと、先ほどのシステムを踏まえてやっていかなければいけないのかなというところで

す。ただ、少しでもというところと、あとは今後の整備のきっかけにそのシステム、それからその

システムを導入することによる財源、そういったことも踏まえて今年度何とか整備したいといった

ところもありますので、そのポイント、部分的に切り取られてしまうと、やっぱりそういったご批

判ももちろんあるかなというふうなものはありますが、議員の皆様におかれましてももう少し総合

的に見ていただいて、判断していただき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） 総合的に考えるからこういう質問をしているのです。皆さんのほうが部分的

なのです。突発的、ぽんぽんと打ち上げ花火みたいに、あれができた、あれはやっぱり駄目よと、

困ったから今度はこれをぽんっと打ち上げてみたと。要は私の質問書の最後のほうに書きましたけ

れども、行政報告に対するこの案件について。ここで私が言うのもおこがましいですけれども、し

かし書いた以上は発言したっていいかなと思いました。発言しますけれども、議員の集まる協議会

です。これでは皆さんみんな疑問だらけです。いいのではないですかという人はいない、一人もい
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ないです。村長が今総合的に議員は考えてくれと言うから、あえて発言させてもらいました。総合

的なのがないのですよ、住宅政策が。議員のほうは、ああでもない、こうでもないやっています。

だから、その辺が少し、私は議会の一員としてギャップがあるように印象を持っています。村長が

総合的に議会も考えてくれと言うから、議会は考えていると思っていますよ、それなりに。それな

りに考え方の違いはあるかもしれません。私が言ったのは部分的でも何でもない。だって、16棟だ

か18棟建てると言ったのですよ、絵図面まで作って。その予算まで提案して可決して、手つけたか

なと思ったら駄目よと、土地も買ったと、あれも議会は否決していない、あの予算も。皆さんがこ

れと思うものは、総合的な立場で家建てるなら誰が考えたって土地必要だから、いいのではないで

すかと。しかし、蓋を開けてみたら、それではまるっきり我々、行政を信用しない立場を取らなけ

ればいかんということになるわけで、行政の言うことがちょっと当てにならないと、うかうか聞い

てはいられないと。逆に言えば村長の発言というのはこんなに軽いのかということ、転々転々行き

当たりばったり的に。おわびします、ごめんなさい、ご協力ください、ご理解ください、これでは

世渡り、行政やっていけないだろうと思うのです、この施策の展開が。そこへ持ってきて、議員の

皆さんも考えてくれと言われたのでは立つ瀬がないです。そのくらいにしておきましょうか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） ちょっと私の表現が適切でなかったのであればおわびいたします。今後は、

行政報告の在り方ですとか、議会における皆様に対する伝え方に関しては改めていき、途中経過報

告や相談ではなく、熟成された状態で、計画ができた上でご相談というか、ご報告していくように

改め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） それは、住宅政策に限らずそのような姿勢を貫いてほしいと思いますが、も

う一点だけお伺いしますけれども、先ほど設計中というのがありました。設計中というのは、まだ

それが設計中なので、決まりませんと、その設計というのはどういう意味なのですか。ただ見積り

という点で、業者のサービス範囲内でのコマーシャルつきのあれなのか、契約していないというか

ら、どういう設計なのかなと思ってちょっとお伺いしておきたいと思います。 

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） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  設計中と言っているのは、トレーラーハウスを利島に持ってくるに当たって道の事情とかで大き

さ、この大きさだったら持ってこれる、この大きさだったら持ってこれない等々あるので、その辺

の検討を含めて、この大きさで持ってくるのだったらどういう仕様がいいのかというのを考えても



 - 32 -

らう、仕様検討中という理解でいいと思います。 

          〔「費用はかかっていないの」と言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） かかっていないです。それが実現できるかどうかというところです。 

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） 大体分かったといえば、分からぬことが分かったということで。それなのに

5,000万かけて予算を通すと、近いうちに招集して、そういうことですか。 

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。 

  5,000万をかけた予算を通すというところでは、大体業者に聞いたらこのくらいかなといういただ

いた金額であって、まだ精査されていない金額なので、それが精査されてからまた、先ほど村長も

言っていましたけれども、臨時議会等で説明させていただいて予算を通す方向でおります。 

  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） そうすると、現在今のところ5,000万ぐらいだと言ったけれども、6,000万、

7,000万ということがあり得るということですか、あるいは3,000万、2,000万ということも。そうい

う意味ですか。 

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。 

  金額については今精査中なので答えられません。 

  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） 正確には分からないけれども、取りあえず5,000万が目安だということで理解

をしておきます。 

  それから、これはハウスというので、ハウスと住宅とどう違うのですか。住宅って何ですか。ど

ういうものを住宅というのですか。分かりやすく言いましょうか。キャンピングカーは住宅ですか。

テントは住宅ですか、住んでいれば。キャンプでテント、あれは禁止になっているけれども、例え

ばそこで何日住むかは知らぬけれども、テントを張って住民票を届ければ住宅ですか。 

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） 住宅か住宅ではないかというよりも、そういったことよりも住む場所を確保

するための方法の一つだということで、それが住宅だからこう、車だからこうという段階ではない

と言ったらいいのかな、お答えになっているかちょっと分からないのですけれども、それによって

いろいろな制限とかが出てくることも踏まえて、今のトレーラーハウスという方式に来たといった

ところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは住宅ではないのだと思います。住宅の定義というのは調べたらいいと

思うのですけれども、住宅というのは動かないと、地番が決まったら。今日はここにいるけれども、

あさってどこに行くかと、これは住宅とは言わないと、キャンピングカーもそうです。ただ構造が

若干違うだけでテントでキャンプもそうです、布のテント、キャンプも。転々転々移動するもの、

定着性のないもの、俗に言う税務というか、経理というか、用語で言えば俗に言う不動産です。不

動産というのは動かない。キャンピングカーは動くのです。キャンピングカーも動くは、トレーラ

ーハウスも動く、もちろんテント張りのキャンプも動く。これは人が住んでいると言えばみんな住

宅かというと、そんなことはないと思うのです。住民税の請求どこにやるのだということ、皆さん

のほうで課税するもの。何番地に住民税の課税通知を送るのだと、行くたび行くたびに転々転々動

いたら。まして公営住宅ですよ、公金を使った。そういう目的のキャンピングカーやらテントやら、

あるいはトレーラーハウスやら、そんなものだったらいいと思うのです。お客さんが来たときに南

ケ山公園でトレーラーハウスだかキャンピングカーをお使いください、レンタカーだ、そういうも

のは用意してありますと、どうぞお使いくださいと、使用料１日につき幾ら、１年で幾らと。その

人たちには住民税課税できないでしょう。住んでいるか住んでいないか分からないのだから。何番

地にいるのだか分かりはしないのだ。住民税もだろうし、固定資産税もそうだろうし。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） ご指摘ありがとうございます。そういったことを踏まえて、今後煮詰めてい

きたいと思います。現在は、住む場所を整備するための方法を模索していく中での段階、プラス将

来のそのシステムが住宅整備にとって有効であるといったところで、今年度整備したいといったと

ころなので、住宅の家賃がどうとか、住民税とか、そういったことは今後の当然課題というか、懸

案の一つに数えられると思いますので、そういったご意見を踏まえて協議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〕 
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〇３番（笹岡壽一君） それでは、私の本題というか、私の質問に入らせてもらいます。 

  若干質問済みのも答弁済みのもありますので、それは時間もありますから、私のほうで言います

けれども、それは避けてもらえるようにしてもらって結構です。一応質問通告書を出してあります

ので、読み上げてまいります。 

  住宅建設に関してということで、太陽光パネルの発電量及び上下水の循環システムの説明を求め

ます。１番については、後に発電量の問題だけ答弁してください。これが分からないなら分からな

いと、しようがないから。 

  それから、入居資格者及び住宅使用料金を伺います。これも分からないというのでは、これも答

えようにいかないです。答弁を求めても無理だ。 

  それから、住居人は移動のたびに住所変更です。長期入居は可能ですか。私は可能だと思うので

す、動かなければいいのだから。ところが、動かすと来たから。 

  それから、設置できる場所は地形や道路事情から極めて限定的ですと、これは先ほど述べたとお

りです。ほかにあるならお答えください。 

  それから、どのような場合に移動しますか。牽引車両は常設ですか。引っ張る車です、移動する

ときに。 

  当該事業の採用に至った発端及び経過を伺います。 

  結論としては、先ほど申し上げましたここです。議員協議会では、先般もこれ２回にわたって同

じような結論に至っています、私の認識とすれば。結論としては、議員協議会で全議員が以下の理

由で承認できないと表明しています。高額なタイヤ付き住宅は不合理である。本村のような地形で

はなおさらだと思います。これは私の意見です、本村のというところは。 

  それから、他の建築物件のほうが廉価である、安いということで、要するに検討課題、検討する、

検討してもらいたいという意味です、これは。もっとはっきり言えば見直したらどうですかと、ト

レーラーをということです。 

  これは議長、全部読むのでしたっけ。 

〇議長（寺田 優君） うん。 

〇３番（笹岡壽一君） それでは総合計画、さきのアンケートでは、住民や全議員からも内容に意味

不明の設問があるとか、この設問は何の役に立つのかといった批判が一様に聞かれています。どこ

かからのコピーだろうと指摘する人もいます。 

  そうした中で、不評の極めつけは、村長自ら「全住民を対象とする。住民参加を目指す」と公言

していながら、言うことと実施したことが全く違っていることでした。議長が議員協議会での意向

を受けて、アンケートの取り直しを求めても対応しませんでした。施策の変更理由を委託業者の都

合とかスケジュールの問題とか検討の結果等というだけで、実情の説明抜きで他人事のように責任

回避する姿勢は改めてほしいと思います。60％の回答があったとは言っても、実態は全住民の30％
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程度の集約でしかありません。単なる形づくりといった批判もあります。 

  今後、開発審議会の答申を受け、住民の意見を聞いて、いわゆる片仮名ではパブリックコメント

という表現になっていますが、意見を聞いていくと述べています。当初の話からは遅れが出ていま

す。およその日程を伺います。 

  なお、村によるアンケートの回収は記名、無記名問わず、持ってこいではなく、郵送などでも可

とするよう求める多くの声があります。一言申し述べておきます。 

  それから、モノラック線路沿いの草刈りについてですが、多くの農業者のほかに他の議員も要望

しています。着手はいつ頃になりますか。 

  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） まず、住宅建設に関してです。 

  村内の複数の事業者より「住宅がなく職員（社員）の採用ができないため事業が進まない、早急

に対応をお願いしたい」との要望があったため、さらにスピード感を持って整備できる方法をとの

ことでトレーラーハウスの整備を行うことで、年度内の住宅の整備を行うことと考えております。 

  未契約のため、詳細の説明は差し控えさせていただくが、水循環システムを搭載し、太陽光パネ

ルを設置した住宅については本土で既に実証実験が行われており、問題なく居住者が生活できてい

る。水循環システムについては、生活排水を再利用するシステムで、上水の排水は上水で、下水の

排出は下水でそれぞれろ過し、水の再利用を行うものである。上水についてはもちろん飲料水レベ

ルまで浄水、ろ過できることは実証されている。浄化槽の設置が不要、太陽光パネルを設置するこ

とにより、完全オフグリットを目指しての実証実験として整備し、将来的に利島の住宅問題に対し

て新たなアプローチになると考えている。 

  入居資格においては、基本的には現在の住宅条例の入居資格を踏襲するが、目的が実証実験とい

うこともあり、データ収集に協力していただけることを前提として行政のほうで選定する。住宅の

使用料に関しては今後検討していく。  

  入居中の移動、長期入居に関しては今のところ考えていない。入居期間に関しては、短期から中

期を考えており、住宅の整備が整ったらそちらに移動していただく。施設については、その後は一

時宿泊施設や観光資源としての活用も考えている。  

  移動に関しての懸案は承知済み。通常のトレーラーハウスだと40フィートで移動が限定されるが、

コンテナを小分けして移動できるようにすることも考えている。短期的には住宅問題解消のため村

有地でと考えている。中から長期的にはオフグリッドを生かして、電線、給排水の届かない場所で

の設置を考えている。  

  牽引車両については、島内にある重機での牽引を考えているが、現在協議中。  
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  ６月議会にご報告したとおり、当初もくろんでいた敷地においての課題が多く、年度内の整備が

厳しいとの判断になった。その大きな要因としては、建築確認申請などの書類を提出する際の手続

きが主で、さらに土砂災害警戒区域に伴う制限があること、これらの課題に対して、移動可能な車

両であれば申請などは不要となること、また島内施工による時間的なロスがないことなど、さらに

住宅以外にもＳＤＧｓの考え方において国や東京都と同じくして先進的な取組であると考えたから

である。  

  ６月以降に住宅整備に対して様々な情報収集をし、年度内に整備することを諦めないように職員

に指示したところ。その上で、７月から８月にかけてウェブや現地会議を繰り返し、今回の議会に

て途中経過を報告するに至った。今定例会の補正予算では時間的に計上することができないが、早

急に臨時議会の招集をお願いし、補正予算を計上した上でお認めいただきたいと考えている。 

  次に、行政報告に対する質問についてですが…… 

          〔「ここまででいいんじゃない」と言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） いいですか。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これもくどいようだけれども、分かりませんという、そういうことは十分予

想され、そうも言っているし、現に。だから聞きにくい、聞いてもしようがないという感じもある

のですけれども、先ほど言った電気というのはどのぐらいの発電量なのですか、見込んでいるのは。 

  それで、使用量というのは何アンペアまでぐらいをこのハウスに住む人は想定しているのですか。

一番低い人でも今15アンペアぐらいではないかと思うのです、民家で。15アンペアといったら、ほ

とんど少ないのではない、電気屋さんもいるでしょうから、分からぬけれども。私が一軒一軒調べ

たわけではないけれども。それだけの発電量というのはあるのですか。何アンペアだか知りません

けれども、素人的に考えれば、ある人は言っていました。夏場の冷暖房どうなっているのだと、ト

タン張りだとか、要するに金属張りだと暑くてあるいは寒くていられないと、その空調はどうなる

のだろうとか、いろいろ皆さん心配しています。とにかく普通の家庭であれば、単身者ですから、

それほどの電気量、膨大な冷蔵庫だって、でっかい冷蔵庫が要るか要らないか知りませんけれども、

洗濯機だってコンパクトなのでいいかもしれませんし、だけれども電気釜だの、ジャーだの、大き

なの。扇風機だかクーラーだか知りませんけれども。 

〇議長（寺田 優君） 答えますか。 

〇３番（笹岡壽一君） はい。 

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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  太陽光パネルに関しての発電量については、詳細は分かりません。ただ、現時点で内地のほうで

完全オフグリッド化された住宅、太陽光システムと水循環システムを搭載した住宅で実証実験は既

に行われており、特に問題なく居住できているというところと、今回利島村に置くトレーラーハウ

スについても、短中長期入居者が十分生活できるような発電量を確保した太陽光パネルの設置は依

頼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。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そこまで分かっているのだったら料金分かるのではないですか。実在があっ

て実証して買って住んでいる人がいるのでしょう。幾らで買ったのですかと。 

          〔「何をですか」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） このトレーラーハウスの代金です。 

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） システムの実証実験に関しては、先ほど来述べているとおり、内地のほうで

も進んでいるといったところですが、今回の実証実験の一つとしては、やっぱり離島における環境、

塩害等の環境に耐え得るかどうか、耐え得るというか、耐え得るような仕様にしてもらうのですけ

れども、そういったものと、あとは狭い場所においてそのトレーラーハウスを設置するということ

で、ふだんの先ほど来述べた40フィート、13メーターぐらいのものではできないので、そういった

こういう狭いところでも居住するための実験といったところなのですが、よろしいでしょうか。 

  あとは。 

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） すみません。ちょっと補足させていただくと、利島ならではのいろ

いろな条件がある中で、今既存のトレーラーハウスが使えないというところで、トレーラーハウス

の料金については今詳細を検討してもらっているところなので、料金はまだお伝えできません。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは、例えば運賃はどうなるとか、普通の車みたいに３万か５万ぐらいで

来るのか分かりません。あるいはクレーンみたいに500万、600万、それは知りませんけれども、数

百万ぐらいかかるのか分かりませんけれども、単純に物を買えばいいということの条件でもないの

でしょう。 
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  それで、今実証という意味が、実証って実在ではないのですか。住んでいる人がいるように今私

聞き受けたのです。実生活をしていると、都内だかどこだか知りませんけれども。だから、幾らで

買ったか分かるでしょうと言ったの。 

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。 

  本土で行われている実証実験に関しては、トレーラーハウスでの実証実験ではないので、トレー

ラーハウス自体の金額は分かりません。戸建てで実証実験をしている。実証実験の内容も、太陽光

パネルと水循環システムが問題なく使えるかという実証実験なので、その辺ご理解ください。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうすると、トレーラーハウスに住んでいる方は今のところ日本ではいない

ということですね。実在しないのだと、住宅として使っている人は。本村が初めてだと、どういう

ことなのですか。だから、先ほど言ったように住んだらいいけれども、夏は暑くてクーラーなんか

かけたって効きませんと、そういうものを心配する声もあるのです。どんなものだか分からない、

分からないばかりだと本当に話が継げないですよ、全部分かりません、分かりませんでは。という

ことは、分かったことは都内というか、日本国では、まだこのトレーラーハウスで２年なり３年な

りもう住んでいますと、実生活していますという人はいないということですか。メーカーへ聞いて

も、そういう人はいませんと、あくまでもキャンピングカーみたいな、あっちへ行って一晩泊まっ

てきたとか、こっちへ行って３日泊まってきたとか、その程度のものなのですか、このトレーラー

ハウスというのは。まさにトレーラーハウスそのものが私はそういうものだと思います。永住する

ような問題ではないと、村長もそう言っているけれども、せいぜい住んだって１年か２年だと。そ

んな１年も長期に住むような代物ではないと、何か遊びに行って、あるいは仕事に行って、飯場の

代わりに１か月や２か月いるかもしれないけれども、その程度だと。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〕 

          〔何事か言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） トレーラーハウスに住んでいる人はいます。 

          〔「今いないと言った。……が言っていた」と言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） トレーラーハウスに今のシステムが入っているという形は今回初めてだと、

トレーラーハウスに居住されている方はいらっしゃいます。分かりますか、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〕 
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〇３番（笹岡壽一君） それでは、私の質問が悪かったのかどうか知らない。それでは、トレーラー

ハウスの値段は分かりますわな、幾らかというのは。それに今言った太陽光パネルと浄水器等をく

っつけるわけでしょう。そうすると、これは別件だ、別個もの。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） それが今まだ打合せ段階なのですけれども、概算で2,500万円ぐらいだという

ところで報告させてもらっただけで、詳細はこれからですということなのです。それがその値段で

す、今のところ。ただ、それが先ほど来言っているみたいに確定の金額ではないよということなの

です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは分かります。トレーラーハウスそのものの値段は別個ものだろうから、

浄化槽と、それから電気パネルは、ただそれをくっつけるだけの話で。セットする、要するに冷蔵

庫を据えるか据えないかと同じです。トレーラーハウスのメーカーさん、商事って売っているとこ

ろはあるのでしょう。そこだったら、面積はどの程度で、これだけのもので設計といいますけれど

も、間取りをどうするのだかというのはあるのでしょうけれども、そのトレーラーハウスそのもの

の値段は分かるのでしょう。そうすると、パネルはここへ張っているのだから、村役場が。前村政

下でもこれは水道に張っているのだから分かるでしょう、パネルの概算ですよ。分からないのは浄

水器だ。だけれども、そこに来た、あるやつが幾らだか、200万だっけ。そうすると、おのずと数値

は大体積み重ねていけばどのくらいって分かるではないですか。その積み重ねた数字が2,500という

なら、これはこれで分かります。ただ分からないと言うから聞いているだけで。要するに３点セッ

トをつけると、パネルと浄水器をつけると2,500万だと、そう思えばいいわけですね。ちょっとそこ

だけ答えてください。 

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） そのような認識でいいと思います。今回はあくまで報告にさせてもらった途

中経過なのですけれども、報告させてもらったということで、先ほど改めますと言ったのは、その

報告で煮詰まっていない状況で、こういったお話しされたり質問されても答えられないということ

もありますので、よくなかったかなということで反省しておりますので、今後はもう少し煮詰まっ

た状態、見積り等詳細が出た状態で議会の皆様にはお知らせ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） 2,500万プラス運賃があるのです。それも５万や10万ではないと思いますけれ
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ども、だからそういうところが分からないまま質問、くどいようだけれども、そういう中で質問し

ているのだということを、それこそ村長ではないけれども、ご理解いただきたいと思うのです。こ

ちらでも質問しにくいのです。しかし、はっきりはさせなければいけないと思う焦りはあるわけだ。

あしたにも予算組んできて計上しようというのだから、臨時議会を開いて。そういうことで申し上

げておきたいと思うのです。 

  それから、これは村長同じような、先ほど言いました、設置場所はもうほとんど決まっています

よというのはご理解いただけますか。どこかありますか、ほかにも。こういう場所も考えています

と、いろんなキャンプにも使えます、何とかハウス、オフィスにも使えますみたいなことを言って

いたけれども、どの辺があると思う。簡単でいいですよ。例えば私が言い漏らしたかもしれない。

サテライトハウス、オフィス、役場前に開けますか。キャンプを役場の前で、あそこにキャンプの

観光客に住ませますか。 

〇議長（寺田 優君） ないですか。 

          〔「ないです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それでは、大体この経過については、今まで村長が説明したとおりでしょう、

事情から、発端から、要するに家がないと、急ぐと、手の尽くしようがないと。いやいや、だって

造成もしません。先ほど石野議員からもお話ありましたけれども、旧家屋を買ったはいいけれども、

そこのリフォームというか、再開発、再建設というか、修理というか。私なんかも、村人そう言っ

ています。何であそこをいつまでも腐らせるように置いておくのだと、あそこをちょっと手入れた

ら、ちょっとという意味がちょっと分かりませんが、少なくとも5,000万はかからんよ。いかんせん

5,000万という金額は高過ぎる、これ論を待たずに。いかに急いでいるとか、これは私後で議長に相

談したいと思っているのです。議会としてどう対応するかというのを議員同士、村長だって無駄な

骨折ることになるのだよ。予算立てて開いたけれども、招集したけれども、予算否決されたらどう

するのですか。議会の責任があるのだ。村長は村長で無駄骨だ、一生懸命あっちの見積り、こっち

の見積り、あっちを調べ、こっちを調べて、5,000万なら5,000万の金額を持ってきたと。ところが、

再三私述べているけれども、議会としては承諾、承認できないと、予算通りません。私は率直に言

っているのです。今の議員の皆さんは大方そうです。住民の皆さんもそうだ、私が知る限りは。な

のに村だけが走っていると、これは残酷です。 

  そういう意味で、後に私はこの問題では5,000万であろうが、値段も分からぬけれども、村長が臨

時会を招集して提案するというから、それでは待ちましょうとやらせて、挙げ句の果ては否決です

と。それは、法的には二元制だから、議会、村長は。法的にはそういう立場になります。だけれど

も、なるたけ無駄な労は省きたいではないですか。だから、これは村長ばかりではなくて、私は議

長にもそういう改めて議会がこの問題を論議する必要があるだろうと思っているのです。これは議

長に聞いたほうがいいのかな。 



 - 41 -

〇議長（寺田 優君） 議会は、出されたものについて審議をして結論を出していくと、それに尽き

るのかなと、取りあえずは。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） もちろんそうなのです、議会は。議会というのはそういうところなのです。

ただ、それについて我々研修を受けてきていて、今それを発言する場かどうかちょっと分かりませ

んけれども、委員会をやって皆さんが協議する場を持とうではない、協議というのは議員連中です、

議員間。そこは私が重視しているのは、そこではみんな意思を表明していると、ちっとも変わらな

いと、5,000万も何も。 

  そういう中で審議して、それはもちろん採決するのは、これは当然の道筋だけれども、そういう

意味で議長にちょっと伺いたい。これは、私は再度議員が確認したほうがいいと思うのです、議員

同士でせっかくだから。そうでないと行政は走るでしょう。走らざるを得ないよね。だから、そう

いう意味で走らせておいて否決というのは、ちょっといずれにしてもフェアでないというか、酷な

ような感じがするのです。だから、そういう意味で議員同士でのどう対応するかというような、審

議の結果というか、その審議に至るまでの協議を、これは行政抜きです。行政関係なく、議員とし

て議長にその采配を振っていただきたいなと思うのですけれども、どうですかと。これは村長以下、

皆さんに関係ないです。 

〇議長（寺田 優君） 分からぬものを協議してもしようがないところもありまして、それが出てき

てから協議するという形ではないかなと、あえて今から駄目だ駄目だと言ってもしようがない話で、

そう思いますけれども。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうではないのですよ、私が言っているのは。分かるようにするためには行

政は走らなければいけないのですよ、調べて。それで、分かっているところで今私が提案している

のは、とにかく5,000万前後になるという、そこが一つのキーポイントです。それから、移動はどう

なのだと、いろいろ細かいことあるのです。それらを踏まえて、あるいは他に造成したところを、

造成というか、買った土地をどうするとか、あるいは急ぐのだったら古いうちを、買ったうちをど

うするとか、同じ急場を要するといっても、今ここで5,000万かと、頭から。という点で、分かるま

でにといったら村長調べるしかない。調べさせて提案していただけますかということです。これは

議長に言っているのです。 

〇議長（寺田 優君） 当然そうしてもらうしかないなと思います。それで、おのおのの議員の判断

は、そのときに任せればいいわけで、酷なもう駄目っぽいねみたいな話が協議会の中であったこと

は事実なので、それはそれとして、行政が持ってくるものについては、それを受けて議会で協議す

るというのは変える必要はないのではないかなと思います。 

  それでは、ちょっと休憩して、１時から再開します。この問題から行きます。 
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          （休憩 正  午） 

                                           

          （再開 午後 １時００分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

  笹岡議員の質問の途中でしたので、笹岡議員の質問よりやります。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 住宅について質問中、午前中で引き続きそこから始めますけれども、事案と

して、１件目は村長の私の質問に対する答弁がある中で、コンテナを、私が質問したのは牽引車と

いう表現をしましたけれども、普通は２トンちょっとひっかけるところがあって都内なんかを走っ

ています、貨物車が。トレーラー貨物というのが走っているわけですけれども、これではなくて、

それも書いてあります。その答弁書には書いてはありますけれども、コンテナを、このコンテナと

いう意味が一つ分からないのですけれども、コンテナを小分けして移動するって、コンテナという

のはトレーラーハウスのことですか。それで、ハウスとコンテナとどう違うのか分からないのだけ

れども、同じものなら同じだと言ってください。小分けしてというのはどういうことか、これをお

伺いしたいのです。例えばプレハブ住宅なんかでビスというか、ナットといいますか、ボルト締め

で留めていくのだったらやればいいのだろうけれども、電気溶接か何かで溶接して組み立てるもの

ならば、ばらすというわけにもいかないだろうと、どういうあれなのですか。 

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） 午前中の説明でも触れさせていただきましたが、本来トレーラーハウスのコ

ンテナというものは、多いものだと大体40フィートのものが多いと、長さが13メーターぐらいのも

のが多いといったところの中、それだとやっぱり島内で動けないということなので、その40フィー

トではなく、その半分ぐらいのものでどうかといったことで、そのコンテナを小分けにしてという

ふうに触れさせてもらいましたが、その辺の技術的なところは、繰り返しになってしまいますが、

まだちょっと固まっていないので述べられません。いろいろなことを今考えて積算をしている状態

なので、申し訳ございませんが、ただ島内で移動できる、島内といっても細い道はちょっとやっぱ

り厳しいのかなと思いつつも、都道周りですとか、広い道は移動できる想定で検討してもらってい

るといったところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ここで言うコンテナというのは、いわゆる躯体のことですか。囲いといいま

すか、ボックスといいますか、中身は別だと。そこで、だろうと思って質問しますけれども、一種
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の躯体のことを言うのだと、それで簡単に言えば箱といいますか、それ自体を言うのだということ

でお伺いしますけれども、違うなら違うと言っていただきたいのですけれども、その構造というの

は、先ほど私はナットボルト締めとは言ったけれども、金属製なのですか、プラスチックですか、

木材ですか、コンクリートですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 繰り返しになりますが、詳細な仕様に関してはこれからになりますが、基本

的には躯体、構造部分に関しては、金属製のもの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） ほとんど分からないということで、午前中からくどくど言っているように、

分からないことを質問しているわけで、何とも言いようがないというのが正直な実感ではあります

けれども、とにかく私ども議員とすれば、現状における構想計画に基づくトレーラーハウスそのも

のについては大方の議員が、大方というか、全員といいますか、賛同しかねるという表明をされて

いるということだけはご承知おきいただきたいと思うのです。 

  続いて、次に移ります。 

〇議長（寺田 優君） 行政報告、総合計画のところですか。 

〇３番（笹岡壽一君） そうです。 

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） 行政報告に対する質問ということで、総合計画のことでお答えしますが、ア

ンケート実施において様々な行き違いがあったこと、大変申し訳ないと思っております。第５次総

合計画策定の際には、様々なご意見を踏まえて策定に当た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） 私お伺いしたいのは、どうも村長の答弁が一々というわけでもないのだけれ

ども、気になるところなのですけれども、何か他人事に聞こえるのです。業者の都合だとか、ある

いはスケジュールだと、スケジュールというのはよく分からないけれども、あったのかないのかも

分かりませんけれども、何のスケジュールなのか、ここで言うスケジュールというのは何だったの

か。総合計画に立てるほどの、普通だったら日程的な工程といいましょうか、作業工程といいまし

ょうか、そういうことなのでしょうが、よく分からないと。そういう意味で行き違いだとか、いろ

いろおっしゃるのだけれども、よく分からないのです。何か業者の、これも非公式なのかどうか分

からぬけれども、これも先般村長を交えて議員研修というか、説明会とかを受けました。メーカー
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というか、その企業の名前を出していいのかどうかはばかれるので言いませんけれども、何か正直

言って丸投げしたのかなと、計画立てたいので、答申をお願いしますと、私たちはあなた方の答申

に基づいて動きますみたいな、実態どうなのですか。行政は幹部会といいますけれども、行政はこ

の総合計画について、委託するのはいいです。委託というのは、本来つくってくれではないと思う

のです、コンサルに対する。つくってくれは丸投げです。そうではなくて、知恵を貸してくれと、

コンサルというのはそういう意味ですよね、アドバイザーです。情報、知恵、知識。あとはプリン

トはプリントです。プリント印刷は、そのぐらい印刷に回せばいいだけの話で、そう思うのですけ

れども、実態はこれ明らかにしないとまずいと思って質問するのですけれども、実態は丸投げでし

ょう。ですから、答弁できないのではないですか、これは。答弁すればするほど苦しくなるのでは

ないですか。 

  私は質問したけれども、村長はまともに答えていないのが多々ありますけれども、アンケートの

内容というのは検討したのですか、例えば。知っていましたか、皆さん。発送したのだから、読む

ぐらい読んだかもしれないけれども。このことは、いかにコンサルタントだかどうか分かりません

けれども、いかに業者さんといえども、利島とのつき合いがどのくらいあったか、おつき合いのあ

ったような業者というのは、私もそれなりに知ってはいます、正直言って。知ってはいますけれど

も、名前は出しませんけれども、これがある意味村長、丸投げなら丸投げで分かるのです。丸投げ

のスタイルだから、だから住民からいろんな批判が出てきている。私、ここの質問書に書きました

けれども、このアンケートの設問は何だいと、それが私はコンサルトに丸投げしたあかしになって

いると思っている、どこかの地方自治体の調査に基づいたアンケートをコピーしてきたと。そこか

ら始めましょうか、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、冒頭おっしゃられた、人ごとのような印象を受けると言われたことに

関しましては、私の言葉足らずといいますか、表現が差しさわったのか、ちょっと難しいところで

すが、申し訳ないというふうに思います。議員の皆様、住民の皆様に大変失礼いたしましたという

ところです。 

  総合計画の策定に当たって丸投げをしたのかと、当然恐らく笹岡議員のことなので、していない

というふうなことを思いながら聞いておられるのかなというふうには聞いていて思いましたが、当

然丸投げしたわけではなく、何度も打合せを得た上で、内容も、全職員ではありませんが、担当職

員、担当課、それと私と当時副村長もいらっしゃいましたけれども、含めていろいろ見てきた中で

やってきましたと、さらに各課には第４次総合計画に関しての振り返りと今後の方向性に関して、

またそれは別にアンケートというか、目標等設定してもらったりとか、今そういったような状態で

進んでいる中で、当然アンケート方式で計画策定に今まで携わったことがない、私はもちろんそう
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なのですが、職員の皆さんも初めてなもので、コンサルさんのお力を借りながら、ほかの自治体の

例を参考にしながら、利島の状況に合った形で策定してもらったというところで、返ってきた内容

を見る限り、非常にいいものになっているのかな、まだ冊子等にする段階にまでは行っておりませ

んが、よかったのかなというふうに考えております。しかし、全住民ですとか、いろんなご指摘、

例えば解答用紙の送付方法等は当然反省するところでもありますし、第５次総合計画、今度は策定

なってくるので、もう少し作業量、ボリュームが大きくなってくると思いますので、時間等をかけ

てやっていきたいなと思っております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ちくちくちくちく細かいことまでお伺いするつもりは毛頭ありませんけれど

も、大事なことのところだなと思う点で、私なりに大事だなと思う意味のところだけをお伺いして

いきたいと思っていますけれども、なぜ丸投げという言葉を使ったかというと、村長いみじくも言

ってくれましたけれども、私もすっかり100％、何だか知らぬけれども、頼むということでやっては

いないと思うのです。検討は当然したのだろうと、しかしスケジュールというのが気になってくる

のです、さっきも言いましたけれども。これに構っていられなかったということですか。何人かの

幹部職員、幹部だかどうか知りませんけれども、職員がそれに当たったということですけれども、

ほかにも仕事があるので、これに専念して構っているわけにいかなかったと、そういうことが実態

ですか、検討はしましたと。ということは、検討はしたという割には浅いのではないかということ

です。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 第４次総合計画からもうすぐ５年とかなってきて、４年ごとに見直しをして

いくといった中で、実際見直しをする年からもう１年ずれてしまったということもありますし、６

月議会でほかの議員の先生からもご指摘あったように、もう５次総合計画が目の前に迫っている中

で、それほど時間とコストをかけていられないということもありましたので、今回こういう方式で

やらせてもらったというところです。それが正しいのかどうなのかということも、ちょっとなかな

か判断はつくのが難しいのかなと思いますが、やっぱり今年一年で仕上げるといった中で、かなり

コンサルさんいわく、そんなタイトなスケジュールであまりやったことがないといったところもあ

って、スケジュール的な問題がというところで述べさせてもらっています。 

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） 当初は８月頃までに調査みたいなのを終えて、それで開発審議会に諮問する

というような日程を公表していなかったですか。そうしたら、今度また違ってきまして、新たな追
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加があるのです。いわゆるこのパブリックコメントという住民の意見を聞きますと、これはこれで

結構だと思うのです。これはこれで結構なのだが、アンケートについて言えば今の答弁では解決と

いうか、理解できないのだけれども、どういう観点で皆さんから、議員もそうです。皆さん議員、

ここにいらっしゃるからあれですけれども、議員の中ですら何だかわけの分かったような、分から

ないような設問があるけれども、これは何なのだと、これを聞いてどうするのだというのもあるし。

ということは、皆さんはそれを感じなかったということだな。我々議員と感覚が違うということに

なろうかと思うのです。そうかと思うと、何か公表でない、いわゆる無記名のアンケートになって

いるのだが、事実上分かると、性別、年齢、職業までやってくると、だったら記名のほうが早いだ

ろうと、記名というのは意外と責任性を持ちますから、無記名というのは誰かではないけれども、

匿名の投票みたいなもので、わけ分からぬという、そういう処理の仕方もあるのです。だから、そ

ういう意味では、記名がいいか無記名がいいか分かりませんけれども、言いませんけれども、ちょ

っとこのアンケートそのものは検討された内容ではないなという印象があるものだから、先ほど丸

投げと言いましたけれども、村長が言うように、それは当然検討する、何もしていませんというこ

とではないだろうと思います。少し皆さんとギャップがあるので、どうしてあるのかなと、これが

分からない。職員の皆さんと何でこんな考え方が違うのかなと、一体これを聞いてどうしようとし

ているのだと、一々の設問の一個一個は言いませんよ、ここには持ってきてもいませんから。皆さ

んがそれをよしとしたわけだよな。これを聞いておきましょう。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 具体的にどの設問がひっかかっておられるというところがちょっと把握しか

ねるのですが、例えば一番最初のほうに出ているのですが、住民の方に対する幸福度というのを聞

いていると、今の暮らしに不満はありませんか、生活どうですかみたいなところで、健康状態です

とか、あとは人間関係のところとか、そういったところを大きく聞いて、特にアンケートのデータ

の分析の中で、その部分に集中する、全体の割合としてその部分が非常に高いといったところに関

してはやはり数字が出てくるので、それを分析した上で、それは政策もしくは計画の中で反映しな

ければいけないよというような指標になるかなと思っております。また、地域の産業に関して聞い

ているところもありますが、椿産業の次世代への継承といったところとか、農業、漁業の活性化、

六次産業とか、そういったことも聞いております。これは、かなり村役場としても積極的に今まで

取り組んできておりましたが、村全体の中でどれぐらいの人がそこに関心をしているのか、満足し

ているのか、重要度がどれぐらいあるのか、そういったことを知る上で非常に重要になる設問かな

と思っております。生活にかなり関係しているところが多くて、設問の内容に関しては何度かやり

取りをしておりますが、特にそういった中で非常に今後の政策形成の上では重要かなというふうに

考えております。 
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  また、議員おっしゃられたとおり、男性、女性とか、あと年齢、仕事によって個人が特定されて

しまうといったことが危惧されているというところをご心配されていますが、当然そういったとこ

ろは、狭い島なので、調べれば分かってしまう可能性があるのかもしれませんが、そこを分析の基

準にしているわけではないと、母数のうち何％がこういう職種の方なのか、男性なのか女性なのか

とか、そういったことを統計学ってなかなか人数が少ないので、難しいのかもしれないですけれど

も、そういう偏りを見る指標にしたいなと言っているだけで、個人を特定してどうのとかというも

のではな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） 個人の特定が目的でないのは分かります。それは分かります。ただ、そうい

う声がありますよということだけ認識していただければ、ここはいいのだろうと思うのです。 

  もう一点、このアンケートが何で全住民でなかったのかという点でいいますと、これは何でです

か。何で村長が公言したにもかかわらず、これは私質問書にも書いたと思っていますけれども、議

会としては議長が確認に行っているのです。確認というより、どういう言い方をしたか、私はそこ

に立ち会っていたわけではないけれども、これではまずいよと、村長が全住民と公言しているのだ

から、これは今からでもやるなら間に合うから、このアンケートを増し刷りして、内容は今村長が

答弁された内容としても、増し刷りして、それで封筒は１軒に１枚でいいわけです、１枚ずつ全個

人宛てに出さなくても。そして、そういう手続について、私なんかはすぐそこまで、そういう考え

を持つのですけれども、それができないと、できないのではない、やりませんと、今回はこのまま

でお願いしますと言われている。これは何でそういうことになったのですか。私に言わせると、村

長は、あるいは議長というか、議会というか、約束事、表明したこと、こんなに軽いのかと、ひょ

こひょこ昨日はこう言ったけれども、今日はこうだと、それがまかり通っていくと、誰も責任取ら

ないと、それはいろんな都合はあるでしょう、やろうと思ったのだけれどもなというあれは。昨日

まではやるつもりだったのだけれども、今日は腹が痛くなってやめたということだってあるでしょ

う。何でこういうことがこうして起こるのかなと、行政では。しかも議長が言っているのです、今

からでもやってくれぬかと。住民だってそうです。代表でという話もあったけれども、代表は住民

とは違う。今のジェンダーではないけれども、そこの家主というか、戸主が、筆頭者が書けばそれ

でいいのだと、それが全ての意見ではないですよ、家庭の。その辺が村長はそういうことを意識し

て、全住民の意識を確認するのだと、それが全住民参加の村長だと、ここまでは立派なことだった。

これが軽く吹っ飛んでしまった。何で吹っ飛んでしまったのですか。何の理由でもって１世帯１枚

と、こうなったのですか。どこで誰がそうしたのですか。時の村長は議会に約束しているのに。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 
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〇村長（村山将人君） 重ね重ね行き違いがあったことをおわび申し上げます。最終判断したのは私

です。職員、それからコンサル業者と打合せをしていく中で、全住民の意見をどういうふうに取っ

ていくかといった中で、やはり一人一人の住民の方の意見を世帯ごとでも取れるというような判断

に至ったということで世帯に配布したと、ただやはりそういう一人一人ではないのかなというご意

見もありましたので、増し刷りはしましたが、配布することに至らなかったのはやはりコスト的に、

時間的にちょっと厳しかったので、今回はその部分に関しては申し訳ないと、世帯でカバーしてほ

しいと、逆にその世帯で１つのことに関して話し合ってもらったりとか、いい機会になるのではな

いかということ、それは後づけになるかもしれませんが、そういったこともありまして、こういう

ような形を取らせてもらいました。一応全住民の意思を無視したとは考えておりませんが、ご批判

を受けまして、繰り返しになりますが、５次総合計画の策定の際には、個人個人に配れるように準

備をし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） だから、私はそこのことを言っているのです。それは言い訳でしょうと、そ

れを言っているのです。答えていないのです。なぜできなかった、スケジュールと言っているので

す。業者の都合、こういう問題ではないのではないですかと言っているわけ。議長が行ったときだ

って、あの時点いつ行ったか分かっているわけですよね。その段階だって増し刷りして送るつもり

なら送れたのです。そこへ持ってきて、今度スケジュールときた。行き違い、何の行き違いがあっ

たのですか。こういうところで行き違いという言葉は出てこないはずなのです。何の行き違いがあ

ったのですか。議長との行き違いですか、議会との行き違いですか、あるいは村長自身の行き違い

ですか、昨日はああ言ったのだけれども、今日はこうなったというのは。誰と行き違ったのですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 行き違いが誰だというところにいくと、私の部分だったかなというところで

す。職員、それからコンサル業者さん、住民の方、議会の方と私の認識が違っていたといったとこ

ろで、６月の答弁したものとちょっと違っていたというところなのかなと、究極は。なので、その

辺は今後反省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） 反省してくれるということなので、そこに要は尽きると思うのですけれども、

やっぱり条件がつくのです。業者と行き違ったとか、職員との行き違いがあったとか、そういう問

題ではないのです。ただ私に言わせればやらなかったということ、変更してしまったということで、

なぜやらなかったのかと、そこのところを明らかにしないで業者との行き違い、職員との行き違い、
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そういうことでやるから、私はそういう姿勢というのは改めてほしいということを申し上げたので

す。なぜ行き違ったのかと、そこの問題を明らかにしなかったら、次からこうしますよと言ったっ

てわけ分からないです。そのところは何か触れたくないような感じで受けるのだけれども、私が重

視するのは議員の代表たる議長が行ったのに職員が断っているということです。これが行き違った

のかと。というのは、議長が来たのを知らなかったと、議会がそんなことを言っていることは知ら

なかったと、だけれども受け流したのが実態でしょう、結果的に。違うのですか。議長は来なかっ

たのですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議長のほうからは、私も直接お話は聞いております。その上で議長にも説明

を差し上げて、謝罪といいますか、こういうことでという経緯は説明させてもらいました。なので、

その部分に関しての行き違いはない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） それは、議員が聞いているのです。多分もう一回行っているでしょう。それ

は、そういうことで議長からも報告を受けています、今回はということは。だけれども、議会でも

う一回協議があって、議長がもう一回行っているはずなのです。そうしたらば、今回はこのままで

と言ったと、このままということは１世帯１枚で終わらせてくれということです。 

  それで、……ではないです。だから、そういう意味で私が極端な言い方をすれば、そこのところ

は深く詮索するつもりはないけれども、言った言わないになると困るから、何が何でも明らかにす

るということではありませんけれども、だけれどもこういう問題というのは公務のやりくりだから、

だから手落ち間違いというのは誰でもあるのです。 

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） 手落ち間違い、行き違いということもありまして、全て私の不徳のいたすと

ころかなというところで、申し訳ないと謝罪をしているところでございます。議長だけでなく、副

議長ともこの件に関しましてはお話をさせていただき、ちょっと思ったのと違うという話をされま

した。ただ、一応事情を説明した上で、５次計画のときには少しそういったことを踏まえてやって

いきたいというのは個別に話をさせていただきましたので、ご理解くださいと言うしかないのかな

というところなのですけれども、申し訳なかったというところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これ以上やっても何か変なのが飛び出てきても困るので、控えますけれども、
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村長が今の言葉に尽きるという感じはします。謝罪するというのは謝ればいいという問題でもなく

て、謝罪というのは今後改めていくという条件つきに、一般的にはそういうものですから、５次に

ついてはやるというのですけれども、私はその気になれば今からでも間に合うような気がしますよ、

やる気になれば。 

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） すみません。付け加えさせていただきたいのが、議長、それから副議長にも

説明した際に、もう一回全員に配布したほうがいいのではないというお言葉でした。お声というか、

ご意見を伺いました。ただ、やはりそれをやってしまうと今年度の、スケジュールの言い訳をした

らどうかというところはあるかもしれませんが、今年度の策定が確実に間に合わなくなるといった

ところもありましたので、今の形で進めたいというふうに伝えたまでで、ご意見を無視したわけで

はなく、それはそれで分かりましたと、ただ今回は申し訳ないけれども、次のときに改めさせてい

ただきたいというお願いも含めてお話をしたというふうなところなので、繰り返しになりますが、

改めてご理解していただいた上で、今後生か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） それでは、この件についてはそういうことで締めくくらせていただきます。 

  もう一点、このあれについてなのですけれども、アンケートについて、これは余計なことかもし

れない、ですから一言申し伝えておくとか表現をしたのですけれども、アンケートというのは意外

と、先ほどもちょっと触れましたけれども、微妙なものなのです。皆さんもアンケート取られると

微妙でしょう。コマーシャルアンケートならどうでもいいのだけれども、いわゆる神経的なものを

探られるようなアンケートになると、皆さんだって真剣に考えるでしょう。そういうことを考えた

ときに、内容についてはとにかく先ほど検討したのだということで、そこに収めたとして、そうい

うことを考えていただくと、私は一言申し述べておくのにとどめたのだけれども、あえてひっくり

返して皆さんの考え方をお伺いしたいと思いますけれども、これからは無記名、記名、いろいろ先

ほど言ったようにあるでしょうけれども、記名にしたほうがいいのか、無記名にしたほうがいいの

かというのはあるでしょう。だから、そういう意味からしても、いずれにしても持ってこいは駄目

だろうと。 

  それで、私ここで最後のあれで話ししたいと思っていますけれども、このアンケートももともと

世帯１名と、こうやってしまったから、だから私書いたのは、60％を村長、議員協議会のときに議

員の席で60％回収していますと、何か村中の60％は回収されたのかなと、大方の意見かなと、こう

受け止めがちなのだけれども、私は書きました、あえて言えば30％少々でしょうと。これはご理解

ください。なぜ30％と言っているのか、これはそれなりに意味があるわけで、何で30％なのか、俺
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が60％と言っているのにと。というギャップについてはご理解いただきたいと思います。あえて言

うなら説明しますけれども、今のところは省いておきます。 

  アンケートについてはどうですか。何で持ってこないのですか、面倒くさいから。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） その点に関しましても副議長のほうからご指摘がありました。例えば返信用

の切手を貼って封筒に入れて出すべきではないかというようなお話も具体的にその場ではさせても

らいましたが、そこで言い訳になってしまうのかもしれないですけれども、コスト的にそこまで負

荷かけられないといったところと、やっぱりコンサルさんとの話の中で、アンケートというものは

そもそも全員が回答するものではなくて、抽出、一部の方の意見を基に分析をしていくというよう

なのが基本であって、時間とコストをかければ、それは全員に配って収集することはできるけれど

も、それには物すごく労力もコストも時間もかかってしまうと、結果としてはそれほど大きな振れ

はないであろうというようなこともあったので、こういった形を取らせてもらったというところで

ありますが、返信用の方法に関しましても、例えば返信用の封筒、切手を貼って入れて配布すると

いったことを今時点ではちょっとやっぱり難しいのかなと思いますが、そういったことも今後５次

総合計画をつくるときのアンケートをまたお願いするときには、課題として検討していきたいなと

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） 切手を貼るなんていう時代ではないです、今は。役場だってそうでしょう。

切手なしでみんな出しているのでしょう、村中に。納税証明とかなんとかかんとかといろんな公文

書を発送していますわな。手配りですか、あれは全部。切手代がもったいないから。みんな切手を

貼って郵便で出しているのですか。金をもらうところの請求書だけは金惜しくないけれども、肝腎

要な住民の意思を聞くとするときにはもったいないと、そういうことになるわな、理屈をこねれば

ですよ。年がら年中やっているわけではないでしょう。年に１回か２回でしょう。このアンケート

なんていうのは、この４年、５年でもって何回やりましたか。だから、そういうことを考えると金

がもったいないと、そういうところを言うと金がもったいない、それは考え方の違いかもしれませ

んけれども。切手を貼るなんて、それは面倒くさくてしようがない。切手なんか今貼って出してい

ないでしょう。郵便局もそんなことはやっていないのだ、今は。後納だとか別納でみんなやってい

る。80円の切手を一々舐め舐め、舐め舐め貼っているわけではないと思うのだ、それは貼るのは自

由だけれども。だから、そういう意味では手続はそんなに難しくないと。 

  それからもう一件、入れるのは３枚紙を入れるのも５枚入れるのも一緒です。１枚入れるのも。

スケジュールだとか手間が大変だとおっしゃるけれども、そういうところというのは物すごく大変
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な手を煩わせ、金がかかるみたいな話になってくるけれども。 

  それからもう一個、確かにそういう調査というのは大手の新聞に限らないけれども、放送局なん

かはやっています。政党の支持が何％だとか、今のコロナの体制、これでいいですかというのは。

あれは日本国中の全住民のアンケートを取っているわけではない。任意にピックアップして、

1,000人だとか2,000人だとか、日本国民は１億2,000万人、その中の1,500や3,000ぐらいしか取って

いない、そのうちの何％は回答していますと、これは統計学の問題です。だから、本村なんかは違

うでしょう。全部やったって150件ですか、160件ですか、世帯数。公に発表されているのは170世帯

になっていますわな。発送するときは手配りで配っているのですか、アンケートは。そして、持っ

てくるときは役場へ持ってこいと、どっちなのですか。だったら、発送するのは、持ってくるのは

職員がだっと配って、手分けして。その部分の切手代だけ返信用の切手にしたらいいのではないで

すか、そんなに金がもったいなければ。要は金というか、考え方、対応の問題です。一つは、何も

住民だって役場へ持っていくのも郵便局へ持っていくのも同じです、どこへ持っていこうと。役場

には持ってきづらいと言っている、皆さんが。あいつが来て入れていったと。そういうところを気

を回して使ってくれませんか、気を使って。役場へ行くのも郵便局も一緒ですよ、多分。私なんか

は役場のほうがよっぽど近い、郵便局なんかへ行くより。そういう意味でお伺いしたのだけれども、

何も郵便局に切手代払うのが目的ではない。どうですか。今の村長の答弁では納得できないのだ。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 納得できないと言われましても、今後それはそれで検討していくというとこ

ろに尽きるかなというふうに考えております。今回の方式は今回の方式として、次回そういったこ

とも踏まえて検討をしていきたいなというふうな答弁に、また繰り返しになってしまいますが、さ

せていただきたいというところにとどめさせていただきます。 

〇議長（寺田 優君） 先へ進んでください。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 担当職員いらっしゃいますから、ついでと言ってはなんですけれども、申し

上げておきますけれども、後に報告になっているのですけれども、アンケートは40件配布したと、

そうしたら９件返ってきた、これどう思いますか。どう評価していますか。どういう内容は聞いて

いません。参考までにお伺いしておきたい。40件配ったと、そうしたら９件しか返ってこないと、

４分の１、どう思いますか。 

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） どう思いますと言われましても、なかなか難しいところですが、逆にその内

容、アンケートの取り方が非常にまずかったのかなというところで反省する、改めると、次の同じ
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ようにアンケートを集めたいといったときには、ちょっとやり方を変えてみるというふうな答えし

かなかなかできないかなというところです。今回は初めてやってみることなので、試行錯誤の連続

なもので、先ほど６割というふうにおっしゃられましたが、それが高いのか低いのかもちょっと分

からないと、ほかの島と比べたら高いけれども、利島ではどうなのかと、もっと内容を変えたら高

く行ったのではないかというところもありますが、それは今後のデータの分析によるかなというと

ころで、今後の作成に生かしていければなというぐらいで、40件中９件がいいか悪いかの判断は、

今までの過去の経験がないもので、難しいかなといったところです。 

  あともう一つ付け加えさせていただきたいところでいくと、アンケートの取り方に関しては、確

かに役場に持ってくるとかということがなかなか難しいというか、心情的にというお話もあるかな

ということありましたが、これは逆にコンサルさんの経験則からだったのですが、例えばスマート

フォンによるフォームで入力する方式のアンケートはどうだということも打合せの中で話をしまし

た。それによって個人がなかなか顔を見ずにアンケートに答えられるというようなことも打合せの

中であったのですが、ただそれだとほとんど回答率は上がらないといったことは、それはコンサル

さんの経験則からあったので、なるべく手書きの書いてもらったやつのほうがいいといったことで

今回やらせてもらったということです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 言い出しっぺが言い切りでは誤解されっ放しになる可能性があるので、申し

上げますけれども、私が重視したのは村が農業者の意見を聞きたくて40件の方にアンケートを出し

たのです。そうしたら９件しか返ってこない、これは事実でしょう。９件しか返ってきていない。

中身の問題は言っていません。それで、これをどう判断しますかといったら、その９人を基にして

判断するのです、一般論とすれば。あとの31人はもう論外、極端に言えば。もっと言えばたった１

人だけ持ってきたと、アンケートを。そうすると、村政の政策を展開していく上でこれが中心にな

る。問題の私が聞いたのは、４分の１のアンケートを信頼してかかるかかからないかという問題が

あるわけ、そういう意味で聞いたのです。だから、そういう意味では、何も９人の意見を、私出し

ましたよ、正直言って。出しましたけれども、それが代表なのだということになると、政策は誤る

ことがあるかもしれないだと、誤らないかもしれない。だけれども、できるだけ数多くの40人のう

ちの、少なくとも本村のこんなわずかな自治体では、いかに回収率を上げるかといったらば、勤労

福祉会館へ持ってこいではなくて、役場へ持ってこいではなくて、それこそどこかへ持っていって

もらうと、例えばさっき私が言ったのは、取りあえずは郵便局ぐらいしかないから、どこかの運送

会社さんに頼んでもいいかもしれません。分からぬけれども、どこがいいかという特定のところだ

け言うと何か私はその組織の営業みたいに聞かれても困るから、郵便局だって民間と言えば民間で

しょうけれども、そういう意味ではアンケートの取り方、回収の仕方というのは、やっぱり一工夫、
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二工夫必要だろうという意味で申し上げています。ぜひ次に検討していただくということですけれ

ども、改めてほしいです、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） ご意見伺いましたので、そもそも計画策定においてアンケートを取るかどう

かも含めてちょっと考えていこうかなというふうに思います。そのアンケートを取ること自体、回

答率が何％かということ自体が果たして、先ほどの40分の９がそもそもその事業に対してどうなの

かという見方もありますので、やはりそういったことも踏まえて、広い視野を持って判断をしてい

ければ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） いや、私はアンケートを取ったということはいいことだと思います。可能な

限り取ってもらいたいです、その意味では。アンケートを取るか取らないかまでという話になると、

これは私は、村長が決めたのか、所管課で決めたのか知りませんけれども、例えばモノラックの路

線の草刈りについて、草刈りと言ったかどうか記憶はありませんけれども、アンケートを取ったと

いうのは、これはそれなりに評価できます。ただ、そのうちせっかく骨を折って40件も配ったのに

９件しかなかったというところをどう見るかと言っているのです。アンケート自体については、私

はやっていただきたい、何らクレームはつけない。何らかにおいても全部やってくれるのなら、年

がら年中でもいいからやってくれと、極端に言えば。やれとは言いません。アンケート自体、私は

全く賛成でもって、大いにやってほしいと、否定も何もしません。 

  そういうことで終わりますけれども、何かあるのでしょうか。 

          〔「いや、別にないです」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） よろしいですか。 

  それでは、笹岡議員の…… 

          〔何事か言う人あり〕 

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。 

  モノラックの沿道の草刈りについては、前回の６月議会のときにアンケートを取ってほしいとい

うような要望がありまして、その後７月の終わりぐらいに40世帯のほうに配らせていただいて、大

体２週間強ぐらいですか、アンケート期間を取って集計をしました。実際は今８月の20日ぐらいか

ら順次、ちょっと管理に支障が、運行に支障があるというふうに回答していただいた路線に関して

は、今職員２人体制でちょっと時間を見つけたときに回らせていただいています。運行に支障があ
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るような路線に関しては、行くときに草刈り機も持っていっていますので、そこで草刈りをしてい

ると。ただ、今11路線ぐらい支障があるというようなアンケート結果が出ていまして、ただ先ほど

も言ったとおり、９件しか来ていないというのが多いか少ないかの問題はあるのですけれども、一

応33路線あるということなので、優先的に11路線を見ていくというのを今やっているのですけれど

も、その後ほかの路線もどういう状況かというのは、草刈りは別にしてもちょっと状況確認をした

いなというところを担当課では考えているというところです。 

  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） 答弁書をいただきました。見ました。それで、その点では、今報告の答弁の

とおりなので、これはようやくスタートについたというか、スタートにつかれたということで、た

だ心配もあるのです。やり切れますか、職員で。大変だろうと思うのです。現場で草ぼうぼうの雑

木があるよね。そういうところを私も現場をあちこち見ているので、分かるのですけれども、それ

を職員だけでこれから対応していくのかなというと、急坂なところもありますし、ひもで切るとい

うと、ひもなら大したけがはしないでしょうけれども、ところが金刃で切るとなると下手すると大

けがになる。場所によっては命がけになりますから、私はそういう体験者でえらいけがしたことが

ある、今から40年ぐらい前に、生きているけれども。そういう意味で、まして素人でしょう、職員

さん。やり切れますか。 

〇議長（寺田 優君） 荻野主幹。 

          〔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） 今笹岡議員がご指摘したとおり、やっぱり路線によってかなり草

が伸びているというのは確認していまして、ちょっとやり切れるかということに関しては、一応状

況的に改善はしなければまずいなというのは、課としては認識を持っていますので、なるべく早め

に支障があると言われている路線に関しては手をつけたいというふうに考えています。段差がきつ

いところとかというのは、当然私たちもふだんは事務をやっている立場ですので、一応草刈り機だ

けではなくて手のことかも持っていって、斜度がきついところは手のこで切ったりとかというのは

もう既にやっているので、その斜度がずっと続くようなところの場合は、どうするかというのはち

ょっと考えなければいけないのですけれども、あとは一応今年度は暫定的に今職員がやっていると

いうことなので、次年度以降はどういうふうに運用していくのがいいのかというのは、ちょっとま

た別で検討していきたいなというふうに考えています。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 
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〇３番（笹岡壽一君） これは所管職員というよりも村長に私からもお願いしておきたいのですけれ

ども、これはやっぱり不慣れですよ、職員は。まして都会から来られていて、地元で日頃草刈り機

を使い慣れているという人ならまだしも、だから島の人間ならいいのだということでは言えないか

もしれないけれども、誰がやったって危険は危険なのだけれども、いずれにしても職員が職務から

離れてその作業に従事するということは、なかなか生産者の立場からすると、それもおぼつかない

だろうと。それで、私が勝手に言わせていただくと、大体２回ぐらい年に切ってくれれば何とか間

に合うと思うのです。今所管主幹が次年度はということをおっしゃっていますけれども、その次年

度に向けてある程度の、これは人件費です。委託にするか日当で使うか知りませんけれども、その

辺の対応を考えられたほうが生産者も助かるし、役場の事務職のペースに、業務に合わせていたの

ではある意味ではらちが明かないし、大体年に２回ぐらい必要です、維持するのには。そういうこ

とを考えていただいて、事業計画に盛り込んでいただけないかなと、計画に盛り込むということは、

賃金であるか委託であるか知りませんけれども、あるいは請負でやるのかいろいろ方法はあるでし

ょうけれども、そういう施策、方策は取れませんか、取っていただきたいと思うのですけれども。

これを行政の職員にやらせるというのは大変だ。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 答弁やりますか。 

〇３番（笹岡壽一君） うん、できれば。 

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） これ行政報告なので、まだ予算化するとかといったことを協議しておりませ

んので、今後協議をしていきたいとは思います。 

〇３番（笹岡壽一君） 終わります。 

〇議長（寺田 優君） それでは、笹岡議員の行政報告に対する質問をこれで終わります。 

  ほかに質問のある人はいますか。 

  井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） この住宅問題、確かに質問する議員も内容が分からない、答弁するほうもま

だほとんど決まっていない、そういった中での質問なのです。ですから、ある程度ものが分かった

ところで行政報告なりなんなりしていただかないと、質問するほうも困るし、答弁するほうも困る。

だから、今回このトレーラーハウス、このことに関してはちょっと早過ぎたのではないかなと私は

考えています。一応村長のほうは、今後どのような形で議会に対してこういったものを出してくる

のかお聞きします。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 



 - 57 -

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 先ほどもお答えしたように、今回行政報告で上げさせていただいた住宅に関

してのものは、３月の議会、６月の議会を経て大きく物事が変わったと、６月議会から９月議会の

間にも行政の動きとして変わったといったこともありまして、直接今回の議会に予算でのせること、

上程することはできませんでしたが、大きな動きではあったことは間違いないので、報告しようと

いうふうに私の判断で上げさせてもらったということでありますが、先ほど笹岡議員のほうからも

述べられたように、なかなかやっぱりやりづらいということもありますし、私自身は議員だった経

験もある中で、議会と行政との関係、議会重視と、相談すると、報告するといった観点から今回上

げさせてもらいましたが、いろんな問題というか、課題があるといったことも踏まえまして、今後

はやはり報告する際はもう少し煮詰まった状態、やり取りができる状態、具体的には例えば仕様も

しくは金額、見積りをしっかり取った状態、スケジュールが固まった状態でご報告するようにして

いくべきかなというふうに考えております。 

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） ただいま村長のほうから答弁いただきました。今後はそのような形で取って

いただければと思いますので、お願いします。 

  それと、あと住民課長のほうにちょっとお聞きします。この遺体冷却装置の導入についてなので

すが、一応ドライアイスに代わるものとしてドライクーラーですか、これをリースして社協のほう

に貸し出してやるということですけれども、大体このドライクーラーというのはどのぐらいするも

の、金額的に。 

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） 井口議員のご質問にお答えします。 

  ドライクーラーですけれども、社協のほうでリースをして、社協のほうが利用される方に貸出し

をするというような形態を考えております。こちらのほうなのですけれども、月額で１万2,900円の

消費税でございますので、１万4,190円ですか、１年間で17万円ちょっとですか、の費用となってお

ります。こちらにつきましては、社協のほうではお亡くなりになられた後に、おおむね社協のほう

に終わった後にご寄附としていただけるといったところもありまして、そこを基に考えており、社

協のほうで費用のほうを賄えるといったところを会社と相談して決めさせていただきました。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） ということは、社協のほうで要するにリースして、それで貸し出していきま



 - 58 -

すよということで、年間十何万何がしのものはかかっていくと、そうすると仮にお亡くなりになっ

た方の家族のほうから、これ社協で使ってくださいということでよく寄附いただくのですが、私の

ときにも相当いただいているのです。それで、そのお金というのは本来要するに通所者のおむつと

か、そういったものに全部今まで使っているのです。それで、そういったお金というのは社協とし

ては積み立てておいて、そういったものに使っていくということをやっているのですが、そうする

とそれは既にそういった目的に使っていくから、もうそれは考えられないということですね。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 井口議員のご質問にお答えします。 

  社協の地域福祉事業に関わって歳入として上げられるところは、社協の会費、もしくは寄附金と

いったところが上げられておりまして、あとは東京都の社会福祉協議会からの補助金ですか、そち

らのほうが充てられております。ただ、現状といたしまして、おむつ助成と、あと理髪の助成と、

そういったところにも充てておりますが、現行社協のほうで会費の徴収をここ３年ほどコロナのた

め行っていないといったところもあります。そのため、今現時点でもおむつの助成ですとか理髪券

の助成と、そういったものは村からの補助が回っているといったところもあります、現状として。

ですので、そこが完全に寄附を当て込んでいるといったところではございませんといったところを

まず申し上げておきたいところと、そこにつきましては、やはり社協の寄附金に当たるに当たって、

どういったことに使いたいかといったことを寄附のされる方のそれぞれのご希望とか、そういった

ところもあるかと思いますので、そこはご寄附いただくときにお聞きしながら、活用できればと思

っております。 

  以上でございます。 

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） そのことに関しては結構なのですが、このドライクーラーですか、これとい

うのは休憩のときにちょっと課長のほうから説明を受けたのですが、遺体を冷却するに当たって、

要するにパネルか何かを胸のところ、腹のほうに置いてどうのこうのという説明を受けたのですが、

これは要するにコンセントがあれば船でもどこでも使えるのだと、だから冷却の保冷剤というもの

はあまり使わなくても済むのではないかというようなことなのですが、これは大体、先ほどの他の

議員の質問に対しても１週間ぐらいはもつと、使えるのだと、連続、そういった話があったのです

が、そうすると利島の場合は仮に船が欠航しようが何しようが大体のあれは使えるのかなと思って

いますけれども、要するに冷やすパネルというのを実際におなかのところにのっけておけば大体も

つのだよというような説明を受けたのですが、それは大体どのぐらいもちますか。要するにさっき

言った１週間ぐらいは大丈夫ということでしょうか。 
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〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 井口議員のご質問にお答えします。 

  ちょっと現物のほうがまだ届いていないといったところもありますけれども、ホームページ等で

商品を見させていただくと、冷却パネルみたいなもので、それは半永久的という言い方があれです

ね。取り替えるような代物ではなくて、壊れるとか、そういったことがない限りはずっと使うとい

ったところでございまして、それを１回使ったから交換するとか、そういったのはなくて、あくま

でも切れとか、そういったものでご遺体の直接ではないにしろ、服の上から当てていただくような

代物となっております。 

〇５番（井口 保君） 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、行政報告に対する質問を終了いたします。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程２、一般質問を行っていきたいと思います。 

  今回は、前田清副議長より一般質問を行っていきたいと思います。 

  前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） では、一般質問させていただきます。３つの項目にわたって質問させていた

だきます。 

  まず１つ目として、観光資源の創設について。先日、これ７月のことなのですけれども、先日南

ケ山公園の草刈り作業を手伝う機会がありました。そのときサクユリが数株植えられているところ

があり、誰が植えたのだろうと不思議な気がしました。サクユリは、利島村の村花としてあがめら

れ花で、村民は椿林の草刈り時にも結構大事に扱っています。そんな花ですが、観光資源として活

用しようという機運は全くというほど感じられません。道路から見える範囲のサクユリは掘らない

で置いておくぐらいの合意があったようだと大分以前に聞いたことがあります。 以前の議会で私は、

目ぼしい観光資源がないのが資源と言ったことがありますが、なければつくればいいと今回の草刈

り体験で思うようになりました。それは、この際ですから、南ケ山公園の一角をサクユリパークに

するというアイデアです。伊豆の島々の眺望と数百本から数千本植えられたサクユリは立派に観光

資源として通用すると思いますが、いかがでしょうか。 

  私、議員になって２年ほどたつのですけれども、今までにも行政側が当時の前々村長から利島の
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観光事業に力を入れていきたいと聞いたことがあるのですけれども、その当時から、私は利島には

観光資源なんかないではないかという思いでいたのですけれども、今回ちょっと考えを変えまして、

そういったサクユリパークとかというものをつくっていったら、立派な資源化されるのではないか

というように思った次第です。椿林の復興も重要な課題ですが、Ｕターン者が望みやすい中、Ｉタ

ーン誘致や地域の活性化といった長期的な視点も見据えて前向きな活動が必要と思います。 

  全部やるのだっけ。 

〇議長（寺田 優君） うん。 

〇１番（前田 清君） ２つ目、庁舎内、特に２階廊下の整理整頓について。階段を上がった廊下部

にごみとおぼしきものが乱雑に置かれています。一般村民及び島外からの来客が有った際、みっと

もない状況と思いますが、いかがでしょうか。ごみという認識ならば早速の片付けを求めます。  

  ３つ目村道の草刈り契約と業者指導に関して。１年前、去年の９月ですけれども、１年前にも同

じような質問をさせてもらっていますが、今時点での村道の現状を見るとあまりにも草が生い茂り、

前方の視界の悪さ及び道端の境界が分からず、特にバックする際には危険を感じます。時節柄、今

が一番村民が村道を利用する機会が多いと思いますが、業者に対する草刈り実施指導はどうなって

いるのですか。年２回契約だから、いつ実施してもらってもいいのだと行政側が考えているなら、

その考えは改めるべきと思います。景観上の観点から草刈りをしてくれと言っているわけではあり

ません。万が一事故でも起こったら誰が責任を取るのですか。村道の場合は、管理者は村ですから、

業者が責任を取るということはないのですけれども。都道沿いの草刈りは、今年度既に２回実施さ

れています。草刈りも丁寧で清掃もきちんとされています。この現況と比べ村道の実態はあまりに

もお粗末です。業者選定に問題があったように思われます。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） それでは、一つ一つ答弁をお願いいたします。 

  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） 前田議員のご質問にお答えします。 

  観光資源の創出についてですけれども、利島ならではの資源を活用し、観光振興に取り組むこと

につきましては、議員と同様の思いを持っております。また、島民にとっては当たり前の景色も、

訪れる方にとっては新鮮かつ興味関心を引き、今でいうインスタ映えという形で注目を浴びること

もあると認識しております。実際に今農協さんや株式会社ＴＯＳＨＩＭＡによるＳＮＳでの情報発

信によって、それをきっかけに来島する方も少しずつ増えていると聞いております。産業観光課で

も本年４月からツイッターによる情報発信を週に１回程度行っております。より積極的な情報発信

に努めていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 
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〇議長（寺田 優君） 前田議員、１個ずつ。 

〇１番（前田 清君） １個ずつやるの。 

〇議長（寺田 優君） １個ずつ。 

  前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 以前、前回か前々回の議会で石野議員か笹岡議員から提案があった件もあっ

たのですけれども、標台松山線に見晴台を作ったらとかという話があったように思ったのですけれ

ども、そういったものも含めて資源化という話ではないかなと思います。なぜサクユリって私が言

ったかというと、村の花という思いもあるのですけれども、サクユリの場合は逆に花が咲くのが７

月初旬、２週間ぐらいしかないのです。そうすると、それで終わってしまうと、私は以前にも、１

年以上前の議会なのですけれども、ユリの花のポスターと椿の花のポスターを作って利島の商店だ

とか民宿とかに配ったらどうかって提案させてもらったこともあります。そのときも賛同してくれ

たのかなと思ったのですけれども、いまだにそういったものが作られたという話は耳にしていない

し、目にもしていないということなのですけれども、それもこれも要は来島されたお客さんへの観

光誘引になるのではないかという思いで言ったことなのですけれども、南ケ山公園だっけ、何公園。 

          〔「南ケ山園地」と言う人あり〕 

〇１番（前田 清君） 南ケ山園地というのも、たまたま今回先々月草刈りをやっているときに、こ

んなところにもユリがあるのだと、逆にユリの花というのは、椿林の中が一番生育条件がいいのか

なという思いでいたのですけれども、こんな日照りがかんかんするようなところでも結構ユリって

育つのだと思ってユリ公園という言い方をしたのですけれども、そんなにお金のかかる設備という

か、ものでもないだろうし、ここらで行政指導で１つ、２つの観光資源化というのを考えてもらっ

てもいいのではないかという思いで述べさせてもらったので、ぜひ来年度あたりから、それこそ利

島はユリアイランドって言われるぐらいあっちこっちにサクユリが自生していますので、これを生

かさない手はないと思いますので、ぜひその辺考えていただきたいと思います。 

  以上です。 

  次。 

〇議長（寺田 優君） 続いて、庁舎内、特に２階の廊下、整理整頓について。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 庁舎内の整理整頓に関して一般質問といいますか、ご指摘だと思いますが、

ご指摘はごもっともでありまして、大変見苦しい状況を申し訳ないと思っております。全て必要な

書類ではないと思いますが、整理してファイル、倉庫とかに入れておく場所もないので、今後は整

理した上で廃棄をしていくように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） いいですか。 

〇１番（前田 清君） いいです。 

〇議長（寺田 優君） 次は、村道の草刈り契約と業者指導に関して。 

  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。 

  沿道私有地の樹木の伐採が適切に行われていないことにより、道路への枝の張り出し等が発生し

ている。私有地から道路に出ている枝等については、私有地の所有者が樹木管理されることが原則

です。私有地の樹木が原因で事故が発生した場合、土地の所有者の責任が問われることがある。道

路管理者にて安全確保を行う場合もあり得るが、あくまで緊急措置である。建築限界に関しては、

こちらに出ております。 

  委託の管理については、完了後の写真等で確認を行っている。引き続き、業務委託については適

切に実施していく。 

  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） 私が言っているのはこのことではないのです。枝云々のことを言っているわ

けではないのです。仮にここを端っことします、道の。ここに草が生えていて見えないからという

のです。だから、バックするときに怖い思いをするという言い方をしているのです、今回。だから、

ここの草を刈ってくれということなのです。その指導をしてくださいよと、道端が見えなかったら

どこまで下がっていいか分からないではないですか。今はそういう状態なのです。ここを道路面と

します。そうすると、ここに確かに崖上だったらガードレールがあるかもしれないのだけれども、

そんな大した崖ではないときにはガードレールもないではないですか。こっちへ道があるのかない

のかというのは分からないではないですか。だから草刈りをしてくれという、その指導をしてくだ

さいということなのです。雑木だとか枝がどうのこうのという話ではなくて、それは見れば分かり

ますよね、大体。枝があるな、では避けなければ。それも事故の要因になるかもしれないのだけれ

ども、それ以前の問題、まず草なのです。分かりますか。１回、今の時期に村道を走ってみるとよ

く分かると思うのですけれども、見通しが悪いというのももちろんあるのですけれども、それ以上

に境界が分からないと、だから危ないのではないかということを言っ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） 取りあえず村道の場合正直なところ、ここからここまでの分しか村

の土地ではないということ、そういう感じなのです、正直なところ。都道でいくと路肩の50センチ
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とかまでは東京都さんが持っていらっしゃるというところで、先ほどのあれで、土地に関して個人

資産ですから、所有者様に草を刈っていただきたいという説明をさせていただきます。 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 都道と村道が違うというのは、私もそう認識はしています。村道の草刈りを

業者にやってもらうというのは、本当に村道のコンクリート部分だけ、道路部分だけの草刈りをと

いうことなのですか。それだったら、コンクリートに草が生えるということはあり得ないので、必

要ないということですよね、基本的には。舗装されていない部分もあるかもしれないので、その部

分を刈るというのは分かりますけれども、建前と本音という言い方がありますけれども、事故が起

こるというのは、本音と建前でいったら、建前では、いや我々は道路管理者であって、その横につ

いては管理者ではないから我々は関係ないと言えるのかというところだと思うのです。本音では、

大変なことをしたねと言うけれども、建前では、いや我々関知しないと。だから、草刈りという意

味が、枝とか何かというのは私も分かります。よく都会地でも問題になる、隣の家の木が枝が伸び

てきて邪魔でしようがないと、それを切ったら逆に訴えられたという話も聞いたような記憶もあり

ますけれども、それと草は違うだろうと。だって、道を走るのに走りづらいわけですから、ではそ

れも草が伸びた地主の責任なのだよと言えるのかどうかということなのですけれども、その観点か

ら言ったらどうなのですか。草も枝と同じ扱いになるのですか。 

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） 論理的にはあくまで所有者さんの土地でございますので、そこに関

しては沿道の所有者様に対処いただきたいと。 

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） あくまでも原則はそうだと言うのであれば、現状の利島の例えば農業、村道

を走るなんていうのは結構農業従事者がほとんどだと思うのですけれども、彼らの実態を見たとき

に果たしてその辺の草刈りまでできるような年齢層の人がやっているのかという、多分やってくれ

と言っても無理ですよ。そうしたらどこがやるのという話しかないではないですか。先ほどのモノ

ラックの話もそうなのですけれども、では使用者がやったらいいではないかという話が前ありまし

たよね。それと同じで、村道を走る車に乗っている人が自分で切ればいいではないかということも

言われなくもないのです。そうではなくて、そんなに費用がかかるとは思えないので、だったら行

政として、役場として、その辺の手を打ってくれたほうがいいのではないかと、70、80半ばになっ

た人にあんたのうちの山の斜面の草がぼうぼうに生えているのだから刈ってくれよと、事故起こし

たらどうするの、あんたの責任だよと果たして言えるかどうか。だったら、金もそんなにかからな
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いのであれば、それも年２回ぐらいだったら役場の費用で少しはその辺はやってあげると、切って

あげると、２回必要ないかもしれない。もしかしたら５月、６月に１回切れば、それでいいのかも

しれない。それは分かりませんけれども、その辺はもうちょっと考えてもらったほうがいいのかも

しれません。 

  終わります。 

〇議長（寺田 優君） 答弁はいいですね。 

〇１番（前田 清君） 答弁は別にいいです。 

〇議長（寺田 優君） それでは、前田副議長の一般質問を終了いたします。 

  引き続き、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） 私、これの答弁を聞いていて、私の通告にはないのですけれども、ちょっと

気になるので、申し訳ないのですけれども、大事な問題だという認識で確認しますけれども、今の

路肩の草刈りの問題、これ１点だけ確認します。 

  これは、実際には肩から30だか50センチで切っていると思うのです。特にここは路肩とします。

こっちに土手があったとします。この土手は切ってあるのです。これは切らなくていいものを切っ

ているということですか。今前田議員が言ったことは、本当に事故もさることながら、美観の上で

もそうなのですけれども、答弁違うのではないかと思うのです。そういう指示をしているのではな

いですか。業者は切っています。そうでなければ切るところないです。ちょっと答弁違うのではな

いですか。村長はかつてそういう仕事をやったことはないですか。 

          〔「残念ながらそこはやっていません」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうですか。やっても都道か、利建は。これは、切らないということになる

と、そういうことはやっていないのだよ。業者は、それはずっと切っています。後の問題の業者を

指導する、指導しないという問題は別です。全道路を切っていますよ、今までは。これは誰に断っ

て切っていたのだと。 

〇議長（寺田 優君） 一般質問の中でやりますか。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いいです。時間に込めてください。 

〇議長（寺田 優君） それでは、ちょっと通告部分ではありませんけれども、答弁できますか。 

          〔「一般質問を先にやって……」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 後でもいいけれども、いいですか、それで。一番最後にやってもいいですか

と、今一番最初にやっているわけで。 

〇３番（笹岡壽一君） 時間を切ってくれれば、カットしてくれば。 
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          〔「俺の持ち時間の中でやってもらってもいいけれども」と言う人あ 

            り〕 

〇議長（寺田 優君） いやいや、もう切ってしまった。 

  できる。 

          〔「調べているから、……読み上げるというか、それをやってもら 

            ってから」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 文章だけ読んでもらっていいですか。 

          〔「一般質問の文章を読んでくれって、先」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 今調べに行っている。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） では、休憩します。 

          （休憩 午後 ２時３３分） 

                                           

          （再開 午後 ２時４６分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これはちょっとした問題になるので、答弁が誤っているのならいいのです。

ところが、そうでなかったと、合っているということになると、これ不都合が出ると思うのです。

そこを答弁してしまうと、どっちで答弁するか分かりません、聞いていないのだから。だから、そ

こを判断して答弁していただきたいと思うのです。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 誠に申し訳ございません。私のほうが積算のところをちょっと見落

としておりまして、路肩に関して設定されている路線がございまして、そこに関しては実際に刈っ

ていただく、機械か人力かというのはまたございますけれども、設定させていただいております。

そちらに関しては刈っていただくという委託になっております。誠に申し訳ございませんでした。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ちょっと分からないのは、指定しているところというのが分からないのです

けれども、全般的に村が発注する草刈りというのは全村道、これは全部対象ではないのですか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 
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〇環境建設課長（上野 崇君） お答えいたします。 

  全路線が正直なところ委託できておりませんで、村道に関しまして。村道に関しては委託、本当

に人しか歩けない山の上のほうにある路線もございますので、そのうちに関しまして、ここを刈っ

てくださいというのを計上させていただいておりまして、この路線とこの路線とこの路線はやって

くださいというところがございます。 

          〔「車道、車の通るところは入っていない」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） そうです。そういうところに関しては刈ってくださいという委託に

なっております。申し訳ございませんでした。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ここからまた時間入れてください。それでは、私の質問を読み上げていきま

す。 

  第３回の定例議会の一般質問です。質問に先立ちまして、依然として住民の要望は、実現が厳し

い状況にあります。住民要望の実現を図ることにも尽力されるよう期待しています。これはこれで

意味があるのです。 

  コロナ・オミクロン株対策。島しょ全体で感染者が増加し続けています。大島町では1,000人を超

えています。これは、質問時の提出時の話で、現在では1,100人を超えています、大島町は。拡大を

防ぐには早期発見が重要です。喫緊にワクチン接種と同様な方法で全住民が無償でＰＣＲ検査を受

けられるよう求めます。 

  次に、島外診療の際の旅費助成。私は、島しょ住民の命と健康を守るために、国や都が支援助成

するよう、離島振興法なども視野に入れながら、日本共産党の島しょ議員団、都議団、国会議員団

と協力して、引き続き支援助成を要望していきます。 

  村は、交通費、限度額１万3,000円、宿泊費、１泊の限度額6,000円に前日泊を含む通院日数を乗

じた額を加えた額の80％を回数制限なく助成するとともに、交通事情による延泊助成を２泊までと

する、助成要綱３条の改正を求めます。将来、国や都から実費の50％の助成を受けたときは、村助

成は30％とします。昨年度実績は240件ほどと聞きます。１回の平均額を２万5,000円として、250件

で試算すると助成総額は年間500万円ほどになります。村長の答弁を求めます。 

  次に、非常時の通報体制と一人暮らし、単身暮らしの人のケア体制の確立であります。休日、夜

間の非常時の対応については、通報システムと迅速に対応できる体制の確立が重要です。一人暮ら

しの人のケア対策については、配達、メーター検診、集金など、訪問する機会のある関係者や近隣

住民による普段からの声かけの協力とともに、他にも非常ベルの設置なども考えられます。課題は

あろうかと思いますが、いずれも人命に関わることであり、対策は必要です。体制の実情を伺いま

す。 
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  それから、補聴器の購入助成。その後の検討結果について伺います。 

  椿産業についてであります。村が放置林整備対策を掲げて以来５年余が過ぎます。この間、村は

「検討する」の言葉を繰り返すだけで、手つかずの状態が続いています。前議会では、このままで

は村も農協もなくなると危機感を持って指摘した議員もいます。農協では、自営事業で実施を決め

たと理事から報告を受けました。私の質問に村長は、検討する旨の答弁しています。進捗状況を伺

います。 

  次は、農漁業用機械、これはそういうのお分かりいただけると思いますが、の購入助成です。年

度内に予算消化した場合には、追加補正することを求めます。 

  次にごみ処理。ジシンガ沢へふだんの草木の持ち込み、事業用家具、家電廃棄物の村による一括

処理、連休中の生ごみ回収などの住民要望に対して、36協定を盾にするなどして対応を拒んでいま

す。改善を図る目的で職員を増員したのではありませんか。連休期間中の回収処理作業は、代休措

置をもって実施できませんか。焼却場建設計画の申請内容の説明くらいは、今でもできるのではあ

りませんか。ごみ処理に関する全般的な施策について、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。この要望にも一向に対応する気配は感じられません。このところ、

ごみ処理に関しては、住民には関係なく行政が独り歩きしている感があります。早期に住民懇談会

を開催するよう求めます。 

  村は、椿林内に木あるいは枝、草、生ごみを運び入れて堆肥を作ることが永続的に基幹産業を続

けていく方法といった趣旨の答弁をした覚えがありますか。村内では、余りにも無責任な答弁だ。

幹部会ではこんな施策を本気で検討しているのといった酷評があります。この際、謝罪して撤回し

たらいかがですか。 

  次は、（株）ＴＯＳＨＩＭＡの補助金交付と運営の問題であります。前議会で議員質問に、補助金

は村の積算によるとの答弁がありました。詳しく説明してください。同社の運営については、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。予算編成を前に実施することを

求めます。 

  同社では、ハンドマイクで桟橋での誘導案内をしています。小型のワイヤレスマイクで誘導案内

ができるように、自動車の上に前後方向にスピーカーをつけた放送機器の設備を希望しています。

さしたる費用は要しません。設置を求めます。 

  それから、これはちょっと風変わりな質問ですけれども、なじむのかなと思って書いたのですが、

議会に。一応含んで聞いてください。永代供養、いわゆる分かりやすく言えば共同墓石です。の建

立地の貸与、貸与という意味は村の土地ですから、これを売るわけにいかないという意味で貸家貸

与ということです。家族構成が大きく変化してきている今日、高齢者の中には、墓を守る人がいな

くて不安だ。永代供養塔の建立はできないだろうかという声があります。村による建立は、政教分

離を定めている憲法上の問題がある、憲法20条です。と承知しています。そこでの質問です。墓地
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の一区画を無償貸与できないか伺います。 

  製本化した議事録の配布。議事録は質問するにも不可欠です。９月議会までには電子化のテスト

をするとの話もありましたが、何の沙汰もありません。現状では、議事録の電子化は時期尚早と考

えます。速やかに製本を配布するよう求めます。これは承知のとおりです。近日前に動きがありま

した。 

  次は、首長の人事権と行政体制。前議会で質問通告して総務課長補佐に人事権そのものとの答弁

をいただきながら、時間の関係で再質問できず、今議会で質問することを告げています。その後、

阿部副村長（当時）が退職した関係で整理し直して伺います。 

  首長の人事権とは、職員の採用、任命あるいは分限等、法令に定める行為をいうと認識していま

す。自治体の組織構成、職員定数、職務権限等は、人事権とは異なると認識しています。公的団体

への派遣条例による人事権の行使として、職員を団体の専従職者として派遣発令ならともかく、行

政の管理職者を団体の責任職者として兼職発令するのは、当人にとっては行ったり来たりで大変で

しょうし、双方に、双方にというのは行政とその派遣先の団体です。双方に不行き届きが生じはし

ないか懸念しています。改善策はありませんか。 

  次は行政機能。住民や各議員からの要望や指摘事案に対処し切れていない状況があります。村内

には、今の役場は機能が半ば麻痺状態にある。ご理解ください、ご協力をお願いしますの一点張り

は通用しないと指摘する多くの批判があります。村長自身、この実情は重々承知しているのではあ

りませんか。早急に改善されるよう期待しています。答弁を求めます。 

  職員の住民との自由な交流と対話。私は、日頃から小さな自治体における、本村のような自治体

における少人数職員による行政運営の効率化を図る上で重要なことは、職員たちが住民の意見や要

望など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大事なことと考えてい

ます。職員が住民の人心を掌握するには、日常普段から住民と自由に交流して、議員や首長の政策

等に関する話題を含めて、気軽に対話できる生活環境の構築が何よりも必要です。このような改革

によってこそ、職員個々の英知が存分に発揮されて、より発展的な村政運営の寄与につながると期

待しています。職員のこうした行動は、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

しないと思っています。職員に住民との交流を奨励しませんか。村長の所見を伺います。 

  最後です。ロシアの、ご承知のウクライナへの不法な軍事侵略です。ロシアのウクライナへの不

法侵略が始まって、間もなく７か月になります。７か月というのは今日からの意味です。ロシア軍

の侵略は断じて許せません。といって武力対決では、ロシアが核使用も辞さないと言っている状況

にあって、戦争拡大につながる危険性があります。国連憲章と国際法に基づいた話合いによる力で

ロシア軍を撤退させて、戦争が終結することを願っています。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します。 

〇議長（寺田 優君） 一般質問の朗読を終わります。 
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  これより答弁を１問ずつ行ってください。 

  初めに、コロナ対策について。 

  榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  コロナ・オミクロン株対策でＰＣＲの検査等の無償化についてでございます。こちらにつきまし

ては、現在も村役場のほうでＰＣＲの検査キットの無償配布を行っているところでございます。こ

ちらのキット、島内で出すことも可能ですので、ご不安、ご心配に思っている方は、住民課のほう

にお問合せいただければご対応させていただきたいと思っております。また、有症状の方への抗原

定性検査キットの無償配布も併せて進めていく所存でございます。こちらについても喫緊にご案内

させていただくとともに、こちらちょっとやり方というところもありますけれども、検査キットで

そのまま15分で検査結果が出るといったところでございますので、ちょっと有症状の方とか、極度

に不安に思っている方というところを限定させていただきたいといったところございます。何せ無

症状の方ですと、ほぼほぼ陰性に出てしまうというような代物でございますので、ここもご相談い

ただければと考えております。今後も感染状況を踏まえながら、当然検査キットの無償配布につい

ては、継続の検討を行っていくところでございます。 

  以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私申し上げているのは、キットをもらいに来れば、あるいは浜松町である業

者のところへ行けば検査されているということはかねがね伺って承知していますが、私が質問した

のはそのことではなくて、わざわざワクチン接種と同じようにと言った意味は、一斉にできないの

かと。というのは、これ意味がある。そのために大島さんは申し訳なかったですけれども、事実で

すから挙げましたけれども、すごい勢いで増えているのです。それで、本村もすごい勢いで増えて

いるのです。当初、人口が300人しかいないから、ということはもう１割です。これは本村に限りま

せん。大島さんあたりは６人か７人に１人の割合になってしまっている。だから、そういうところ

でこれはなぜだろうと、そうすると出入りですよ、島民、もしくは観光客、その他。本村でもそれ

が要因で７月の初旬ぐらいのときは14名ぐらいだったでしょう、十四、五名。これが一気に倍以上

になってしまった。この要因を住民課長、私ども議員の集まりのときに、大体これで収束するだろ

うと思っていると、あと問題なのは、自ら言っていたのです。外から来る人たちの問題に関わって

しまうと、全てとは言いませんけれども。何でこの１か月足らずで、１か月ちょっとでもって倍以

上になったのかと。これ要因を探るといったってできないと思いますけれども、勝手に推測して、

これが要因ですというわけにもいかないでしょうけれども、とにかく感染者が出たことは事実、こ
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れは本村に限らない。そういう意味で私は、一斉にやったらどうだと、全住民を対象に。もちろん

強制はできないでしょう。検査しただけで具合が悪くなる人もいるでしょう、ワクチンだってそう

なのだから。そういうことで消極的に気になる人はいらっしゃいではなくて、一斉にやったらどう

ですかと言っているのです。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  笹岡議員の全住民一斉にＰＣＲ検査等々を実施するかどうかについては、ちょっと保健所にも相

談しますけれども、現時点で村としてはする予定はございません。なぜかというところをご説明さ

せていただきます。やはりコロナの新規感染というのは、今現状村内には新型コロナウイルス感染

症の患者さんはいらっしゃらない状況といったところがあります。といったところがある中で、や

はり私が以前からも申しているとおり、島外から来た方についてやはり感染する可能性が一番高い、

リスクが一番大きいといったところがある中で、村の中で感染状況を保健所等と調査していく中で、

やはり帰ってきた方が、村も一生懸命周知しているし、東京都さんも周知しているのですけれども、

帰ってきたら大人しくしていてくださいねではないですけれども、無用な飲食を外でしないでねと

か、そういった本当に感染の基本的な予防対策をきちっとしてくださいという中を呼びかけている

中にも限らず、どうしても家族内だったらいいだろうとか、そういった中でどうしても家族内のク

ラスターが発生しているというのが現状でございます。家族内でクラスター発生しているとか、そ

れが分かっているか分かっていないかというところもある中で、島外から帰省で帰ってきたとか、

帰省でなくても島民の方が帰ってきた中でも、帰ってきた方と接触した方がどうしてもコロナかか

っているという現状は、村の中で今回多くの事例がそこで、全く関係ない方がコロナに感染すると

いうことはございませんので、あくまでもリスクがある方、島外から帰ってきた方で喉が痛いとか、

頭が痛いですとか、発熱があるとか、そういった方を調べていくと、大概の方が帰ってきてすぐに

誰かと飲食しましたとか、それはでもそういうことはしないでくださいねというお話は、こちらは

再三ＩＰ告知でも周知させていただいている中で、どうしてもそういう一定数の方がいらっしゃる

というような現状の中で、そこをきちっと注意していただければ、島内で感染が広がるということ

は極力ないのかなというような中で、全住民を対象としたＰＣＲ検査を実施するに当たって、これ

はもう前々から述べているのですけれども、逆に偽陽性になってしまう方もいらっしゃるという中

では、これはできかねるといったところは東京都の見解でもありますし、村の見解としても同様の

見解をさせていただいているといったところでございまして、あくまでも本土から、本土に限らず

なのですけれども、島外から島に帰ってきたときにＰＣＲ検査にやっていただくとか抗原検査をや

っていただくとか、そういったところで島に持ち込まないような、当然本土とか、ほかのところで

の行動にも気をつけていただいて、ぜひしていただくというのが一番大事かなといったところでご
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ざいます。高齢者の方とか、特に重症化しやすい方については、特に帰ってきた方とすぐに会食し

たりとか、そういうことがないように、ぜひそこは住民の方も帰省してきた方も気をつけていただ

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） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これはご案内のとおり、次に抗原検査なんてあるけれども、今本村でどうし

て分かったかといえば、患者になって分かったのですよ、ほとんどは。ドクターのところへ行って

初めて患者ですよと、感染者ですよと、これが分かった。ところが、常日頃はどれが誰と接触して、

それで面白いことは、ご丁寧にやっているのはその人の感染者が分かった途端にその人と接触した

この間、古い最初のときはそうです、全国は。俗に言う何とか接触者、濃厚接触者とか、そこに限

られているのです、ＰＣＲ。私が言っている全村民というのは、それをやったら分からないのです。

それをやると一斉に分かるわけです、濃厚者だ、何だかんだ言わなくても。ここは今の考え方だと、

感染して初めて感染者と分かる、しかしＰＣＲをやると、抗原ではそれが分からない、感染しない

ことには。ＰＣＲは平常なのだと、ちっとも変わらないのだと、熱もなければくしゃみもないと、

この人たちが歩き渡るわけですよ、分からないから、発病していないから。ここのところをマーク

しなかったら、私は広がると思うのです。医者ではないから詳しいことは言えないけれども、だか

ら一斉にＰＣＲをやったらどうですかと言っているのです。今のやり方ではぬるいと。だって感染

していなかったら誰も気にしない、俺健康だと思って、しかし実は感染していたと、だけれども検

査していないから分かりませんと、そういう意味で一斉に一度というか、やったらどうですかと言

っているのです。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  先ほど来申しているとおり、全員に実施する考えはございません。それは…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） というところで、ぜひ島外から帰って来た方についてＰＣＲ検査等々実

施の徹底をしてくださいということ。 

  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） なぜやらないのですか。やらない理由は、面倒くさい、金がかかる。なぜや

らないのですか、やる気がないというのは。やったら不都合がありますか。 
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〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  こちらは、全島民を対象としたＰＣＲ検査の実施については、東京都からも推奨されておりませ

んし、また偽陽性が出たときの対処ができないといったところでございます。 

  以上です。 

          〔「何ができない」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 偽陽性が出たときの対処しようがなくなってしまうといったところでご

ざいます。 

          〔「ちょっと分からない。どういう意味、それ」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） コロナがかかっていなくても、ごくまれにＰＣＲ検査で陽性が出るとい

ったところもあると、そういったところもあるので、東京都としても都民を対象とした一斉の調査

は行わないというような保健所からもお話を受けていますので、そこも踏まえて村のほうで実施す

るという考えはないといったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 簡単に言えば成り行き任せだ。私聞いたのは、こういうなぜかという理由聞

いたのは、あるところでは、この近くのところでもある人がこう言ったのです、あの村は。もしＰ

ＣＲを全住民を対象に検査したと、そうしたらば何人かの人たちが感染者が出たと、そうしたらば

この我が町、村は、町だか村は言いませんけれども、イメージダウンにつながると、だからしない

のだと、これも一つの理由だったのです。これはひんしゅくを買いました、その在り方は。買いま

したけれども、そういうことだ。こればっかりやっているわけにいかないからあれですけれども、

私は今のやり方というのは成り行き任せなのだなと、あなた任せですよと、村は。ということで、

それはそれでしようがない、やらないというのだから。 

  次やります。 

〇議長（寺田 優君） 島外診療。 

  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。国などへの助成制度の創設の要望や、今回東

京都離島振興計画の見直し時期でございまして、その中でも引き続き要望を行っているところでご

ざいます。現時点で回数と補助額の増加は考えておりません。令和５年度に向けて課内で現在検討

を行っているところでございますが、６月の議会でも申し上げたとおり、主に低所得者の方で島外
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での医療機関の受診が必要な方の費用負担をさらに軽減を図ることができないかといったところを

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。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 要望しているという、この文書はありますか、要望書。 

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） 村から直接国に要望とか、そういったところではなくて、全国離島振興

協会のほうで要望書として国のほうに上げているといったところでございます。 

  また、東京都の離島振興計画の見直しの中で、その計画の見直し案の中に島外通院の旅費の助成

についての部分について盛り込んで、計画を今東京都に対して上げ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） 関係文書ありますか。何団体だか分かりませんけれども。 

          〔「後で出します」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） お願いします。 

  これは私ども、ここに共産党の都議団、国会議員になっていますが、24日の日に、後で村長にお

渡ししますけれども、こういうことで離島振興に関する要望をするということを計画を予定してい

ます。そういう会議をやります。今月の24日に都議団と国会議員が集まって、もちろん島の議員団

も含めてですけれども。それで、そこの参考になればと思っているのです、村ではこういうものを

やっていますよと。ところが、行政のほうは何もやっていないということになると、これは意味が

違ってくる、話ばかりで実は何にもやっていませんということになると。明らかに要望していると

いうから、要望書があればコピーが欲しいのです。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〕 

〇村長（村山将人君） 文書に関しては、今課長のほうで調べてもらっているところですが、その部

分だけでなくて、いろんな要望の一部としてお願いをしているというようなところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） いや、一部でもいいのですよ、一部でも。島しょの離島に対する医療費の旅

費問題、これについての助成をこういう形で利島村は要望していますと、ほかの団体が要望してい

ますではなくて。私は利島村として要望しているので、そうなると村がやっているよというのが強
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いわけ、説得力は。そういう意味で、利島村としてどこに盛り込んであろうとなかろうと、どこで

もいいのです。利島村としてこの医療旅費の問題について要望していますと、離島振興法でも何で

もいい。それは、まずあれでしたら後日でも会期中にお願い、とにかく24日に会議をやるので、そ

の24日を終わりますと総務省とそこそこに入りますから、離島振興法問題で。来年でしょう、改定

期は。それはそれでお願いします。 

〇議長（寺田 優君） 次行っていいのですか。 

〇３番（笹岡壽一君） もう一点あります。これは資料というか、要望書はどこかで探して、利島村

がこういう要望をしているということが証明できるようなものをお願いしておきます。 

  もう一点なのですけれども、これは確かに住民課長が答弁されたとおりなのだけれども、答弁は

答弁でそれだけなのですけれども、低所得者に対する手厚い助成をするのだと、支援するというこ

とに関連してなのですけれども、これを少し具体的に説明してくれませんか。例えば皆さん知らな

いのですよ、住民の皆さんは。村は知っているのです。要するに交通費が三千幾らで、宿泊費が三

千幾らで、どっちが600円だか400円だか忘れましたけれども、それはどっちでもいいので、今まで

はそんなことを考えていないのです。村もそういう認識は持っていなかったのではないですか。医

者の診断書を持ってくれば、何とか病院の判こをもらって金払ってきたよと、その証明書さえあれ

ば7,000円出していたのではないですか。私、そこから聞きたいと思う。実態どうなっているのかと。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  まず、実態がどうなっているかといったところでございますが、実態は要綱からかけ離れておる

といったところは議員のご指摘のとおりでございます。そこを是正しなければ本来いけないところ

ではあるかと思うのですけれども、住民の利便性、また事務の省力化といったところもございます

ので、そこについては早急に要綱のほうを見直ししなければいけないのかなというふうに考えてお

る次第でございます。なぜそのような要項と実際の事務が離れてしまったのかといったところにつ

いては、私もちょっと存じかねるといったところでございますので、そこについては過去を詮索す

るというところではなく、現実のところとしてできるところでやっていかなければいけないのかな

というふうに私は考えております。 

  もう一点、どういった低所得者に対しての助成の仕方については、現在昨今の議会等々でもお答

えしているのは、あくまでも一例としてこういうやり方もあるのではないかというようなお話述べ

させていただいておりますけれども、現在も課内でどういった方法がいいのかとか、では低所得者

がどこまでなのかとか、そういったところも含めて今検討しているところでございます。今まで私

が議会のほうで一例として挙げさせていただいたのは、現在の要綱では交通費と宿泊費というのが

明確に分かれていて、それも金額が幾らですとうたわれてしまっているという現状を踏まえると、
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宿泊をしないで自分の家があるとか、そういった場合については、都内にかかる病院の近くとか、

そういったのがあるならば、そこは宿泊費としてではなくて、あくまでも別の形で補助を出せるか

とか、またそういったところを自宅がある中できちっと、交通費の部分ではなく、ごめんなさい、

交通費ではないです。宿泊費の部分を低所得の方のより宿泊費の部分とか交通費の部分に手厚くで

きるとか、そういったところも考えられるのではないかというような検討の一例として申し上げた

ところでございます。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 要領を得ないのだけれども、端的に言いますとどっちがどっちだか忘れまし

たけれども、例えば宿泊費が3,600円とします、交通費が3,400円で。そうしたら泊まらないと、宿

泊所の証明書がないとした場合には3,400円のみ支給すると、そうすると3,600円浮くわけだ。それ

を低所得者に回しましょうと、こういう算段ですか。そうともそうではなくて、それだとまた矛盾

があるのです。財源が出てこない。というのは、それでは泊まったら7,000円払わなければいけない、

そうすると低所得者のほうに回す金がない。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  あくまでも私の一例、私案として、そういうことも考えられるのではないかというお話で、まだ

全然検討ベースというか、課内の中で今話し合っているところで、今後当然財政担当者とも村長と

もお話をしながら決めていくところでございます。今の財源でもしやれという話になったときは、

当然どこか一部削ってそっちに回さなければいけないとか、そういうことを考えている中で、課内

ではあくまでもそこまでしか考え、今至っていないといったところでございますので、そこは今後

来年度に向けて、村長も先般の議会で全面的に検討していくというようなお話も出ていますので、

そこはちょっといろんなところを考えながら、今後検討していきたいといったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私は、こういうことの紙を読みながら質問しているのです、皆さんの答弁を。

というのは、増額はしないと言っているのよ、増額はしませんと。そうした一方では、低所得者へ

は支援を高めると。その増額はしないというのは7,000円の増額をしないなのか、今私が計算してみ

ますと、職員にお伺いした数ですから間違いないのだけれども、今大体240件ぐらい、去年の実績で。

その前は百七、八十件みたいだけれども、そういうデータが出ていて、それを掛けますと百七、八

十万なのです。村が支出、これ決算で後に出てくるでしょうけれども。この総額を変えないと、170万
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だか250万、金額は誤りがあると具合が悪くなるから言いませんけれども、要するに決算額、これは

変えないのだと、そうするとそれの中でやりくりすると7,000円を操作しなければならない。今何も

一例を言うだけでまだ決まっていないというから、ならば何をどうしようとしているのかなと。午

前中の話の続きみたいに、住宅の続きみたいになるけれども、何だかわけの分からぬようなことは、

検討しますよ、変えますよと、低所得者に厚くします、いろんな提案というか、答弁来るから、そ

して聞いてみれば、まだ分からないと。だから、そういう意味でちょっと質問の、これは留保しま

しょう、分からないので。とにかく私の質問の趣旨は、私の計算によれば大体年間500万ぐらいでし

ょうと、予算を村がやるとしたら。１人に対して２万5,000円を、交通費がどうだのとにかく書いて

おきましたけれども、そのくらいの費用がかかりそうですと、そのくらいの逆に言えば費用があれ

ば、２万5,000円が２万になるか１万5,000円になるかいろいろあるでしょうけれども、80％の助成

が可能でしょうと言っているわけです。これ以上やったってしようがないから、留保します。留保

しますけれども、留保するしかない。 

  では、次お願いします。 

〇議長（寺田 優君） 非常時の通報体制ですね。 

〇３番（笹岡壽一君） はい。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 非常時の通報体制と単身世帯への支援についてでございます。 

  こちらですけれども、現在も緊急通報システム（あんしんホン）は稼働しており、新規申込みも

継続して行っているところでございます。東京都大島支庁福祉担当、民生委員、診療所、社会福祉

協議会など連携しながら、独り暮らしの高齢者の方などへの把握や見守りを現在行っているところ

でございます。村では地域ケア会議を年２回開催しておりまして、役場、診療所、社協、警察、農

協、老人会、学校、介護者家族などの担当者を一堂に会しまして、地域の課題や支援体制の整備な

ど情報共有や課題検討を行っています。今年度より郵便局や運送業者などにも参加を呼びかけてい

るところでございます。こちら年２回となっているのですけれども、あくまでも会議体として実際

に一番皆さんを集めて実施している会議体は年２回なのですけれども、診療所とか社協とか、そう

いったところは１か月に１回とか週１回とか、そういったペースで打合せをさせていただいて、こ

このご家庭は最近診療所に来ていないとか、そういった情報の共有は日々行っているところでござ

います。また、カナミックネットワークさんというところのシステムで、各家族も含めて情報共有

を、同意を得られた患者さん等々につきましては、逐次情報共有を行っているところで、その点に

つきましては、現在過去数十年前とかに比べて役場のほうの情報共有に対する取組が格段に進んで

いるのではないかなというふうに考えております。しかし、やはりご自身での健康管理などの自助

や、ご親戚の方やご近所の方など、住民などの声かけなどに伴うなどの互助など、そういった地域
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の力とか、自身の力といったところが重要になってくるため、何かいつもと違うなど変化や異変を

感じた場合に、役場や社協などにぜひ情報提供をお願いするといったところでございます。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 対象者については、大体質問と共有できそうな答弁ですけれども、救急につ

いてお伺いしたいと思っているのですけれども、あんしんホンといいますけれども、これ五、六年

前になるか、もう10年ぐらいになりますか。 

          〔「15年です」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 15年。うちにもあるのですけれども、使えるのか使えないのか分からない。

今度特に光になったからどうなるのかなと思っているのだけれども、それはともかく、これを使い

ますと何がなるのですか、通報は。仮に使える、今使えますと言っているから聞くのですけれども、

これはボタンを、電話機みたいなのがあって、このくらいのペンダントみたいなのがあって、あれ

をぽんと押すとどうなるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  こちらなのですけれども、使えるか使えないかご心配あるかと思いますけれども、申し込んでい

ただいている方には、毎年１回必ずＮＴＴの担当者が大島から来島して点検を行っておりますので、

よっぽどのことがない限りというか、そういったところがない限りは、その場でいつ壊れているか

という、１年に１回は必ず点検を行っているところでございます。どこのボタンを押したときにど

ういうようなことになるかいいますと、村役場の119番の電話が鳴って、119番宿直、日直等が対応

するということになっております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） その電話、あんしんホンというのはホンというぐらいだから電話機でしょう。

だから、電話機というのは普通の電話機でしょう。ただ、それに連結しているこのペンダントみた

いなものを押せば119になるけれども、自動的に。だけれども、普通の電話だから電話から119と回

せばつながるのですか、119で。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 
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  先ほどちょっと補足させていただくと、各ご家庭に設置しているシルバーホン、こちらは通常で

いくとというかあれなのですけれども、今皆さんご利用になられているところはアナログ回線、昔

の普通の電話回線で使われているところが圧倒的多数でございますので、そこは押せば役場の、押

すと119番の応答メッセージというのですか、どこからかかってきたかという、役場を例に挙げると、

もし役場に緊急通報のシステムがあって役場の電話機にくっついているものがあれば、押せば

04992の9の0011という番号が通知されて、緊急ですよというような案内が村の宿直室にございます

119番の消防用というのですか、電話機が鳴るといったところでございまして、一例です、先ほどの。

だから、笹岡議員のうちにありますと、笹岡議員のうちの設置している電話番号が役場に知らさせ

るというようなところで、そこでそのお宅に緊急なことがあったのだなというところで、村のほう

が把握できるといったところになっております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうすると、119を回すと0011へかかるのですか、村の。 

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） 私の質問というか、ごめんなさい、回答が非常に分かりにくくて申し訳

ございませんでした。0011は忘れていただいて、笹岡議員のお電話番号からもし来ると、その笹岡

議員のお電話番号が119番の電話機を取りますと、要は04992の9の何番から電話ありましたよと、緊

急通報がありましたよと、そのボタンを押すだけで緊急のコールがされるといった仕組みになって

おりまして、その番号を見て私どもは、笹岡議員のおうちで何か緊急事態が発生したのだといって、

そこにお伺いするというような仕組みでございます。 

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、あんしんホンのペンダントみたいなボタンを押したときに受信の側

は0011へ入ってくると。 

          〔「119」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 119は入らないのですか。119を私が押したとします、普通のうちの固定電話

で、あんしんホンではなくて。それはつながるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  そちらは、ちょっと私の管轄になるかどうか、総務課の管轄のところもあるのですけれども、119番

を普通に押して、固定電話でかけていただければ、村役場の宿直室の119番専用の電話が鳴るという
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ような仕組みになっております。それで、その場合はそこで通話をしていただかなければいけない

といったところでございます。ただ、あんしんホンのほうは、押すともう音声があらかじめ設定さ

れておりますので、緊急事態が発生しましたということを役場に通知するといったような仕組みに

なっております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） さすが本家で役場はよく知っています。ところが、住民のほうは119を回せば

救急が役場から飛んでくるとは思っていないのです。誰も知らない。そこへ持ってきて、ご丁寧に

皆さんが発行したこのくらいのビニールのペタッと貼るマジックのついたやつ、あれには119なんて

書いていない。ある人に聞いたら、昔はあったのかもしれないけれども、今はなくなりましたとご

丁寧に書いてあるというのだよ。これ大きな問題です。今の答弁だと私の家の電話で119を回したら、

都会でもどこでもそうです。回したら、はいはい、どこの誰の家ですと、火事です、危篤です、重

体ですと、子供がけがをしました、しゃべるのです。第一相手が聞くから、こちら消防庁、どうし

ましたって。落ち着かせるために全て分かっているのだ、向こうは、電話かけた途端。もう私経験

がある、そういうところに昔勤めていたから、消防庁ではないけれども。１回電話を回すと、110も

そうだし、119もそうだけれども、切ってもつながってしまっている。どこから電話ってすぐ分かる。

だから、何にもなくてぶった切ってしまうと、どうしましたかって折り返し電話が来ます。いたず

らだと場合によっては始末書を書かされる。 

  そこでそういうシステムでも、119番へかけるとどうしましたって、こうしましたって話ししなけ

れば通じませんよ。今聞けば119へ私なら私の電話、今役場でやってみたらいいですよ、つながるの

かどうか。119というのは宿直室のベルがばっと鳴るのかどうか。そうしたら取って、はい、こちら

利島村役場だけれども、どうしましたと、そうしたら腹が痛い、あるいは火事が出たと、それを知

らないです、誰も。ご丁寧に役場は断っているというのだから、119番は使えませんと。そういうご

丁寧に今紙が、このくらいのペーパー、みんな冷蔵庫や何かに張ってあるのではないですか、マジ

ックだか。あれにはそんなことは書いていない、119なんていうのは。緊急電話0011、ふだんは診療

所、これだけ書いてある。119にしたらいいではないですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  村役場のほうで今現在緊急のときは、04992の9の0011のほうにかけてくれというふうにご案内し

ていることとなっております。そこについては、当然119番なので、119番は全国一律のものであっ

たというように昔から使えて、今も現時点でも使えるというところではあるのですけれども、ただ

やはり宿直室にそこに常時職員が配置しているわけではなくて、夜間と土日に限定して宿直室にい
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て、残りの職員はどこで執務しているかというと、事務所でしているといったところありましたの

で、そういったところで9の0011にかけてくれというようなご案内をさせていただいているところで

ございます。 

  そこを何でそういうようなことにしたかというのは、そこの執務室、ふだん私ども今現状でも、

執務室から結局宿直室にもし鳴った場合、宿直室しか鳴らないものですから、宿直室へ行かなけれ

ばいけないとかというようなところもありましたので、9の0011にかけてくださいというようなとこ

ろがありました。緊急事態のときにどちらが鳴っても対応はできるようになっているのですけれど

も、より早期に対応できるといったところでは、本来であれば119番でちゃんと東京消防庁みたいに、

司令所みたいなところにつながって対応できれば一番よろしいのかもしれないのですけれども、そ

こが対応できていなかったといったような今までの過去の経緯がございまして、村役場の職員がふ

だん執務しているほうにかけていただければ対応できるといったところで、連絡先というのを9の

0011に統一させていただいているといったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 少し認識が違うのです。なぜ多くの東京都にしても地方にしても、何で緊急

体制を取っているか、110番を、あるいは119番を。代表電話ではないのですよ。職員が云々という

けれども、こんな小さな職員では、そういってはなんですけれども、119番が鳴ったら仕事どころで

はないと思うのです、職員も。特定の何かという、それはいろいろあるでしょうから、全員が押っ

取り刀で役場を飛び出していくことではないです。宿直室だけだったら事務所の２階にも引っ張っ

ておいたらいいではないですか、非常ベルを。それぐらいの金があるでしょう。下手したら無線だ

って飛ぶかもしれない、無線ＬＡＮで。ワイヤレスマイクのある時代です。電線を引っ張るのが難

しかったらワイヤレスでやっても。それで、119番を回せと、これはめったさった回しません、住民

は。ところが、0011というのは年がら年中鳴るの、緊急だろうが普段だろうが。 

  それで、これは所管課はご存じだろうと思うけれども、今、夜間だとか休日というのがありまし

た。この人たちは電話番なのです。年がら年中11が鳴るわけだ、年がら年中というか、特に災害時。

地震があった、台風があった、ここは水害はあまりないかもしれないけれども、そうすると放送局、

新聞社、かかってくる。それに対応するのは、他所では総務課長とか、あるいは副町長とか、町で

言えば。比較的のんきなほうなのです。ここで災害が起きていないけれども、向こうは問い合わせ

してくるのだから、どうですかって、台風が行っていると思うのですがって、雨どうですかって。

ところが、非常電話というのは全く質が違うの、非常体制だから。私は、こういうところで職員さ

んには恐縮な言い方かもしれないけれども、村でもって非常時が出たら総体制で関われというぐら

いのことを言いたいのです。といって30人の職員が一遍に飛び出せということではないです。忙し

いなと言っている場合ではない。だから、救急なんかでしたら、それこそ３人か、私も個人的なも
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のを言わせてもらって恐縮ですけれども、私も119番にかけて救急に担架で運んでもらいましたこと

があります、つい最近、この１か月ぐらい前。あの程度ならまだいいのです。今村の中でどういう

ことが問題になっているかご存じですか。何が話題になっているか、この緊急問題で。後に一人問

題については、他の議員からも質問があるようですけれども、119番が使えるのだから119を使って

くれと、村は村で必要なところに全部無線だか有線だか知らぬけれども、全部引っ張っておくとい

うぐらいの構えは取ってもらいたいです。人命に関わることだから。皆さん自身が患者になったら

どうしますか、あの、そのとやられて。 

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。 

  緊急119番に関するところでございますが、利島村の場合、ほかと大きく異なるのが消防署がない

というようなところがまず１点ございます。消防署があって、先ほども申したとおり、そこが司令

所となって何かをするとか、そういったところの体制ができていないと、もともと消防署がないと

いうところもあるという中と、あと緊急の場合の２種類あると思うのです。急患にかかりたいとき

というのと、本当に救急車を搬送してほしいというようなとか火事とか、そういった本当の緊急の

場合と診療所に受診したいというところと、その２種類がどうしても出てきているといった中で、

そこの中でやはり9の0011というところで統一していこうというところで、その当時お話をさせてい

ただいて統一している現状がございます。笹岡議員のご指摘のところもありますので、そこについ

て119番についてどうやって活用していくのかとか、戻していくのか、119番をどうするのかといっ

たのは、今後役場の中でもちょっと検討させていただきたいといったところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 災害にしても、疾病というか病気にしても、それは東京の消防庁なんかは話

題になりますわな。吹っ飛んでいってみたら頭が痛いとか、子供が泣いたのでどうしたのだろうと

思ったら泣きやんだと、それでも救急車かよと、そういうところを論じたら駄目です。病人は病人

です。それは、親にしたら子供のときに子供の様子なんかは分かりはしないのだ、赤ん坊なんかは

引きつけを起こしたって、さあ大変だと思うけれども、行ってみたら注射を打ったらひゃっとなる

子もいるのだ。ところが、親御さんにしてみれば、これはもう今にも命が取られるのではないかみ

たいなものは。だから、そういう私に言わせればのんきめいた、どんな程度だか、それにもよりけ

りだみたいな、それは呼んでみて診療所へ行って、役場の職員が救急車を回して吹っ飛んでいって

担架で運び込んだら、診療所へ行ったらけろっとしていたってあるでしょう。前回も漏れ聞くと、

ヘリコプターで行ってみたら、着いたときにはけろっとしていたと、そういうことを話題にしては

駄目です。だからこうなのだというのは。やっぱり私は、今所管課長が体制検討すると言ってくれ
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ているから、そこを頼りにしますけれども、村を挙げて119番を今からつくれというなら別なのだ。

いろいろ手続が難しいとでもあるなら。あるというのだから使ったらどうですか。あと役場の体制

問題だけです、ベルをどこへ置くかという。それで、住民さんには非常時、火災、急病、それは119番

を回してくれと、ここだと、0011ではないよと。笑い事ではないです。笑いたいのは私が笑いたい

のだ。随分のんきなことを考えているな。皆さんは、だって対応はそれなりにしてきているのです。

救急があったときとか、あるいは救急ではなくたって運んでくれといったら運びに来るでしょう。

そういう意味で、ぜひそこまで話をされているのだから、村長も聞いているわけですから、これは

村を挙げて、そんな難しい問題ではないと思うのです。せいぜい聞こえなければベルをここと事務

所へ１個ずつつけるかつけないかの問題だ。鳴ったら111だろうが119だろうが吹っ飛んでいくのだ

よ。取りあえず担当ぐらいは。消防署があるとかないとかという問題ではないのだ。職員がいるの

だよ、何係だろうと、産業係だろうと、それは村の事情だよ。救急担当は産業係できるかもしれな

い、教育委員会できるかもしれない、それは村の対応だよ。消防署は確かにないかもしれない。消

防本部というのはないのでしょう。消防長がいないのでしょう、いるのかな。それを論じたら駄目

だ。そんな貧乏というか、小さな役場で。それなりに皆さん職員がやっているのだから、やってい

ないなら別だが。私は係が違いますなんて言っている場合ではないでしょう。下手したら火事だと

いったら、職員みんな吹っ飛んでいくのではないの。村人がそれを許容するよ、そんなことは。村

へ行ったら誰もいなかったと、そうだよ、あのとき火事があったのだと、それではしようがないと、

よそではふざけるなということだよ。私大島町だと、どこかで火事があった、役場の職員が全部吹

っ飛んで空なんてあり得ない。あそこは消防本部があるみたい。だから、もっと土地についた、土

地柄を考慮した政策をやろうではないですか。どうですか、村長。 

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ながら、私のちょっと１点、これは笹岡議

員を含め村民の皆様にもお伝えしておかなければいけないなといったところでございまして、笹岡

議員のご質問の中で、固定電話からの119というお話で私答弁をさせていただいたのですけれども、

昨今携帯電話から皆さんお電話するといったところもあります。その場合、携帯電話で119を電話す

ると利島村につながるかどうかというのは、その電波を拾ったところの部分で分からないといった

ところなので、利島村に119でつなげたい場合は、049929の0119をかけないといけないと、結局119番

ではなくて、携帯の119番でつながるときもあるかもしれないですけれども、場所によってはほかの

基地局の電波をつかんでしまうと、これというのは昔役場でもあったのですけれども、下田で119番

をかけた電波を利島のここの局がつかんでしまったので、村役場に電話がかかってきたというよう

な事例もございます。そういった中で、携帯電話が普及してきて、そこの中でもやはり119番という

ものをどこがつながるかというのがなかなか不確かになってきてしまっているといったところの事
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例もございまして、そういったところも踏まえて9の0011、こちらにある程度統一していこうという

ところで以前決めさせていただいているという現状のお話をちょっと漏れてしまったので、この場

を借りてお話し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） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは調べてから言ってください。9の00119なんていったら、名前は言いま

せんけれども…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それから、携帯電話は駄目なのです。記憶があるかどうか知れません。昔事

件がありました、本村で。携帯で110を回したの。119、0も同じだから、連動しているから、消防警

視庁は。同時に受け取る、いやいや、110番へかければ消防ではないです。110番へかければ消防が

出ますということではない、救急車が出ますということではない、連動しているということです。

だから、火災なんかが起きると、ものによりけりだけれども、警視庁が吹っ飛んでくる、110と119を

押さなければというわけではない。火災ですというと、消防庁、警視庁は掌握しているから。ただ

し、救急車というときは警視庁、パトカーは来ません。それはそういうことで理解して、調べてお

いたらいいと思うのですけれども。 

  それから言った、携帯だ。携帯については飛ぶ無線ですから、ここで経験があるのです、体験が、

この島で。当時、かつての古い話だけれども、110へ回してしまったの、携帯で。そうしたら電波も

飛んでみたね、警視庁へ、本庁へ飛んだ。そうすると、本庁はどちら様ですかと言ったら、利島に

なっているわけだよ。利島ってどこだということになったわけだ。そうしたら利島には警察署がな

い、だから大島警察署へ来た。大島警察署はぶったまげて利島へ問合せが来た。だから携帯は駄目

です。線のつながっている電話でなければ。線がつながっていればどこにも行かない。049929の

0119なんて回したって駄目で、119でってさっき言ったでしょう。だから、私テストしたらどうです

かと言ったの。ここで119って回せば宿直室で鳴るのではないですか、04992なんて言わなくても。

携帯は駄目です。不審ならやってみたらいいですよ、本当に宿直室が鳴るかどうか。ここに電話が

あるのだから。やってみましょうよ、どうなるか。そのほうが早い。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 先ほどの１件訂正させていただきます。049929の0119ですか、市外局番

から入れてしまうと、個人のお宅につながってしまうというところでございますので、そこは訂正

させていただきます。 

  それ以外のところにつきましては、私の述べたとおりでございます。 
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〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 最後分からない、何だって。何ですか、最後。 

〇議長（寺田 優君） 今まで述べたとおりだということです。 

〇３番（笹岡壽一君） 今までのとおりというのは、0011をこれからも使うということですか、119が

あるのだけれども。どういうこと、今までのとおりという意味が分からない。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 私が述べたのは、検討するといったところは今までとか、電話番号の

049929の0119のところが村役場の119番につながるといったところを訂正させていただくといった

ところと、それ以外のところについては今までのとおりでございますという…… 

          〔「今までって」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 今までというか、検討させていただくとか、そういったところは変わら

ないよということ。 

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） 答弁、村長、結構です。ぜひ検討してください。119はあるのだから、わざわ

ざ0011を回す必要がない。しかも、ご丁寧に9の0011って回さなければ駄目なのでしょう。片っ方は

119って回せばいい、ただの119で回るのですから、0011で。だから、いずれにしても0011というの

は本村の代表電話です。いろんな電話がかかってくるのだ。救急と代表とは分けたほうがいいので

はないですか、そういうことです。めったさったないのだから。 

  それともう一つは、何方が小さいから人間だから寝込むこともあるのだよ。あるいは留守をする

こともあるかもしれない、宿直だ、夜勤だ、日直だといっても。そういうときは、これはこれで別

に考えなければいかんかもしれないけれども、とにかく人の命、財産に関わることについては、特

別の手段を講じましょうよ、できることは。だって、あるのだから119は。問題がありますか。 

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） 見直しを検討していくというところですが、既設の設備、それから電話番号

の扱いといったこと、これからになってしまいますが、協議した上で、住民の方の一番は命とかを

守るといったところの観点で、その設定したあんしんホンを供用開始してから15年以上たっている

と、時代の流れなのか、いろいろ環境も変わってきていて、今先ほどおっしゃられたみたいにスマ

ートフォンですとかの連絡手段がメインになっているといったこともありますので、どういった形

で漏れなく拾えるようにするか、宿直体制、連絡体制も含めて検討していきたいと思いますし、そ
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の結果を当然職員も共有した上で住民の方にも周知をして、安心して暮らしていけるようにしたい

なと思います。特に私が思うところに言うと、独居の高齢の方々に関しては、今のあんしんホンの

使われている方々もそうだと思うのですが、より手厚く連絡を取れるような手段を講じていく必要

があるのかなというふうに考えております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 聞いていますと、村長、課長ともに大体同じテーブルに上ってきているのか

なという印象で、検討してもらえるということなので、ぜひ前向きに、村長も言うとおりめったに

あることではないのだけれども、人の命、それから財産、家屋が焼けるとか、そういう非常時につ

いては特段の処置を対応する、そういう施設がないなら別だけれども、あるのだから、そういう点

では活用するのも含めて、支障があるから言っているのです。11番で何ら支障がないならいいので

す、0011でよければ。ないから、ただ便利か不便かという問題ではないのです。そういう支障があ

って、これが話題になっているから、それはおっしゃるとおりだと、住民さんが心配する。何か役

場だけがのんきに構えているような気がする。そういう意味でよろしくお願いしたいと思います。 

  次お願いします。 

〇議長（寺田 優君） 次は補聴器。 

  榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  補聴器の購入助成についてでございます。令和５年度より助成対象者と助成額の見直しを行う考

えであります。ただし、前年度に遡ってとか、そうやって遡及についての助成は行わないつもりで

います。 

  以上でございます。 

〇３番（笹岡壽一君） 次をお願いします。 

〇議長（寺田 優君） 椿産業について。 

  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） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  管理不十分になっている椿林につきましては、現在農協が自主事業として準備を進めていると聞

いております。村としましては、今支援する形で動いておりまして、この後ちょっと答弁の内容が

変わるのですけれども、椿林の地目は山林が多いということで、その貸し借りについてはどのよう

な方法が適切かを確認しまして、実際山林の関係でいうと田畑だと農地法というものがあって、そ

れで法によって制限等があるのですけれども、山林に関してはそういったものがないということで
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すので、貸し借りに関しては各個人間での契約とか、協定書の締結を行って貸し借りを行うという

方法になるというふうに確認しております。今回の農協さんの取組をきっかけにして、椿林の流動

化を進めていきたいというふうに村としても考えております。 

  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） これについては、農協の自主事業というのは私質問書にも書いたように、私

もそのような話を受けて、理事から聞いているのですけれども、村として具体的にどういう支援を

考えているのか、というのはこれが分からないと。それから、参考までに述べておきますと、これ

はその担当者に、理事さんにお伺いしたら、少なくとも村からの財政的な支援は、受ける考えは今

のところ考えていないということなのですけれども、何を支援しようとしているのかお伺いしたい

のと、それからもう一点です。これがちょっと気になるのです。椿林の流動化、これは村長もちょ

っとそれに似たようなことを発言しているのですけれども、椿林の流動化とは何を考えているので

すか、どうしようというのですか。 

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） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  流動化というのは、今田畑でも結構全国的に耕作放棄をされているところを集約化するだとかで、

簡単に言うと地権者がもうやり切れないというところを賃借したりとか貸借したりとかというのが

結構国も進めているというようなありまして、椿林に関してもやっぱり管理ができないという方が

増えてきているというような実態がありますので、例えばそこで今までだと相対で口頭で貸し借り

というのがされていたというふうにお聞きしていますけれども、そこをきちっと契約書を結ぶなり

協定書を結ぶというような形で、簡単に言うと貸し剥がしだとか、そういったものを防ぐために、

きちっとした形で借りたい人がきちっと借りて、例えば10年間なら10年間という形で椿林に携われ

るような形をつくっていくという意味での流動化ということです。 

  以上です。 

〇３番（笹岡壽一君） それなら分かります。流動化……あるいはあるけれども、何を支援するかと

いうのはこれからということで、次お願いします。流動化は分かりました。 

〇議長（寺田 優君） それでは、農漁業用機器購入助成について。 

  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） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  これ前回の６月の定例会でも答弁させていただいておると思うのですけれども、基本的に補助金
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に関しては要綱で定められておりまして、予算の範囲内ということになっておりますので、補正で

対応するというのは基本的にこの補助金の趣旨から外れるのではないかというふうに認識しており

ます。来年度の農業関係の補助金に関しては、これも６月の議会のときに答弁させていただいてい

るのですけれども、実態としてどれぐらい次年度に、なかなか難しい部分、分からない部分も当然

あると思うのですけれども、事前に例えば草刈り機を購入するよとか、ブロワーを購入するよとい

うようなご意見をちょっと聴取させていただいて、それを一つの指標とした上で予算額を決めたい、

考えたいというふうに考えております。当然ですけれども、なるべく多くの方に利用していただき

たいというのは、村としても考えていることですけれども、基本的には今までは３年平均で補助金

額を設定しているということですので、年によって利用者が多い少ないというのも今までありまし

たし、その点はご理解いただければ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、補助金の枠内というのは当たり前のことなのです。全ての予算がそ

うです。予算を超えてやるということはできない、あるいは予算にないことは。これは全てそうで

す。私が言いたいのは、ですから皆さん物によっては予算が不足すれば補正予算で追加するでしょ

う、何でもかんでも。これはやりませんという中の、もしやらないとすれば、これは趣旨が違うの

だということでは、この事案ぐらいではないですか。だって、（株）ＴＯＳＨＩＭＡだって補助金だ

けれども、補助金でもって赤字になってきて経営ができなくなったら追加補正するでしょう。予算

の枠内ではないでしょう。補正した途端に予算の枠内です。あるいは元から、主幹がおっしゃって

いた、来年の過去の経理を見て60万ですか、今。 

          〔「そうです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 60万がとても足りないから100万にしようとか、それはそれで分からんではな

いです。ところが、年度途中の、というのは今実態は分からないけれども、これ苦情が出ていまし

て、買ったのだけれども、来年だと、半年後だというのが結構いるのでないかと思うのです。そう

いう意味で、趣旨に合うとか合わないとかという問題、全て全部に払う、枠内だから、補助金でも

何でも。そういう点でお伺いをしているのですけれども、今年度この12月ぐらいで補正をやれとい

う意味ではないですけれども、もうちょっと枠を増やしてみるとか、やってみたら60万が毎年毎年

余っているなら40万にしようとか、そういうこともあるかもしれませんけれども、足りなければ、

年度途中で予算消化されてしまったら、来年からは10万だか15万だか増やすというなら、これはこ

れで分かりますけれども、予算が別途に単年度で決めていますから、そういうことでご援助という

か、対応していただければ答弁結構ですけれども。 

〇議長（寺田 優君） 荻野産業観光課主幹。 
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          〔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。 

  予算を積算する際に、当然先ほども答弁しましたけれども、皆さんがなるべく使いやすいような

形を目指して予算計上させていただいていますので、きっちり補助金を使っていただけるというの

はとてもいいことだと思いますし、それに近い数値を私たちがきちっと積算するということができ

れば、それが理想ですので、それに近づけるように努力をしていくということです。 

  以上です。 

〇３番（笹岡壽一君） 次をお願いします。 

〇議長（寺田 優君） ごみ処理について。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） ごみ処理に関してですが、まず監査報告においても職員の業務量が増えてい

るというふうに示されている現状があります。疲弊しているという現状の改善のために定数を改正

したところであり、何とぞ現状についてご理解いただきたいといったところです。住民説明会につ

きましては、議会終わった後準備にかかりまして、11月に実施する予定であります。詳細について

は、広報などでお知らせします。 

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） 笹岡議員の質問にお答えさせていただきます。 

  基本計画のほう東京都さんにチェックいただきまして、取りあえずこれから進められるというこ

とになりましたので、計画では利島村1708番地２、臨時ヘリポートの東側に整備し、事業概算費用

は４億円程度（擁壁、地盤改良などは含まない）である。令和６年度竣工を目指すというところで

ございます。６月の堆肥の件でございますけれども、あくまで草木などの処理を一例として挙げさ

せていただいたものでございます。 

  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） 私は、ちょっと長い質問になるので、あらかじめメモしてきましたので、読

み上げて質問しますけれども、相変わらず忙しいという、足りないということで理解をいただきた

いということですけれども、35名まで増員しました、実数は知りませんけれども、分かりませんけ

れども。それで、まだ足りないのだと、これは全体職員に関わることでしょうけれども、ごみの回

収のための職員ばかりではないでしょうけれども、定数を何人ぐらい要するのかと、これは村長の

問題ですけれども、35名を、とてもごみをやったり、いろんなその他監査委員も指摘しているので、
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業務が増えてきたと、つい半年前に35名ってやったばっかりなのだけれども、それもごみが増える

と、こう言ったのだよ。だけれども、その実数が実は家の問題もあったりして、28名か９名しかい

ないのだということであれば、これはこれで別ですけれども、その辺も関わってきますけれども。

ということで、定数を増員する考えなのか、さらにということを聞いているわけです。しかし家が

ないと、それに尽きているから。 

  それから、焼却場の建設の用地については、ヘリコプターの運行には支障がないのかどうか、こ

れは村長知っているわけなので、内情説明はしませんけれども、現地で聞いていると思いますので、

支障がないのかというところ。 

  それで、村が予定している、この図面がありますけれども、用地には多くの住民が反対していま

す。村はそれを知っていますかという質問です。あまり賛成している人はいないでしょう。仕方が

ないという人はいたとしても。 

  それから、現焼却場というのか、旧焼却場というのか分かりませんが、建設を求める住民署名の

協力を得て議会陳情に取り組む考えはありませんか。これは議長にも関係するかもしれませんけれ

ども、やれるだけ議会も取り組んでやって、話をするばっかり、村長、村に質問するばっかりでは

なくて、動けるものなら動いてみようかという提案です。 

  それから、４億円でそこから先は分かりませんということなのですが、調査、測量、その他に事

務的な作業があるわけですけれども、その事務というのが調査やら測量やら設計、施工ではないや

つです。それと、４億円の施工を含む、これは機械というか、焼却炉を含んでいるのでしょうが、

総事業費の概算は示せますかということです。 

  それから、６年度の供用開始、竣工ということはイコール供用開始でしょうが、していますけれ

ども、債務負担行為、規模が大きいですから。 

  それから、明許繰越事業になる可能性はありませんか。単年度で大丈夫ですかということです。

５年度に取りかかるのだか、６年度に取りかかるか分かりませんが、５年度に施工に入れば債務負

担行為も関わるでしょうし、そういう意味です。 

  それから、先ほど話のあった、前議会で椿林内に木、枝、草、生ごみが運び入れると答弁したこ

とに対して、堆肥に対する一例といいますが、椿林に万一でも生ごみを投棄していたら、椿の収穫

や椿林の管理作業はできません。木の枝は堆肥にはなりません。よりによって椿林に投棄するとは

よく言えたものです。一例と言えばどこに捨ててもよいということにはなりません。再度答弁を求

めます。 

  以上です。分かりやすく言えば、役場の前に持ってきて捨ててくれと、あれは一例ですと、こう

いう話はできないのです。あり得ない。椿山といったら意味があったはずなのだ。 

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） ちょっとすみません。全部をメモをし切れ…… 

          〔「これやりましょうか」と言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） では、いただけますか、お貸ししてもらって。 

          〔「コピーして返してくれればいい」と言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） いや、ここに置いておきます。 

  ごみのところでいくと、最初の定数何人ぐらいまで要されますかというご質問だと思うのですけ

れども、その部分に関しましては、この話題、ほかの案件でも述べさせてもらっておりますが、職

員の人員を単純に増やしただけではなかなか業務が回っていかないのではないかと、ただし今副村

長がいらっしゃらないと、教育長、これから承認案件として上げさせて……すみません、教育長か、

上げさせてもらいますが、やっぱりいろいろ難しいといった中で、幹部会の中で先日少しお話をさ

せてもらったうちの一つで、役場の業務自体を見直していく必要もあるのではないかということも

ありますので、本来やらなければいけないこととかに集中してやっていく、あとはアウトソーシン

グ、委託をかけていくことが必要なのではないかといったところでありまして、あと何人必要なの

だといったところでは、明確に答弁ができないところであります。基本的には委託、外の、島内の

業者にお願いをしたいといったところですが、なかなか難しいといった現状があります。 

  もう一個大丈夫ですか。 

          〔「続いてどうぞ」と言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） 私がちょっと分かる限りでいいですか。 

  次に、ヘリコプターの運行の支障に関してですが、一応その辺は担当のほうで確認を取っている

ところで、航路には干渉しないというところであります。 

  補足ありますか。では、補足でお願いします。 

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） 高さの話です。航路上の話ということで、建物今実際ございますけ

れども、この建物の高さが大体煙突を含めて40メーター、地盤が今26メーターぐらいあるかなとい

うところで、そこの高さ、40メーターまでの高さで問題ない、ヘリポートの高さ自身が30メーター

というところなのですけれども、ここの建物のところで40メーターを超えない限りは問題ないです

という話は伺っています。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 高さとして40メーター以下の建物が建つ限りは問題ない、煙突込み

で、煙突込みの高さが40メーター以下であれば問題ない。 

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） 村長は知っているでしょうというので、省略してしまったけれども、何メー

ターだか分かりませんけれども、現地へ行ったときに10メーターぐらいまでの高さまで600から

700度ぐらいの排気が上がると、そこから先はゼロ度になるということではないと思うのです。例え

ば20メーターぐらいまでいったら300度になるのか、それは分かりません。とにかくかげろうのよう

に見えていました、ぼぼぼぼっと。それだけの高温、もちろん煙は出ていないのです、無色です。

議員が全部それを聞いて、村長も一緒に聞いていたと思うのです。それは、業者さんには、調査し

た業者さんがいるのだか、運行会社に確認したのか知りませんけれども、その辺は明らかにして含

んでいますか。障害物ではないのです。物にぶつかるという、そういうことではなくて、高温の排

気が出ると、10メーター以上まで。 

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） 一応煙突のすぐ上は確かに高温になるのですが、１メーター、２メーター分

散していくので、そのままの温度ではないというお話を聞いておりますが、詳細に関しましては今

後確認をしていきたいというふうに考えております。今の時点で何メーターの高さを飛ぶときに何

度になっているのかといったこともちょっとデータというか、取れておりませんし、真っすぐ上に

熱が上がってくるものでもないと考えておりますので、なかなかそこの判断が難しいのかなといっ

たところでありますが、私ども考えているのは、あの場所しか今のところないという判断で事業を

進めておりますので、そういったことも１つずつ解決しながら進め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） ではいいのではないですかというわけにもいかないです。出席した、参加し

た議長以下、私を含む４人の議員がいるわけですけれども、あと職員もいました。もちろん村長も

いたし。１メーターではないのです。ずっと高いところにかげろうのように見えました。あれです

よと言っていましたよ、職員だか作業員だか知りませんけれども。そのとき今言ったように600から

700度ぐらいありますと、もちろん強風が吹いたら吹っ飛んでいくでしょうけれども、空気だから。

だから、そういうことがあって、それがオーケー出たのかなと、私今の村長の答弁で心配するのは、

もしそれがそこで駄目だよといったらどうするのですか。東京都はそこの場所で決めてしまってい

るのでしょう、もう。そこの場所に建てると言っているのでしょう、村は。建設場所はまだ未定で

す。だけれども、こういう施設を造りたいという申請ではないのでしょう。そのために絵も書いて

あるのでしょう、地番も。 

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） あくまで今回の都に確認いただいたのは基本計画の話なので、ここ
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に建てますというのは確かに私どものほうで話しさせていただいておりますけれども、いわゆる申

請というと、もうここに建てますというレベルのものですけれども、今計画でございますので、こ

こにこういうのを建てるに当たって実際規制とかのところでちょっと中身を確認いただきたいとい

うので、その基本計画を見ていただいたという代物でございますので、これで申請をというとちょ

っと話が違うのかなと。 

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） それなら話が違うので、それではそれくらいにしましょう。 

  では、次お願いします。 

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） 調査、測量、設計、施工を含む総事業費の概算を示せますかという

ところで、今のところ４億円と申し上げているのは、あくまで建設のところでかつ擁壁を含むとか、

地盤改良ですか、というところは地盤改良に関してもまだ全然数字が分からないところ、正直なと

ころ。なので、全体の総事業費というのはちょっとごめんなさい、今出せないです。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 建物を建てるに当たって基本計画上である程度組んでいただいたと

ころで大体４億円。 

〇議長（寺田 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、おおむね決まっていないものを質問してもしようがないのだけれ

ども、そうするとこれは機械は別、焼却炉は別ですか。建築物だけ、建物だけですか、４億という

のは。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） すみません。この建物と焼却炉は４億円の中に入っています。 

  よろしいですか。 

          〔「はい。それでは続けて……」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） ６年供用を目指すところですけれども、今のところ５年４月に発注

をかけて、単年度で工事を進めたいと考えております。そのために債務負担、あるいは繰越明許等

の可能性は今のところ考えておりません。 

  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） 焼却場については、これは答弁抜けてしまっているようなのですけれども、

私のほうで述べますが、大体場所は駄目なのだろうと、行政のほうでは環境省ですか、駄目だとい

うことで、これはそういうことでここしかないということなのですけれども、私のこれは提案と受

け止めて結構ですけれども、現在の場所は、あそこができればあそこでいいのだろうと思うのです、

ヘリポートの下へ建てるよりも。そういう意味で、これについては何か議会としてもただ見ている

と、結果的にですよ、ということでなくて、動く議会というような意味で住民の協力を得て、もち

ろん村長にもお願いして、議会として行動を起こしたらどうかなと、環境省だかどこだか、私は所

管どこで申請になっているか分かりませんが、もちろん東京都にも関係するわけですけれども、含

めて要請活動をしたらどうかなと、これは議員とも相談したことではないですけれども、村長の取

りあえず考えを、取りあえずという言い方は失礼かも知れぬが、聞いておきたいなと思います。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 私が就任した当初にこの問題に最初の頃接したときのマスター工程、スケジ

ュールに関しては、この供用開始がもう少しこっち側でした。そんな中、課長、それから業者さん

にも何とか６年までに圧縮してくれということで強くお願いをして、今こういう工程表になってお

ります。そんな中で、場所を見直したりとかをしていくことで、おのずと後ろが遅れてきてしまう

ということもありますので、今の場所で行きたいというふうな考えを持っております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） では、村としては決定ではないですか、まだ決めていませんと言ったって。

ほかは考えない、今のところでやりますということは決定ですよ。あとは東京都がそこでいいか悪

いかという、それだけは問題かもしれんけれども、国も。話が全然違うから、それこそ行き違いが

あるからなかなか質問が思うように進まない。先ほどはまだ決めていませんと。 

〇議長（寺田 優君） 次行きますか。 

〇３番（笹岡壽一君） どちらかにしてください。 

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） 決定ではないですが、その方向で進みたいというところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 要するにくどいようですが、何があってもそこですね。例えば熱があって駄

目だよと。 
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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） 当然決定ではないので、駄目だと、もしくはもっといい場所があるというこ

とであれば、完全に排除はしないほうがいいであろうというふうにも考えておりますが、ほかに選

択肢がないであろうというところで、今の場所で進めていくべきではないかなというふうに考えて

おります。ちなみに、上の現在の焼却施設で建てることに関しましては、かなりやはり厳しいであ

ろうと、環境省に要望をかけてどうなるかというところありますが、場所的にもちょっと厳しいで

あろうというふうに思っております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 時間の関係もあるので、私は駄目ならこっちへ行こうよというような代物で

はないので、やっぱり村を挙げて、住民さんを挙げて、駄目なら駄目で住民が納得づくでやるなら

ば、これはみんな納得すると思うのです。だけれども、ここにも書きましたけれども、あそこの今

のヘリポートの下へ造るというのは皆さん反対だということを聞くものですから、そういうことで

我々議員としても動けるものなら村長共々住民の協力、協力といったって署名ぐらいでしょうけれ

ども、受けていただいて、村を挙げての取組をやってみる必要あるのかなと、あるいはもう１個造

ったら30年、50年、時間は分かりませんけれども、それだけの施設です。簡単に引っ越せないのだ、

造って駄目だからこっちへ行きましょうとは。だから、そういう意味で環境省なら環境省に村を挙

げての陳情活動をする必要があるのかなという感じでいますけれども、それは駄目ですか。村長が

言うように、このままいったらないですよ。ほかはありっこないのだ。みんなコウゲンにひっかか

って。 

〇議長（寺田 優君） 答弁求めますか。 

〇３番（笹岡壽一君） はい。 

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） おっしゃるとおり、今の計画にのっとって進めていきたいなというふうに考

えておりますし、その上で11月を目途に住民の方に説明会を開きお示ししていきたいなというふう

に考えております。 

〇３番（笹岡壽一君） 次のところ。 

〇議長（寺田 優君） （株）ＴＯＳＨＩＭＡでいいですか。まだあるのだっけ。 

          〔何事か言う人あり〕 

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〕 
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〇産業観光課主幹（荻野 了君） （株）ＴＯＳＨＩＭＡの運営等に関してですけれども、令和４年

度につきましては今年度から補助金という形になりましたので、これまでの委託事業を参考に定期

航路等運航業務に必要な人員や必要経費を見込み、補助金の予算計上…… 

          〔「今どこやっている」と言う人あり〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） （株）ＴＯＳＨＩＭＡ。 

          〔「（株）ＴＯＳＨＩＭＡの前にある」と言う人あり〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） まだある。 

          〔何事か言う人あり〕 

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） 先ほど課長のほうからお答えになったと思いますが、草木の堆肥化について

一例を申し上げたところであります。ただ、やはり生ごみの最終的な処分をもう真剣に考えていか

なければいけないですし、皆さんごみ焼却施設の際に見てもらった粟島浦のようにはなかなかでき

ないであろうということもありますので、投棄というわけではないですけれども、椿山の土壌にも

しかしたらいいのかもしれないということもあって述べさせてもらったことであります。生ごみの

処分の方法に関しては、少し早急に判断を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） いや、私が言ったのは例えが悪いと言っているのです。よりによって椿山へ

持っていけば堆肥になります、木の枝が。言えばいいというものではないと、そういう意味で聞い

ているのです。本村にとっては椿山って大事な生産地であり、かつ財産なのです。そこで生活して

いるのだから、生活してきたのだ。産業基盤です。皆さんにしてみれば役場の勤め場所の中にごみ

を持ってくるのと同じだ、生ごみを役場の玄関口へ。そういうところで言えばいいというものでは

ないよと、何でも一例というけれども。そういう意味でお伺いしたのです。だから、私が質問の中

で今わざわざ言いました。謝罪したらどうですかと、それができないがためにいろんな言い方をす

るのだ、一例だとか三例だとか。 

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） 表現がまずかったところに関しましてはおわびいたします。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは謝罪してもらえれば結構です。間違っていたということでしょう、そ

うではないと。 
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〇議長（寺田 優君） 次行っていいですか。（株）ＴＯＳＨＩＭＡですか。 

  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） 株式会社ＴＯＳＨＩＭＡの運営の関係ですけれども、令和４年度

につきましては、今年度補助金事業ということになりましたので、これまでは委託事業であったた

めに、その内容を参考にして定期航路等の運行業務に必要な人員や必要経費の見込み等を算出して

いるというところです。 

  同社の運営について議会に相談するとのお話ですけれども、これはたしか前々副村長が多分１年

前の議会で答弁されたと私の中では記憶していますけれども、会社の運営について例えば存続が難

しいなど緊急かつ重大な状況が発生した場合は、議会にも相談させてほしいというような話であっ

たと私のほうでは認識しております。 

  あと、車載スピーカーのお話ですけれども、株式会社ＴＯＳＨＩＭＡに確認したところ、既に見

積りを取り寄せていると、実施していくということで報告を受けております。 

  今後の事業の進めていくという中では、来年度のお話ですけれども、当初予算作成の前に、作成

時ですか、主要施策についての説明を議会に対して行う中での概要説明を実施していく方針であり

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） 実はこれは議会に相談すると言ったのは記憶違い、お互いの認識、記憶違い

かもしれません。私は、確かに前副村長、元というか副村長が議会に相談しますと言ったのは、私

はその都度相談するという具合に理解していたわけで、非常事態だとか潰れそうというか、何かの

ときというようなことではなくて、年次ごとに相談しますという具合に理解して聞いていたのです

けれども、それは今度村のほうで５年度予算、当初予算前には説明すると、これは言葉のあやで、

概要説明というか、概要と言ったではないかと、概要とは何だみたいな話になっても困るけれども、

それなりの協議というか、説明会を持ってくれるということなので、そこで了としたいと思ってい

るのです。これは何も本年度に限ってやっておしまいではなくて、引き続きそういうことの姿勢を

保っていただきたいと、言うなら恒例化してやってもらいたいと、年に１回ぐらいでしょうから。 

  それから、車の車載スピーカーのワイヤレスについては、これは実を言うとやってくれた、社内

でもって対応しているという答弁ですけれども、実は私以前に要望を受けていたもので、受けたの

です。それで、代表者からそういう話を伺って何とかということで、それでは役場に、金もないだ

ろうから、必要な経費だろうから、そうだよねということで要望した。それだけでそれが実現すれ

ばそれで社内であろうが新たな助成金であろうが、それはそれでいいと思うのです。 



 - 97 -

  それから、この補助金の交付についてなのですけれども、委託事業を参考に計上したという、こ

の意味が聞きたいのですけれども、どういうことですか。というのは、抽象的で分かりにくいと思

うかもしれないので、説明しておきますけれども、委託事業のときは村が払い出している計上した

金額というのは4,000万ちょっとぐらいだったでしょう。総額的には7,000万ぐらいです。ただ、東

海汽船から入り金があるから、村が独自で一般会計から積み出した金、これは四千数百万ぐらいだ

っただろうと、こういう認識でいるのですけれども、これが委託の実態です。これは決算書を見れ

ば分かる。なのに補助事業になったら１億を超えてきているのです。これは参考にしたとは言えな

いです。それが１点。 

  それから、これは村が計上したのでしょう。それは答弁しているし、実は私も聞いていました。

申請書は出ていないでしょう、補助金の申請は。話合いはしたと言っています。これを実は監査委

員に聞きたい。こういう執行の仕方はいいのかどうか、可能なのかどうか、これをできればご承知

でしたら伺っておきたいのです、参考までに。行政から答弁いただく前に。 

〇議長（寺田 優君） 答弁はできる。監査委員が何。 

          〔「こういう質問の仕方は、監査委員はどうなのですかというか、い 

            いのですかという」と言う人あり〕 

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。 

  この補助金だけではなくて、農業とか生産関係に関しての補助金に関しても一旦村のほうで積算

をして、要望は当然受けていますけれども、それを基に積算をして予算計上しているという形で、

その予算が通った後に翌年度執行する年度になってから補助金の申請を受け付けて、それで交付決

定するかどうかを判断しているので、今回の株式会社ＴＯＳＨＩＭＡに関しても今年の４月ですか、

申請は受けていますので、それで交付決定を出しているという状況です。 

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） それが申請はしていないというのです。 

          〔「しています。会社の社長名義でもらっていますから」と言う人あ 

            り〕 

〇３番（笹岡壽一君） それはもらったかもしれません。だけれども、していないと言っている。 

          〔「いや、もらっていますから」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それで聞いたのです。 

          〔「あります」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） あるでしょう。私、これで２回目なのよ。前にもありました、社協の問題で。
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困ってしまうのだよ。根が正直なものですから、その額面どおり受けるから、話合いはありました

と、ところが、それで監査委員って聞いたのです。それ見ましたかって言おうと思った。 

          〔「いや、まだ今年度だから」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） もちろんそうだろうけれども、それは分かるよ。意見を聞きたかったの、そ

ういうことはいいのかと。ＴＯＳＨＩＭＡさんというのはどうなっているのかなと、お互いが。 

          〔「そこは大丈夫です」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 大丈夫なのだよな。契約書だって６月に契約したって４月１日でしょう、大

体。何か差し障りがあったら。 

〇議長（寺田 優君） もう次でいいですか。 

〇３番（笹岡壽一君） ええ、次でいいです。 

〇議長（寺田 優君） 本日は、もう…… 

          〔「ちょっとだけしゃべらせて。供養塔のお話」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） では、そこまで、供養塔の話だけ。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 供養塔建設、建立地の貸与についてということで、ご質問を受けまして、長

久寺のお寺の関係者の方と協議をしました。ちょっと不勉強なもので、なかなか現状認識をする上

でもいい機会だったかなというところですが、既にお寺さんのほうでは考えているといったことを

聞いております。なので、長久寺でそういう方法を検討しておりますし、今後そういう要望が出て

くるであろうということもありますので、お寺さんのほうに相談していただければいいかなという

ふうに考えております。 

〇議長（寺田 優君） よろしいですか。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 相談していただくといっても、私が質問しているのは、私もそれは聞いてい

るのです。だから質問したのだけれども、村の土地ですから、貸与できないのかと、場所がないわ

けです。その意味で質問しているのです。あとはあしたでもいいです。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 現在の墓地に関しても無償で貸与しているという状況もありますので、お寺

さんのほうに関しましては、特に宗教のあれもなく、そういう要望があればやっていきたい。ただ、

人数とか規模とかが全然把握できていないので、相談に来てくれればなということをおっしゃって

おりましたという報告です。 
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    ◎散会の宣告 

 

〇議長（寺田 優君） それでは、本日は笹岡議員の一般質問の途中ではありますが、休会して、明

日９時半より再開いたしますので、よろしくお願いいたします。ご苦労さまでございました。 

                                   （午後 ４時５７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。 

  定刻となりましたので、令和４年第３回利島村議会定例会の２日目を開会いたします。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

 

〇議長（寺田 優君） 本日は、一般質問、笹岡議員の途中ですので、そこから始めたいと思います。 

  それでは、笹岡議員。あと15分ほどです。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 昨日は、永代供養塔まで終わっていますね。それは分かりました。 

  次をお願いいたします。 

〇議長（寺田 優君） 製本化した議事録の配布。 

  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） 製本化した議事録の配布についてでございます。東京都並びにほかの団

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いると聞いております。 

  本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るように望みます。 

  電子データによる配布を考えている。 

  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） ここではあんまり時間を取るつもりはありません。先般、今、皆さん議員、

職員もそうですが、配布というのかな、されているタブレットの講習のようなものが、事務局のほ

うから先般なされました。 

  この私の質問というのは、ご承知のとおり８月30日現在の質問ですので、何もやっていないとい

うのは、そういう意味だったのです。 

  それで、１点だけ伺いたいのです。２点ですかね。１点は、いつから実際に現実的にペーパーレ

スになるのか。これが１つの課題です。いつの議会から、まるっきり100％、ペーパーレスになるの

か。その時期的な問題、時間的な問題と関連するのですけれども、いずれにしてもまだまだ事務局

のほうでも体制が整っていないという状況の報告もありましたし、議員のほうでも、操作に不慣れ
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な状況というのは、これは簡単にはいかないような気がしているのです。常日頃、多少慣れていれ

ば、そのスピードといいますか、取得するのも、操作も早いかもしれませんけれども、めったさっ

た、パソコンそのものを触ったことがないというような議員といいますか、人は、ちょっと時間を

要すると思うのですが、そこでの提案なのですけれども、これは議員が中心なわけで、職員はいつ

でも講習というか、訓練ができるわけで、ほとんどもう分かっていると思いますけれども、議員は、

にわかには、独学では、なかなか難しいと思うのです。 

  そこで、これは議員の日程の都合もあるわけだけれども、私、当日も申し上げましたけれども、

予行練習といいますか、訓練といいますか、それが必要だと思うのです。といって、結構、結構っ

て２日や３日ではどうかという、朝から晩まで、こればかりやっているというわけにもいかぬでし

ょうし、せいぜいやって１日に数時間程度だろうと思いますけれども、その辺の日程調整というの

は、これは議員の問題なのかな。ちょっと分かりませんけれども、村とすれば、どう考えているか

ということと、もう一点は、やがては、これはタブレットも結構なのですけれども、パソコンでの

取り込みが利くのだろうと思うのです。その辺は、こちらの対応なので、送信体制がどうなってい

るかで、アップ体制というのですか、それがどうなっているかによりけりなのですけれども、そう

すると、自動的に半オープンで、半オープンではない、全面オープンで、分かりやすく言えばユー

チューブに至るもので、村のホームページがありますよね、それはタブレットでなくても見られる

わけで、全国で。 

  ああいうブログというか、アップして、そうすると、このタブレットも別に要らないような気が

するのです。その辺をちょっとお伺い、今のところ、はっきり分からなければ分からないと言って

ください。 

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。 

  ペーパーレス化については、今回の補正でちょっと計上させていただいておりますので、その補

正が可決され次第、進めていきたい。 

  ただ、おっしゃるとおり、議員の皆さんに、いきなりペーパーレス化は、なかなか厳しいという

のは考えておりますので、徐々に慣れていただいていければなと考えています。 

  例えばなのですけれども、最近月に１度、議員の皆さん、月に１回集まっているではないですか。

そこでちょっとお時間いただいて、少しずつ慣れていただくという形で、ちょっとずつ講習なり、

使い方をＴＴさせてもらって、慣れていただければなと考えています。 

  あと、パソコンで見えるかということに関しては、現在ちょっと試行、試しに使わせてもらって

いるので、ライセンスが10しかなくて、それでタブレットを使っているのですけれども、ご自宅の

パソコンでも見ることは可能になります。 
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  タブレットの必要性としては、こういった場で発表する際に、自分の席からタブレットを持って

きて、タブレットを見ながら発表するというところで、タブレットは必要かなと考えています。 

  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） 後にしましょう、これは。ここの一般質問ではなくて、後でお伺いしましょ

う。 

  要するに簡単に言えば、限定送信になるのかどうかということです。ユーチューブは、限定もあ

れば、指定して、そういうＵＲＬの、どうするかという問題もあろうかと思うのですけれども、全

面オープンにしてしまうと、全部解禁になってしまいますから、後の課題にしましょう。 

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。 

  例えば今回の議案書について、インターネット上でアップして、今、皆さんに見てもらっている

のですけれども、それがほかの方々が見られるかというと、一応ライセンスを与えた方だけにしか

見えないという形になります。また、そのライセンスを持っている方で、そのライセンスで入って

もらって、自分でメモとかも取れます。それはほかのライセンスの方には公開されないで、自分自

身しか見られないような仕組みにはなります。 

  以上です。 

          〔「次お願いします」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 首長の人事権と行政体制について、 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 人事権と行政体制についてということですが、人事命令を出したのは私の責

任であり、課長をはじめ職員に負担をかけてしまっていることは申し訳ないと思っているところで

ございます。 

  しかし、ほかの自治体でも管理職にある者が他団体の事務局長を兼職している事例もあり、福祉

サービスを一体的に行う上で効率的な部分もあると考えている。担当課長からは、理事長など常勤

役員のいない団体においては、ある程度本村での在住歴がある者などが事務をつかさどる必要があ

るのではないかと聞いている。 

  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〕 
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〇３番（笹岡壽一君） これは１点だけ聞きます。 

  人事権の問題はさておいて、現実問題として、村の現在においては、トップですね、村長以下の。

今度の新しい副村長が来れば分かりませんけれども、トップ職員ですよね、管理職は。そういう立

場にある人が、事実上、ある団体のトップの仕事をやると、事実上ですよ。理事長というか、会長

というか知りませんけれども、そういうところを、事実上の最高責任、責任者的な通常の運営をや

るというのは、言うなら行ったり来たりすると。それでなくても行政がどうかと言われているとき

に、そういうゆとりが本村にはあるのかということが１つ懸念で、大丈夫ですかと私は書きました。

行政さん、大丈夫ですかと。社協のほうでは社協の役員さんが論ずればいいと思うのです。社協と

言ってしまったけれども、その団体が論ずればいいと思うのです。どっちも常駐しているわけでは

ないのですね。 

  だから、そういうことで、機能麻痺を起こさないのかということを心配しているだけで、それは

大丈夫ですというなら、それで結構です。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） ご懸念ありがとうございます。滞りないように業務をやっていただくように

しているところです。また、人材が不足しているということ、これまた事実でございまして、そも

そもの業務の体制とか、組織の在り方を含めて考え直していく時期かなというふうにも考えており

ます。 

          〔「次お願いします」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 行政機能について｡ 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 先ほどの質問とちょっと類似しているところもあるのかなというところです

が、行政機能について、村内の現状からすると、様々な要因により、すぐに配置することができな

い。その中で、現在の各課長・主幹・課長補佐や職員の方々には日々の業務、本当に頑張ってもら

っているところです。  

  この事態を早急に改善するためにも、まずは住宅整備が喫緊の課題だと認識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） ここは少し時間をいただくかもしれません。リンクしていると言えばリンク

している、さっきの行政体制とですね、ということになるわけですけれども、ぶしつけな質問をさ

せていただくと、冒頭書きましたけれども、住民からも、議会からもいろいろな指摘があるけれど
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も、機能していないと。全然ということではないですよ。 

  それで、よく村長が最近、最近というか、新しい村長就任以来、何を感じているのか分かりませ

んけれども、事あるごとに、何かあるごとに、ご理解ください、ご協力くださいと、この連発なの

ですね、何かあるとご理解ください、ご協力ください。今もそうです。どういう意味なのか分から

ないのですよ。何を理解しなくてはいけないのか。よくても悪くても、あ、そうですか、分かりま

したとやるのか。それを求めているのか。ご理解くださいというのは、議会は何を協力すればいい

のだということを言いたいのです。 

  それで、書きました。今の言葉もそうですけれども、これを受けて、行政が今、役場の機能が、

行政が、麻痺状態にあると、対応し切れないと。それで、先ほどのリンクするというのは、そうい

う意味なのです。大丈夫ですかと、一方ではあるのですよ。リンクするというのは、そういう意味

なのです。大丈夫ですかと、一方ではあるのですよと。 

  何が機能しないかというのは、今、挙げるわけにはいかないけれども、間に合っていると思って

いますか。私は、これは一番知っているのは、村長だろうと思うのです。だから、ご理解ください。

いろいろ問題があるのは知っていますけれども、今も言いました。職員が足りないということです。

これは前にも質問しました、ごみのところで、一体何人いればいいのだと、これは。何人必要です

か。そういう苦境の中で、リンク、リンクと言っていますけれども、言いましたけれども、トップ

がですよ、職員のトップが、ほかの団体へ兼職で行っているのです。常勤ならいいですよ、常勤な

ら。しかも、行ったり来たり、行ったり来たりだ。 

  私は、書きました。双方に支障が生じませんかと。相手のことは言いません。私は、その立場に

ないから。これもご理解ください、ご協力ください。この連発は通用しませんということを申し上

げたい。これは、あっちがやっています、こっちがやっていますの問題ではない。本村は本村の実

情がある。ゆとりがあるならいい。 

  だから、そういう意味で、村政運営に私が支障を来しているのですよとご認識されていますかと。

それは村長は重々知っているはずですと、こういう立場で質問しています。 

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） ご理解ください、ご協力ください、口癖のように言ってしまっている。それ

は私の言葉足らず、学力がちょっと足らないところなのかなというところで申し訳ないのですが、

まず議員の方々と行政執行部との関係は、やはり二元代表制の決まりのルールの中から、やはり対

等であるべきだということで、事業執行に関して、当然滞っているようなことがあれば、ご指摘い

ただき、改善していくと、そういうのが本来の姿であると思います。 

  そういったことに対して、ご協力ください、ご理解くださいというのとは、また別の話であって、

ルールの中で、我々、私も含めて職員の中で、日々いろいろな業務をやっているといった中で、例
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えば今回の議会に臨むに当たって、行政報告、職員としてはルールを守って３週間前に出すので、

一般質問の中に入れてくださいというお願い、申合せといいますか、そういう話があったというと

ころですが、やはり行政報告に対しての質問は行政報告でするといったところで、議員の方々の言

うことなので、しようがないというか、それはそれで受け入れようということなのですが、ご協力

くださいといったところ、そういったところで、ルール、こちらの状況も少し議員の方々はご理解

していただいていると、副村長の件も含め、ご理解していただいているであろういうところで、協

力願いたいといったところです。 

  ご理解くださいに関しましては、昨日も議会開会中ではありませんが。オフレコな状況で、いろ

いろな先々の話をしたときに、そういったことは議場で、この場ではしゃべれないことも、そうい

ったことが裏の事情としてありますよといったこともご理解くださいと、そういった意味合いで、

そういった言葉をよく使わせていただいておりますが、今後は言葉の使い方に関しましては気をつ

けてやっていきたいと思います。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ご理解ください、ご理解しているのですよ、皆さん、それは信用してもらわ

ないと議員もやっていられない。苦しい、事情がこうだから質問しているのです。要するに職員が

遊んでいると、寝っ転がって遊んでいて仕事が滞っているのだということは、少なくとも議員は、

住民は知りませんけれども、中にはね、議員は、そんなことを考えたり、発言したりする人はいな

いと、私は、そういう具合に認識しています。 

  やっていることは、やっているのだが、先ほど言ったように体制的に、行政の体制上、対応し切

れないと。昨日も言いました。モノラックの草刈り、職員がやっているのですよ、報告を聞けば、

答弁を聞けば。それは職員でなくても、これを論じると、余計な話で、時間ばかり食うから言わな

いけれども、少し体制上、これは村長の責任なのですよ。職員は頑張っています。その一言では駄

目だよ、これは。誰も頑張っていないとは言っていない。頑張っている、人手が足りない、それで

事が済むわけではない。 

  だから、頑張ってはいるのだが、ここに問題点を抱えていると、これは何とかなりませんか。ど

こかできるところはないのか、改善は。そうしたらば結論が、今述べました、村長が答弁した。人

手が足りない。何人必要ですかと。住宅がないということは、人手がないということで、人を入れ

たいのだけれども、建物がないと。何戸の建物が必要で、何人入れたいのですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 今、欠員が３名プラス特別職が２名欠員状態であるといったところで、５名、

新しく迎え入れれば、取りあえず席としては埋まると、単純に。 
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  ただ、仕事のボリュームとして、過去からどんどん、どんどんいろいろなものが増えてきている

といったところで、仕事の在り方、体制そのものを見直してもいかなければいけないのかなと思っ

ているところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 折がありましたら少し時間を取って、これで終わることなく、繰り返し質問

するように考えています。時間がもう３分しかないので、後の問題を、その次の質問をお願いしま

す。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 続けていいですか、２つ。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） まず、職員の住民との交流に関してですが、交流を制限したこともなければ、

推奨するものでもないと考えております。住民との交流は、ごく自然に形成されものと考えていま

す。その中で議員との交流についても、節度を持ちながら行っていくものと考えております。 

  次に、ロシアのウクライナへの不法軍事侵攻についてですが、一刻も早く戦争が終結することを

願うといったところです。 

  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） ロシアは結構です。ウクライナへ侵攻問題については結構です。 

  職員の問題で、村長は、確かにそういう命令はしていないでしょう。だけれども、これは過去の

中で、もう終わったことっていえば終わったことですけれども、現実に職員の中から出ているので

すよ。これは何回かの質問の中で報道もしました、６月のときの定例会に質問を出してあります。

あれは生きていると思うのですけれども、今度の質問は、あれをベースにしながら組み立てていま

す。ただし、冒頭お断り申し上げたように、当時の副村長はいません。当時というのは阿部副村長

はいないので、そこのところはカットして質問しています。阿部副村長の意見を聞きたかった。６

月には出るだろうと思っていた。 

  それで、これは職員は口が曲がっても言えないのかもしれませんけれども、そういう命令という

か、指示を出していることは事実なのですね、これは。職員から私は直接聞いているのだから。そ

れで書きました。私が質問しました。そうしたら、その後で、行くなら２人で行けと、これも言わ

れましたと。ですから、そういう事実はないというのは、今の村長のところにはないかもしれませ

ん。そういう意味です。 
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  時間がない、もうあと１分ぐらいですか。もう一点は、議員のところに節度って、これはどうい

うことですか。一般住民と違うのですか。一般住民だって節度を持って接したらいいではないです

か。節度というのは、当たり前、常識ですよ、これは。どういう意味ですか、節度というのは。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 先ほどの行政体制の中でも少し触れましたが、やはり住民の代表たる議員の

方々に関して、ここで具体的な例は挙げられませんが、報道等で、いろいろ最近もあったと思いま

すが、そういったところを遠回しに節度を持ってというふうな表現をさせてもらっているものであ

って、何ら悪意があったりとか、そういったものではなくて、当然住民に関してもそうなのですが、

議員という立場を少し重く見て、節度のある対応というか、関係を望むというふうに表現させても

らっているところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私は、わざわざ書きましたけれども、ここを恐れているのではないかなと。

私は、そんな節度という言葉ではなくて、短絡的に言ったほうがいいと思うのです。それで、私は

言いました。村長や議員の政策、これに対しても、気軽に語ってもらいたいと、批判するなら批判

してくれと。それを控えるために議員に対しては節度と言ったのだろうと。そういう具合に想定し

たのです。 

  だから、そういう意味では村長が、威厳が議員はあるのだから、それなりにということでしょう

けれども、そういうところの垣根は外したほうがいいですよ。決して議員だからって、反っくり返

っているような立場ではないので、そういう意味では気楽に、我々に対する批判でも結構です。村

長の政策に対してもいいのではないですか、駄目ですか。 

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） 例えば私に関しましては、ご存じのとおり、ちょっと頼りないというか、よ

ちよち歩きの首長なもので、常に幹部職員というか、一般の職員の方にも意見を聞くように心がけ

ていますので、その辺は自分で言うのも何ですが、大丈夫かなというふうに考えております。議員

の先生も、そういった形でふだんの窓口のほうで、この議場で聞くこと、それは権利として結構だ

と思いますが、ふだんの何げないところでも聞いてもらえれば、よりいろいろ行政運営に理解を示

していただけるきっかけになるのかなというふうに考えておりますので、そういったところでご協

力をお願いしたいなというところです。 

          〔「最後に一言だけ」と言う人あり〕 

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） この問題については、これで終わりということはないので、今後の問題、今

後の状況も見ながら、再びいろいろお伺いするようになると思いますけれども、ありがとうござい

ました。よろしくお願いいたします。 

  以上で終わります。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 先ほど定員に関してですが、特別職の欠員が２なのですが、一般職の欠員が

２というところで、先ほど３と述べさせてもらったところを訂正させてください。申し訳ございま

せん。 

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。 

  引き続き、石野議員の一般質問を行います。 

  石野議員。 

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） おはようございます。では、一般質問をさせていただきます。 

  １、議会資料のペーパーレス化に関する執行部からの提案について。村山村長より「令和４年６

月14日の議員協議会においての報告相談事項」と題した資料が配付されました。その中の議会資料

のペーパーレス化について質問いたします。 

  企業へのヒアリングを実施したとありますが、それを行うに当たってコンサル費などの経費が発

生しているのでしょうか。経費が発生している場合、どの予算から支出されていますか。また、ヒ

アリングはどの企業に対して行い、どういった内容となっていますか。併せてそれに伴う機材等を

含めた総予算は幾らになりますか。 

  村づくりアンケートについて、後期基本計画作成のために村長自らが「全住民を対象とする」と

公言した、さきのアンケートでしたが、実際には世帯単位でのアンケートになりました。それに対

して数名の住民の方々より、回答協力するのはやぶさかではないが、少人数の島において個人を特

定できてしまう質問項目があり、回答しにくい。また、今後の村づくりを皆様とともに考えていき

たいとあるが、自由記述欄が小さく設けられていた。本当に聞いてくれるのだろうか、書いても個

人特定できてしまうため、あいつは何を言っているのだと思われるのではないかと不安になってし

まう。役場の回収ＢＯＸに入れた途端に開封されようものなら、誰の回答なのか確実にわかってし

まうから出しに行くのもためらってしまうというような意見が寄せられました。 

  以前行われたごみ回収に関するアンケートでも同じような意見が寄せられていましたが、実施方

法に対する住民の意見に対してどのようにお考えになりますか。 
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  ３、新型コロナウイルス感染症対策について。国内では８月24日時点で総感染者数1,756万人、死

者４万人弱となっております。隣島大島においては累計917人が発症、８月は、これまでの感染のペ

ースを大きく上回っています。利島においても感染者が増加している現状を鑑み、いたずらに不安

をあおるのではなく、適切な対策が必要だと考えます。 

  東京都による無料ＰＣＲ検査実施期間の延長についてはどうなりますか。また、ＩＰ告知端末で

の案内がありますが、高齢者や機械操作が苦手な住民の中には無料検査への申込みすら困難で、相

談を受けた方については、私も申込みのお手伝いをさせていただいているところであります。村役

場でもご多用の中、対応いただいていることと思いますが、広報の最後に「申込みについてご相談

ください」といったような一文を入れていただくなど、そうした方々が行きやすいようにしていた

だければと考えます。ご一考ください。 

  ４、島外医療機関通院交通費等支援事業費補助金制度等について、３月議会答弁において制度見

直しを打ち出し、６月議会では検討中とあるが、一律補助打切り、所得額に鑑みての補助を年度内

に決定との旨でありました。それを踏まえて質問いたします。 

  ①、全員に助成を行わず、困窮者のみに手厚くし、差別化を図る必要性についてご説明ください。 

  ②、現在の限られた財源、予算の限度額を170万円程度とする妥当性、予算額の算出根拠について

ご説明ください。 

  ③、助成の一部打切り、見直しを検討中である中ですが、再度延泊に係る宿泊費分の助成の拡大、

増額について検討していただくことを求めます。数度の議会において要請してまいりましたが、村

独自の補助は不可、都などに対して要望する、要望を続けるとの答弁を信じていたのですが、実際

には全く要望をしていなかったとの答弁を前回受け、正式に答弁書として提出されたものが偽りだ

ったことを知りました。憤りを感じましたが、本件に対して前進を望んでいますので、都などへの

要望が困難であるならば村独自の補助を求めます。 

  ５、村営住宅建設事業について。今年度予算計上済みの事業である村営住宅の建設中止及び他所

への建設計画の発表、そして今回村長より行政報告にて時間的なメリットからトレーラーハウスに

よる住宅整備の報告、補正予算への計上が予定されているとの報告がありました。 

  ６月議会行政報告質問時に「明日、専門家に見てもらう」と回答がありました。専門家の視察結

果について説明願います。 

  幾つかの案の中からトレーラーハウスとなり、上下水道循環システムや太陽光発電システムの試

験導入などが盛り込まれた本事業計画は5,000万円規模とあります。負担は少なくとしていた６月の

発言と大きく異なり、驚くばかりです。補助の有無及び決定に至った検討内容を時系列にお答えく

ださい。 

  ６、ジシンガ沢ストックヤードについて。2020年よりストックヤードとして運用が開始されまし

た。途中より不法投棄問題、マンパワー不足として、月２回、事前申請制となりました。数度の議
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会において再三制限なくの開放を求めましたが、前回初めて人員が足りていたとしても、それは考

えないとの答弁をいただきました。しかし、住民が要望するのであれば、再考するとの答弁もいた

だくことができました。 

  ストックヤードに持ち込まれないものが、どう処分されているのかという実情を村長をはじめと

して執行部はご承知のことと思います。野焼きをするか、自身の畑に放置をするか、独自の判断で

何らかの方法で処分をしています。そのような現状がある中、住民が適切に処分するために持ち込

みをさせてほしいと要望するものを検討もされないというのはいかがなものでしょうか。 

  ソーラーの導入やゼロカーボンへの対応など自然環境を考慮した設備への投資を掲げている行政

にとって相反するものであり、１件でも持ち込みを願うべきであり、どうすれば適正に利用しても

らえるか考えるべき立場だと思っています。 

  一部マナーの悪い住民による不法投棄問題は、監視カメラの設置で補えるものではないでしょう

か。これまでどおり規制をかけた状態を継続するならば、住民に対して解決策を提案くださるとと

もに、ストックヤードをどのように運用すれば住民のためになると考えているか、お答えください。 

  ７、ごみ処理・焼却場について。①、６月議会において生ごみ処理槽での処理量が当初見込みを

大きく超え、今後の処理に懸念がある旨の質問がありましたが、明確な答弁はありませんでした。

６月議会以降検討された結果についてご説明ください。 

  ②、現在の焼却場の状況からしても早急に建設を要することは住民も理解し、待ち望むものであ

ります。しかしながら、計画立案、そして基本計画の提出と進行する中で、住民の意見を聞く場、

計画内容を説明する場を求めてまいりましたが、コロナ禍であることを理由に頓挫し、他の方法を

もっての説明もなされないままでした。 

  基本計画が提出され、それが確認、承認されてから内容の説明を行うとの答弁が以前ありました。

スピードが重要、住民に意見を聞いていると事業が先に進まないと考えているとの話もありました。

コロナ禍であることを理由に説明が先延ばしになっていましたが、そもそも対話説明会を開催する

意思があったのか、今となっては疑問を感じざるを得ません。早急に説明会を開催し、今からでも

取り入れ可能な意見については対応願いたいと思っています。ご回答ください。 

  ③、焼却場建設に係る事業の進捗状況をご説明ください。 

  ８、株式会社ＴＯＳＨＩＭＡについて。①、重機等のリース契約について、車両の提供元である

契約会社をお答えください。併せてリースしている車両ごとにどういった契約をしているのか、金

額の内訳もお答えください。 

  ②、株式会社ＴＯＳＨＩＭＡの役員、社員の退職金について質問します。役員の退職金を就任後

４年分として今年度450万円の計上がありましたが、４年分の計算期間と現状の積立て合計額をお答

えください。また、社員の退職金については、中退金の掛金をもって行っていると思いますが、中

退金への加入はいつからですか。 
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  ③、定期航路運営事業資金収支予算書について質問します。令和２年度及び令和３年度分につい

ては、積算表として資料提供いただきましたが、今年度の収支予算書では内容が把握できず、都度

ご説明いただくことになります。明瞭化のため、来期より同様の書類については前年度までの様式

での作成を望みます。 

  ９、議会だよりについて。昨年12月議会における私の一般質問「議会だよりの掲載内容について」

の中に「議員、行政双方の主張が正しく掲載されたものであるべき」と発言させていただきました。

最終的に、本来は議員が発行するものである旨、現村長より答弁があり、結果、議員により作成す

ることとなりました。 

  第99号（６月議会分）の作成を終了した段階において、行政側より事務局作成の旧体制に戻す旨

の話がありました。旧体制のままでの発行となることにより、私が問題としておりました、正しく

掲載するという事案に対し、内容は議員の了承をもっての掲載としていただきたくお願いします。

執行部の見解を求めます。 

  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します。 

  まず、ペーパーレス化について。 

  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。 

  企業へのヒアリングについては、別途契約をしているシステム会社に対して相談を行ってござい

ます。コンサル料の発生しておりません。 

  今定例議会では、試行期間に伴い、財政負担はないのですけれども、今年度残りの期間にシステ

ム使用料が発生いたします。この後、補正のほうで計上しておりますが、スマートディスカッショ

ン使用料として月５万7,500円の６か月分計上してございます。導入費用に関しては、財源は市長会

からの交付金を充当する予定でおります。 

  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） ６月議会の相談事項として、試験的に導入できないか、現在模索中である旨

の話があり、今回９月議会でタブレットを用意、事前の勉強会がありました。今後の議会において

完全なペーパーレスとなるのか、また紙ベースで希望すれば可能になるのか、伺います。 

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） 石野議員のご質問にお答えします。 
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  すぐに完全ペーパーレス化は無理だと考えておりますので、徐々にペーパーレス化を進めていっ

て、行く行くは完全ペーパーレス化を目指していきたいと考えております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） このシステムの導入により、どのような変化があるのか、ちょっと聞かせて

もらえますか。 

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。 

  今、世の中でペーパーレス化が進んでいる中で、それに利島村も属していくというところと、あ

と財政面的に、今回の議会にかかったペーパー、紙印刷コスト、用紙代、あとは印刷に関わる時間、

印刷、調製等々を試算したところ、大体７万1,600円ぐらい、ペーパーレス化することで浮くという

ところで、財政的にも負担が軽減していくのかなと考えております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） これは紙ベースでお願いしますといえば紙もできますか。 

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。 

  先ほどもお答えしたのですけれども、いきなりペーパーレス化は無理だと考えているので、ご要

望があれば、最初のうちは対応していきたいかなと。でもできればペーパーレス化にぜひご協力い

ただきたいと考えております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 紙でも頂けるということなので、ありがとうございます。 

  今回の導入についての原価費用について、財源は町村会より、今回６か月で34万円ぐらい及び補

正予算で1,000万円ぐらい出ているのですけれども、町村会の補助金を活用するとありますが、この

町村会の補助金は、使用目的は、このペーパーレス化だけのものですか。それとも各自治体で自由

に使えるものなのですか。 

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。 

  今回補正計上させていただいている1,000万円に関しては、内訳としてはペーパーレス化で700万

円ちょっと、あとは別の業務効率化、システム改修で200万円ちょっと計上させていただいていると

ころで、ランニングコストが、先ほど言った５万7,500円掛ける６か月、ここはちょっと補助金の対

象外、ランニングコストなので、対象外となっているところでございます。 

  市長会の補助金に関しては、島しょ地区の、町村か、に対して1,000万円補助、事務効率化を目的

とした事業に対して1,000万円補助が出ているところでございます。 

  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） 事務の効率化で出ているということですね。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） ゼロカーボンについては十分に理解していますが、住民の感情は、自分たち

への補助は削減されるのに1,000万円を委託費に使うのか、自分たちでできることは足元からやって

いけばいいのではという意見もありましたが、申し添えます。 

  では、次へ行きます。村づくりアンケート。 

〇議長（寺田 優君） 村づくりアンケートについて。 

  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） 石野議員のご質問をお答えします。 

  昨日、村長も述べておりますが、アンケートの実施方法に関しては、様々なご意見があったこと

は承知してございます。第５次総合計画の策定に向けては、個人が特定されないような質問項目と

か、アンケートの回収方法なども含めて、多くの皆様が参加できるような形態にしていきたいと考

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） 全住民を対象とするとしたことを、方策を変更された時点で、少なくとも議

会には村長の説明が先にあってほしかったです。利島村をよりよくすることが、議員、村長ともが、

そう願う共通の願いだと思います。様々な事案に対して双方で相談を重ねていく方向にならないで

すか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 
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〇村長（村山将人君） 昨日も少し触れさせていただいたこととつながってくるのかなと思いますが、

私も議員を２期と少し務めさせてもらった関係もありますので、議員の立場も理解しているといっ

た中で、相談、それからよく言われる行政と議会が両輪だということも踏まえて、相談をしていき

たいなというふうに考え、例えば今回の行政報告でも、決定ではないところでも、途中経過として

報告させてもらったという経緯がありますが、そうすると、議会で、そういったことを、不確定な

状態で述べると、逆に混乱を招くといったこともありますので、相談の仕方に関しては見直してい

く必要があるのかなというふうに考えております。 

  先ほど笹岡議員の行政体制のところでも述べましたが、ご理解ください、ご協力くださいの、ご

協力くださいの部分に関しては、そういったことも踏まえて、当然我々も協力していかなければい

けないし、議員の方々にも協力してもらわなければいけないという関係もありますので、そこら辺

に関しましては、改めて見直していくことが必要かなというふうには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） 相談しながらやっていきましょう。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） それで、回収ボックスについても、今回村役場に持ってこいということだっ

たのですけれども、その前のときも、こういう回収の仕方については意見していたのですけれども、

これから先はどういう具合にする予定ですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） コスト、それからスケジュールも踏まえて判断していきたいと思います。ま

だ先のことは、今回の意見を今集計している段階なので、考えていないというか、まだ検討に入っ

ておりません。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 検討に入っていないということなので、決まったら教えてください。 

  昨日の笹岡議員の質問の際、アンケートを作成、集計している業者、コンサルタントが、回収さ

れたアンケートの数は少なくてもいいのだと。全員から回答がなくても抽出で、一部の人の意見を

基に分析していくことで、基本、そんなものでいいと言っていましたが、しかし住民が回答したい

と思うが、提出しにくいと思う人がいたということの理解を、これは全員でやらなくてもいいとい

うことは、次のアンケートのときも全員にやらないと。 

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） ちょっと誤解があるようなので、訂正させていただきたいのですけれども、

数が少なくてもいいと言ったわけではありません。なるべく当然、いろいろな意見が上がってきた

ほうが、より精度の高いものに仕上がるというふうには考えております。 

  なので、次回以降も、そういう形でやっていくのかということではなくて、アンケートの回答率

も、それはそれで数字として出てきますので、低かったら、もしくは継続して同じような質問をし

ていく中で、傾向が４年前とどういうふうに変わってきているのかと、人口構成も含めて。そうい

った分析にも使えるといったこともありますので、その辺はじっくり見てい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） 今回もそうなのですけれども、住民が回答したいけれども、ちょっと提出し

にくいという方々がおりましたので、そこのところを検討してよろしくお願いします。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 次、３番、コロナについて。 

〇議長（寺田 優君） それでは、新型コロナウイルスについて。 

  榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  新型コロナウイルス感染症対策についてでございます。８月になり、村内の感染状況も減少傾向

でございます。現時点でも村内で自宅療養等行っている患者も全くいないという状態でございます。 

  現在もＰＣＲ検査キットの無償配布を行っているところであります。また、キットの配布の際に、

住民課窓口で配布しておりますが、メールアドレスがない住民の方等には、住民課の職員が代行し

て登録を行って、なるべく高齢者の方とか、そういった方にご負担をかけないように住民課として

も取り組んでいるところでございます。 

  また、有症状の方等について抗原定性検査キットの無償配布も進めていくところでございます。

今後、東京都の無償化の事業なのですけれども、東京都の無償化等々の事業については、東京都の

事業ですので、いつまでとか、そういったところは、ちょっと私どもの答弁は差し控えさせていた

だきますが、村としても今後の感染状況を踏まえながら、継続していくことの検討を行っていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） ８月はゼロであるということは、いいことなので、それと現在ＰＣＲ検査は
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無料で配布しているということで、できない人は、ＰＣＲ検査、浜松町かどこかでもやっているの

ですけれども、それができない人は、要は住民課で対応してくれるということなので、よろしくお

願いします。 

  それで、広報か何かでも、ＰＣＲ検査ができない、メールアドレスがない人は住民課で対応しま

すよというようなこと、広報か何かでも知らせてくれればいいと思います。 

  東京都でやっているということで、８月31日で終わったのだけれども、あとはどうですかという

のは、東京都でやっているということで、ちょっと調べてみたら、まだＰＣＲ検査は無料でやって

いますということなので、皆さんが検査を受けて、帰島してくれるのが一番いいことなので、あと

窓口で、いろいろ対応なさっていることをありがたく思います。 

  広報で、何といったらいいのかな、やってくれたらいいのですけれども、抗原検査キットの無料

配布を進めていくとあるのですが、これはかかった人なのかな。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  先ほど私が申したのは、ＰＣＲ検査キット、無償配布を村で行っている方の手助けを行っている

ということでありまして、浜松町を含め、東京都の中でＰＣＲ検査の無償化事業というのは、浜松

町だけではなくて、東京都内、どこでもかしこでもやっているというところがありますので、全部

が全部村でお手伝いができるといったところは、私申し上げてございませんというところは確認さ

せていただきたいといったところで、もしできない場合については、ぜひ村のＰＣＲ検査のキット

を持っていっていただいて、それについては村のほうで把握、すぐできますので、登録の手伝いと

か、させていただくといったところでございますので、東京都の事業の申込みから何からを住民課

で行うといったところは、ちょっとできかねるといったところだけは、ご了承ください。 

  抗原定性検査キットなのですけれども、ここにも書いてあるとおり、まずは有症状の方で、病院

に行く前の方とかにある程度限定させていただいて、配布するといったところで、ちょっと調子が

悪いではないですけれども、喉が痛いとか、ちょっと鼻水が出るとか、東京から帰ってきたばかり

だというような場合、当然ＰＣＲ検査も東京でやってくる、村からもらったキットを東京でも出し

てきて、それは陰性だったのだけれども、どうしようかなとか、そういった場合に診療所に行かな

くても抗原定性検査キットが無償で配布できるといったところはありますので、そちらについて配

布させていただいて、その場でというか、家に帰っていただいて検査していただくと。検査で陽性

になってしまったら、その検査結果をもって診療所に行くと、スマホとかで写真に撮っていただい

て、陽性のあれが出ると、必然的に陽性者になるというような扱いになれる検査キットを村のほう

でも配布していくといったところでございます。 

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

〇４番（石野 治君） ＰＣＲ検査の件は、私が勘違いしていまして、どうもすみませんでした。 

  では、次に行きます。 

〇議長（寺田 優君） 島外医療機関通院交通費等支援事業費補助金制度等について。 

  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） 島外医療機関への通院交通費等支援事業費補助金制度等についてでござ

います。 

  島外の医療機関への通院に係る交通費等の助成については、診療所にて専門的な診療や治療が必

要とされた患者が、早期に島外の医療機関を受診することが目的であります。しかし、診療所の受

診から２か月以上たってから島外で受診するなどの実態も見受けられるところでございます。 

  島外への出張など、ほかの用件と併せて受診する場合や都内に住居などがある場合もあるため、

限られた財源の中で、島外医療機関への受診が必要な特に低所得者が安心して受診できるよう補助

の拡充を図るため、課内で見直しを検討しているところでございます。 

  予算の算出根拠といたしましては、過去３か年の実績を見て行っているところで、その他の事業

を実施していく中で予算ヒアリングを行い、議会に毎年上程しているところでございます。 

  現時点で、今年度の回数と補助額を増加する考えはございません。 

  国へは全国離島振興協議会を通じ、毎年要望を行っており、東京都へも毎年東京都町村会を通じ、

予算編成に対する要望で、難病患者や障害者に対してではあるが、通院のための助成制度の創設を

訴えているところでございます。 

  また、今年度につきましては、東京都離島振興計画の見直しの中で要望を行っているところでご

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） ２か月以上たってから島外で受診する方もいるということなのですけれども、

これは薬をもらうのに２か月ぐらいで来てくれと、利島の診療所に行かれて、それで診療所に行っ

て薬をもらうので、２か月たってから行っているというのも、ちょっとおかしな話で、東京へ行っ

て、東京の病院で予約してきて、みんな帰ってきているわけです。 

  それで、利島では、診療所の受診から、先生に薬を２か月の人は２か月もらえるわけですよ、行

って。だから、東京で予約してきて、その２か月たってというのも、利島の薬と東京都内の病院、

いろいろな病院があるけれども、先に予約しているのですよね、みんな、ほとんどの人が。 

  だから、２か月たってから行っているというのは、ちょっとかわいそうなあれなので、それと薬
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の都合で通院している方も結構いるので、２か月とか、今、利島でちょっと薬はピノキオ薬局から

送られてきているので、だから２か月で、１か月でという人がいるけれども、２か月でという人も

薬をもらうにはいるのです。だから、行ってきた、島外証明書の書類を、２か月たってから医療機

関に行っているというような見方をしないでもらいたいのです。 

  あとは、低所得者に対する援助について、政策に反対するものではないのですけれども、宿泊に

ついて、有料宿泊所を利用しない人には補助しない、できない、正常にしたいとする行政の意見は、

正しいとは思うのですけれども、都内に家を持っている人は、それなりに結構借家だったら１か月

幾らというような、やはり賃貸、借りているのに金を払っているわけです。 

  だから、家があるからホテルへ泊まらないというのではなくて、そういうことは、ちょっと考え

てもらいたいです。要は東京に家があるので、宿泊費は打切りますよとか、そういうことはちょっ

と考えてもらいたいです。東京にあって、賃貸で借りていればお金を払っている。多分ホテルへ泊

まるより払うと思うのです。 

  それで、それはそれでもいいのですけれども、今現時点で、今年度の回数と補助額の増加は考え

ていないということなのですけれども、170万円でしたか、その中で低所得者への補助についてやる

ということは、どこかで打ち切りですよね、今通っている人の。それはどうなのですか。 

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） 石野議員のご質問にお答えします。 

  まず最初の、前段のくだりのところなのですけれども、２か月云々のお話のところでございます

が、当然医療機関にかかって２か月間、当然薬を処方される方というのは、いるというのは認識し

ております。 

  この助成を受けるに当たっての、助成というか、補助ですね、受けるに当たって前段として、診

療所に受診しなくてはいけないよというようなくだりがあるかと思います。受ける前に事前に、や

はり診療所で受けていただくといったところが、この補助金の大本のペースになっているところで

ございまして、都内の診療所、本土の診療所に行くに当たって、ごめんなさい。本土の医療機関に

かかるに当たって、まず診療所の医師から証明書をもらうよといったところはありますので、当然

薬をもらうにしても何にしても、その前には診療所に１度行っていただくといったところが、この

補助金の、まずベースになっているといったところでございますので、２か月前から、事前に診療

所にかかるというところが、そもそもからして、ちょっと考えにくいのかなというところはあるの

かなというふうに私のほうは考えております。 

  また、宿泊費等々のお話についても、まだ検討している段階の話でありまして、どんなに頑張っ

てやろうとしても、令和５年度からのお話で、令和５年度予算に向けての、今、課内で検討を行っ

ているといったところでございますので、そこについて、議員のご意見等々につきましては、参考
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にさせていただくといったところでございます。 

  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） まだ決まったわけではなく検討中ですか。１泊の部分については、よく検討

してみてください。お願いします。 

  それでは、５番に行きます。 

〇議長（寺田 優君） 村営住宅建設事業について。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 住宅建設事業についてですが、専門家と表現させてもらったのは、公益財団

法人東京都都市づくり公社の方々に来庁、協力いただきながら、今年度の住宅建設事業を推進して

きました。 

  その上で、既存擁壁がある箇所においても、既存擁壁における構造計算書が必要となり、建築確

認事務を進めるためには新たに擁壁整備をする必要があるとの結論に至りました。 

  今議会では、補正計上には間に合いませんが、早急に臨時議会にて補正計上させていただきたい

と考えております。 

  「負担は少なく」といった発言部分のみ切り取られてしまいますが、様々な可能性を排除せずに、

早急な整備に向けて進めていきたいと考えております。 

  時間的にも今年度内整備に向けて、書類手続を進める上でトレーラーハウス方式が最適であると

判断しました。予算規模に関しましては、水循環システム及び太陽光発電などの機能を盛り込むこ

とから、通常のトレーラーハウスよりも高価となります。 

  財源につきましては、時期的にも補助申請が間に合わないことで、一般財源を充てる予定でござ

います。 

  なお、水循環や太陽光発電などのオフグリッドシステムを今後の住宅整備事業に活用していくこ

とで、村のトータルコストを抑える新たな取組になると考えております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 計画内容を時系列にして回答してくださいと質問しています。○○ハウスを

断念し、今議会での行政報告に至るまでの間の流れについて説明してください。 

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） 一応先ほどのお答えになりますが、重複するところもありますが、今年の年
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度始め前、年初めぐらいから時系列で述べさせていただきます。 

  まず、村有地を取得し、そこに既存の住宅があったものを、構造的に厳しいということで、解体、

取り壊しました。そこに新たに整備するといったところで、令和４年度中に整備しようという当初

のもくろみがありまして、事業規模、およそ5,000万円を予算計上させてもらって、だけれども、や

はり１年で整備するには、ちょっと時間的にも厳しいというところがあったので、当初リース方式

ということを考えて、リース方式の検討を進めてまいりましたが、法的、先ほど述べました擁壁等

の問題、これも先ほど述べましたが、都市づくり公社の方々の技術的支援、アドバイスをいただき

ながら進んでまいりましたが、厳しいというところになりました。 

  では、擁壁を整備しながらやっていきますかと、それこそ２年、３年かけてゆっくり丁寧にやっ

ていきますかということも考えられなくもありませんが、何とかできる方法はないかというところ

で、プレハブですとか、トレーラーハウスとか、コンテナハウスとか、いろいろな、もうとにかく

すぐできる方法はないかということで、６月議会以降探して、いろいろな業者にヒアリングしなが

ら進めてきたといった中で、トレーラーハウス方式であれば、基礎工事とか、確認申請の書類が要

らない、不要になるということもありまして、そちらのほうで進めていきました。 

  ただ、トレーラーハウスを導入するだけでは、今後先々の住宅整備に関して、また同じようにや

っていくというのは、財源負担の部分ですね、そういったところで、もう一工夫必要だと、財源を

獲得するために。これは担当職員の方々の努力によるところなのですが、現在、役場、庁舎入り口

のところにあります、水循環システムを使った手洗い機がありますが、あの会社にも相談し、何と

かそういった機能を住宅にやっていることはないかという相談をしたところ、実例がありますとい

うことで、急速にこの７月以降、協議を進めてまいったといった中で、まだ形、昨日も述べました

が、形がまだ固まっていないので、本当は９月の議会にある程度お示しできれば、間に合うところ

だったのですが、お示しできるところまで、まだ至っていないのですが、ある程度の段階まで来た

ので、私としては、行政報告の中で述べさせてもらったといったところです。 

  今後は、年度内整備に臨時議会でお認めいただきましたら、早急に整備に向けて事業を進めてい

きたいと考えておりますし、その整備と同時に実証実験を経て、先々の住宅整備に、その機能を持

たせた住宅を整備することによって、いろいろな財源確保に向けて、東京都や国の支援がいただけ

るものというところも踏まえて進めていきたいと考えております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 行政が中期、短期の住宅を何年ぐらいに計画しているのか分からないのです

けれども、一体造ると、20年とか、30年とか、短期、中期と住宅の耐久年数というのかな、そうい

うのはどれぐらい考えているか分からない。後で教えてもらいたいのですけれども、建築確認が下
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りない擁壁を背にして、敷地にトレーラーハウスを置くというのか、建てるということではないの

だろうけれども、置いて、住居させることは問題ではないですか。 

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） 問題ないと考えて、今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〕 

〇４番（石野 治君） 要は擁壁を造らないと、住居は建てられないというところへ、そういう住居

を置いておいてもいいものなのか。要は危険だから建てられないですよということなのでしょう、

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） 基礎工事をやって、擁壁を整備してやればいいだろうと。それをやらないで

住むことに問題はないのかといったご指摘だと思いますが、そこをあえていいと、悪いという判断

をせずに、一応移動できるものということで、仮置きといいますか、そういう状況で実証実験をし

ようといったところで、１つでも２つでも居住スペースを確保しようといった観点なので、なかな

か苦しい答弁になってしまうのですが、年度内、住める場所を増やそうといった観点で、今回こう

いう判断をした報告をさせてもらった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） 村長に今説明してもらったのですけれども、そこへ住宅を建てることは危険

だから建てられないですよということではないのですか、擁壁を造ってやりなさいということは。

そういうところへ住居と言っていいのか、車と言っていいのか、よく分からないのですけれども、

そういうところに人を住まわせていいのか、役場の公営住宅として。 

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。 

  １点ちょっと勘違いされているのかなと思っているのですけれども、擁壁を整備しなければ住宅

が建てられないわけではないのです、現状ある土地に。擁壁を整備しないと、現状のままでは建て

ようと思っていた住宅戸数が確保できないから擁壁を整備する必要があるよという話を多分前々か

らしていると思っています。 

  以上です。 

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

〇４番（石野 治君） ちょっと分からないのですけれども、今度トレーラーハウスを置くところは、

擁壁が悪いから、ちゃんと擁壁を造りなさいということではなかったのですか。 

  そこで、１棟だったらできるのか。今、総務課長補佐が言ってくれたのですけれども、１棟だっ

たら建てられるけれども、２棟は無理と、そういう判断でいいのですか。要は擁壁がなくてもでき

るよというあれは。 

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） 私、ごめんなさい。幹部の方とそこまで深く協議はしていないところかもし

れませんが、都市づくり公社との協議の中で、あの部分の敷地に関して以前建設図面があったので、

調査をした結果があったといった中で、高さの倍以上、離しなさいよと、建設する場合は。その中

で擁壁をしていれば、その限りではないと。その擁壁の構造計算書類がないといったところで、そ

れは擁壁としては認められませんよといったことを指摘されたというところで、住宅を整備するに

は、ちょっと時間がかかるといったところです。 

  なので、その部分、厳密に言ってトレーラーハウスも駄目なのではないかといったところを言わ

れてしまうと、何とも言いづらいところではあるかもしれませんが、実証実験の段階なので、致し

方ないかなというふうな判断でございます。 

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） 建てられないところへ住ませるということみたいなので、それはあれですけ

れども、そもそも公営住宅というのは、どういうものですか。 

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） 公営住宅というのは、村とか、国、東京都の補助金、予算を使って整備する

ものであって、それに対して公平に抽せんを行った上で、ある条件に該当した方が住めるといった

ものが公営住宅というふうに私の中で認識しておりますが、今回は実証実験なので、公営住宅とは

少し違うものになる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） では、トレーラーハウスということで、公営住宅としてやるわけではないと

いうことですか、これは。 

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） 昨日もご質問ありましたが、村の物件の貸付け、貸出し、それがどういうも

のなのか、ちょっと手続的、条例上、どういうふうに整備しなくてはいけないかという議論は、ま

だそこまで至っていないところです。家賃の設定ですとか、まだそこまで至っておりません。とに

かく早く人が住めるためにはどうしたらいいかということで、今回こういうふうな方向で事業を進

めた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） 行ったり来たりの問題なので、村長の意欲は、どうにかしなければという気

は十分分かります。しかし、いろいろな、要は住宅の活用を、擁壁を組んでやったほうが早いので

はないか。住宅を建設して、今あそこのやろうとしているところは、ちょっと低いような感じがす

るのだけれども、土手が。だから、もしやるのだったら、それのほうが早いのではないかと思うの

ですけれども、トレーラーハウスではなくて。それで、擁壁を組み直してやったほうが、役場とし

てはいいのではないかと思うのですけれども、どうですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） そういったご意見を今回の議会も、様々なご意見がありましたので、幹部の

中でも改めて協議していきたいなと思います。 

  先ほども少し述べさせてもらいましたが、いろいろな可能性を排除せずに一番いい方向で進めて

いくべきだというふうには考えておりますので、もっといい方法、いい場所、いいやり方があるの

であれば、そちらのほうに、また変えていってもいいとは思いますが、今年度も残り日数も少ない

ことから、そういった時間的な制約の中で判断していきたいと考えております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） トレーラーハウスが導入されたことになった場合は、村長が決めると、入居

者は。そういうあれなのだけれども、それは何なの、住宅と言えるの、公営住宅。どういうあれな

のかな、公営住宅と言えるものなのか。 

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） 公営住宅ではなくて、先々のことを踏まえたもの、先ほどシステムとか、実

証実験をしつつ、住居スペースを確保するといったところであって、公な、公なという表現もちょ

っと間違いですね。普通の一般の公営住宅のように抽せんで、どなたでも入っていいですよといっ

たものまでいかないであろうというふうに考えております。 

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

〇４番（石野 治君） 今、村役場には住宅の長期計画なんかありますか。 

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） ちょっと私もうろ覚えですが、長寿命化計画というのがありまして、定期的

に修繕をしていかなければいけないと、計画自体はありますが、実際のところは、修繕するために

は、何年か置きに大規模な修繕をしなくてはいけないといった中で、大規模な修繕が今できない、

計画どおりに維持ができないといったような状況があります。 

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） 計画どおりにできなくてトレーラーハウス、私も住民に聞いてみたのですけ

れども、トレーラーハウスはどうだというのは、そんなものは駄目ではないか。聞いた人のほとん

どが言っていたのですけれども、一応報告しておきます。 

  それで、これは言っていいのかなと思うけれども、この間も話をしたのですけれども、昨日か、

要は１軒空いているところをリフォームというのかな、それをする気はないのですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） あります。先々になりますが、当然それも同時にやっていかなければいけな

いというふうに考えているところですが、現在、これも言い訳というふうに言われてしまうかもし

れませんが、庁内のリソースの関係で、なかなかそこに手がつけられないといったところがありま

す。 

          〔「では、次お願いします」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ここで５分ほど休憩を取ります。 

          （休憩 午前１１時０３分） 

                                           

          （再開 午前１１時１０分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

  石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） すみません。村長さん、リフォームしたらどうですかと言ったら、ちょっと

聞き漏らしたのですけれども、事情があってできないというようなこと、そのリフォーム。リフォ

ームをやったらどうだと、今、建っている家を。何か事情があって、ちょっと聞き漏らしたので、

事情があってできないと言ったのか。 
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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） 事情と言ったかどうか、ちょっと私も定かではないのですが、居住するには、

ちょっと厳しいであろうということで、解体も視野に入れておりましたが、ほかの事業として活用

していこうというふうに考えているところでありますが、現在のところ、なかなか手がつけられて

いないといった実情でございます。 

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） 今の建っている家では、ちょっと人が住めないかもしれないと、そういうこ

とですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） これは早い段階で住めるようにしようといったことも検討はしましたが、そ

の検討を経て、やはり住むには適さないであろうといったところで、別の用途として使っていこう

ということにしております。 

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） 別の用途というのは、今何か考えていますか。 

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） これはちょっと不確定なことなので、控えさせていただきたいと思います。 

          〔「では、次へ行ってください」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ジシンガ沢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） 石野議員の質問に答えさせていただきます。 

  ジシンガ沢ストックヤードでございますけれども、この後出てきますけれども、今回提出させて

いただいている補正予算において監視カメラの整備を行う予算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） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 監視カメラをつけることはいいのですけれども、監視カメラをつけて、開放

はしないのですか。 
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〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） カメラの整備が終わってからの開放を検討させていただきます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） これは常時開放になるのか、それとも役場へ連絡してからということですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 先ほど課長が答弁したとおりで、設置後といいますか、設置をして様子を見

ながら開放を前提に、当然カメラを設置しますので、やっていきたいというふうに考えております

が、状況を見ながら、常時なのか、期日を定めて開放するのか、やっていきたいと考えております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） ストックヤードの監視カメラ２台、1,000万円ということなのですけれども、

これはほかに何か使うのですか。カメラだけつけるのですか。カメラをつけるために1,000万円かか

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） 取りあえずカメラ２台設置させていただくのですけれども、そこか

らまた無線で電波を清掃センターで受けて、そこから役場のほうで監視というか、見ることができ

るような仕掛けを作るのに1,000万円かかります。 

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） カメラは、今、ＳＤカードとか、そういうのをつけておいて取り出すことも

できるのでしょう。ＳＤカードとか、今あるので。常時監視して、それで線を引いたりすると思う

のですけれども、柱を１本か、２本立てるのかどうか分からないけれども、それで1,000万円かかり

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） 業者さんから見積りをいただいているのですけれども、1,000万円か

かるという見積りをいただいております。 

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） 見積りと図面があるはずなのですけれども、柱を２本立てるのか、それとも

今あそこまで多分東電も行っていると思うのです。だから、１本、前の焼却場のところまで電気も

行っているので、多分線も行っているはずですよ。電話線も行っているし、それで今のジシンガ沢

ストックヤードから、そこまで線を引くのに1,000万円もかかるのかなと。そんなにかかるものなの。

普通はかからない、柱を立てたって。どこでそういう計算が出てくるのですか。 

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） カメラ自身が相当高いのです。今はちょっと外れているのか、あれ

と同じようなスペックのものを整備しないといけない次第でして、カメラ自身の値段が相当高いと

いうことで、今具体的に１台幾らというのは分からないのですけれども、それ自身が相当高いとい

うことで、取りあえず防災無線の、今、中継子局になるのですかね、あそこは。それが１本立って

いて、そこに電気も行っているので、そちらの設備を拝借しながらやろうと思っているのですけれ

ども、カメラ自身が相当高いのです。 

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） 普通の防犯カメラでは駄目なの。20万円ぐらい出せば、いいカメラがありま

すよ。200万円も300万円も出すようなカメラをつけなくてもいいのではないの。 

  そこで、ごみというか、木だとか、そういうものを持っていってやるので、車で、何でそんなに

高いのをつけるのですか、カメラが。そういうものでないと駄目だということなの。今、無線で飛

ぶやつなんかもありますよね、カメラから直接。線を引いてもいいのだけれども、60メートルぐら

いでしょう、あそこは。今の焼却場から入り口まで、そんなにないかな。柱は立っているのですよ

ね。カメラは、そんな高いカメラをつける必要があるのか、どう思いますか、皆さん。 

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） カメラ自身が、本体としては35万円というところなのですけれども、

そこから金具やら何やらついて、ルーターがついていくと、直接工事費としては433万7,000円とい

うことをいただいているのですが、そこからまた諸経費とか、調査のコストとか、そこに共通架設

費がのったり、現場管理費がのったりということで、最終的に1,000万円…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 通常の工事と同じになるのですけれども、本体工事費自身が大体430万

円、そこからまた倍以上に膨らんでしまうということで、工事を出すに当たって、諸経費等々、当

然一般管理費とかかかってきますので。 

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

〇４番（石野 治君） 430万円、何がかかるのだか、よく分からないのだけれども、カメラは35万円

ぐらいで、あとは、要は今の焼却場へ線を引くだけではないの。そうすれば、線が通ってきている

ので、あそこまで電話線も来ていますよ。光が行っているかどうかは分からないけれども、何をそ

んなに、そこから取れるのではないの。それでなくて、わざわざ高いやつをやらないと、監視カメ

ラにならないということなのかな。あまりに桁が外れて、ちょっと分からない。 

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） 取りあえずカメラから映像が当然撮れます。その後、１回清掃セン

ターまで無線で飛ばします。そこから光に行きます。光に行くときは当然、光ファイバーのときは

伝送するための仕掛けが入ってきます。また、光ファイバーで飛ばして、フレッツで持ってくれば、

ルーターとかも当然整備しますといったところで、機器が相当、いろいろな機械が当然ほかにもつ

いてきます。ただ、清掃センターで見るというわけではございませんので、こちらに持ってくるに

ついて、だんだん機器が増えてきます。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） これとは意味合いが全然違ってきます。外から持ってくるわけです

よね。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 何がそんなに1,000万円、要はカメラは30万円ぐらいだというけれども、あと

何がつくの。線を引くのに、線は要らないのでしょう、無線で飛ばすのだというから。無線で飛ば

して、それから焼却場まで来て、今度光でのせるのか、一般のただの線にのせるのか、分からない

けれども、そこの機械が高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） 取りあえずカメラが２台と、今回エコセンターにも、もう一台つけ

させていただきます。合計３台。それぞれにルーターがついてきます。あとは、金具と収容ボック

スとかついてきますので、清掃センターに関しましては、清掃センターと防災無線の柱、そこに関

して無線ＬＡＮのアクセスポイントとアンテナがついてきます。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 質問してください。 

  石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 
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〇４番（石野 治君） 清掃センターに柱を立てるの。 

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） 柱と申し上げたのは、先ほど防災無線の中継子局です。柱が立って

いますので、そこにカメラをつけて、ルーター等もつける。 

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） 柱は立てるのではなくて、もう立っているのでしょう。これから立てるので

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） そうですね。見積り上は、確かにないかもしれないですけれども、

清掃センター側には立てるかもしれないですけれども、アンテナを当然つけますので。ストックヤ

ード側については、今ある防災無線の中継子局の柱に作りつける予定でございます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） こればかりやっていられないので、見積りがあったら見せてください。これ

は見積りでも見せてもらって、次へ行きます。後でまた分からなかったら質問します、これは。 

〇議長（寺田 優君） ごみ焼却場建設について。 

  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、１番目でございますが、現段階において方法を考えていると

ころでございます。 

  ２番目について、基本計画については、都による内容の確認は終えている。11月に説明会を行う

予定である。 

  整備地の測量・地盤調査については、現地での調査を終えており、これから建物の実施設計を行

い、令和６年度竣工を目指す。 

  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） もう時期いっぱいになるということなのですけれども、あとどれぐらいでい

っぱいになりますか、生ごみの。 

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） 一月、二月ぐらいではなかろうかということです。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） そうすると、今年のうちには満杯になるということなのだけれども、それで

今から考えますといって、埋めるとか、どういう考えにあるのか、教えてください。 

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） すみません。ちょっと方法は、今考えている途中でございます。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 基本的には、そのたまったものを出さなければいけないというふうな段階に

今来ているといったところで、議員の皆様にも後ほどお昼休みの前でも見てもらえたらいいかなと

は思いますが、何か有効的に活用できるものかもしれませんし、その辺は担当職員と今話をしてい

るところですが、議員の方々にも見てもらって、よいお知恵があれば、ご意見をいただきたいなと

いうところです。後ほど、ちょうどお昼も近いことですし、見ていただ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） それは、後で見てからで。 

  それでは、都による内容の確認はいつ頃終えていますか、東京都の基本計画において、何月頃。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 取りあえずちょっと今回結構ぎりぎりになって９月ぐらいかな。取

りあえずそれでという話になりました。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 11月に説明会を開くと発言しているのですけれども、早急に開催を望みます。

なぜ11月なのか、よく分からないけれども、コロナを理由に開催しなかったこともあるので、それ

で10月頃、早く開催して住民に知らせたほうがいいのではないかと思うのですけれども、11月とい

うのは何かあるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 
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〇村長（村山将人君） 今、課長の答弁であったように実施設計に入っている段階でありまして、私

もちょこちょこ拝見させてもらっているところですが、まだ建屋自体のプランも決まっていないの

で、そういったことが固まるのが、およそ11月ぐらいになるであろうというところもあります。あ

る程度固まった状態で皆さんにお話ししたほうがいいのかなと。まだ固まっていない状況でお話す

ると、やはりなかなか難しいのかなというのもありますので、そういったことで11月と設定させて

いただきました。 

          〔「次、行きます」と言う人あり〕 

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） 株式会社ＴＯＳＨＩＭＡについてですが、重機リースの契約につ

いては、株式会社ＴＯＳＨＩＭＡとリース会社との民間同士の契約であるため、村としては回答す

る立場にないと考えております。 

  職員の退職金については、６月議会で説明したとおりでありますが、退職金を支給する際に、株

主総会で額の確定をするものである。 

  中退会ではなくて、中小企業退職金共済組合ということです。 

  現在の社長就任時である2018年６月に就業規則の整備・改定後に加入したと聞いております。 

  事業に関しては、令和５年、これは昨日の笹岡議員のときの答弁と同様ですけれども、令和５年

度初予算策定時、主要施策については、議会に対し概要説明を実施していくということです。 

  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） それでは、リース会社はいいですけれども、フォークリフト、売った会社は

どこへ売ったのですか、村役場が。 

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いたします。 

  村が所有していたフォークリフトに関しての売買に関しては株式会社オートナルという会社に売

買しております。 

  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） 利島村より売って、リース会社にフォークリフトが渡っていると思うのです
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けれども、この間、桟橋へ行ってみたら、フォークリフトに「利島村役場」ってそのまま残ってい

るのだけれども、あれは利島村役場のものですか。 

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） 現在利島村で所有しているフォークリフト等の重機は持っていな

いです。ですので、名前が入っているのであれば消してもらうということで、お願いしたいという

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） では、名前が入っていたので、早く消してもらってください。 

  それと、株主というのは、（株）ＴＯＳＨＩＭＡの株主は何人いるのですか。 

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。 

  株主は村と自社になるので、２者ということになると思います。 

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） 会社は発言権はありますか、株主総会で。 

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。 

  議決権は村が持っていて、発言権はある、ちょっと確認します。すみません。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 退職金が18期から払われているということなのですけれども、私、役場から

（株）ＴＯＳＨＩＭＡのあれをもらったのですけれども、最初から。予算がついているやつとつい

ていないやつがあるので、18期というと、平成30年から今の社長さんになっていると思うのですけ

れども、そうすると、運営業務の内訳というのは、平成30年度にあるのですけれども、これには福

利とか、そういうのはあるのだけれども、退職金というのは全然載っていないのだけれども、私は、

こういうのはあまり見たことはないので。 

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） 今の退職金の話というのは、代表者の退職金ですか。 
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          〔「そうです」と言う人あり〕 

〇産業観光課主幹（荻野 了君） 代表者の退職金については、就任してから積立てをしていなかっ

たということで、今年度から４年分遡って退職金を積み立てするというのを、６月の議会の際にも

答弁しているところです。 

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） 社長とか、管理者はいいのですけれども、分かります。 

  それでは、今まで積み立ててはいないということなので、管理者のことで、積み立てていないと

いうことで聞きますけれども、これをちょっと、これは令和３年度なのですけれども、令和２年度

から退職積立金がついているのだけれども、ほかにもらっていないので、これしか。これには人員

が12人、これは12人というのは、（株）ＴＯＳＨＩＭＡの職員と社長とで12人。そうすると、ちょっ

と見てもらうと一番いいのだけれども、いいですか。 

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。 

  今12人という人数が出ていたと思うのですけれども、そもそも株式会社ＴＯＳＨＩＭＡが定期航

路を運航するとかに当たって必要な人員が12名ということで、毎年その人数で積算しているという

ことなので、実情の人数とは、その年によって違うということが実態としてはあるということです。 

  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） 実は、これには３つあるのですよ。中小企業退職金、あれに１万2,000円を８

人払っていると。それで、1万円を３人、２万円を１人、月。そうすると、この２万円というのは、

多分１人ということは社長だと思うので、ほかにいないでしょう。職員は11人で、社長を入れて12人

ですから。これを見てもらっていいですよ。 

          〔「積算なので、そこは分からない」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） では、これは違うのですか。 

          〔「違うというわけではない」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） これは役場があれしているのですよ、役場。それで、ここには、分かってい

るのは平成２年と平成３年。 

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。 
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  そちらは村のほうで令和何年度から、私が当時産業環境課長ですか、のときからですけれども、

積算したものでありまして、職員、従業員の給与を、おおよそ積算というのですか、したところで、

それに対する中小企業、中退共と言われているところが妥当ではないかという、中小企業退職金共

済組合の掛金を積算で載せて計上しているものであって、会社が実際に幾ら掛金を掛けているかと

いったところは、決算書上で出てくるものだといったところでございます。 

  代表取締役のところの部分についても積算しているといったところは、大変申し訳ございません。

私どもの不勉強で、当然代表取締役も中退共に加盟できるものだと考えておりましたけれども、中

退共には加盟でき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） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） これは中退共に入っている人は11名、そのほか退職積立金というやつを２万

円払っているのが１人、この退職積立金というのは、社長ではないですかということなのですよ。

違いますか。 

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。 

  先ほど榎本住民課長のほうからご説明がありましたけれども、当時は積算という形で、社長も中

退共の対象だということで、金額をはじき出していたということです。 

  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） だから、言っているではないですか。中小企業の退職積立金は11名、もう一

人は通常の退職積立金という名目で別個になっていますと。だから、掛けていたのではないですか

と、役場側が。年間24万円、分かっているだけで、２年しかないので、48万円を。 

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。 

  石野議員が今参考にされている資料というのは、村役場で作成した、委託をするに当たって積算

した資料ということで、先ほど榎本課長からも説明ありましたけれども、代表取締役に関しても中

退共の対象だという前提で委託事業費を積算するときに作成しているということですので、実際に

株式会社ＴＯＳＨＩＭＡが、どういうふうにやっていたかというのは、ちょっとまた決算書との整

合が必要なので、村としての積算は、代表者も入れた形で積算を立てていたということです。 



 - 138 -

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） ごめんなさい。私のほうから１点訂正させていただきます。 

  中退共に加入していたのは、11人分を積算しているのと、それ以外に代表取締役として幾らかの

部分というのは村役場のほうで積算を行っていたといったところでございます。そこは訂正させて

いただきます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） この48万円というのは、そういうものは払われていないということなのです

か、積算だけで。例えばみんな給料もそうだし、ただ積算したので、払われていないのがあると、

そういうことですか。 

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。 

  あくまでも委託業務を行うに当たって、この積算というのは、村役場のほうで、積算、先ほどか

ら、従来申しているとおり、積算を行っている金額であって、その金額が、そのまま従業員に支払

われているとか、何に使われているかといったところについては、村役場のほうでは、決算書をも

って議員の皆様にはお示し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） これは、ただ（株）ＴＯＳＨＩＭＡが、どういうぐあいに使おうと、給料が

どうだろうと、（株）ＴＯＳＨＩＭＡがやればいいということで、役場は積算しただけのことですか。

そんないいかげんなことはあるのですか。給料も職員には二十何万出しますよと、役場は。では、

（株）ＴＯＳＨＩＭＡは15万円にしますよと、そういういいかげんな積算なのですか。それとも役

場は見なかったのですか。これは役場の職員のことですよ、役場の職員。平成２年と平成３年…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 令和２年と令和３年。 

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。 

  従前の株式会社ＴＯＳＨＩＭＡの業務委託につきましては、時間掛けることの単価、時給ですね、

単価掛ける人数ということで、業務委託をしている積算の仕方で、いろいろ議会でも議員のほうか

らもご指摘があるとか、いろいろな状況を踏まえて、私が課長をさせていただいているときに100％、
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村の株主、株式を取得しているという会社の特性上も踏まえまして、積算の方法というか、そうい

ったところを、ちょっと村役場に似たような形に変えさせていただいていたといったところでござ

いまして、その際にいろいろな業務として請け負っていただくに当たり、当然その経費はかかると

いったところで、積算、あくまでも積算させていただいているといったところでございます。各従

業員の方に村が幾ら支払いなさいとか、そういったことは村役場のほうから株式会社ＴＯＳＨＩＭ

Ａのほうに指示しているところではございません。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） こういうのは全部書いてあるではないですか、社長は１人で480万円、作業員

は19万幾らで、８人で幾ら幾らと。丸投げで500万円だったら、こっちは要らないではないですか。

しかも、中小企業退職金と別個に退職積立金というのは積み立てている人が１人いるということな

のですよ。丸投げでやっているのだったら来ないですよ、１人分別個で。どうですか、これは。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 石野議員のご質問にお答えします。 

  先ほどから申しているとおり、あくまでも村のほうは積算で行っていたところでございます。そ

こに２万円というのは、中退共と言わせていただきますけれども、中退共のホームページとか、そ

ういったところを見させていただいて、大体この月額の給料でいけば、この掛金であろうというよ

うなところを、実際に中退共の掛金も1,000円から３万円までといった幅が広く取られているところ

で、どのぐらいの給料だと、どのぐらいといったところは、村のほうは、あくまでも推測して出し

ている掛金でございまして、そこが実際に会社のほうで、どこまでどう積むかというところは、会

社にお任せしているといったところでございます。 

  以上です。 

議長（寺田 優君） ここでお昼の休憩を取りたいと思います。１時より再開いたしますので、お集

まりください。 

          （休憩 午前１１時５６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。 

  石野議員の一般質問の途中でしたので、その続きを行いたいと思います。 

  石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 
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〇４番（石野 治君） 質問します。 

  今、社長の退職金というのは幾らありますか。幾ら積まれているのか。 

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。 

  今年度４か年分を積み立てるということですので、450万円、本年度積み立てるということになっ

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） 社長に就任してから３年10か月ぐらいかな。今年100万円積むということだっ

たので、550万円ぐらいになるということかな。 

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。 

  今年度も含めて450万円です。 

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） 今年度というと、平成４年ですよね。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 令和４年か。今年は５年目に入りますよね、社長は。今年を入れて450万円と

いうことですか。 

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） 先ほどからの答弁の繰り返しになりますが、４年分として450万円、

本年度積み上げているということです。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） そうすると、450万円、令和２、３、４で300万円、その前から積み立ててい

るということですか。 

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） 繰り返しの答弁になりますけれども、過去４年分を今年度退職金
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として積み立てる積算をしております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。答えは同じですよ。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 同じだね。平成18年からだと、18、19、20、21、平成22年、５年分を積み立

てているということですか。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 18、19、20、21、22で５年、今年のを入れて、今年は入れないで４年分を積

み立ててあるということですか。 

          〔何事か言う人あり〕 

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） すみません。言葉を訂正させていただきます。 

  就任して４年分を積算させていただいているということです。 

  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） 就任して４年というと、就任したのが平成18年ですよね。18、19、20、21、21、

５年ではないのかな。平成19年から数えるの。 

          〔「平成19年の６月」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 平成18年ではなくて。 

          〔「平成18年の６月から」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 18、19、20、21、21、22、違うか。５年と考えていいのかな。 

          〔「最初の一回りが平成19年の６月で一回りになっているから」と言 

            う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 平成19年で450万円。それと、さっきから、令和２年度から24万円と令和３年

の24万円、これは積み立ててあるかどうかは分からないということですか。 

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） 先ほど榎本課長のほうからも説明がありましたけれども、積算と

しては上げていたというところで、そこが実際うちとしての積算としては、そういうふうに出して

いたということで、退職金を掛けるのも幅があるということで、実態として、どの金額でかかって
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いるかというのは、ちょっとうちのほうでは把握していないところです。その範囲内で、委託事業

としてやってくれというふうに事業をやっているということです。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 400万円ではなくて450万円だよね、退職金。この450万円というのは、４年、

３年、２年、令和元年ということになるのかな。450万円が積み込まれて、そこにある、４年分で。 

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） 退職金の額に関しましては、手元に資料がなかったもので、記憶の中なので

すが、６月の議会にご説明させてもらったと思いますが、退職金を払う、積み上げる中小企業のと

ころには、積めないというところであって、今までなかったものを積むために、積むためにという

か、自社で独自に積むというところのために、何を基準にしたらいいのかといったところで、第三

セクターの代表の退職金の算定の方法を参考にしたと。というのは、基本給掛ける勤続年数掛ける

係数、その部分が今回450万円というのが、その代表として勤められた年数と係数を掛けた額がその

額であって、次年度以降は、それは今回は遡っての計算であって、計上したものであって、次年度

以降は、その額にはならないといった説明をさせてもらったと思います。 

  またさらに、その積み上げた、退職金組合のほうは、その額を職員が退職された際には支給され

るものですが、これも６月議会に説明させてもらったと思いますが、仮に現代表が退職されるとい

った際には、その都度株主総会を開いて支給額を決定するといったもので、その額が満額払われる

かどうかというのは、そのときの経営状況にもよるといったところで、規定等を整備、今後してい

くというところです。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） これ以上やっても分からないので、次へ行きます。 

〇議長（寺田 優君） それでは、議会だよりについて。 

  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） 議会だよりについてでございます。 

  議会から記事の提出を受け、行政側で確認をさせていただき、修正等が必要であれば話合いを行

っていく、議会と行政双方で協力して製作していくと認識しております。紙面のレイアウトや印刷

については、今年度は既に外部に委託・契約を行っているため、旧来の形で発行していくものと認

識しております。 

  以上でございます。 
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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） 来年度の契約はどうするのですか。 

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） 次年度の契約につきましては、議会のほうに諮りながら、どういう形で

やっていくかというのは、当然次年度予算の段階で精査していくというか、ヒアリング等々を行い

ながら実施していきたいと考えております。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） これから業者に発行委託するとか、そういうことも相談するということです

か。例えば利島でつくって、そのつくったものを発行元へ送るのか、利島でやってもいいのかどう

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） 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、議会と行政、双方で協力し、製作していくという認識でおりますの

で、そこにつきましても議会のほうに諮りながら進めていくところでございます。 

          〔「終わります」と言う人あり〕 

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。 

  引き続き、井口議員の一般質問を行います。 

  井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） それでは、私の一般質問をさせていただきます。私のほうは一般質問、３点

ですので、よろしくお願いいたします。 

  まず１番目、農業機械補助について。６月議会で質問しましたが、現在の補助額では不足が生じ

ていますので、来年度については助成額の増額を望みます。 

  ２番目、ごみ施設の今後について。今日に至るまで、ごみの問題については村側よりの説明があ

りません。今後の方針の説明を願います。これについては、今回の議会で一応資料として出ていま

すので、それを参考に質問させていただきたいと思います。 

  ３番目、ひとり家庭の見守りについて。今日、ひとり住まいの家の見守りをしていかないかと思

いますが、村の対応について質問いたします。 

  以上３問、順次お願いいたします。 
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〇議長（寺田 優君） それでは初めに、農業機械補助について。 

  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） 井口議員のご質問にお答えします。 

  昨日、笹岡議員からのご質問への答弁と同じようになってしまいますけれども、来年度の予算計

上前に、生産者への農機具使用等に関するアンケートを行って、内容を精査していきたいというふ

うに考えております。 

  担当課としても、なるべく多くの方が利用できるというのが理想だというふうには考えておりま

すので、その点は３年平均で補助額を設定しているところもあるのですけれども、そういったとこ

ろも使用する方にはご理解していただいた上で、皆さんが使える形を目指したいというふうに考え

ております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 私この質問で、これは６月議会でも質問させていただきました。それで、一

応担当のほうからは、要するに要綱で決まっているのだというような答弁もいただきました。 

  それで、そこで１つお伺いしたいのですが、今現在補助するための残金として、残額として、ど

のぐらい残っているのか、教えていただけますか。 

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） 井口議員のご質問にお答えします。 

  補助金の残額ですけれども、今ゼロになっております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 要するに、現在のところは、もうゼロですよと。それで、これからまだ半年

あるのですよ。それがもうゼロになっているのですよね。そうすると、これから農業機具を購入し

たいという人が出ても、要するにその人については、もう今年度はございませんと。来年度申請し

てくださいという形になりますよね。 

  ということは、これは農業施策の方針としては、ちょっといかがなものかと思うのです。やはり

ある程度の金額を見込んでおかないと無理ではないかと思うのですが、では少なくなったときに、

要するにゼロになったと。補正を組もうかという考えはないのか。それとも要綱で縛られているか

ら駄目だということなのか、教えていただけますか。 
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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） 井口議員のご質問にお答えします。 

  まず、補助金に関しては、まず購入される前に計画書の提出が必要ということになっていますの

で、その時点で補助金が残っているかどうかというのを確認していただいた上で、その補助金を使

って計画書を出すかどうかという判断になると思いますので、当然ですけれども、購入した後に補

助金を使いたいというのは、基本的にはＮＧということになっています。 

  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） 荻野主幹のほうから説明があったとおりですが、前の議会、その前の議会か

らずっと多分ご質問、ご指摘を、ほかの議員の皆様からもあったと思いますが、その金額の根拠と

なるものが、３か年平均で算出しているものであって、補助という性質上、やはりその年になくな

ってしまったものに関して、途中で補正で増額ということは、基本的にはないかなと考えておりま

す。助成とはまた違って、ヘリコプターとかの一定の基準を満たせば、皆さんに渡すとかといった

ものとちょっと違うのかなという認識でおりまして、今年度に関しては、繰り返しになりますが、

同じようにやっていきたい。 

  新年度に関しましては、今年の結果を踏まえ、増額等のことも検討しなければいけないのかなと

いうふうには考えておりますが、これも以前の議会で説明したとおりで、その在り方、補助の在り

方に関しても含めて検討、さらにしていかなければいけないかなというふうに考えております。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 先ほど担当のほうから説明があった、要するに購入してから補助申請をする

ということはないのです。要するに先に農協さんのほうに行って、これこれこういったわけで、こ

ういった機具を買いたいのだということを述べて、それで買ってもらえますかというような形を取

っていると思いますよ、皆さん。誰も買って、その機械を持っていって、これを買ったから補助申

請してくれなんてことはないと思います。 

  それと、３か年の、要するに経過を見てやっていくのだということなのですけれども、やはりあ

る程度、今はブロアを購入したり何だりしているわけです。要するに皆さん、みんなお年を召され

てきているもので、要するに少しでも楽をしたいということでやっているのですけれども、要する

にそれでも買いたくても買えないということがあるわけです。 

  だから、やはりこれについては増額してもらわないと間に合っていかないのだろうと。ただ、私

が今言っている中でも、ある程度ブロアは何名かの方は持っています。ですから、そうすると今度
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は、残った人たちがどれだけ購入したいか、購入したくないか、そこいら辺は分かりませんけれど

も、結構大分今皆さん持っています。 

  それで、草刈り機についても、結構皆さんお持ちです。それで、そういった人たちに、あなたは

草刈り機、何台買うのですかということは聞けないと思うのです。いつ壊れるか分からないから、

こればかりは。使っていて壊れてしまって、修理に出すより買ったほうがいいってことになるかも

分からないし、また古い機械が壊れれば、もうこれは駄目だ。修理しませんよという形にもなりか

ねない。そういったときに新しい機械を購入せざるを得ないのです。 

  だから、私は増額をお願いしたいなと思っているのです。やはり皆さん、年を大分取られていて、

今、生産者というのは、だんだん、だんだん減ってきているのです。そういった中で、やはり年を

取っても頑張って、今現在ツバキ山のために頑張ろうと思って、一生懸命、年を取った中でもやっ

ているのです。だから、何とか来年度に向けては予算の増額をお願いしたいなと思っているのです

が、そこいら辺を組み込んでいただけないものかと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 何度も議会でもご指摘ありまして、年度途中の補正はしないといったところ

で、そのままいくのかどうなのかということに関しても、やはり慎重にやらざるを得ないというふ

うに考えております。令和５年度の予算編成時には増額も含めて慎重に検討して判断していきたい

と思います。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） その辺はよろしくお願いいたします。 

  それで、この農業補助の関係で、第11条には、この条項にないものについては、村長が別に定め

るとあるのです。ということは、本来金額なんてうたっていないのですよ。要するに100分の50を超

えてはいけないし、また25万円を限度とするというのが第３条にありますよね。そういった観点か

ら途中補助ができないというのは、ちょっといかがかなとは思いますが、そういった村長の先ほど

のご答弁もありますので、来年度に向けては増額をお願いしたいなと思います。よろしくお願いし

たいと思います。 

〇議長（寺田 優君） 次でいいですか。 

〇５番（井口 保君） はい。 

〇議長（寺田 優君） 次は、ごみ施設の今後について。 

  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） 井口議員のご質問にお答えさせていただきます。 
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  一般廃棄物焼却施設整備は、利島村1708番地２、臨時ヘリポート東側に整備をする。 

  事業概算費用は４億円程度（擁壁・地盤改良などを含まない）である。令和６年度竣工を目指す。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） この場所というのは、今現在､がらくたと言っていいのか、いろいろトタンだ

の、何だのといろいろ置いてありますよね。あの場所ですよね。違いますか。あの上になるの。今

現在クレーンの車庫がありますよね。その東側に造っていくということでしょう。違うの。あの上

なの。 

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） 現状の表を見ていただくとあれなのですけれども、大体ここにクレ

ーン車庫があります。クレーン車庫の位置、ですから段差をちょっと使って、そこに炉を置きたい

というのが正直あります。クレーン車庫は、ここら辺、クレーン車庫を解体して、そこに置きたい、

多少大きさは変わりますけれども。 

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、私がさっき言った場所で合っているということですよね。そ

れで、要するにクレーン車庫を壊して、それで一応そこに焼却施設を設けるということですよね。 

  それで、もう一つお伺いしたいのは、今いろいろなトタンとか、鉄のとか、屋根、何だのだって、

いろいろあそこに持ち込んでいますよね。あれを処理するような場所は、そこに残しておかれるの

でしょうか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） すみません。まだ具体のところは、あんまりできていないのですけ

れども、ここのストックヤードのところでできないかなって、ちょっと考えています。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） このストックヤード、これを見る限り、ちょっと狭いのではないかと思うの

です。今現在、課長も見ていて分かるだろうと思うのですが、あそこにはいろいろなコンテナから

網コンテナ、そういったもろもろの廃棄資材等が置いてありますよね。結構場所を取っていますよ

ね。 

  それが、要するにストックヤードぐらいで収まっていくのか、また別のところを、そういった廃
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棄物を置く場所を設けるのか、そこいら辺はどうですか。これは間に合わないと思うのですよ、狭

くて、それこそ。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） まだ決定していないので、あれなのですけれども、コンテナ類等も、

この敷地の、こちらの辺とか、この辺に置けないかなと。 

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） 結構苦しい答弁ですよね。こんなこと言って申し訳ないのだけれども、とい

うのは、私、心配しているのは、皆さん今いろいろなものを持ち込んでいるわけですよね、あそこ

へ。それで、車の廃車は、その上に置き場所は、たしかやっていると思うのですけれども、そこに

コンテナから何から置いてやっていくと。場所が果たして取れるか取れないか、私自身、あそこの

現場、何回も行って見ているのです。それで、果たしてどうだろうかなと。 

  そうすると、網コンテナにしたって、コンテナにしたって、要するに今やっている業者の方は一

生懸命、コンテナを収まるようにして、切ったり何だりしてやっているのですけれども、そういっ

た作業的な場所があるのか、ただ置くだけですよということなのか。そうなってくると、片づけた

り、外部へ搬出するための作業というのは、果たしてできていくのか。そういった心配をしている

のですけれども、大丈夫ですか。 

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、今取りあえず基本計画、最終的な設計に至っていないところ

なのですけれども、このスペースがあれば、実際切っていただいたり、あとは皆さん、搬入いただ

くのですけれども、事前に連絡いただいて搬入いただきたいというところはあるのですけれども、

それがあまりない状態で、いきなり入ってきている、正直ございまして、そこの計画というか、実

際利用者も分からない状況でやられていますので、そちらのほうができてくれば、作業は何とかな

ってくるのではないのかなとは思っている次第でございます。 

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） 今、課長がおっしゃったように計画の段階ですから、あれやこれやといって

も、果たして変わってくるのか、それすらも今のところ分からないというところもあるのですけれ

ども、実際に持ち込む人は、すごいですよ。私も行って見させてもらったけれども、トタンでも何

でも切らずにそのままかっぱってくるのです。鉄パイプだろうが、何だろうが、すごいですよ。や

っている方は、自分で切断して、それで網コンや何かに積めるようにちゃんとやっているのですよ
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ね。 

  なぜ私、それを知っているかというと、実は、その人が、私に、このモーターを使いたいから、

これは動くかどうか調べてくれということで、私そこに行ったのです。それで、いや、このモータ

ーは無理だよといって、普通3,000なのですよ、210ボルト、ＵＶＷという形で、ところが6,000ある

のです。これは外国のモーターだと言っていました。これはちょっと無理だ、回らないよというこ

とで、それではしようがないなと。ドラムか何かを圧縮したいのだと言っていました。だから、そ

のためにこれをもらってきたのだけれども、何とか動かないかなということで、私のところへ来て、

それでちょっと見てくれというから見たのですけれども、ちょっとこれは私も6,000のモーターなん

てやったことないものですから、ちょっとできないよ、これはということで、お断りしたのです。

だけれども、ちょっと見てみろと言われて、その現場を見たのです。いや、なるほどすごいです。

いや、こんなにあってんのかと思いました。 

  今、担当課長がおっしゃるには、断りもしないで勝手に持ち込んでくるのだという話ですから、

これについては、いかんとも何ともしようがないのだろうなとは思いますけれども、だから私は場

所が必要だろうなと思ったのです。ある程度の、要するに網コンテナにしたって、要するにそれは

置いておいて、その中へ積み込みなんか、片づけながら積み込んでいくわけですよね。 

  それで、今度は、それを搬送していくわけですけれども、だからある程度の広さが必要だという

ことで、私も心配しているのですが、一応課長のほうでは、まだ計画段階なので、どうなっていく

か、ちょっと分かりませんということで、一応この問題については、これで終わりますけれども、

とにかくそこいら辺は担当のほうも気をつけてやっていただければと思いますので、よろしくお願

いします。 

  次、お願いします。 

〇議長（寺田 優君） 次は、ひとり家庭の見守りについて。 

  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） ひとり家庭の見守りについてでございます。 

  現在も緊急通報システム（あんしんホン）は稼働しており、新規申込みも継続しているところで

ございます。 

  東京都大島支庁福祉担当、民生委員、診療所、社会福祉協議会（社協）などと連携し、ひとり暮

らしの高齢者の方などの把握や見守りを行っているところでございます。 

  村では、地域ケア会議を年２回開催し、役場、診療所、社協、警察、農協、老人会、学校、介護

者家族を集め、地域の課題や支援体制の整備など、情報共有や課題検討を行っております。今年度

より郵便局や運送業者にも参加を呼びかけているところでございます。 

  先日の一般質問の答弁でも述べたとおり、これは一番大きな地域ケア会議というものが年２回行
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われているといったところでございまして、そのほか各課題によっては、これ以外に週１回とか、

月１回とか、担当者が集まって、実際にひとり独居の高齢者とかといったところの情報共有を行っ

ており、また今、システムを導入しておりまして、それによって各医療機関、また社協、役場等々、

ご家族も含めて情報共有を今行っているところでございます。しかしながら、ご自身で健康管理を

行うなどの自助、親戚や近所の住民の方などの声かけなどの互助などが大変重要となっております。

いつもと違うなどの変化や異変を感じた場合には、役場や社協に情報提供をお願いしたいところで

ございます。 

  以上でございます。 

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） 今回見つかった方というのは、要する郵便配達の方が、ちょうど郵便物があ

って、それを届けて、異臭に気づいて、それで近くの親戚の方に連絡したということで、そこから

広がっていって、警察や何かと、そういった形になっていったのかなと思うのですが、要するに１

人で暮らされているお年寄りが、お年寄りといっても、やはりある程度、私も年寄りの仲間だとは

思っているのですけれども、そういったひとり暮らしの人については、やはり近所、みんな近くの

人がちゃんと、ちゃんとと言ってはおかしいのですけれども、この人は朝いつもここへ出てきてい

るのに出てきていないなとか、見守りをしていかなくてはいけないのかなと。それと、今回見つか

った方については、郵便物が届いたからよかったようなもので、それがなければ、まだ見つからな

かったのかなと。そういったあれもあるのです。 

  それで、要するに郵便物が届けば、荷物を配達してくれる人が持ってきてくれればという形もあ

りますけれども、やはりそこには役場、社協、そういったところが協力してもらって、やはり見守

りをしていかなくてはならないのではないかなと思っています。 

  それで、こういったことはもう起きてもらいたくもないし、だからお互いに近所の方は、お互い

が見守っていく体制を何とかつくっていかなくてはいけないのかなと思っています。このことにつ

いて村長、どうお考えか、お聞かせください。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） そういった見守りに関しまして、たまたまなのか、今年結構多かったという

ことで、今後増えていく可能性もあるということは、住民課長でもあり、社協の事務局長でもある

榎本課長とも話はよくしているところで、今後そこにあてがう人材の確保も、なるべく早めに進め

ていくべきであろうというところも踏まえて、戻りますけれども、やはり住む場所、住宅の整備を

していかなければいけないかなというふうに考えているところです。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 
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          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） ただいま村長から述べられたように、とにかくみんなで協力して、地域で見

守っていくということが一番大事なのだろうと。やはり若いからといったって、いつどうこうなる

かも、これは分からないから、やはりお互いに気をつけて見守っていく方法を取るしかないのでは

ないかなと思っていますので、今後とも各箇所に連絡して、お互いに見守っていくように協力して

やっていかれればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上で終わります。 

〇議長（寺田 優君） 以上で井口議員の一般質問を終了いたします。 

  それでは、ここで休憩をいたします。 

          （休憩 午後 １時４７分） 

                                           

          （再開 午後 ２時３３分） 

〇議長（寺田 優君） 休憩を解いて会議に戻ります。 

 

    ◎日程第３ 議案第４１号 利島村教育委員会教育長の任命同意について 

 

〇議長（寺田 優君） 日程２の一般質問を終わりまして、日程３、議案第41号 利島村教育委員会

教育長の任命同意についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第41号 利島村教育委員会教育長の任命同意について。 

  下記の者を利島村教育委員会教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第１項の規定により議会の同意を求める。 

  氏名、弟子丸知樹。 

  令和４年９月12日提出。 

  提出者、利島村長、村山将人。 

  提案理由。教育長の任期満了により、新たに教育長を任命する必要がある。 

  よろしくお願いします。 

〇議長（寺田 優君） 人事案件でありますので、早速採決を行いたいと思います。 

  採決についてもタブレットで行います。 

  これより議案第41号 利島村教育委員会教育長の任命同意についてを採決いたします。 

  議員の皆さんは採決を行ってください。投票を行ってください。 
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          〔投  票〕 

〇議長（寺田 優君） 投票しましたか。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 投票の結果、議案第41号 利島村教育委員会教育長の任命同意については、

全員賛成で可決、承認されました。 

 

    ◎日程第４ 議案第４２号 利島村教育委員会委員の任命同意について 

 

〇議長（寺田 優君） 日程４、議案第42号 利島村教育委員会委員の任命同意についてを議題とい

たします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第42号 利島村教育委員会委員の任命同意について。 

  利島村教育委員会委員に下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和31年法第162号）第４条第２項の規定により議会の同意を求める。 

  氏名、土屋治雄。 

  令和４年９月12日提出。 

  提出者、東京都利島村長、村山将人。 

  提案理由。教育委員会委員、土屋治雄氏の任期が、令和４年９月30日をもって満了することに伴

い、引き続き同氏を任命するに当たり議会の同意を求めるためである。 

  よろしくお願いいたします。 

〇議長（寺田 優君） この議案も人事案件でありますので、早速採決を行ってまいりたいと思いま

す。 

  議案第42号 利島村教育委員会委員の任命同意について採決を行います。 

  投票を行ってください。 

          〔投  票〕 

〇議長（寺田 優君） 投票しましたか。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、投票を締め切ります。 

  投票の結果、議案第42号 利島村教育委員会委員の任命同意については、全員賛成で可決、承認

されました。 
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    ◎日程第５ 議案第４３号 利島村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正 

                 する条例 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程５、議案第43号 利島村職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第43号 利島村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  令和４年９月12日。 

  提案理由。令和３年８月10日に人事院が行った「公務員人事管理に関する報告」及び「国家公務

員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出」の中で、「妊娠・出産・育児等と仕事の

両立支援のために講じる措置」のうち、育児休業の取得回数制限の緩和、育児参加のための休暇の

対象期間の拡大等の措置が義務づけられることに伴い改正する。 

  詳細に関しましては、所管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） 議案書の29ページ、こちらの資料をご参照ください。 

  今回の改正、大きくえ３つの改正になります。１つ目なのですけれども、非常勤職員の子の出生

後57日間以内に育児休業を取得する場合の要件を緩和するというところで、現在は１歳６か月に達

する日までに、採用もしくは更新の見込みがある場合に育児休業が取得できたところなのですけれ

ども、改正後になりますと、この出生の日から57日間の末日から６か月を経過する日までに引き続

き採用もしくは更新の見込みがある場合に育児休業を取得することが可能となります。 

  ２つ目なのですけれども、議案書の30ページを参照ください。非常勤職員の育児休業の取得の柔

軟化というところで、現行、図が描いていてあるのですけれども、期間の１から４の各期間１回ま

で育児休業が取得できておりました。 

  ただ、改正後、31ページを見ていただきたいのですけれども、期間１、期間２は、各期間２回ま

で取得可能となります。期間３と４は、各１回まで取得可能なのですけれども、開始時点を柔軟化

することで、夫婦で途中交代が可能となる改正となります。 

  続いて、３番目です。議案書の32ページです。育児休業の取得回数制限の緩和になります。現行

は、再度の育児休業を取得する場合、申請を行ってから３か月の経過が必要だったのですけれども、

今回の改正によって育児休業が原則２回まで取得できるようになりますので、再度の育児休業取得
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に関わる申請及び経過期間が不要となります。 

  以上になります。 

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。質問のある議員は挙手願います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは２点ほど伺うのですけれども、どちらも職員であるわけで、非常勤と

同じですよね、扱いは。常勤職員であれ、非常勤職員であれ、この条例改正は同じですよね、適用

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。 

  今までは非常勤職員と我々常勤職員で、ちょっと制度の差があったのですけれども、今回の改正

によって差がなくなることになります。 

  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） それで、１点だけなのですけれども、読み込んでみましたけれども、国の法

律の改正に伴うあれで、どこもそうなると、ほとんど。若干違うところもあるかもしれませんけれ

ども、２条の３の（２）のところに非常勤職員の配偶者というところがありますね。２条の３の（２）、

その括弧書きの中なのですけれども、これの説明を求めたいのです。 

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〕 

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。 

  記載のままなのですけれども、婚姻届をしていない人でも、事実上婚姻関係にある者という解釈

です。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは解釈ではなくて書いてあるのです。その解釈を聞きたいのです。 

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〕 

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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  書いてあるままなのですけれども、同じ住宅で生計を営んでいる者という解釈です。 

  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） 時折これは話題になることなのですけれども、通常の婚姻関係のある人は、

例えば妻はここにいるのだが、夫は転勤でどこどこにいると。同じ生計を営んでいないのです。俗

に言う、利島では、そういう体験、経験はないわけだけれども、村職員であるのだけれども、夫は、

妻は、どこどこで、何々に赴任していると。これは同一生計していないのですよ、婚姻関係の場合

でも。 

  ところが、これは婚姻関係でありますから、依然として配偶者なのですね、どこにいようと。と

ころが、こちらはそうでないのかと。非常勤の場合というか、この場合の配偶者、そういう意味で

聞いているのです。婚姻関係にないけれども、配偶者ではないのだと、そういう意味で聞いている

のです。配偶者ではないのですね、法律上。だから、このように書いてあるのです。だけれども、

同じに扱いますよと。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

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。 

  こちらは議員のほうからもおっしゃっているとおり、婚姻届が出されていない、ただしお二人、

戸籍上の男女が、婚姻届は出していないのだけれども、事実上夫婦状態にある場合の関係を有して

いるといったところの場合という解釈の仕方なのですけれども、何をもって、ごめんなさい。そこ

を証明するかとか、そういう話になってくるのかなと思うのですけれども、住民票上、同居人です

とか、内縁の妻とか、内縁の夫とか、そこは申請していただく際に、今、住民票も記載できるよう

になっていますし、またそれ以外ですと、通常のほかの市区町村の例を挙げますと、民生委員さん

に証明書を書いてもらうとか、そういったところで事実関係を確認していくといったような作業が

必要になってくるかと思います。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 少し具体的な事例でお伺いしますと、遺産相続の場合なんか、内縁か、要す

るに配偶者ではない、戸籍には登記していない、入れていない。でも権限が生ずる、遺産相続の場

合は発生するのです。いわゆる今、総務課長補佐がおっしゃったように、いわゆる俗っぽく言えば

内縁関係にあったと、配偶者ではないと。ところが、税法上はどうなっていますか。配偶者控除引

けますか。 

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） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  税法上では、配偶者控除の対象にはなりません。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 税法上では、配偶者控除の対象にはなりません。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうすると、ここに言う含むというのは、どういう具合に解釈するのですか。

いわゆる遺産相続、民法上の遺産相続は該当するのです。相続権は生じているのですよ、内縁関係

にあれば。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 質問しているのです。さっき言いましたでしょう。お忘れになったら、もう

一回言いますけれども、例えば一緒に生計という意味ですよ。１つの家屋の中に住んでいれば、こ

れは対象になるのですと、同一生計。ところが、同一生計ではないのだと。しかし、配偶者でもな

いのだと。しかし、事実上、内縁の関係にありますと、どこにいようと。この場合でも対象になり

ますかと、これを聞いたのです、さっき。例えば私には内縁関係の妻が東京にいますとか。 

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。 

  本人が申告するだけで対象になるかならないかというと、ならないと思います。あくまでも事実

関係を確認できる証明があって初めて本人の申告と証明書に基づいて事実上の婚姻関係を有するよ

と、配偶者と同等に扱うよというものがあって初めて対象になるかと考えております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは違いますよ。誰が証明するのですか、内縁関係について。役所は証明

しますか。役所が証明すれば、配偶者の関係というのは成立し得ないのですよ、婚姻届を出さなか

ったら、証明書があればというけれども。 

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。 

  役場でも住民票の転居とか、いろいろ手続をする際に、同居人ですとか、続柄と言われるところ

を記載する住民票の場合、住民票の異動に伴う転入とか、転出とかというところで、当然役場に届

出を出す際に、本人からの申請に基づいて、そこについては役場でも当然内縁の妻とか、ごめんな
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さい。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） あります。そこはまともにというか、そこは住民基本台帳、住民記録上

の制度として、きちっと内縁の妻とか、記載は可能ですので、そこについて公的な書類というので

すか、住民票上、そういう記載をされる方たちもいらっしゃるといったところでございます。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） すみません。ちょっと訂正させてください。 

  内縁ではないです。未届けの妻、未届けの夫、そういうような書き方をする場合があります。 

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） 婚姻関係、配偶者が成立するためには戸籍謄本まで入っていきますよね、戸

籍まで、その人の戸籍に。それで、住民票は住民票であるわけですよ。そういう点からして、戸籍

に登記される、これは各自治体でしょうけれども、届け先は法務局か、どこだか分かりません。と

にかくその自治体の書庫には、それがあるはずなのです、婚姻した途端に。それはそれで分かれば

いいのです。ただ、戸籍謄本まで未定の配偶者という届けが行きますか、これは。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  あくまでも住民基本台帳法上の届出については、戸籍等々の、婚姻届があるかないかと、そうい

ったところはなく、事実に基づいて、申告に基づいて判断して行うものであって、そこがほかの現

状で考えて、同居されている方で、本人からの申出で、未届けの妻ですとか、未届けの夫ですとい

うふうに申告があれば、当然そのとおりに住民記録も記載されると、こういったところになります。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私は２つの事例を出して、義務行為、権限といいますか、それをさっき示し

たのです。そうしたら税法上はありませんと。ところが、遺産相続、民事上の遺産相続では発生し

ますと。それを事例を２つ並べて、これはどうなのですかと聞いているのです。ところが、今未届

けと来ましたよ、話は。それで、住民票にそういう未届けという記載する欄があるのだと、そうい

うことなのでしょう。誰々の配偶者だと。 

          〔「世帯主の」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 配偶者だと。 

          〔「配偶者ではない」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 配偶者ではない、いやいや、配偶者ですよ。夫だとか、妻だとかと書くので
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しょうから。それを夫は両方あるから、配偶者というと。だから、そういう点で、誰々の配偶者と

書き込めば、書き込むことによって判断すると。ということは、書き込んでさえあれば、さっき言

ったように、どこに住んでいてもいいと。同じ同一生活をしていなくてもいいと。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） だって、そういう事例、今、本村にあるかどうか知りませんけれども、あり

得ますよ。例えば該当するかどうか知りませんけれども、職員だか、職員でないかはともかくとし

て、歴代の近年の副村長なんて、大体それに該当するのではないですか、わかりやすく言えば。そ

れが職員だか、どうだかは後の問題として。 

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。 

  住民基本台帳法上の、私が先ほど来申しているのは、あくまでも利島村にお二方とも住民票があ

る場合に世帯主の方がいらっしゃいますと、世帯主に対しての続柄は何ですかというと、未届けの

妻ですとか、未届けの夫というような記載ができるよというような話で、これが住民票が違うとこ

ろにありますよといった話になってくると、またそこは別な話になってしまって、世帯主、世帯主

というような形になりますので、その２人の関係を誰が証明するのかというと、先ほどみたいに民

生委員が証明できるのかとか、役場というか、市役所とか、村役場が証明できるのかというところ

は、別途いろいろなことが、ちょっと調査しないと、まだ分からないところでありますので、そこ

のところの答弁につきましては勉強させていただいて、後日回答させていただければと。 

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） 今、副村長と申し上げたのは、これは婚姻届が成立しているから、どこにい

ようと関係ないのは分かるのですよ。これが今言っているのは、婚姻関係にはないという場合には、

そういう職員が出た場合には、片方は東京にいますよと。たまたま３人とも正規に結婚していらっ

しゃったのでしょうから、そういう問題は、現実には発生し得ない、起こり得ないと。勉強してい

ただけるということですから、勉強していただいて、後日報告していただいても結構ですけれども、

分かった段階で。その点が、今日、明日の問題ではないかもしれませんけれども、皆さん、どうい

う解釈で、どう取扱いするのかなと、そういう事案が発生したときには。即こういう問題というの

は、人権そのものに引っかかりますから。後日調べて、何か分かりましたか。 

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。 

  例えば内地に住民票がお互いにあって、片方の方が利島村に移住された場合を想定されていると
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いうときに、もちろん住民票は別々になってしまうので、そこで事実上の婚姻関係というのは、な

かなか判断できないと。ただ、内地にいるときに保険証に、その方の扶養として入っているのであ

れば、それを持ってきてもらえれば、こちらでその保険証を見て、事実上の婚姻関係というところ

を証明できるかなと考えております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 今、新たな答弁ですけれども、内縁関係の場合、配偶者的な扱いの保険証と

いうのは発行するのですか。税法は駄目なのですね、配偶者控除はできない。ところが、健康保険

の保険証、保険の場合には保険適用が受けられると、住所は違っていても。配偶者は、婚姻関係に

ある人は当たり前、当然ですよ。どこにいようと、一緒に住んでいようと、別れて住んでいようと。

婚姻関係の場合は、戸籍までいきますから、それは可能になるのですよ、住民票だけが移るから、

人間が、足腰が移るだけで。だけれども、住民票はぽんぽん、ぽんぽん変わるのですよ。戸籍は変

わらないでしょう、よっぽどでなければ。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  こちらに書いてある３条の届け出をしないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含むと

いったところで、どういったものが考えられるかといったところが、そもそものお話だと思います。

そういった中で、一般的に言われる、事実婚と言われる方たちが、どういった決め手というか、証

拠とか、そういったものに基づいて確認できるかといったところが、主に今回のお話だと思います

けれども、先ほど申したとおり、住民票の記載、続柄のところの記載ですとか、また健康保険に加

入する場合に、そこも事実婚を認めている団体等もありますし、村で、もしそういった方がいれば、

当然住民票の記載に基づいて行うといったところもございます。そういう場合も考えられると。ま

た、民生委員が発行する証明書といいますか、そういったものも内容次第ではございますけれども、

事実婚として取り扱えるといったところがあるかと思われます。 

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、メールというか、そういうらしき記述があるのだろうと思いますけれ

ども、ちょっと理解しにくいのです。そこまで言うのであれば、法律が課税してもいいということ

になるだろうと思うのです。課税ということは、逆に控除という意味ですよ。事実婚で保険証は発

行する、これもこういう扱いをする、民法上は、さっき言ったようにある、そこまでそろっていて、

税法だけが、なぜ控除対象にならないのかと。こういう矛盾が出て、それは税法のことは知りませ
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んよといえば、それまでかもしれぬけれども、私も調べてみますけれども、皆さんが直接的に交付

したり、体制を取るわけで、交付というのは、日にちだか、何か月で、１年以上の何年までどうだ

とかという、やるわけで、だからそういう処理をするのは、住民そのものには関係ないといえばな

いかもしれませんけれども、職員だけの問題でしょうから、あれですけれども、といって村民全体

に誰もかれでも対象になるという事案ではないわけで、言わせれば役場の内輪の問題と。中といえ

ば中かもしれませんけれども、ただお互いに、そういう点で過剰な待遇を受けたり、不利益を受け

たりしないように対応してもらえればと思います。後で気がついたときは遅いですから、では終わ

ります。 

〇議長（寺田 優君） ほかにありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、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。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 討論というか、今の発言したことに尽きるのですけれども、そういうことで、

村長以下、皆さん気を遣っていただきたいと思うのです。それは賛否を述べるのですか、ボタンを

押すだけですか。 

〇議長（寺田 優君） 討論はやってくれればいいよ。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 討論はやってください、賛成、反対の。 

〇３番（笹岡壽一君） 今言ったように、そういうことで原案には賛成をいたします。課題だけお願

いをしておきます。 

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、討論を終了いたします。 

  これより採決を行います。 

  議案第43号 利島村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

  議員の皆さんは投票を行ってください。 

          〔投  票〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、投票を締め切ります。 

  投票の結果、議案第43号 利島村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例は原案の

とおり可決、承認されました。 
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    ◎日程第６ 議案第４４号 利島村職員の定年等に関する条例の一部を改正する 

                 条例 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程６、議案第44号 利島村職員の定年等に関する条例の一部を

改正する条例を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第44号 利島村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  令和４年９月12日。 

  提出者、東京都利島村長、村山将人。 

  提案理由。地方公務員法の一部改正に伴い、職員の定年を引き上げるほか、所要の改正を行うた

め。 

  詳細に関しましては、所管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） 議案書の49ページを参照ください。 

  令和４年度から国家公務員の定年引上げに伴いまして、地方公務員の定年も60歳から65歳まで２

年に１歳ずつ段階的に引き上げられることとなりました。 

  表にあるように令和５年度に定年が61歳、令和７年度に62歳、令和９年度に63歳といった形で引

き上げられていきます。 

  議案書の50ページを参照ください。今回の改正に伴いまして、利島村職員の定年等に関する条例

の一部を改正するということで、役職定年制の導入と定年前の再任用短時間勤務制の導入、情報提

供・意思確認制度の新設を行っております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明が終わりました。 

  これより質疑を行います。質問のある議員は挙手願います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ページでいきますと、62ページの附則の最後、11条、これの解釈、説明をお

願いします。 

          〔「休憩をお願いします」と言う人あり〕 
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〇議長（寺田 優君） 休憩します。 

          （休憩 午後 ３時２０分） 

                                           

          （再開 午後 ３時３５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。 

  執行部の説明を求めます。 

  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。 

  地方公務員法の附則第２条第３項において情報提供・意思確認制度を行う年齢を村の条例のほう

で定めなさいよと記載があるところで、この11条のところに、利島村では情報提供・意思確認する

年齢は60歳ですよという解釈になります。 

  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） 私は、先ほどちょっと休憩中だったのだけれども、述べましたように、これ

のどこを受けて、この11条が、最後のが受けて、こういう60歳という、60年って60歳ってことでし

ょう。年度ではないでしょう。私は年齢で見たのだけれども、定年が60歳なのだが、これを65歳ま

で延長すると。これは国が、そういう方針を出して、方針というか、これを出しているから、これ

はこれでいいと思うのです。 

  60年度ということではないよな、これは。年60年というのが、これは年になっているけれども、

年でしょう。年齢は、年齢60年としているから、書いてあるから、明らかなのだ、これは。だから、

60歳と読んだほうが分かりがいい。そういう意味で聞いているのですけれども、この定年に関する

条例の中で、附則の、本条の本文のほうでは、いろいろ申し述べているわけだけれども、これはい

ろいろな、こういうことにしますよということで、それはそれでいいのです。 

  問題は、附則というのは、摘要欄ですよ。どういう摘要、解釈するのだと、附則というのは。例

えば何月何日から施行しますよとか、あるいは遡及しますよとか、しませんよとか、それが摘要で

す。いろいろ条件を書いて、施行するために、執行していくために一般論して書いてあるのが附則

ですよ、これが。附則というのは、そういうことですよね。本文の中に書いてあっていいのですよ。

この法律、条例は、何月から、何日から施行しますと。本文の中に書いたってちっとも構わないの

だけれども、わざわざ実施規定と本文規定は分けているのは、そういう意味合いだろうと思って、

学者さんが、これは聞いているでしょうから、それは違うよと言うかどうか分かりませんけれども、

法学者が。分かりませんけれども、あるいは行政マンが。分かりませんけれども、私は、そういう
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認識しているのです。 

  そこで、この２条についてなのですけれども、括弧書きで旧条例というのがあるから、ちょっと

余計分かりにくいのですけれども、これとの関係で引っ張ってきて、引いているのか、ここに延長

された期限をいうというのは、短絡的に、部分だけ引っ張り出して読めばね。 

  それで、11条で令和３年、いろいろ云々あって、年齢は60年、60歳とすると、適用年齢は60歳と

すると。令和３年度ですよ、改正。これは今、令和４年度だよね。 

  これを単純にお伺いしますと、令和３年度のときに60歳の人はどうなるのですかという意味だろ

うと思うのです。どうしたらいいのだと。令和３年度、条例に基づいたときに、令和３年度では60歳

が定年ですよと。旧条例、旧法律では、そうなっていたと、そうなっていると。しかし、それが今

年になって、今年度になって変わったのだと、変わりましたと。 

  それで、令和３年のときに60歳であった人で言うならば、俗に言う定年を迎えた人、この人はど

う扱うのですかと、65歳になりましたよと、今度延びるのだから。令和３年は60年、60歳ですよ。

そういう意味で聞いているのです。お分かりにならないかな。 

          〔「その表を見てもらえれば」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） これはどういう意味ですか。令和４年度、60歳定年…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ごめんなさい。要は適用の、年度適用であって、年度適用って適用なのです

けれども、どう扱うということなのですか。要するに定年が延びるということですか。 

          〔「そこに書いてあるとおりです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 書いてある、令和３年度の60歳の人、この人は、この条例改正でどうなるの

ですか、どこを見たらいいのですか。 

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。 

  令和３年度と書いてあるのは、地方公務員法が改正された年になります。それを受けて、今年度

利島村の条例を改正しています。 

  以上です。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 今年60歳で、今年度定年する人に関しては、60歳で定年します。た

だ、暫定再任用という制度もあるので、65歳まで雇用はできます。来年は定年が61歳になるので…

… 

〇３番（笹岡壽一君） これが何条かに書いてある、暫定任用というのが。これは暫定任用というの

が３条、ページでいうと58ページ、58ページの一番下から３行目、ここに出ているのですよ、暫定
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というのは。これも聞こうと思ったのですけれども、そうすると、令和３年の人というのは対象外

ですか、60歳になったという人は。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうすると、これはこう読むのですか。11条は、令和３年に年齢が60歳とし

た場合、この人は、これには該当しませんよと、そういう意味の改正ですか。 

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。 

  先ほどもお答えしたのですけれども、令和３年と記載されているのは、地方公務員法が改正され

た年なので、令和３年に定年をどうこうという話ではないのです。令和３年に地方公務員法が改正

された条文の中に…… 

          〔「附則」と言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 附則の中に情報提供・意思確認は、自治体のほうで定めた年齢にし

なさいよと記載されているのを受けての、その意思疎通確認は、今回の条例改正で、利島村では60歳

としますよということになります。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうは読めないのだけれども、改正法というのは、地方公務員法ですよと、

の附則の２条３項に規定する条例、条例というのは市町村ですよと、都道府県ですよと。条例で定

める年齢は、いわゆる法律に定める、法律の規定による、条例で定める年齢は60歳、こういう意味

でしょう。 

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。 

  何ページでしたっけ。 

          〔「62ページ」と言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） ここですよ。 

          〔「そう」と言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） ここで言っている令和３年改正法というのは、地方公務員法です。

ここの２条３項に意思疎通、意思確認をする期間が記載されているのです。それをやる年齢は…… 

          〔「こっちには載っていない」と言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） そう。 
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〇３番（笹岡壽一君） いや、その意思確認というのは、さっき言った５、これを引っ張っていると

思うのだ、３条の５、条例でいえば。 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 条例でいえばですよね。地方公務員法なので、ここは。地方公務員

法の２条、３条に書いてあるのは意思疎通確認を行う期間が書いてあって、その年齢は村の条例で

定めなさいよというところで、今回11条で、村では60歳としますよという記載になっています。定

年の年齢ではないです、これは。意思疎通を確認する年齢です。 

〇３番（笹岡壽一君） 意思疎通を確認する条例って何ですか。 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 年齢です。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 定年しますか、まだ再任用で続けますかと、その確認をしなくては

いけなくなるのです。定年が延長されていくのですけれども、その定年延長によって給料も減って

いくわけではないですか、条例を見ていただいているから分かると思うのですけれども、給料が減

っても、まだ役場で仕事をしますか、どうですかという確認をしていかなくてはいけないのです。

その年齢は何歳ですか、では60歳でやりますよということです。 

〇３番（笹岡壽一君） 確認作業は３条の５だよな。 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 村の条例でいえば、そうです。地方公務員法では２条３項に書いて

ある。それを受けて、その２条３項では、村で確認する年齢を決めなさいよと記載があるのです。

それがあるがために、この11条で60年というのは定めています。 

〇３番（笹岡壽一君） そうすると、具体的に言うと、令和３年に定年を迎えた人がいたとしたら、

それは対象になるのですか、ならないのですか。 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 何の対象ですか。 

〇３番（笹岡壽一君） 定年延長の。 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 延長は令和５年からなので、令和３年は60歳で定年です。令和４年

も60歳で定年になります。令和５年になったら61歳、令和８年から…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 定年者がいなくなってしまう。 

          〔「令和５年は定年者がいない」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私が職員で今年定年を迎えたと、60歳で。 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 今年度定年を迎えるとしたら、ここになるので、定年は60歳。 

〇３番（笹岡壽一君） そうすると、去年定年を迎えた人は対象にならない。 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） ならないです、今回上程させてもらっているのですから。60歳のま

まです、令和３年は。 

〇３番（笹岡壽一君） ５年間勤められるのでしょう、簡単に言えば。申告すれば５年間は、65まで
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は勤められるのでしょう。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 今までは60歳でおしまいですよね、取りあえず。取りあえずはおしまいです

よ、制度的に、何とか任用というのはあったにしても。今度は、この改正によって65歳までは、逆

に言うと勤務する権利があると、権利がね、状況的に職員の側に。ただし、それは村長が確認して、

あなたは勤める気がありますかと確認して、ありますと言ったら、それは確認したら雇用しなくて

はならぬという規定なのでしょう、これは。長の裁量権で、黙って採用しなくてもいいのだと、本

人が申し込んできても。そういうことをカバーするために職員のＯＢ、ＯＢというか、定年、俗に

言う60歳定年を迎えた人の人生といいますか、その後の対応を保障すると、法律が。 

  だから、雇用者、いわゆる利島村でいえば村長だ、村長の権限を越えているよと、これは。切っ

ては駄目だよと。村長の自由裁量で、雇用してもよし、雇用しなくてもいいというものではないの

だと、これは。ただ、手続的にこういうグラフみたいなものがあるけれども、そういう法改正なの

ですよ、本来は。村で何か村長が自由に使ってもよし、切ってもよしみたいなことではない。それ

が基本でしょう。その辺はどうですか、違うのですか、村の解釈は。使おうが、使うまいが、定年65と

は言っているのだけれども、この法律は別に65まで使わなくてもいいのだと、村長は。そんなこと

はできないと私は解釈しているのです、法改正は。そこに関係してくるのですよ。65まで延長した

のだけれども、それは雇用者の権限でもって60歳で切ってもいいということですか。切れると、こ

れは。本人が申し込もうが、申し込まなかろうが、そんなものは関係ないのだと。 

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。 

  別に村長が雇用するしないではなくて、本人が続ける意思があるかどうかというところが重要か

なと思っています。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは当たり前ですよ、本人が嫌だというのは。皆さんだって、嫌だったら

辞められるのだから、そんな答弁は駄目ですよ。現職だって、嫌だったら辞めることはできるのだ

よ。本人が嫌だったらと、そんなことは当たり前だよ、そういう答弁は駄目。あくまでもこの法律

は、60までは村長は首を切るわけにはいかぬのでしょう。懲戒は別だ。皆さんは首は切られないの

ですよ、普通は。保障されているの、法律の上で。よっぽどの反する行為がなかったら。といって、
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皆さんが辞めるのは、いつでも自由ですよ。今まで何人の職員が辞めていますか。別に村長に拘束

権はない。本人の意思に従うなんて当たり前のことです。 

  そのときに本人の意思に反してですよ、勤めたいのに反して村長が、もう結構ですよと、あなた

は。こういうことができないように改正したのが65歳までの延長改正法ですよ。今みたいに本人の

意思というのは当たり前ですよ、それは。 

  私が質問したのは、村長にそういう裁量権がありますか、ないでしょうと、こう言っているので

す。これは誤解されては困るのだ。何か村長の自由だみたいな。 

〇議長（寺田 優君） そうは言っていないのだ。 

〇３番（笹岡壽一君） だって、本人の意思があればというから、本人の意思があるのは当たり前…

… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 意思があるのは当たり前ですよ。あった場合の話をしている。ない人は、意

思がなければ、この法律は関係ない。関係なく今までの職員だって辞めているのだから、保障され

ているのに。皆さん、意思があるのです。あった場合の話をしている。あった場合に、あっても村

長の裁量権が働いて雇用する、しないは自由だという解釈ですかと聞いている。そういうぐあいに

解釈していますかと。私は、それはできませんと言っているわけ。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） こちらの絵で確認させてください。 

  現在令和４年ですと、令和４年で、それぞれの、これは横で表しますと、令和４年時点での年齢

を表しています。60歳、59歳から55歳まで。行く行くは65歳まで定年を延ばしていきたいという中

で、いきなりではなくて、２年に１歳ずつ段階的に延ばしていくよといったものです。いったもの

であって、今までは60歳定年退職というところで、村役場でも従事していただいておりますが、暫

定再任用ということで、今も働いてもらっている方もいらっしゃいます。 

  そんな中で、今までは、もちろん再任用に関しましては、その都度面談はしておりましたが、今

度は60歳を迎える前、59歳の中で意思確認をしていきましょうよと、いってくださいという法律で

決まっております。それで、退職される方は退職される方でいいのですか、再任用、まだ働きたい

よといった方に関しては、こういうふうに定められています、暫定再任用期間ということで。それ

がどんどん、どんどんこっちにいくと短くなってきていますよね、65歳まで。定年が、例えばこの

人だったら、現在57歳の方は、59歳の時点で意思確認をします。そして、63歳で定年を迎えます。

その後、再任用として２年間は働けますよと。そういったことが段階的に、年齢ごとに進んでいっ

て、最後は再任用期間もなく、59歳で意思確認をして、65歳で定年退職を迎えるような仕組みにな

っているよといったものです。 
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  村長が判断するといったのは、この青い部分に関しましては、その都度面談をし、来年、どうで

しょうかというお話はさせてもらうといったところでありまして、定年前に関しては、情報提供・

意思確認するだけだと。通常の面談はしていきますけれども、定年に関する意思確認は、この59歳

で大体定められているというふうになっていると、そういった表です。 

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） ですから、それは分かったと、分かっているのですよ、それはいいでしょう

と。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） はははではないのだ、それは、はははではなくて、そのときに、あえて言え

ば、ここだ。これについて３条の５、これは確かに村長が確認することになっています。確認する

のですよ。それはあくまでも本人が、分かりやすく言えば、本人が勤めたいですといったとき、い

や、あんたはおしまいですよと、私はあなたを雇用するつもりはありませんと、これができるかで

きないかということです、私が言っているのは。 

  表は分かる。それが５に書いてある。職員の意思を確認するということは書いてある。本人が嫌

だったら、それは当たり前ですよ、辞めるのは。頼みたくたって、本人が辞めればどうしようもな

い。現職だって、そういうことはあるのだから。そうではなくて、本人が村長に、あなたはどうし

ますかと聞いたらば、お願いしたいといったときに、一応聞くだけは聞いたけれども、私はあなた

を雇用するつもりはありませんといえば、これに該当しませんかということです。そんなことはな

いでしょうと言っているだけだ。あるのですか。表とは別だ、別でもないけれども、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） 当然本人の意思によるところが一番大きいのかなというふうな気はしますが、

58ページの３条の５項か、同意を得なければいけないと。その上の部分、４のところで、途中から

になりますが、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示すと

書いてありますので、当然働いている姿、状況を判断しての再任用になってくるのかなというふう

に考えております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） こう言ったら分かりやすいのかな。職員の新規採用は、村長の全く裁量です

よ。村長が気に入った職員を採用すればいい、試験を受けさせて。自分の条件、自分の条件と言っ

ては変だけれども、試験に合格したり、面談、面接をしたりして。それは村長が採用しようが、す
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まいが、全く自由なのです、裁量権というのは。これも同じですか。その際に面談しますよね。当

然村長は新任職員を採用するときは、その人の能力、性格、性質、人柄といいますか、そういうの

を総合的に勘案して採用するのでしょう。あるいは不採用するでしょう。例えば３人しか職員が要

らないときに10人も来て、まとめて採用するわけでもないし、だからそういうことで、これもそう

ですかと。そのときに４条を私も読みました。能力云々があります。ここでもって拒否権が働きま

すかということです。新規採用は働くのですよ、拒否権が。 

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） 暫定と書いてありますとおり、そういった類いの判断が必要だというふうに

考えております。村長の権限、人事者の権限によって延長するかどうかというところも含めて、本

人の意思もありますが、総合的に判断するものだと考えております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これはどこでもあり得ることなのだけれども、その企業体、あるいはこうい

う自治体もそうですけれども、企業体の中で、それだけの状況があるときは、それは通用すると思

うのです。例えば一方で人員削減の合理化を図っている中で、現職の社員をどんどんカットしてい

る中で、それを採用するということは通常考えにくいですよ。場合によってはあるかもしれない、

経験豊かな職員、社員だということで。我が社の生き字引だという点で、現職の社員たちを退職願

っても、その人だけは再雇用というか、これはでやりましょうということは考えられないわけでは

ないです。 

  ただ、任意に、常にそれが働くのかと、新規採用は常に任意に働くのですよ。全く義務はない、

このやらなければいけないなんていうのは。全く自由裁量、一定の規定は、その自治体で試験問題

なんかつくるでしょうけれども、あるいは採用に至る手続は誰々課長が行くとか、人事担当の職員

が行くとか、そういう手続はあるでしょうけれども、一々一々村長が全部面談するわけでもないで

しょうから。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） 先ほどの答弁と同じです。おっしゃるとおりの解釈でよろしいのかなと思っ

ております。 

〇議長（寺田 優君） よろしいですか。ほかにありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了いたします。 

  これより討論を行います。討論ございますか。 
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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） 私は、新規採用と同じように村長の全くの自由裁量だと、この条例改正が、

職員の採用、雇用が、60歳以上を過ぎた人。これはある人は、要するに新規採用の場合、ある人は

採用するけれども、ある人は同じように申し込んだと、利島村の採用試験に、利島村の職員募集に

応募したと。ところが、ある人は採用されないし、ある人は採用されるわけですよ、必要人数の中

で。それと同じ考えだというのであれば、これは違うと。要するに新規採用の職員と村には５年、10年、

あるいは30年勤めた人の待遇、処遇、５年、３年でもって60になるという人を採用しているかどう

かは別ですけれども、少なくとも20年から30年ぐらい、場合によっては40年ぐらい。そういう人た

ちを保障する意味で、法は、こういう65歳までという延長を図ったのだろうと。しかし、それが、

いや、そうではないのだと。長の自由裁量は利くのですよと、新任採用と同じようにという答弁で

あれば、私は、この条例案については違うのではないかということで、疑問があるところで、何と

かというボタンを押したい、賛成でも反対でもないという。否決でもない。 

          〔「棄権」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そういうボタンというのがあるのかなと。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ほかに討論ございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、これより採決に移りたいと思います。 

  棄権する方は、そのまま投票しないで、押さなければ、こっちで締めることはできると思うのだ

よね。 

  それでは、議案第44号 利島村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたしま

す。 

  議員の皆さんは投票をしてください。 

          〔投  票〕 

〇議長（寺田 優君） 締め切ってよろしいですか。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、締め切ります。 

  投票の結果、議案第44号 利島村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例は、賛成多数

で原案のとおり可決、承認されました。 

 

    ◎日程第７ 議案第４５号 利島村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する 

                 条例の一部を改正する条例 
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〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程７、議案第45号 利島村教育委員会教育長の給料及び旅費等

に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

  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45号 利島村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の一部

を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  令和４年９月13日。 

  提出者、東京都利島村長、村山将人。 

  詳細に関しましては、教育委員会事務局室長より説明いたします。 

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） 議案第45号 利島村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する

条例の一部を改正する条例。 

  提案理由。本村の教育長に対する移転に伴う旅費等の整備を行うため、利島村教育長の給料及び

旅費等に関する条例を改正する必要があるため。 

  ちょっと議決のところに日にちが入っているので、そこは削除しておいてください。 

  内容でございます。98ページを御覧ください。今回、利島村の教育長を新たに任命同意を受ける

に当たりまして、９条の中に移転料及び着後手当及び扶養親族移転料といったものが含まれており

ませんでしたので、これを新たに条例に追加して、赴任の際に移転料とか、着工手当とか、そうい

った手当が支給できるように改正するものでございます。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質問のある議員は挙手願います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ２点、２点といっても伺うだけです。差し障りがあれば、その旨、表明して

いただければ結構です。結構というか、しようがないと思っていますが、これはあれですか、新た

に任命された教育長と、こうなっているのですけれども、これは時限ですか。 

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） 時限ではなく、恒久的に考えております。 
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〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうしますと、なかった勘定科目、勘定科目といいますか、項目が入ってい

るということなのですけれども、着後、今までは移転料と。それで、着後手当及び扶養親族移転料

については、村の要請に基づいて新たにということなのですけれども、改正ということで、アンダ

ーラインが引かれていますけれども、これはあれですか、上の移転料、着後手当及び扶養親族移転

料と、別表で定めるとなって、この別表というのは別表２なのでしょうけれども、扶養親族移転料

って、これは何ですか、あるいは着後手当というのは。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） まず、この文言に関しましては、基本的に３年前になるかな、大黒副村長の

時代に、私が議員のときに指摘をさせていただいたことに対して条例改正したと。そのときは、副

村長だけ対応していたものに関して、今回教育長を内地からお招きするに当たって、副村長と同じ

ような文言を設けたといった改正であります。 

  扶養親族に関しましては、家族で移転していただける場合も含めて、このように書かせていただ

いたというふうに考えております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは違うのではないかと思うのですけれども、副村長については、たしか10％

だか、何だかの手当ということで、手当をセットしたような記憶があるのです。しかし、それはあ

くまでも時限と。例えば島内から副村長が選任されたときもそれはやるのかといったら、それは東

京都からと。東京都の何とか職員、階級といいますか、そういう身分に応じて給与が低過ぎるので、

東京都に合わせると。ですから、東京都の職員でない人がこっちへ来た場合は適用しないみたいな

話があったのではないですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） その手当に関しましては、それはその後の話で、田中副村長の最後のほうに

追加させた文言であって、今回これに関しましては、繰り返しになりますが、大黒副村長の最後の

ときに、たしか改正したというところで、その部分とはちょっと違います。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） そうです。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） 時限ではないです。 
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〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  赴任手当、着任手当については、副村長に対する手当についても時限ではございませんで、笹岡

議員が時限だと言っているのは、地域手当の部分の給与に対して10％といったのは、それは副村長

が就任して、新規に副村長に来ていただいて、２年間については、地域手当として給与の10％を出

しますよというので、時限的な２年間という縛りを設けたと。副村長が２年、割愛採用ですので、

基本的には２年を超えないのですけれども、もし３年やるよという人がいた場合には、２年間しか

地域手当は出ないよと、この部分でございます。 

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） たしかそれは私が質問した記憶があるのです。そうしたら、今、課長が言う

ような答弁でした、そういう答弁。本来は４年ですと、任期は。教育長、副村長にしても、２年と

いうことはないのだと。４年なのだけれども、それでは誰かが今度副村長になって、この人は４年

なわけですよ、誰かがなったときは。たまたま東京都から、あの形で来ているから、２年というこ

とは不規則な格好だけれども、ほかのところから採用、条件的、本当は４年なのだけれども、その

個人の事情に合わせて１年になったり、２年になったりと。１年間だけ教育長を受けましょう、１

年間だけ副村長を受けましょうというときは、たまたま２年ですけれども、その間に限っては適用

するけれども、それ以上はどうですかといった場合には、それは適用しませんと。だから、特例な

のですよ、２年という。だから、例えば東京都の人が４年勤めたら、どうするのだと聞いたのです。

そうしたら、その後の２年間は関係ありませんと。ただ、東京都の職員で４年勤めた人はいない。

勤めるわけないよ、２年間だけはもらえるけれども、その後はもらえないのだから。 

  だから、そういう意味では、深入りしていいのかどうかというのはあるのだけれども、もちろん

この手当と引っ越し手当というのはあれだけれども、昔の、以前の副村長のときにこれがあったの

だと。それはただ金額を上げたいだけですと。物が増えたのですか、金額が増えたのか、どっち。

扶養手当と、では何が変わったのか、読めば分かるのだろうけれども。 

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。 

  そもそもこの教育長の旅費に関わる部分の中には移転料とか、着後手当というものが含まれてい

なかったものを東京というか、ほかのところから教育長をお招きするに当たって、そこについて新

たに旅費として支給するというのが、今回の条例の趣旨でございます。 

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

〇３番（笹岡壽一君） だから、私、さっき読んだでしょう。アンダーラインの部分が改正されたの

でしょうと、追加して。だけれども、それは以前に大黒副村長のときからあるのだというから、大

黒副村長のとき何があったのですか。大黒副村長というのは、何で出てきたのですか、何を説明し

ようとして。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 名前を出してしまって申し訳ないのですけれども、大黒副村長が退任される

タイミングのときに、そもそも引っ越し代、移転料がないと、副村長に対して。もともと過去から

なかったというところで、それを議員として、どうなのという指摘をさせてもらって、条例を改正

し、補正をしてもらって、そのときに副村長だけ、こういった文言を入れてもらったところなので

すが、そのときに教育長に関しては、想定しておりませんでした。今回同じように内地からお招き

するに当たって、やはり何もない状態だったので、副村長と同じように同じ文言を入れたよといっ

ただけのことでございます。 

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。 

  これより討論を行います。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） 本件については、こういう島という特殊な事情、相手方からすれば、特殊な

地域事情にあるわけで、それは必要は手当だろうと思うのです。高い安いはともかくとして、そう

いうことで、私は本件については原案に賛成をいたします。 

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、討論を終了いたします。 

  これより採決を行います。 

  議案第45号 利島村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の一部を改正する条例を採

決いたします。 

  議員の皆さんは投票を行ってください。 

          〔投  票〕 

〇議長（寺田 優君） 投票の結果、議案第45号 利島村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関す

る条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決、承認されました。 
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    ◎日程第８ 報告第５号・議案第４６号 令和３年度東京都利島村各会計決算認 

                       定について 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程８、報告第５号・議案第46号 令和３年度東京都利島村各会

計決算認定についてを議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 報告第５号・議案第46号 令和３年度東京都利島村各会計決算認定について。 

  上記議案を提出する。 

  令和４年９月12日。 

  東京都利島村長、村山将人。 

  提案理由。地方自治法第233条第３項の規定により、令和３年度東京都利島村各会計歳入歳出決算

を監査委員の報告を付けて、議会の認定に付す必要があるため。 

  詳細に関しましては、概要を各所管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） それでは、説明させていただきます。 

  議案書の108ページを御覧ください。まず、村債についてです。令和３年度は、臨時財政対策債の

みの記載となりました。前年度比に対してはマイナス87.5％、大幅な減少となってございます。 

  続いて、歳出の状況です。グラフを御覧いただければと思います。総務費に関しては、令和３年

度に関しては2,391万円、前年度比に対して5.2％増となりました。不用額については1,405万円で、

予算額に対して2.8％となってございます。 

  続いて、民生費です。令和３年度はマイナス2,455万円、前年度比マイナス13.4％となってござい

ます。不用額についてなのですけれども、765万円で、対予算について4.6％となってございます。 

  続いて、107ページ…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） ごめんなさい。飛ばしましたね、僕。最初107ページ、最初、決算概

要を言うのを忘れました。すみません。107ページ、ごめんなさい。戻ってください。 

  決算概要のところです。歳入に対しては15億7,450万円、歳出は14億8,478万円となってございま

す。歳入から歳出を引いた8,971万円が実質的な剰余金となってございます。 

  歳入状況についてです。地方交付税については、令和３年度は村債の増加による交付税措置等に
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よって前年比23.2％の増加となってございます。 

  国庫支出金についてです。令和３年度は、離島活性化交付金活用による事業がありませんでした。

ただ、新型コロナウイルス感染症に係る給付金事業の減少によりまして、前年比マイナス56.7％と

減少してございます。 

  それで、先ほどの村債に続いて108ページ、歳出の状況で、総務費、民生費については、先ほど説

明させていただいたとおりとなってございます。 

  109ページです。衛生費、令和３年度については、プラスの１億3,733万円、前年比プラス72.6％

となっています。増加の要因としては、簡易水道事業特別会計繰出金が脱塩井戸増設のため１億

1,108万円の増加となっているほか、合併処理浄化槽事業特別会計繰出金が浄化槽整備のため繰出金

増、1,806万円の増となっております。不用額についてなのですけれども、1,715万円、対予算につ

いて５％となってございます。 

  労働費についてです。労働者はマイナス1,514万円、前年比マイナス45.2％となってございます。

不用額については32万円で、予算額に対して1.8％となっております。 

  続いて、農林水産業費になります。令和３年度については3,789万円、前年比プラス41.6％となっ

てございます。不用額については615万円で、予算額に対して4.8％となっている状況でございます。 

  ページをおめくりいただいて、110ページ、消防費になります。令和３年度については、マイナス

１億3,823万円、前年比マイナス81.9％となってございます。主な原因ですけれども、防災行政無線

更新事業の完了によるものの減となっております。不用額については125万円で、予算額に対して

3.9％となっております。 

  続いて、教育費、令和３年度マイナス2,400万円、前年比マイナス19.9％となってございます。不

用額についてですが、1,745万円で、対予算15.3％となってございます。 

  続いて、特別会計の決算状況です。111ページを御覧ください。グラフにお示ししているとおりに

なってございます。 

  114ページ、財政指数についてです。財政力指数なのですけれども、令和３年度は0.134で、前年

から0.011ポイント悪化してございます。経常収支比率については、令和３年度は84.9％となってお

りまして、22.4ポイントの悪化となってございます。よって、財政の硬直化が進んでいることを表

しております。 

  ７番、基金の状況、115ページになります。村の貯金に当たる金残高については17億1,148万円で、

前年に比べて１億5,522万円増加しております。 

  続いて、116ページ、村債の状況です。村の借金に当たる地方債の残高なのですけれども、６億

7,307万円、前年に比べて6,265万円減少しております。 

  概要は以上です。 

〇議長（寺田 優君） 概要は大体終わりましたが、本日は村上代表監査にお越しいただいておりま
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すので、村上代表監査委員に監査報告書及び意見書の朗読をしていただきます。よろしくお願いい

たします。 

          〔代表監査委員（村上勝巳君）登壇〕 

〇代表監査委員（村上勝巳君） それでは、これより地方自治法第233条第２項の規定に基づき令和３

年度利島村一般会計・特別会計の歳入歳出決算を審査した結果を報告します。 

  お手元の資料を御覧ください。それでは、説明させていただきます。審査の概要、審査の対象は

お手元の報告書にあるとおり、一般会計と６つの特別会計、17の基金、歳計外現金、健全化比率と

なっています。 

  これらに係る歳出歳入決算書、実質収支に関する調書、現金出納（簿）表、歳入（簿）表、歳出

（簿）表、契約書類、提出書類並びに報告書類等及びその他の決算に関する必要な証書類を審査し

ました。 

  審査の期日及び場所ですけれども、審査の期日は、令和４年７月12日から８月31日まで、利島村

役場２階、議員控室で監査を行いました。 

  審査の手続。審査に当たっては、提出された決算書の計数に誤りがないかどうかを検証するため、

関係諸（帳簿）表及び証書類と照合を行い、さらに収入・支出が予算の定める目的に従って合法か

つ効率的に、かつまた正確に執行されているかどうかを、契約書類等に基づいた報告書等がきちん

と提出されているかどうかに視点を置いた上で、各関係担当者にヒアリングや説明を受け、審査を

行いました。 

  また、過去の監査において指摘した点についても改善、また改善努力がされているかという部分

を重点的に審査実施しました。 

  審査の適否。審査に付された決算諸（帳簿）表は、各会計の基金と地方債の現在高、投資及び出

資並びに債権の現在高及び予算の執行状況が適正に表示されているものと認められました。 

  現実の収入、支出が支出命令、歳入調定額通知書及びそれらの計数の根拠を示す資料に基づいて、

きちんと実施されているということが確認されました。 

  各会計別審査の結果です。一般会計の財政状況については、一般会計歳入歳出決算額及び執行率

は、歳入総額は15億7,449万円で、予算現額15億6,666万円に対して100.50％の執行率となっていま

す。 

  また、歳出総額は14億8,478万円で、予算現額15億6,666万円に対して94.77％の執行率となってお

り、歳入歳出差引額は8,971万円となっており、実質収支額は8,971万円です。 

  これは前年度と比較すると、歳入総額は1,819万円の減で、歳出総額は274万円の減となっており、

歳入歳出とも前年度と比較して減額の決算となりました。 

  令和３年度一般会計歳入決算額の状況は、資料の表のとおりです。歳入で、前年度で大きく数値

に変動があった項目は国庫支出金１億425万円、村債は7,728万円の減でした。歳入の減少に伴い、
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歳出も前年度決算時に比べて減少の決算額となっています。消防費１億3,822万円減は、昨年度防災

行政無線工事が完了したためです。同じように民生費2,455万円減は、定額給付金など令和３年度は

なかったのが主な要因と思われます。教育費の2,399万円減については、前年度ＧＩＧＡスクール（小

中学校情報通信ネットワーク環境施設整備工事）830万円、大石山遺跡保存整備工事1,539万円が工

事完了したため減となりました。 

  令和３年度決算における３つの健全化判断比率のうち、実質公債費比率３年平均は6.4％となりま

した。ちなみに平成30年度は2.8％、令和元年度は2.8％、去年が4.9％です。実質赤字比率、連結実

質赤字比率は黒字の対象外です。将来負担比率も村債借入額より基金保有額が大きいため対象外と

なります。健全な水準にあると言えます。 

  特別会計の財政状況について。特別会計の財政状況の一覧は、資料の表のとおりです。特別会計

決算における決算額の変動では、前年度に比べて簡易水道特別会計が大幅な減となっています。こ

れは上下水道更新工事が完了したことと、井戸掘削工事が次年度に繰り越したため生じたものです。 

  基金について。今年度も基金全体は前年度繰越金による積立ても含めて１億5,535万円の増額とな

りました。 

  なお、基金の一つである災害復興特別交付金積立基金は、前年度取崩し、モノラックなどの災害

復興に活用したため、災害復興特別交付金積立基金はゼロ円のままです。 

  新型コロナ感染症対策特別交付金基金は、令和３年度中に使用した基金です。コロナ対策特別交

付金を村民１人３万円給付し、公共施設に空気清浄機を購入したことによりゼロ円になりました。 

  監査意見。１つは、基金等の管理に関して、前年度指摘により残高証明書をもらい、確認作業も

しやすくなりました。まだ帳簿の数値に頼るところもありますので、一層の改善をしていただきた

いと思います。 

  ２つ目は、地域おこし協力隊関係で購入した機材の活用状況についてです。購入の機材について

聞き取り・現物確認を実施しました。現時点では、有効活用しているとは思われませんので、今後

の椿産業活性化のためのトライアンドエラーは必要と思いますが、さらなる購入前の検討が必要だ

と思います。 

  ３つ目は、労務管理についてです。令和３年度では、前年度に比べ、ほとんどの職員の超過勤務

時間が増加しています。これは職員数が定数と比べ３名不足していることや資源物分別の直営化、

業務の多様化、複雑化などに起因していると思われます。職員定数に満たない理由については、住

宅不足や応募状況で職員採用ができなかったことに起因していると理解しました。円滑な職員採用

や業務のさらなる効率化などにより、職員の超過勤務時間の短縮が図られることを求めます。 

  以上です。終わります。 

〇議長（寺田 優君） ありがとうございました。 

  ただいま代表監査委員より監査報告をいただきました。 



 - 179 -

  それでは、代表監査がおりますので、質問、質疑を行っていきたいと思いますが、質問のある議

員は挙手をしてください。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 幾つか、何点か質問していかざるを得ないと思っていますが、いずれにして

も今日いっぱいで終わるわけないので、ご足労でも、また明日もお願いしたいと、これは議長にお

願いしておきたいと思います。 

  分かりやすく、結論のほうから、意見のほうから先に、内容については、いろいろ細かいことま

で入っていかなくては、決算との関係もありますし、いかなくてはいけないかなとも思っています

けれども、まずは監査した結果について意見を出されているので、それだけぐらいは質問できるか

なと思っています、取りあえず。 

  ここには大体大まか、抽象的なことの表現にとどまっている感じがするので、端的に言いますと、

具体的にお伺いするということにならざるを得ないと。それによって決算の内容についても参照し

ていかなくてはいけないと思っています。 

  そこで、伺います。まず、意見が３点述べられているわけですけれども、そのほかにはないから、

この３点でということなのでしょうけれども、述べられている３点に絞って、絞るも絞らないも３

点しかないので、お伺いしますけれども、１番でいいますと、現金管理について、帳簿の数値に頼

るところがあるから一層の改善と、これはどういうことを言っているのですか。 

〇議長（寺田 優君） 村上代表監査委員。 

          〔代表監査委員（村上勝巳君）登壇〕 

〇代表監査委員（村上勝巳君） 総額で残高証明書は取っていただいたのですけれども、それではな

くて、各基金なら基金の残高証明書があれば、もっと確認作業がしやすいし、できないかみたいな

ことを、ここでは一応書いたのですけれども、総額はもらったので、確認はしたのですけれども、

各基金の残高証明書みたいなものを出していただけないのかみたいな、そういう意味で書いたので

す。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それになりますと、書いてありますよね。現金に限ってでしょうけれども、

残高証明をもらい、改善がなされていますという報告はあるのです。だから、確認しやすくなりま

したと、それはそれでいいのです。 

  ただ、私が聞いたのは、帳簿って書いてあるのです。帳簿の数値に頼ると、これだって、どこに

頼るのかというのはありますよ。帳簿の数値に頼らないで、一見すると、帳簿の数値に頼るのは当

然だと思うのだが、いずれにしても帳簿の数値に頼るところがありますので、より一層の改善とい
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うのは、どういう意味だか分からない。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 代表監査がいるのだから、それは議長の権限ですよ、誰を指すかは。職員の

権限ではない。 

〇議長（寺田 優君） 前田監査委員。 

          〔監査委員（前田 清君）登壇〕 

〇監査委員（前田 清君） そこのところは、たしか去年も前年度も私答えたような気がするのです

よ。 

          〔「聞いていますよ」と言う人あり〕 

〇監査委員（前田 清君） 今、代表監査が基金についてという言い方をされましたよね。要は、そ

この部分なのです。それ以外の、要は金融機関の残高証明というのはもらえたのですけれども、基

金に関しての残高証明がないと。銀行だったら出るだろうと、私の感覚からね、絶対出るだろうと

いうことを言ったら、いや、今回はもらえてなかったのだという言い方だったので、改善を願うと

いう書き方になりました。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 要するに基金残高というのは、通帳に入っているのだろうと思いますけれど

も、どこどこの銀行とか、どこどこの組合だとか、郵便局だとかなんとか、まして利島の金庫とは

書くまいけれども、前にも聞きましたよ、同じようなことを言っている。同じようなことを聞いて

いるのです。記憶はあります。 

  それを基金ならば、これはどういうことになっているのですか。今言う、普通どんなあれでも銀

行に要請すれば、預けてあるならですよ、預けていないところへ要請したって駄目だけれども、預

かっているところへ要請すれば、いつもの残高を教えてくれと。要は残高証明、普通出しますよ、

普通は。ただ、誰でも出してくれといったとき、これはどうだか別ですよ。少なくとも利島村長が

利島村の財政について残高表明を出してくれといった場合、それが必要かどうかは別ですよ。 

  私が聞きたいのは、村が、当局が、その残高については必要としないと、請求もしていないのだ

と、したがって。言うなら貯金通帳を見てくれみたいなことでね。そういうことで考えているのか、

それを指摘したのか。ただ、ないということで指摘したのか、そういう意味で聞いているのです。 

  これは改善されていないということは、請求していないということです、金融機関に、預貯金機

関に。ならば、なぜ請求しないのか確認しましたか、なぜ請求しないのだと。これは請求しなかっ

たら、永久に出てきませんよ。あえて残高証明を出す義務はないのだから、言わなければ。自動的

には出してこない。出してくれる奇特な金融機関もあるかもしれぬけれども。 

〇議長（寺田 優君） 前田監査委員。 
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          〔監査委員（前田 清君）登壇〕 

〇監査委員（前田 清君） 前回も言ったかもしれないけれども、私も結構その部分は気になる部分

なのです。ただ、会計室として、我々をあまり煩わせたくないという思いが強かったのかなという

気はするのですけれども、例えばみずほ銀行だとか、住友何とか銀行だとか、いろいろ金融機関は

ありますけれども、我々が欲しいのは、例えばみずほだったらみずほ、郵便局だったら郵便局に幾

らあるのだと。 

  極端な話、郵便局に10億円ありますと。通帳は10冊、20冊、ではその10億円をどれに割り振るか

というのは、これは大変な作業になるのでしょうけれども、監査する立場としては、それが欲しい

のだという言い方を前々からしているのですけれども、どうもそこが、銀行なり、郵便局なり、言

ってみれば金融機関が、なかなか聞いてくれないではないのですけれども、手間がかかると、ある

いは金がかかるとかという言い方もされたこともあるのですけれども、いずれにしても通帳を見れ

ば分かるみたいな言い方をされるので、通帳を見たって、それが実際に現金がそこに入っているの

かどうかというのはまるで分からぬと。もしかしたら残高ゼロかもしれない。ただ、記帳はしてい

ない。ゼロという記帳がないと。だから、確認したいのだということを去年、おととしから言って

はいるのですけれども、その辺がなかなか先ほども言いましたように我々を気遣って、振り分けも

大変だろうからという気遣いからか、なかなかそこは出てこないのかという、そういう思いから、

今回の努力をお願いしますという表現をさせてもらっています。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ご心配なく、職員には、後で必要によってはお伺いしますから、仕事をやっ

ているのは、職員の皆さんなので。監査はあくまでも監査で、経理業務、村の財産を預かっている

わけでも何でもないので、処理をしているわけでもないので。そういう点で第三者的といいますか、

監査というのは、そういう立場でしょうから。 

  それで、ちょっと監査委員の発言で気になるのが、我々に気を遣ってということは、どういう意

味なのか、ちょっと分からないのですけれども、これは今、金融機関は、この数年間、当局が、ま

してや、村ですよ、村が村長名で残高証明の発行を要請したときに、それに応じないという金融機

関になっているのかどうか、あるいは残高証明を取るというのは至難の業なのか、特別な事情がな

ければ、そんなものは出さないのだという状況なのか、金融機関は。それはないと思うのです、そ

ういうことは。監査委員も、そうだろうと思っているのです。 

  私が言いたいのは、残高証明がないのに、何でこの基金の残高が出てくるのですか。今、委員が

言っていましたけれども、それは通帳を見てくれということで見たのでしょうけれども、通帳とい

うのは、知ってのとおり、日にちを間違えたらとんでもないことになる。連続的に通帳というのは
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打ってあるのですよ。だから、３月31日で決算ですから、３月31日にフジギンなり、七島信用なり

の残高が本村の何々口座、何番は幾らというときに、３月30日に見たって駄目なのだ。そういう意

味で証明するのは証明書なのですよね。おたくの口座の番号でうちの機関が預かっているのは、３

月31日現在で３万円だとか、１万円だとか、これがあなたの口座の残高ですよと判子をついて証明

するわけだ。これは銀行が、私文書といえば私文書かもしれぬけれども、一緒の公文書、公書です

よ。それを取らないという理由が分からない。 

  これは監査委員が、その指摘をしているけれども、３年越しだか、２年越しだか、去年そういう

話があったというのは記憶はあります。何か理由があるのだろうと。それで、監査委員は同じこと

をやっているわけだ、判子をついたみたいに、去年のコピーみたいな。何か理由があるのでしょう

ね、これは。その理由は分かりますか。いろいろ聞いたのでしょう、なぜやらないのですかって。

何て言っていますか。 

          〔何事か言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 今、議員監査が２年、３年、余計なことは言わない、要するに去年もやった

と、簡単に同じことを。実は去年も指摘していますと。去年の監査意見書を見れば出ているのでし

ょう、恐らく。私は、ただ記憶だけで話をしているのだけれども、これを去年も指摘しているわけ

です。それで、報告書には、関係者を呼んで聞いているはずなのです、ただ勝手に指摘したのでは

なくて。監査委員の作文だとは思っていないのです。事実はともかく、私は、こう思うなんていう

のは。 

  だから、そのときになぜ聞かなかったのかということが１つあります。聞いたのだろうと、これ

だけ指摘したのだから。何であんた方は残高証明を取らないのだと聞いたのだろうと思って前提で

言います。そのときに何と言ったかですよ。それによって今後の対応が違ってくると思うのだ。職

員の個人責任を問うつもりはありません。そういう意味で聞いてはいません。なぜ残高証明が発行

できないのか、あるいは申請しないのか、銀行へ問合せないのか、発注しないのか。何か理由があ

るのでしょう。それをつかんでいるのではないですか。 

 

    ◎散会の宣告 

 

〇議長（寺田 優君） それでは、本日は、ここで終了して、申し訳ないですけれども、明日１時間

ばかりお付き合いください。 

  それでは、これで散会します。 

  明日９時半より再開しますので、よろしくお願いいたします。 

  ご苦労さまでございました。 

                                   （午後 ４時５７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。定刻となりましたので、令和４年第３回利島村定例会

３日目を開会いたします。 

 

    ◎日程第８ 報告第５号・議案第４６号 令和３年度東京都利島村各会計決算認 

                       定について 

 

〇議長（寺田 優君） 昨日は、決算書の認定のところの日程で終わりましたので、その続きを行っ

ていきたいと思います。 

  笹岡議員にいま一度質問をしてもらって、答弁を…… 

          〔｢いや、答えているよ」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 答弁からでいい。 

          〔｢うん、どうぞ」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、前田監査委員。 

          〔監査委員（前田 清君）登壇〕 

〇監査委員（前田 清君） たしか金融機関の残高証明をなしとしたのがなぜかというところでした

よね。そういう質問でしたよね。 

          〔｢ちょっと……」と言う人あり〕 

〇監査委員（前田 清君） 最後の。 

          〔｢いや、ちょっと違うんです」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） では、ちょっと質問してください。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 残高証明ということではなくて、当初は、もう一回読みます。帳簿の数値に

頼るところもありますので、より一層の改善という意味を聞いたらば、私の認識しているところで

は、議員監査のほうで残高証明のことだというような答弁をいただいたと思って、それで残高証明

という言葉が出てきて、ならば表には、表というか、その前段では残高証明、一応私も全部読んで

質問していたつもりですから、残高証明については数年か何年か知りませんけれども、分かりませ

んけれども、指摘してきたと。そうしたらば、今般は、今回というのは、３年度事業の会計決算に

おいては改善されているというような文言があるわけですけれども、そのことが出てきた、それが
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あったにもかかわらず、その話が出てきたものですから、残高証明はあるのやらないのやらと、片

方では、文章の上ではあるという、誰が読んでもあるように、確認作業もしやすくなりましたとな

っていますから、あるのだろうと前提で説明したのですけれども、そこで残高証明のことと出てき

ていましたから、帳簿が頼るところがありますので、より一層の改善、帳簿で頼るというのは、普

通は頼ります。頼るのが常識なのだけれども、帳簿を頼らずしてどこを頼るのだと言いたくなるの

だけれども、それは伝票を頼るのか、原始記録を頼りにするのかそれは分かりませんけれども、い

ずれにしても経理の上では帳簿を頼るというのは当たり前のことで、普通はそうなのですけれども、

一層の改善というの何か頼っていないのかなと。ところが、頼っていると言うのです。頼って何が

悪いのかなと。そういう意味で分からないものですから、聞いたのです。 

〇議長（寺田 優君） 前田監査委員。 

          〔監査委員（前田 清君）登壇〕 

〇監査委員（前田 清君） そもそも会計監査をするに当たって、残高証明で数字を確認するという

のは、昔から当たり前だったのですけれども、私が昔民間会社で似たような仕事をしたときに、30年、

40年前の話になるのですけれども。まず、金融機関の残高証明、帳簿云々というのはもちろん大事

なのですけれども、最終的に確認するのは、確定させるのは金融機関の発行した証明書であるとい

うのがずっと頭にあったものですから、利島のこの役場の監査するに当たっても、今までの監査人

もそういった金融機関発行の残高証明というのは必要としてきたと思うのですけれども。今回大分

改善したと言っているのは、一部については残高証明が出てきているのです、今回。３年度からで

す。平成３年度の分からは残高証明がついているものもあったと。より一層の改善を求めると言っ

ているのは、定期口座…… 

          〔｢定期口座」と言う人あり〕 

〇監査委員（前田 清君） うん。 

          〔｢基金。この十幾つあるんで」と言う人あり〕 

〇監査委員（前田 清君） 十幾つある基金については残高証明がなかったのです。それをどうやっ

て確認するかということになるのですけれども、金融機関から一応金利を、各基金は全部定期口座

ですから、金利計算した計算書が出ているという。それは何々銀行、何々銀行が発行したものとい

うことで、それはあるのです。ただし、それは残高証明ではないと。あくまでも、金融機関が発行

した、計算した金利計算書であると。それをもって、残高証明に代えるしかないかなというような

感じなのですけれども、それではやっぱり我々としては、監査人としては不足だということで、そ

こを改善してほしいということを言って、そこまで文字として書いてはいないですけれども、そう

いう意味合いで書かせてもらったということです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 
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〇３番（笹岡壽一君） 確かにその話聞きますと、それはないのと同じです。例えば通常経理の預貯

金の出し入れ、これは出し入れしないのです、基金は。原則しないのです。出し入れするときには、

議会の承認が必要なの。自由に出したり入れたりということはできない。予算措置をもってこれは

積んだり崩したりということになっているわけで。ただ、通常の経理は、現金をそのまま歳入出、

歳入出ではない、会計室の机の引き出しの中に置いておくわけにいかないです。だから、通常の金

銭の出し入れは、これはしかるべく郵便だか他の機関だか分かりませんけれども、これは普通、そ

れもあるでしょうけれども、問題なのは、私は今監査委員、議員監査がおっしゃる指摘のとおり、

こここそが問題なのだと。もちろん通常の出し入れの預貯金通帳からいわゆる最終的に金融機関が

いつ打ち込むか分かりませんけれども、しかるべく利息を計上して、残高を明らかに証明すると。

それは当たり前なのだけれども、肝腎要のこれが一番の財産です。今言ったように議会が関係する

のはここなのです、基金。あと、皆さんが自由に村長の判こさえあれば、歳出歳入、自由にふだん

からもう年がら年中動いているわけだ。その預貯金通帳を、これは基金とは言わないので、預貯金

通帳を民間会社でも同じでしょうけれども、民間会社の話が出ましたけれども、民間会社でも同じ

残高証明取ります。それは、法定積立ては別にして、民間会社で言えば、これまさに法定積立てと

いうことではなくて、この法定積立てはイコール基金なのです。ほかにないのだから。民間会社で

は経理処理上何々の充当金だとか、何々の引当金だとか、そういう法定措置をします。それは別な

話としても、こここそが我々議会とすれば関心事のあることです。この残高証明がないと。十幾つ

かって書いてあるようですけれども。これは、昨日も質問して途中になっているのですけれども、

これについては担当だか村長だか分かりませんけれども、あるいは決算責任者の総務だか分かりま

せんけれども、これは職員から聴取はしているのですか、その理由は。それによっては考えなけれ

ばいけないわけだ。 

〇議長（寺田 優君） 前田監査委員。 

          〔監査委員（前田 清君）登壇〕 

〇監査委員（前田 清君） その十幾つの基金、要は定期預金に該当する部分なのですけれども、そ

れも先ほど言いましたけれども、それについての利息計算書というのが出ているのです、各金融機

関から。だから、それをもってよしとするかという判断に立ったのですけれども、従来はというか

二、三年、四、五年前ぐらいまでは、その残高証明すら、流動性預金に関しても残高証明も取って

いないという部分もあったのが改善されてきたと。定期預金以外については、今回の監査では出て

きたということで、ただそれだけでは十分ではないよという判断なのです。 

  なぜ個々の定期預金について取らないかということなのですけれども、実は金利との関係、金利

の手数料の関係もありまして、今金利がべらぼうに安いですよね。定期預金とは言え0.0幾つ、0.01と

か、0.001という金利なのです。そうすると、1,000万預けて、金利は１年間預けて1,000しかつかな

いと。ところが、残高証明取ると千幾ら手数料が取られてしまうと。ということは、何のために定
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期で預けているのだという話にもなってくると。そういうところもあって、従来の監査人は残高証

明云々ということを言及してこなかったのではないかと、これは推測になるのですけれども、そう

いうことも考えられるのかなということで。そうはいっても監査なのだから、取ってくれと、そう

するとその定期口座については、マイナスが発生するよと、毎年毎年。金利分以上に手数料がかか

るわけですから。それはしようがないだろうという、そういう判断に立って、実は来年度から、今

年度ですね、では、定期を全部解約して一本化しようという話もあります。それもやむを得ないね

という話で、我々は話はそこで終わっているのですけれども。そうしないと、個々の定期１本ずつ

の残高証明取っていくと、金利分より手数料のほうが超えてしまいますので。その基金がどんどこ、

どんどこマイナス、額は大したことないですけれども、何百円、何千円の話ですけれども、その分

だけマイナスになってくるよということなので、ではこの際一本化しておいて、定期ですよ。基金

の定期口座に関してのみなのですけれども、一本化して、一本化、あるいは２つぐらいに分割して

やっていこうかという話になっていますので。そうしたら、ちょっと仕分けは面倒くさくなります

けれども、銀行発行の残高、今あなたの口座には幾らありますと、正確なものが出てくると、計算

書ではなくて。そういうことで、我々としては、監査人としてはやむを得ないということで納得し

た次第です。  

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） 利息と手数料とどうなのだという、例えば100円の利息をもらうために1,000円

の手数料がかかると。日本では確かにおっしゃるとおりだと思います。 

          〔｢昔はなかったんです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） まあね、今です。ところが、実際に見て、現実はどうかというと、手数料分

かりません、調べていませんから。各銀行によって法定利息を取っているのでしょうけれども、金

融機関で。多少金融機関によって違うかもしれませんけれども。とにかくこの表を見ますと、財調

で見ると、約７万、６万九千何ぼ、これだけの利息がついているのです。中にはもちろん少額みた

いにゼロというのもあります。一番安いのでも11円というのは、これ森林環境というのかな。違う、

違う。森林環境だ。基金残高、前年度で言いますよ。前年度で言うと、83万8,000円に対して11円の

利息がついている。これは、確かにこの書面をもらおうと思ったら300円かかったということはある

かもしれません。ただ、必要とするのは金がかかっても、それはやっぱり対応すべきなのです。実

務費として計上すべきだろうと、処理費として。そう思います。 

  それから、これは我々議会が立ち入ることでは、あるいはないのかもしれませんけれども、今後

半で議員監査のほうで話をされていました基金積みを一本化しようと。仮に２本でも３本でもいい

として。そうすると、確かにその限りでは通帳が１本あればいいわけで、１枚あれば。これだと、

この数ごとにやるとすると、17枚の通帳が必要だと。１個１個になっているかどうか分かりません



 - 189 -

けれども。それを何となく１本にすれば金額が大きくなるだけで、中身は一緒なのです。ところが、

後の処理がちょっと心配になるのです。例えば崩す、積み立てる。予算で例えば森林へ積み立てる

と。ところがぽんと入るのは１本の通帳へ入ってしまうと。したがって、金融機関も１か所です。

通帳は１か所のある金融機関に１枚、預金通帳は。だから、利島村の本村の基金積みの１億数千万

あるわけだけれども、本年度末で言うと、本年度と言うことは３年度末でしょう。要するにこれが

４年度の４月１日現在、当初繰入れの残高が１億7,000万あると。これは通帳１本ということになる

わけで、さあ、内訳はどうなっているのだというときは、その計算は、今までは通帳見れば分かっ

たと、言わせれば。ところが、通帳見たのでは今度分からないです。ご丁寧にこれは何々の口座番

号で、科目名を打てば別です。普通は、そこまで打ってくれる銀行があるかどうかです。それ積み

っ放しならいいのです、まだ。口座から、銀行さんからしてみると、出し入れ、その度こちらが処

理しなければいけない。いわゆる議会用語で言えば崩したり積み立てたりと、村長用語も一緒です

けれども。その辺は、ここまで私どもが立ち入るような話になるのかどうかちょっと疑念を持ちつ

つ質問をさせてもらっていますけれども。ともかくというか、いずれにしても、１本ならば残高証

明を合理的にたった１本で取れるから、100億円、オーバーにしても、10億円の残高証明も3,000円

の残高証明も、残高証明には３と書くか10億と書くかの違いだけで、金額によって違うのだかそれ

も分かりません。金額によって残高証明の発行額が、手数料が違いますよと、それはあるかもしれ

ません。例えば収入印紙払わなければいけないとか、よく分からないけれども。そういうことを踏

まえまして、確かに残高証明１枚あればいいです。だけれども、この内訳はどうなっているのだと

いうときにはこれまた大変だと思うのです。どこを崩したのか、どこへ積んだのか。それはどこに

入っているのかって。どこに入っているといったって、ある銀行の１つ蔵の中に入っているだけで

すから。その証明書の通帳はないのですから。１枚しかないのだから、通帳が。だから、そういう

点では少しどうかなという疑念はありますけれども、それは会計処理の上で会計規則にのっとって

やれるものであれば、それは合理的でいいのだということであれば、ちょっと余計なことを言った

ということになるかもしれませんけれども。懸念がありますけれども。その辺は監査としてはよろ

しいのではないですかという認識ですか。監査としてはかえって私やりにくいと思うのです。訳分

からなくなると思う、１本にしてしまったら。 

〇議長（寺田 優君） 代表監査。 

          〔代表監査委員（村上勝巳君）登壇〕 

〇代表監査委員（村上勝巳君） 例えば今現在17本ですか、ある基金の種類を一本化するといったら、

確かに仕分けをその都度しておかないととんでもないことになると思うので。ただ、監査する場合

にどうするかといったら、しようがない、その原点に返って、統合したときの現状に戻して見てい

くと。だから、今まで１日で終わったものが３日かかるかもしれない。それはしようがないと思い

ます。そうでもしていかないと、要は現在残高が証明できないということになるので。手数料幾ら
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かかってもいいから今までどおりやって、その代わり手数料はいいと。村で負担する、どうせ村の

費用として負担するのだからというのであれば、話は別ですけれども、そうも言ってられないだろ

うし、やっぱり統合できるところは統合してもらって、それにまつわる残高を行っておくというの

がベストではないかと思います。後処理は別個の問題として。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） その目的がはっきりしているのならいいのです。それのほうが合理的だと、

実務処理が。監査委員が見てもそれのほうが合理的なのだと、あるいは会計事務を担当されている

職員もそれのほうが簡単なのだと、合理的なのだというところがあればいいのですけれども、今言

った、私先ほど話したようなことで、監査委員も１日でできるところを何で３日かかるのだという、

これも問題だろうと思うのです。それになお輪をかけて毎日処理している。担当職は大変だと思う

のです。というような感じがするのです。 

  そこで、問題になりそうなのが、いわゆるこの手数料です。これが一体幾らかかるのだと。年に

１回しか残高証明って発行しないのです。必要に応じては、８月の13日現在の残高を知らせてくれ

ということはあり得るかもしれぬけれども。ただ、原則的には大体残高証明欲しいなんていうのは、

決算のときの３月31日付という年に１回と。それに幾らかかるのだと。例えば17件の残高証明取っ

たとします。幾らかかるのですか、大体これで。高い高いと言うけれども。言わせると、さっき言

いました。11円の残高もあります。そうかと思うと、１億円近い残高もある。ですから、そういう

点をもう少し私は潔く面倒くさいとやってしまったはいいけれども、かえって今監査委員の話によ

れば、１日かかるところが３日かかるって、これでよしとするということも合点がいかない。なお、

現場ではどうなのだと、これは。監査委員でさえ見たとき３日かかる、３日というのはともかくと

しても、分かりにくいから手間がかかるのです。どうなっているのだと、これは。例えばこれが全

て目的基金がなくなって、省いて、財調なら財調に１本にしてもらうというのならまだ話は分かる。

目的基金にしていると、それしか目的というのは、その目的にしか使えないわけで、財調なら何で

もかんでも使えると。それなら普通の通帳、普通口座と同じになるのです、これは。伝票そのとき

に役場を建てるために使いました、奨学金の払い出しのために下ろしました、それだけのことだか

ら。財調１本にすれば。財調でなくたって何か名目があればそれ１本にすれば。 

  監査委員ということでお伺いしてきているのだけれども、監査委員の、我々は手間はかかるかも

しれぬけれども、村がそうならそれでもって、それはそうだろうと思います。どういう質問してい

いかがこっちも質問するのにちょっと戸惑っている。監査委員はいいですよと、３日かかっても４

日かかっても。しようがないでしょう。それだけの仕事ですから。それ以外に何があるわけでもな

い。それだけの仕事ですから。一過性の一時期的な。ところが、村のほうはそうはいかないです。

毎日やるわけだ、１年中を通して。それで、しかも将来のことも考えると。これが残高であり、繰
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越額になるわけだから。それをずっとやっていくわけですから。監査や議会は一過性です。皆さん

がつくった決算書を見て、ああ、どうだってこれで終わりです。どこまでが踏み込めるのかどうか

というラインもあると思っているので、それはただ私分からないので、どこまで踏み込んだらいい

のかなというのが。ただ、決算認定に当たってなら踏み込めると思って質問しているのです。どこ

へ聞いたら、今のところ分からない。監査委員に聞いて、今答えたとおりだから、それ以上の何物

でもないでしょう。同じ答弁でしょう。 

          〔｢いや、違う」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ああ、そう。 

〇議長（寺田 優君） 代表監査委員。 

          〔代表監査委員（村上勝巳君）登壇〕 

〇代表監査委員（村上勝巳君） 監査と実務って違うと思うのです。今、笹岡議員が危惧するように、

確かにそのまま帳面でやっていたら、帳面上でもいいのですけれども、今便利なコンピューターと

いうものがあるではないですか。そこで、管理していけば全然問題ないのです。ただ、監査はそう

はいかないと。コンピューターをそのまま信用するわけにいかない。現物を確認しなければいけな

いということで、その残高証明とかという話が出てきているのですけれども、その監査するに当た

って、私さっき今まで１日で終わったものが３日かかるかもしれぬと言ったけれども、それはしよ

うがないと思うのです。そのための監査をするわけですから。だから、帳簿を見たり、契約書を見

たりとかっていろいろやるわけです。そこに手間暇かけるのはしようがないと思う。ただ、現実問

題として、では業務をどうやってこなすかというのは、パソコンでやってもらえばいいわけです。

そうすると、今までと何ら仕事としては変わらないと。我々は、全体の数字を捉えて、それをまた

分解していって、合っている、合っていないというのをやっていくわけですから、僕は通常業務さ

して影響ないと思うのですけれども。そういうことです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 要は監査に質問している、代表監査もいらっしゃることで、そこで質問して

いるので、職員にまだ伺っていないのですけれども、村長にも伺ってはいないのですけれども、こ

れはその監査委員のお話、意見をお伺いできて、終わったら改めて、その聞きたい内容は監査委員

は質問している状況とほぼ同じものを今度職員に伺うようになると思いますけれども、実際にやる

のは皆さんになるので。そういう前提でお聞きではない、話をしています。 

  次というわけでもないのですが、そのことと帳簿とはどういう関係になるのですか。帳簿もパソ

コンかもしれませんけれども。帳簿。要はこれは素直に読んでいるのです。あまり臆測も挟まない

で。まだ、帳簿の数字に頼るところもありますので、より一層の改善ですよ。何をどう改善するの

ですか。何が問題があるのですか。さっき言いました。帳簿に頼るのは当たり前だと思っています、
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私たち素人的には。頼らなくてもいいのだと、頼らなくていいように改善すべきだと、こういう提

案だと、これは私の勝手な、過剰反応の捉え方でなっているのだかどうか分かりませんけれども。

読む限りではそういう具合に受け止めるのです。帳簿に頼り過ぎているから、検討直せと。改善し

ろと。改善を検討されたい。指摘されたはいいけれども、肝腎要な皆さんが分からないのではしよ

うがないのだ、これ。何を言われているのだか。少なくとも私には分からない。よろしくお願いし

ます。 

〇議長（寺田 優君） 前田監査委員。 

          〔監査委員（前田 清君）登壇〕 

〇監査委員（前田 清君） その帳簿というのは、先ほど来言っています、冒頭で申し上げた計算書、

銀行から来る。金利の計算書というのが来ているのです。さっき言いましたよね。要はそういうも

のに頼ると。ただ、残高証明ではなくて、パソコンから打ち出されたものという、それに頼るとい

う意味です。 

          〔｢それを帳簿で言っているわけ」と言う人あり〕 

〇監査委員（前田 清君） それを帳簿という。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） この件は、私がそのように、あと職員さんに、職員というか村のほうにお伺

いしていくことになると思いますけれども、監査についてはその件では了解というわけでもないけ

れども、そういう答弁ですから、それまでにして。 

  私ばかりこの意見書に対して、監査も忙しいといったって、それは理由となるかもしれぬけれど

も、代表監査もいるうちに私だけが質問するのではなくて、他にここで議員の、ほかの皆さんで質

問があれば一旦私はここで下がりたいと思いますけれども、何かあれば議長に諮っていただければ。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員、監査委員には質問なしということでいいですか。 

〇３番（笹岡壽一君） いや、ありますけれども、ここでほかの議員さんがあればということで。 

〇議長（寺田 優君） ほかの議員の方で、代表監査いる間に質問をしたい。 

  石野議員、今度はやってください。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） おはようございます。私、地域おこし協力隊で購入した機材の活用状況につ

いてということでちょっとお聞きします。あえてどの事業であるか問いません。聞き取りや現物確

認の実施をしたということなので、その事業、実態の運営に問題があるのか、それとも事業の問題

はないが、購入した機材が使われていないということなのか、それにあえてコメントにさらなる購

入前の検討が必要だと意見する意図について教えてください。 

〇議長（寺田 優君） 前田監査委員。 
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          〔｢私が調べました」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） どうぞ。 

          〔監査委員（前田 清君）登壇〕 

〇監査委員（前田 清君） 答えます。 

  実際にこの機材の購入というのは、平成２年度の話なのですけれども、そのときに100万円弱ぐら

いだったと思うのですけれども、機械４点ぐらい購入をされているのです。そのものを今回見せて

くれと、それとどういう使われ方しているのだという聞き取りも併せてさせてもらったのですけれ

ども、そうしたらどうも買ったはいいけれども、あるいは彼らは使ったはいいけれども、どうも使

い心地が悪いと、まして利島みたいな山というか、山地では段差があって使えないということは、

購入前のカタログを見れば大体検討がつくのではないのということを言いたかったのです。100％無

駄とは言いませんけれども、あるいは肥料なり、飼料なりを飛ばすという問題についてもやっぱり

利島、平坦地では有効かもしれないのですけれども、利島みたいな段差のあるところではやっぱり

飛ばないと、10メーター、20メーター飛んでも大して役に立たないと。だから、そういったものに

ついてはもう購入前のカタログ等で性能を見れば分かるはずだから、買ってしまったものを返せと

は言いませんけれども、今後購入するに当たってはそういったことを留意して買っていただきたい。

もちろんカタログだけで理解できないという部分もあるとは思いますけれども、そういったものに

ついてはトライアンドエラーもしようがないだろうということで、ともかく人間というのは自分の

管理以外のものというのは結構大ざっぱに使ったりするのです。だから、やっぱり自分のものとし

てよくよく検討した上で購入していただきたいと。そして、購入したものについてはなるべく活用

を図っていけるものであれば、そうしてもらいたいという、本当要望を書かせてもらった次第です。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） いろいろありがとうございました。 

  今度行政のほうへちょっと質問したいのですけれども、監査の方から購入前にもっと検討してく

ださいとあります。これから精査して、今後について検討すると思いますが、指摘を受けて何かあ

りますか、言いたいことが。 

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。 

  担当課である私も監査委員のヒアリングの際にその話をさせていただいていて、実際に現場も私

も見に行っていて、多分ご指摘受けたのというのが手押し型の草刈り機だと思うのですけれども、

先ほど前田監査がお話ししたものというのは、使う場所をかなり選ぶ用途、なるべく平たんなとこ

ろであれば使いやすいのですけれども、やっぱり利島の場所によってはかなり斜度がある山であっ
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たりとかするので、持ち運びの問題だとか、そういったことでなかなか使い切れていないというお

話だったと思いますので、今までちょっと利島の中でも手押しの草刈り機を導入されている方とい

うのが実際いらっしゃってはいなかったと思うので、そういったものをうまく活用できれば、生産

者の方の軽減負担になる可能性があるということで、協力隊の事業費を使って購入させていただい

たというところです。当然今後事業を進めていく中で、何を購入するかというのはきちっと精査し

ていきたい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） ということは、手押しの草刈り機がいいと思って購入したのだけれども、利

島では使いづらかったというご答弁。 

          〔｢場所を選ぶということです」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） だから、場所が利島では使い勝手が悪いということのことで使っていなかっ

たということなので、監査も指摘しているように、今度はよく研究して物を買ってくださるようお

願いします。終わります。 

〇議長（寺田 優君） いいですか。 

          〔｢はい」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ほかにありますか。 

  それでは、笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 監査委員、これは私はてっきり100％近く木工場だと思っていたのです。とい

うのは、村内でもいろいろ皆さん話題になっているのです。あそこ稼働していますか。これは、監

査委員の責任ではないのですけれども。私は、てっきりもう100％、この手押しの草刈り機も全く眼

中になかったです、それは。そういう指摘なのだという意味では。あるのは知っていました。私の

畑のあるところの畑のところをやっていました、一生懸命。便利だ便利だと言っていました。農協

の職員さんがやっていましたけれども。私もやってみました。そこは気がつかなかった。 

          〔｢残ったでしょう、草が」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 残ります、どうしても。残るのです。相当島の草刈り機ので刈るようなわけ

にはいかない。それは現場を見て、私もやってみました。ちょっと借りてやってみましたけれども。 

  それでなくて、私はこのトライアンドエラーというのがどういうのだかちょっと、片仮名のほう

は弱いのですけれども、挑戦とミスというようなことで試験的というのでしょうか、トライという

のは普通挑戦的にやってみたと、あるいはテスト的にやってみたと。エラーというのはミスでしょ

うな。普通に考えれば。この意味もよく分からなかった。分からないのだけれども、読んでみて。
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話が違うかもしれないけれども、あれどうなっています、木工場は。監査委員は。全く私と同じに

逆に気がつかなかったですか。 

〇議長（寺田 優君） 前田監査委員。 

          〔監査委員（前田 清君）登壇〕 

〇監査委員（前田 清君） あそこで、製油所の対面当たりでやっているやつですよね。 

          〔｢そうです」と言う人あり〕 

〇監査委員（前田 清君） 過去に１年ぐらい前ですか、１回やっているの見たことはあるのですけ

れども、あれも地域おこし協力隊、あれの範疇でやっているという認識すら私なかったです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 先ほど来申し上げました職員さんには慌てなくてもお伺いするようになりま

すので、一応含んでお聞きしていただきたいと思います。 

  それでは、私、次をお伺いします。意見の最後ですけれども、代表さんがいらっしゃる間に。こ

れのほとんどの職員の、前年度に比べてということですか、ほとんどの職員の超過時間が増加して

いますと。これは、村長がるる伸びていると正比例するような感じがしますけれども。そこまでで

一応切って、これはどの程度増加しているのですか。これでは分からないです。増加していますと。

これは意味が２つあるのです。例えば職員の側からすれば、その前に村長の側からすれば、村長る

る伸びて、同じようなこと繰り返し述べられていますけれども、無理を無理して残業を命令してい

ると、職員。残業というのは自分でやるわけにいかない。役場の条例システムからすると、村長が

命令することになる。村長が一々一人の職員に命令は現実はしないでしょう、所管課長なり上司が

やるのでしょうけれども。これが１点。それから、今度は命令されて残業をする立場にある職員で

す。これは、増加と言われただけでは分からないので、私たちは。あえてヒントで言えば本人とい

うか、行政が言っていますから、三六協定だと。これは、新しいのです。今まで何十年と利島村職

員の歴史ありますけれども、三六協定というのは今までないのです。大体法律そのものが新しいの

か。まだ３年ぐらいしかたっていない。３年だか４年だか。３年かそこらだと思う。労働基準法に

これを打ち込まれたのはまだ新しいのです。そう10年も15年前からあるということではない。 

          〔｢ありますよ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いや、ないと思う。三六は。ある。 

          〔｢昔からあります」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そう。それでは、改正かな。 

          〔｢だと思います」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 改正ですね。改正で、では改正かもしれません。協定を結んだというの記憶

はないのだよな。だけれども、それは私の認識不足かもしれません。これはご承知のとおり、月に45時
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間超えてはならないよと。月の残業時間、時間外。それで、複数月、複数月というのは、複数です

から２つ。１か月に45時間超えてはならないと。そういう命令してはならないと。それから、複数

月ですから、２か月、２か月続けると45足す45ですから、90日まで命令ができそうなのですけれど

も、ところが複数にわたるときは80時間になっている。それ以上の命令しては駄目だよと、83時間

になったときは駄目だよと。ただ、ここには若干抜け穴というか、特例がありまして、特例を適用

すると100時間まで、何だか分かったような分からぬような話なのだけれども。それが今では基準に

なっているのです。増加しているというだけでは分からない。特例だということあれば、この特例

で別ですけれども、とにかくすらっと読んだときは１か月に45時間以上の残業命令は出してはなら

ぬと。念のために申し上げると、１年間では360時間、特例があれば720時間、１年です。これを超

えてはならぬと。ということは、そういう命令はしてはならないのだと。逆に言えばそれは受けざ

るを得ないと、職員はそこまでは。そこまでの長が、会社であれば経営者、自治体で言えば首長で

すね、あると同時に職員の側は従う義務があると。そういう法のシステムです。そういう中での抽

象的に超過勤務時間が増加していると言われても、超過勤務時間といったら時間外勤務です、休祭

日を入れた。だから、そういう意味ではどのくらいあってこういう指摘をされたのかお伺いしたい

のです。ただ、漠然と話を聞いてきついよと言われて増加だと言われたのか。 

〇議長（寺田 優君） 前田議員。 

          〔監査委員（前田 清君）登壇〕 

〇監査委員（前田 清君） では、答えさせていただきます。 

  2020年と2021年度、これを比較させてもらっているのですけれども、ちょうどこの時期というの

がコロナでテレワークというのだっけ、自宅でやるやつ、そういう時期と重なっているのです。果

たして残業時間がしたの職場で机に向かってやっている全て時間かというとそうでもないような気

もするので、それは担当課に確認したところ、やっぱりそういうテレワークとかそういうものも、

2020年度は国として始めたばかりなので、あるいは東京都として始めたばかりなので、その辺は要

はサービス残業みたいなものだったのではないかと。2020度に関しては。ところが、2021年度に関

しては、それもきっちり、テレワーク、要は自宅でパソコン向かって仕事したよというものについ

ても残業時間としてカウントしているということなので、果たして実態はどうかというのは正直分

かりませんでした、事情聴取する中でも。どの部分が家でやっているのか、どの部分が役場で、職

場でやっているのかというのがはっきりしませんでした。ただ、そうはいっても一応は数字出して

みるかということで、出させてもらって、大体前年度比、20年度と比べて21年度は1.5倍ぐらいの残

業時間の増になっていると。それが超過勤務時間増という表現になってしまったのですけれども。

実体的にはそういったものと、コロナ禍のテレワーク云々というのと、もう一つがこれ村長も言っ

ていますけれども、人手不足、定数から比べて３名から足りないと。なぜというと、住宅問題に尽

きるのですけれども、住めるところ、住まわせるところがないので、採用できないと。そのために
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職員個々の残業時間というのですか、が増えざるを得なかったというところでした。 

  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） 日祭日含めて、休祭日含めまして、手当の額は算式、計算式が若干違うのだ

ろうと思いますけれども、いずれにしても超過時間と、超過勤務時間が俗に言う残業ということに

なるのですけれども、私さっき言ったように問題なのは、長の側からすれば45時間を超えては、月、

ならないよという、これを超えているのかいないのかと。例えば単純に２年度の統計額は、例えば

の話ですけれども、全職員でトータル的に見たときに残業時間等が集計してみたらば、うちの職員

がトータル的に見たときに1,000時間だったと。１人当たりにすれば何時間か、そういう計算は今し

ませんけれども。ところが、３年度を見てみたらば1,200時間だったと。それでもって増加している

という表現なのか、あるいは私は先ほど言った意味は、意味がありまして、この実態というのは月

の45時間、これとの関係、その範囲内なら誰さまも法律の、個々の具体案はともかく、事例は別に

して、その範疇に入っているのならば仮に増加して、去年と比べて増えていようが減っていようが、

それはその限りで増えたとは、プラスマイナスという算数的に言えばそれはそうでしょうけれども、

しかし法には触れないと。40時間には、時間外勤務を命ずる権限が長にあるわけだから。あるとい

うと、あるわけです。それを超えてあるのかどうかが問題なのです。取りあえず法的な観点を見た

ときには。そういう意味でどういう見方をしたのですかと、今監査委員さんに指摘があるから、増

えていると言うから、お伺いしてみたのです。その点では45時間、月集約、年間で言えば360時間、

特例を含めたって720時間、この範疇に入っているのかどうか。部分的に細かいことを言えば１か月

は45時間だけれども、複数月というから２か月です。そのときは80時間を超えていては駄目だよと、

特例なのは100時間でもいいですよということはあるけれども。それを超えたときには、これは法に

反すると。要するに労働者の人権と言いますか、権利を保障されているわけです、労働基準法で。 

  そこで、問題になるのは、ちょっと監査委員さんも話出ましたけれども、俗に言う計上されない

勤務時間、計上されてないというのは実際には働いているのだと。しかし、命令もされていません

と。命令されて働いた分は、当然残業代を、その労賃を請求する権限が自動的に発生するのです。

するかしないかは別です。ところが、命令なしで自分でやっていると、仕事が忙しいから。請求す

るわけにもいかないと。これが俗に言う、片仮名語で言うサービス残業です。働けども働けども一

銭も金はもらっていませんと。人知れず黙って働いていますと。そういうことになる。それを、そ

ういってはなんですけれども、管理職の立場のある人たちはそれを見て見ないふりをしていると。

そういう点が問われるのかなと、この指摘を見たときに。私は、あくまでも何も法律、法律ってそ

こに縛りつけられて物を言っているつもりはないのですけれども、そうはいってもこういう指摘が

あった以上は、その枠内でやっているのか、枠を超えてしまっているのかという問題になるでしょ
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う。だって、職員労働者の健康もそうだし、権利を守らなければいかんでしょう。一般的には働い

たらそのしかるべき労賃は頂くと、当たり前でしょう。ところが、サービス残業というのは許容さ

れている実態があるのかどうか。見ていて知っていて知らぬふりをしているのかどうか。お互いだ

よというようなことで、そういう風習というか、体制が本村には存在しているのかどうか。働けど

も月80時間、60時間働いても、45時間前だから、45時間までは残業として認められるけれども、あ

との15時間、20時間というのはサービスですと、こういうことになっているのか。その辺の実態を

明らかにするのは私たちの勤めだろうと思っています。どうですか、監査さん。 

〇議長（寺田 優君） 休憩しますか。 

  ５分間休憩いたします。 

          （休憩 午前１０時３０分） 

                                           

          （再開 午前１０時４２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。 

  村上代表監査。 

          〔代表監査委員（村上勝巳君）登壇〕 

〇代表監査委員（村上勝巳君） 先ほどの質問ですけれども、残業時間が増えたのは、ここにも書い

てあるのですけれども、資源物の分別の直営化とか、資源物の今回から分別の直営化、意見で、ご

みのあれですよね。 

          〔｢資源ね」と言う人あり〕 

〇代表監査委員（村上勝巳君） ええ。当然残業増えるので、その中でサービス残業はなかったし…

… 

          〔｢サービス残業何」と言う人あり〕 

〇代表監査委員（村上勝巳君） サービス残業はなかったし、不当の勤務の実態は見受けられません

でした。のが、答えになります。質問の答えとすると。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 簡単に言うと、適法であるということですか、増えてはいるけれども。要す

るにサービス、無報酬の時間外勤務もないし、それから時間内の、要するに、先ほど述べた45時間、

月で言えば、複数月で言えば80時間内、年間で言えば360時間内で残業は処理されているということ

ですか。 

〇議長（寺田 優君） そこのところを、代表監査、いま一度。 

          〔代表監査委員（村上勝巳君）登壇〕 

〇代表監査委員（村上勝巳君） では、答えます。 
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  時間に関しては、縛りというか、そういうのは…… 

          〔｢縛り」と言う人あり〕 

〇代表監査委員（村上勝巳君） ええ。時間の縛りみたいなの。 

          〔｢縛りって何」と言う人あり〕 

〇代表監査委員（村上勝巳君） 45時間とか、具体的な数字の、それはないので、問題ないという監

査で結論にはなったのですけれども。 

          〔｢ちょっと相談してくれませんか」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 前田監査委員。 

          〔監査委員（前田 清君）登壇〕 

〇監査委員（前田 清君） 今、縛りという言い方をされていましたけれども、職務…… 

          〔｢ちょっと待ってください。議長、ちょっとこれ何か違ったらまず 

            いのです。監査同士で違ったんじゃ。解釈が違ったんじゃ。記録 

            に残っちゃっているから」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 違っているの。 

〇監査委員（前田 清君） 違っていない。大丈夫です。先ほど来三六協定という話が出ていまして、

月に45時間、職務によっては80だっけ、上限。それからいくと、確かに本村の場合も職務によって

ばらつきはあります。特に環境建設関係、水道やったりとか、そういった職務に就いている担当は、

45時間以上の実績にはなっていますけれども。これは、協定を結ぶときに多分この職務については

上限これだよという、そういう協定が結ばれていると思うのですけれども、そこまでは確認はして

いませんけれども。その職務以外は十分その協定の45時間以内というのは、その範囲内には入って

ございます。 

  増えているというのは、先ほども言いましたけれども、2020年度に関してはテレワーク、自宅で

やった仕事も、言ってみればサービス残業みたいな感じで申告されていなかったのではないかなと。

それがテレビ、ラジオ等マスコミを通して、自宅で仕事をするだの、どこかの貸しオフィス、ああ

いうところで仕事をするだのというのが常態化する中で、そういった従来はサービス残業と言われ

ていたものが、表に出るようになったと。出してもいいのだと、そういうことになってきて、それ

が残業時間として表に出たということではないかなと思うのですけれども。だから、従来、2019年

以前に関しては全く分かりませんけれども、少なくとも20年と21年を対比した中ではそういう実態

であると。もちろん皆さん三六協定ってご存じだと思うのですけれども、職場の代表がというので

はなくて、労働者の代表１人と、言ってみれば役所と結ぶ協定という感じですよね。だから、その

範疇には十分収まってはいるという認識で間違いないのかなというふうに思います。もちろん今代

表監査も言いましたけれども、今までになかった業務が出てきたと。資源物の改修、分別、あるい

は業務の多様化とかという、なかった仕事も出てきたというのもあるのでしょうけれども、実態と
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して時間を個々に見た中ではそういう協定内に収まっているのではないかと思われます。その中に

も多分もう面倒くさいからいいやというので報告しない、申告しないという残業もあるのかもしれ

ませんけれども、そこまでは我々としてつかみ切れていません。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 言葉尻を取るわけではないのですけれども、ですからよく話し合われてどう

ですかと言ったのだけれども、代表さんのほうでは45時間を超えているのもありますよと言ってい

るのです、月に。 

          〔｢職務」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） うん。そうやって、改めてそれは一応置いておきまして、ここまで来れば代

表さんでも議員監査でもいいですけれども、私はどちらでも構いませんけれども、とにかく話を一

つにしてもらいたいと思っているのですけれども。三六協定を提携したの、契約したのいつですか。

調べていますか、いつ契約結んだか。 

          〔｢調べていません」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） どちらでも。監査が調べていたかどうか…… 

          〔｢だから、調べていなかったらいいよって言えばいいじゃない」 

            と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 村上代表監査。 

          〔代表監査委員（村上勝巳君）登壇〕 

〇代表監査委員（村上勝巳君） そのことに関しては調べていません。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それも後ほど行政さんにお伺いするようになると思いますけれども、同じよ

うな質問で。私の勘違い、聞き違いでなければ、新しいと思うのです。ごみ問題を村が、これ初め

て三六協定というのが私ども議会に出てきたのは、つい最近です。特にごみを役場がやるようにな

って、今年か去年の12月頃だか、あるいは今年度の３月だか、そのくらいです。去年の９月ぐらい

だったかもちょっと分からないです、記憶ですから。これは、議事録というより書面見れば分かり

ます。所管課の報告の中で三六協定結んでいますと、それに基づいてやっていますという報告をし

ていますから。その文書あるのですけれども、今私が手元にないだけで、皆さんの手元にあるはず

だ。だから、そういう意味でこれは、ただしそれは議会に出てきただけの話であって、もともと結

んでいたのかどうか、これが分かりませんけれども、恐らく議会出てきたときに三六協定によりと

いうことで所管課長のほうから報告はあったので、文書で出ていますから、見ればすぐ分かると思

うのです。だから、そういう点で改めて後日というか、後で確認させてもらいたいと思っています
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けれども。 

  この問題というのは、村の人事政策に、人事というのは、人事権はもちろん村長あるわけだけれ

ども、職員の構成、定数問題に引っ絡まってくるのです。監査のほうでは、次を読んで見ますと、

したがって、３名不足だよということで、不足というのは監査が指摘するまでもなく足し算引き算

ですぐ分かるわけで、35名の定数に対して現数が何人ということ、これは監査でなくたって誰だっ

て分かるわけで。それがために業務が滞りがちであるよと。なかなか大変なのですよと。そうして、

職員は努力していますよということで、努力していないとは誰も言っていないのに努力しています

よというのが今の現政の行政体制です、端的に言えば。それを言わせれば、この文章は監査委員が

追認しているということです。行政の言うことを追認しているのです。だから、そういう意味から

しても、これは意外と職員の側からしても、あるいは首長のほうからしても、軽々には、軽んじて

はいけないような指摘だろうと思ってみているわけです。そういうことで、そういう観点から代表

監査にご足労願いましたけれども、いろいろお伺いして、具体的にはやっぱり村と話ししないと解

決には向かっていかないと思うので。監査委員の指摘はあくまでも監査委員の意見、指摘ですから。

そういうことでお伺いしてきました。 

  最後に、監査委員のほうには、私のほうで最後にはこの追認して、ご苦労様で大変だというのは

分かりますけれども、これを監査委員の意見とそういう点では、我々議会人としても、皆さんには

議決権ありませんけれども、議会人とすればそれはそれなりに尊重しなければいかんという立場は

心得ているのです。例えば職員住宅どうするかということ結びつくでしょう。３名までは。はて、

その監査委員が３名、３名と言って追認しているのだけれども、村のほう果たして３名でいいのか、

また増やすのかその辺分かりません。40名にしたいのか38名にしたいのか。今のところは35名で、

これに足りてこれが充足すれば、一応目的は、行政の体制としては目的を達することはできるのか、

そういうことがあるので、本当ならばその辺まで監査にも立ち入った意見が欲しかったのですけれ

ども、何となく批判しては申し訳ないけれども、なんか中途半端で追認したところにとどまってし

まっていると。３名不足で大変だよということで。そういう点述べて、この意見書についての質問

は終わります。何かございますか、代表さん。 

          〔｢ないです」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 監査のほうに質問はほかにありますか。 

          〔｢監査にはあるんですよ。この意見について」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 監査意見について。 

          〔｢意見についてはあります」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、ここで代表監査に対する質問は…… 

          〔｢いやいや、意見については監査に聞いたお話があったので、そ 

            の内容」と言う人あり〕 
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〇議長（寺田 優君） 監査に聞きたいのですね。 

          〔｢はい」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） では、もうちょっと待っていてください。 

  それでは、ほかの質問をしてください。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは、監査にお伺いすれば、職員にお伺いしなくてもいいと思いますけれ

ども、決算の概要調書、ページは123、この中の簡易水道の事業特別会計で、剰余金が2,500万、約

2,600万ですか、これが不用額として計上されるのでしょうけれども、これはどうしてこういう、収

支を見ただけでは分からないので、歳入が、歳入はこれはこれであったからいいでしょうけれども、

歳出がなぜこんなので済んだのか。この辺どういう分析ですか。何があったのかということです。 

〇議長（寺田 優君） 村上代表監査。 

          〔代表監査委員（村上勝巳君）登壇〕 

〇代表監査委員（村上勝巳君） 質問に答えます。 

  これは、監査報告書にも書きましたが、井戸掘削工事を、掘削工事ありますよね、井戸掘る。あ

れを次年度に繰り越したため、渇水のため次年度に繰り越したのでと余力が出たと。歳出が少なか

ったと。やるつもりだったのだけれども、歳出が少なかったと。 

          〔｢次年度じゃないでしょう」と言う人あり〕 

〇代表監査委員（村上勝巳君） 次年度です。だから、こういう会計になりました。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それから、次のページめくってもらって、ページ数が124ページ、基金残高の

ところで、表のほうでも、表のその前、ここで見たほうがいいのかな、今のところで見たほうがい

いかも分かりませんね。字が小さいからあれですけれども、大きく見るならば124のほうが分かりや

すいかもしれません。この、どちらで見てもいいのですけれども、どちらのページで見てもいいで

すけれども、国保関係が２件ありますけれども、直診と事業と。これがやはり結構の積立てになっ

ているのです。これは、どういう状況でこうなっているのですか。経過見ますと、前年度というの

はいつからの積立てになってきているかもしれませんけれども、先ほど来ちょっと話題になってき

ている利息収入が、歳入が１万6,000円と２万8,000ぐらいで、これは微々たるものですけれども、

全然使われていないと、これは。積みっ放しで。というような印象を受けるのですけれども。お分

かりになりますか。 

  まとめてお伺いしますけれども、もう一点この土地の開発基金もこれは動かないです。動いてい

るのだっけかな。土地開発。あれ、落っこっているのかな。どれだ。 

          〔｢真ん中ぐらい」と言う人あり〕 
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〇３番（笹岡壽一君） 土地開発。あれ土地開発って落っこっているのではないの、これ。 

          〔｢124ページ、真ん中ぐらいに」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いや、121にありますか。 

          〔｢上から３番目です」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） あった。これもそうなのです。それから、庁舎もそうです。庁舎は分かるの

です。庁舎は、もう全然積んでいないでしょう、止まりっきりで。庁舎は。 

          〔｢積んでいます」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 積んでいないですよ。積んでいる、積んでいる。積んでいますね、6,600万。

積んでるわ。これでもって、このくらいあったらあったら建つのでしょう、約３億もあったら。そ

の辺は見ましたか。 

          〔｢見てなければいいです。職員から聴取していなければいいです 

            よ」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 村上代表監査。 

          〔代表監査委員（村上勝巳君）登壇〕 

〇代表監査委員（村上勝巳君） 答えます。 

  その件については、職員のほうから、数字のことなので、数字ですので、職員のほうから答えて

もらいたいと思います。数字は分からないので…… 

          〔｢聞いていないという答えでいいと思う」と言う人あり〕 

〇代表監査委員（村上勝巳君） 聞いていないので。 

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） それでは、私は監査、代表監査についてのお伺いはこの程度で、後は同じよ

うな繰り返しに若干なっていく、先ほど冒頭あるように、今度は職員さんの、所管職員のほうに若

干お伺いするようになると思いますけれども、私はすればこれで代表監査に対する質問は終わりま

す。 

〇議長（寺田 優君） ほかの議員はどうですか。ありませんね。 

          〔｢なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、代表監査ご苦労様でございました。ありがとうございました。 

  それでは、引き続き決算認定の質疑を行います。 

  質問がある議員は挙手をして、質問してください。ありませんか。 

          〔｢なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） なければ。 

  笹岡議員。 



 - 204 -

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それでは、監査委員にお伺いしたことで、申し上げたとおり、今度は同じよ

うな質問で恐縮ですけれども、もう趣旨は監査委員のときに述べていると認識していますので、も

うご理解いただいていると思いますけれども、不足ならまた再質問しますけれども、いわゆる帳簿

扱いに寄附扱い、これについてはどういうことで認識されていますか。監査委員の指摘をどう受け

止められていますか。 

〇議長（寺田 優君） 出口会計管理課長。 

          〔会計管理課長（出口貴司君）登壇〕 

〇会計管理課長（出口貴司君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  監査委員の指摘については真摯に受け止めて、今後令和４年度については、先ほど言われたよう

に基金の通帳については改善していきます。残高証明が全部の通帳で取れるように変更していきま

す。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうだそうです。１本にはしない、17の全部取りますから、ご心配なく。 

          〔｢ちょっとごめんなさい」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 出口会計管理課長。 

          〔会計管理課長（出口貴司君）登壇〕 

〇会計管理課長（出口貴司君） すみません。ちょっと説明不足でした。今回基金の会計が定期の通

帳が13個あります。 

          〔｢13。17じゃないの」と言う人あり〕 

〇会計管理課長（出口貴司君） 例えば庁舎基金でも基金の口座の中に３種類あったりするので、通

帳だけで一応13個あるのですけれども、１個１個それを残高照会を取るのもお金もかかるというこ

とで、基金の通帳を金融機関２つに分けて２個で管理していくようにします。それで、残高証明取

れば、利島村のお金というのが全て残高証明で確認できるようになりますので、それで変更してい

きます。 

  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） 先ほど来伺っているのですけれども、参考までに伺いますけれども、この残

高証明って１通につき幾らぐらい取られるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 出口会計管理課長。 
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          〔会計管理課長（出口貴司君）登壇〕 

〇会計管理課長（出口貴司君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  金融機関によっても若干変動あるのですけれども、今うちが持っている一番多い金融機関で１通

1,100円になります。 

  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） そうすると、最高でも１年間で１万3,000円前後ですよね。これは、大げさに

聞こえるのですけれども、すごく負担かなと。えらいやらなくてもいい損失金額みたいな印象を受

け止めるのだけれども、早くて見たって１万3,000円。それで２通取るのだから、1,000円としても

差引きは2,000円が取られるわけで、損失金、利益金というのは１万1,000円、１年にですよ。これ

が高いということですか。 

〇議長（寺田 優君） 出口会計管理課長。 

          〔会計管理課長（出口貴司君）登壇〕 

〇会計管理課長（出口貴司君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  高い低いというのは多分いろいろあると思うのですけれども、私自身はもったいないというか、

高いのかなという意識がありましたので、今回残高証明ではなくて、基金のほうは定期で毎年３月

に金利計算で行っている証明書でいいのではないかなという私の勝手な判断でやっていたことです。 

  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） 金銭で言えば、あまりにも私にしてはそれは大きいと言えば大きいけれども、

私どもについては１万円というのは大きい金ですけれども、村がそこでは１万1,000円を惜しんで利

益が上がると。ところが、監査委員がそれがために１日で済むのが３日やるです。２日オーバーす

る。１日の費用弁償幾らだか知りません。匹敵するのだろうと。こっちでは確かに見たけれども、

こっちでは沈んでしまったと。そういって極端にツーペイゼロだと。１日の費用弁償が5,000円ぐら

いだと思いませんけれども、監査委員の。これは、条例だか要綱見れば分かるわけで、費用弁償が。

１万円ぐらいするのでしょう。そうすると、それだけで２万円だ。そうすると、３日かかるか４日

かかるか知りませんけれども、そこだけは証明書だけでは１万1,000円の利益が生じたけれども、不

用額は。だけれども、それがために監査委員の費用弁償は２万円以上払うと。どうもバランス的に

見たときにどうなのかなという、そこの限りで言えばですよ。その上、監査委員が見ても分かりに

くい状態になるわけ。だから、３日かかるわけです。それのほうが分かりやすくならいいのです。

金銭ですから、なるたけなら明瞭に分かりやすいほうがいい。特に私が監査もやったこと昔ありま
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すけれども、誰が見ても分かりやすいと。というのは、表は表です。残高表は。ところが、その表

と現実とがマッチしているか、合っているか合っていないかを調べるためにえらい手間暇がかかる

と。また、職員さんのほうにしてみれば、それを説明するために、資料を作るためにえらい手間暇

かかると。職員のほうでも１日でぱっと処理できるものが、２日、３日かかると。基金が動くたび

に。だから、そういうことを私は先ほど監査委員さんに重々申し上げてきているわけです。わざわ

ざ通帳が減って、残高証明書の節約を図ることに焦点が合っていて、仕事は分かりにくく、やりに

くくなると。確かに監査委員のほうで言っていました、先ほど。今の時代ですから、パソコンでボ

タンを押すことによって一目瞭然でぱっと分かると。だったら、監査委員も３日もかかるわけない。

ぱっとボタン押してこれですよって、こういえば一目瞭然で分かるわけで。ただ、その辺がまだ古

い人間なのかどうか分かりませんけれども、どうもなぜ今の段階で、将来的には今のペーパーレス

の時代で、証明書なんか要らないと。みんなパソコンで残高か何か全部明らかになると。そういう

時代が来るかもしれませんけれども。そういう意味からして、何かちょっと不安げがあるのですけ

れども、大丈夫ですか。 

〇議長（寺田 優君） 出口会計管理課長。 

          〔会計管理課長（出口貴司君）登壇〕 

〇会計管理課長（出口貴司君） 笹岡議員のご質問のお答えします。 

  今回監査委員のほうからご指摘受けまして、それをもって改善を今している最中でございます。

こっちの事務的な量に関しては、今までよりは減るのではないかなと考えた上で、改善していこう

と思っておりますので、大丈夫だと思います。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ぜひやがては監査にとどまることなく、議会のほうでも認定に入っていくわ

けですから、その中でもえらいひもとくのに大変なことのないように、通帳見てくれれば分かるみ

たいな。ところが、１冊の通帳の中で訳分からんということのないようにご尽力をいただきたいと

のですけれども、この点については終わります。 

  もう一件、これは私の質問ではなかったのですけれども、先ほど、これは所管課がちょっと違い

ますけれども、少し申し上げました石野議員が質問していた件ですけれども、私も想定していたの

と、正直言うと、私が想定していたのとも全然違った話だったので、お伺いしたいのですけれども、

草刈り機の話は聞きました。それはそれで分かりました。 

  もう一件、指摘はないと言えばないのですけれども、木工場のほうってあれどうだっているので

すか。 

〇議長（寺田 優君） 荻野産業観光課主幹。 
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          〔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いたします。 

  地域おこし協力隊関連の木材加工どうなっているのかというご質問だと思うのですけれども、一

応コロナ禍ということもありまして、本来であれば協力隊の方の活動報告会を交流会館なりで実施

する意向はあったのですけれども、ちょっとコロナの関係もあるので、そこは開催しないで、その

代わりに報告書という形で広報としまのほうに挟ませていただいて、そこで報告をさせていただい

ております。 

  木材加工に取り組んでいる方に関しては、加工場に常にいるというわけではなくて、集材と言っ

て木を取りに行ったりとかもしますので、常にあそこにいるかとなるとそうでもないと。活動自体

は週５日行っていますので、そのうちにそのタイミングに加工場にいれば、加工場の見学、通常作

業しているときはシャッターを下ろしている状態ですので、車が置いてあれば中で作業していると

いうふうになっております。実際どういったことやっているのとなると、製材して、一次加工と言

われる、製品を作る段階の前の板状にするというの製材作業というのですけれども、そういったも

の作ったりとか、あとは今までの実績で言いますと、観光庁が主催するツーリズムエキスポという

イベントがありまして、そこでバターナイフのワークショップなんかも実績としてはあります。本

人が企画、立案しているというのは、保育園児向けにはそういう木材加工に触れるような企画を今

立案に動いているというふうには報告書からは確認しております。 

  以上です。ですので、稼働しないのではないかということに関しては訂正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） 実は、私も何回か現場も見ていますし、いろいろ担当されている協力隊の方

ともお話もさせてもらってきていて、要望もお伺いしているのです。今、引き物というのでしょう

か、スライドする機械だけで板を作ったり、角材を作ったり、主幹おっしゃるように、原材料まで

の加工として、これは商品化できるのかどうかというのは今おっしゃるので、ペーパーナイフでは

なくて何と言っていましたっけ。 

          〔｢バターナイフ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） バターナイフか。バターとペーパー少し違うか。そういうものの商品化を目

指すのあるでしょうけれども、私こういう話を聞いたらそれをやりたいのだけれども、機械がない

のだという、欲しいのだけれども、機械がない、それで、もう一つ問題言っていましたけれども。

何かというと、引き物というか、丸くする加工する、いわゆるつぼだとかこけしぐいだとか、その

他いろいろ丸く旋盤みたいに、ろくろと言いますけれども、そういう機械があればいろんなものが

できて、商品化も早いと、原材料もさることながら。いきなり商品にするということ。つぼについ

ては、かつて利島の住人が一時期やっていましたけれども。売れたか売れないかは私も聞いていま
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せんけれども。だから、原材料提供もそれはそれで私なんかも携わったことあるのです。ツバキの

木を切って、仙台というところへ送って、ツバキ研究会等が買って、存在、今でもあるかどうか分

かりません、存在したときに。それで、いろいろ木の枝を切ったり、丸太を送ったりして、いろん

な人形を作ったり、こまを作ったり、それを全部引き物の丸物です。丸いやつ。その機械があれば

ある程度一遍に商品活動ができるのです。今のは、あくまでも板作ったり、角材を作ったり、板で

売ろうといったら、どこか業者さんに売ったり、せいぜい本人も言っていましたけれども、先ほど

主幹さんもおっしゃっていたけれども、なんか積み木の材料作るとか、柵を作るとか、そういうも

のはできるでしょうけれども。そういう意味で、これいつまでいらっしゃるのか分かりませんけれ

ども、その方が協力隊として。準備したけれども、もう年期切れでいなくなってしまうと。そうす

ると、あの機械は何だよと、こういうこともなるのだけれども、設備だけやったけれども人がいな

いと。そういう悩みもあるわけだけれども、そろそろ村が採用しない限り国の関係とは切れる時期

に来ているのでは、もう切れたのかな、分からないけれども。３年間という任期は。どうですか。 

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） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  今、木材加工に従事している方というのは、地域おこし協力隊はもう任期を終えられていて、別

に集落支援員という形で村のほうで、村で言うと会計年度任用職員という形で雇用させていただい

ています。 

  先ほど議員のほうから話のあった機械の話に関しては、私のほうも改めてヒアリング等を行った

上で、どういった商品、製品を作っていきたいかというところで、そのために何が必要かというの

は引き続き行っていきながら、長くいていただいて、ツバキのそういう木材加工というのを継続的

にやっていってもらいたいというふうに考えておりますし、前から話にはなっているのですけれど

も、例えば職員のネームプレートなんかもそういったもので作れたりだとか、あとは利島で子供が

生まれたときに一番最初にお祝いという形で、小さい積み木みたいのをプレゼントできたらいいな

ということは私個人でも考えておりますので、そういうのが現実できるようにサポートしていきた

い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） せっかくの技術と施設があるわけで、巧みに活用方法を考えて、要は人件費

も負担しているわけですし、村が。そういう意味ではせっかくの技術者がいることを大いに活用し

て、村の観光産業といいますか、土産物的なもの、あるいは実用的なものを含めて、機械なら機械

を、必要な機械はそろえて設備して、あれもこれもというわけには、なかなか全部というわけにい



 - 209 -

かんですけれども、やっぱりその辺は業者さんというか、その職員さんとコンタクトしてやってい

ただきたいなと思います。 

  それから、これは先ほども監査に聞いたという部分なのですけれども、基金がほとんど動いてい

ないのありますね。これは所管が住民課でしょうけれども、先ほど述べました国保関係、直診と事

業、これほとんど動いていないですね。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  国民健康保険給付費等財政調整基金、国民健康保険直営診療所財政調整基金、こちらは、まず国

民健康保険給付費等財政調整基金のほうなのですけれども、基本的には給付費が変動があった場合

に、極端な増額があった場合、この基金を取り崩して、国民健康保険、国保に加入している方の給

付費が多くなったときには、保険税で賄えないといった場合にはこちらを取り崩して、給付費のほ

うに充てるというような性質のものでございまして、幸いにしてというところですか、被保険者の

方の保険税の収入と給付のところが、今のところ帳じりが合っていると、国と村からの負担金と合

わせて、帳じりが合っている関係で、基金の利息分しか増減が発生していないというのが現状とな

っています。介護保険もそうなのですけれども、増減があれば当然ここから取崩しとか、または積

み増しですか、というのを行っていきますので、今のところ動いていないといったところでござい

ます。 

  また、直営診療所のほうの財政調整基金なのですけれども、こちらについては診療所の施設整備

とか、そういったのとか、あとは本来でいくと、今回のコロナなんかももし万万が一国からお金が

出ていなければ、ここのお金を使って看護師さんを増員したりとか、そういったところを本来充て

るべき基金でありますけれども、幸いにしてというか、国のほうがコロナの場合ですと、交付金と

いう形で支給が受けられたといったところで、特段の取崩しを行わずに済んでいるといったところ

と、あとは一般会計からの繰入金が多少あるといったところが増減のない主な理由になっておりま

す。  

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 国保の事業に入るのでしょうか、直診に入るのでしょうかと思っているので

すけれども、今施設と言いましたけれども、建屋の改修というのはどこでやっているのですか。例

えば屋根をシールドというか、防水工事やってみたり、あるいは雨漏りというか、修繕、診療所内

の修復というのはどこでやっている、どっちでやっているのですか。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 
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          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  こちらどちらの基金かというお話よりもまず…… 

          〔何事か言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） もし直営診療所の改修を行う場合には、まず施設整備費という科目が直

営診療所会計のほうにございまして、そちらにやるのですけれども、そこに国からの補助とか東京

都からの補助とか、村からも当然一般会計の繰入金とかで充てていくという形になるのですけれど

も、そこで一般会計からも充てられることができないとか、国からのお金が入ってこないとか、東

京都からもお金が入ってこないとかなれば、この今9,300万ある基金を取り崩して、それを財源とし

て直営診療所会計のほうに取崩しを行って、整備を行っていくというようなことになっていくかと

思います。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） もちろん通常の施設整備のときには、それなりのある制度であれば、補助金

とか国なり都なりからもらって、あるいは一般、村の基金を崩さないまでも、間に合いさえしたら

一般財源でやるというのは、これはこれで分かりますけれども。だから、これで補助もない、国都

の補助も入る、それで村の一般財源も投入するのだけれども、一般財源がないときに、これは崩す

と。歳入行為すると、崩して、一般財源に歳入してくると。そして、あるいは特別会計そのまま崩

したのが入るかもしれません、やり方がある。そういうことで、特別会計に崩していきなり歳入に

して、基金崩しで。なければ、一般会計かもしれませんけれども、それは分かりません。会計が特

別会計がある、特別会計ですから、これについては特別会計勘定の中に繰り入れていくということ

もあるということですね。それは、もちろん端から自前でやりましょうと、基金崩しをやって。そ

うではなくて、物によっては国都の補助金がある。例えば国都の補助金対象し切れないというもの

について、一般財源でもちょっと厳しいと、一般財源と言いますか、国保財源事業勘定では。その

ときは歳入担保としてここから取り崩すという、そういう見方、考え方でいいのですか。 

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。 

  笹岡議員のおっしゃるとおりでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そこで、この実態なのですけれども、金銭ではなくて。患者さんというか、

先生はさすがに何とも言いませんけれども、歯科の診療室というのは結構汚れているのです、ご承
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知のとおり。壁紙が剥がれたり、染みが出たりしていて。その辺の修復というのはどうなるのかな

と。やる計画でいるのかどうかということもありますし、それからもう一点、これは当人も何とも

言っていません。ただ、聞いた話ですけれども、前村長が居住していた職員寮というのですか、あ

りますよね。それで、そこに今看護師さんがいるわけだけれども、報告のように１月までのようで

すが、コロナ対策で来ていて。それはその人は別としても、誰か聞いたのだけれども、誰かって聞

いてはいるのだけれども、その人の名前言いませんけれども、言う必要もないと思うのですけれど

も、空調がないのだそうです。それで、それは自前持ちだということで、確かに職員寮というか、

職員住宅はあちこちあるわけだけれども、この空調は全部職員自前ということは、それはそれで分

からんでもないのです。だけれども、一律にしないで、例えばあそこは臨時的に開放しているわけ

でしょう。永住はしていないわけです。そういう臨時的なドクターなり、普通短期間の入替え、１

週間とか10日とか、本村のドクターが研修か何かで出たときに臨時で入ってきますけれども、そう

いうところは宿泊施設といいますか、業者さんのところに宿泊しているのでしょうけれども、今ま

で歯医者にしても誰にしても。ただ、そういう今言ったような臨時的に半年なり１年なり来てもら

う職員、医療関係者、特にあそこの部屋を使う。そこは施設したほうがいいのではないですか。誰

が来てもすぐ使えるように。その人個人にお任せというと、永住している職員なら別なのですけれ

ども。やっぱりちょっと来て夏場は暑い、暑い、冬場は寒い、寒いになるのでしょうから。といっ

て１年も２年もそこに住むわけではないので。そういう点では10万か20万かかるか知りませんけれ

ども、空調ぐらい入れてあげると。あとは、分かりませんけれども、生活必需品の冷蔵庫だ洗濯機

だなんて、これ村が預けてあるのでしょう。ない。自分で買ってくるの、そのたびに。 

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） 笹岡議員のご質問のお答えします。 

  まず、診療所の歯科診療室のお話でございますが、私がちょっと記憶しているのが５年、10年前

ぐらいですか、５年か10年ぐらい前に定かでないのですけれども、ちょっとまた後で調べさせてい

ただきますけれども、一度、何度か結局修繕をやってはいるのですけれども、結局雨漏りが治らな

いと、恒久的な、抜本的な対策が利かないといった施設でございます。そこも踏まえまして、従来、

もう５年ぐらい前ですか、庁舎建設基金という中で基金を積み立てさせていただいている中で、１

回住民の方を集めて説明会というか、やらせていただきましたけれども、全体的な複合的な施設も

造ることも検討しながら庁舎建設を進めていくというようなお話もございます。そういった中で、

やはり壁紙だけ変えるというのも一つの手なのですけれども、結局変えてもまたすぐにカビが生え

てくるというようなところもあります。大変お見苦しいところというところはあるのですけれども、

そこにお金かけると、幾ばしかのお金がかかってきてしまうといったところもあって、ちょっとな

かなか工事に踏み切れないといったところもありますといったところの現状をまずお話しさせてい
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ただいて、今後どういうふうにしていくのかというの含めて、またちょっと検討させていただけれ

ばなとというふうに考えております。 

  また、旧村長が住んでおりました場所のエアコンについてなのですけれども、こちらについては

ほかの職員との兼ね合いも含めて、ほかの職員の職員住宅については、エアコンというのは自前で

つけていただくといったところでございまして、ただ今回入っている臨時の職員が、今回はたまた

ま１月までといったところですけれども、その後に入る者がまたどういった職員を入れるかといっ

たところもあるので、なかなか一概に今回だけつけて、ではつけた後はどうするの、そのまま置い

ておいていいのかとか、いろいろ取り外しするのかとか、いろんなところも考えまして、ほかの職

員とやっぱりそこは差を設けるべきではないだろうといったところで、取りつけていないといった

ところが今回の実情でございます。 

  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） 理屈ではそういう理屈が成り立つのだろうと思うのです。同じ職員という点

では。ところが、宿泊施設へ来て、その間、歯医者さんでもそうです。宿泊施設行くから、暑いと

きは涼しくしてくれるだろうし、その費用は村で払っているかはともかくとしても、宿泊費。 

  それはともかく、あそこは一応まさか家賃は取っていないのだろうと、取っているのですか、あ

れ。６か月間、６か月って１か月まで。月々幾らと。 

          〔｢確認させていただいてよろしいですか。ちょっと休憩というか、 

            確認します」と言う人あり〕  

〇議長（寺田 優君） 休憩する。 

          〔｢休憩で。ちょっと」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ちょっと休憩。 

          （休憩 午前１１時３８分） 

                                           

          （再開 午前１１時３９分） 

〇議長（寺田 優君） 会議に戻ります。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  家賃のほうは徴収しております。 

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） それでしたら、なおさらと言いたいのですけれども、生身の人間ですから、
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やっぱり暑い寒いは皆さんと同じようにあると思うのです。それで、３か月赴任してくる、半年赴

任してくるぐらいで、そうすると先ほど言いましたけれども、冷蔵庫から洗濯機から厨房の施設か

ら、ガス代だか何だか分かりませんけれども、そういうものは全部自分で持ち込んできているので

すか。皆さんが自分で買っているのでしょう。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  職員住宅につきましては、基本的には全部自分で持ち込むとか、自分で設置するということにな

っております。ただ、その前まで住んでいた職員等々が退職した際に本土に持ち帰らないで置いて

いくといったものもございます。そういったものは、使えるものにつきましては再利用させていた

だいているといったところ、今回の方も冷蔵庫については多分置いていっていただいたものを使っ

ていただいているといったところになっています。洗濯機とか、なっていますけれども、基本的に

臨時職員、会計年度職員、正規職員に差を設けるべきではないといったところを考えております。

確かに短期間で使うだろうといったようなご指摘あるかもしれませんけれども、あくまでも臨時的

だとしても職員として雇用している立場でいって、では会計年度任用職員だから自分でつけてねと

か、臨時で来た人については村でつけますよとか、職員については自分でつけてくださいとか、そ

ういった差別を設けるべきでないので、必要とあれば自分で設置していただくといったようなとこ

ろで考えておりますので、ご承知おきください。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 10日暮らすのに、あるいは３か月暮らすのに冷蔵庫を担いでくると、たまた

まそこにあったとして、前住民の。なかったらどうするのだということです。買って持ってこいと、

自分で。村の要請で来ているわけです。自分が来たくて来ているわけではないでしょう。勝手に来

ているわけではないでしょう。だって、コロナ対策として呼んで調整して来ているのでしょう。今

で言えばですよ。 

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） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  村が要請して来ていただけるわけではなくて、村が募集してそれに応募した職員が、職員として

採用しているといったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 何かその言葉の問題になってしまっているけれども、募集というのは村が要
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請しているわけです。ただ、誰々さんということを要請したことではなくて。それに応募した人が

募集しているのはそういうことです。職員の採用だってそうでしょう。村が必要とするのです。そ

れの応募した人、あるいは誰かを頼む、特別な人を頼むということでもなくて。だから、いずれに

しても、村の事業に携わるために村が必要として要請、雇用したというか、その人たちが僅か数か

月いるのについても、あるいは１年ぐらいでもいいです。１年暮らすためにそういう世帯道具、家

財道具といいますか、買ってきて持って帰るって、確かにさっきの旅費の赴任ならありました。手

当つくのでしょう、旅費は。運賃がただみたいになるのでしょう。それよりは、そこ解体するとい

うこと前提であるなら別です。私はそういう住宅政策ということの中では、本村のような事情のと

ころでは、そういう臨時に、特に医療関係者、そういう人、あるいは福祉関係者も含むかもしれま

せん。一定期間必要だと。常勤ではないという人の雇用というか、体制を取ることは多々あるでし

ょうと。ある意味では歯医者さん何かもそうかもしれません。若干複数だけれども、２人か３人来

る。この人たちは、業者さんのところでお世話になっていると思いますけれども。だから、そうい

う意味で私は誰が来ようと、その間来たとき生身の人間が来るわけで、自分で応募して勝手に来た

から知らないよではなくて、冷蔵庫とか洗濯機とか、普通の生活用品です。電気釜とか。そういう

今言ったそのうちの一つが空調です。こういうものは村で貸し与えるというぐらいの体制取ったら

いかがかなと思っているのです。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  笹岡議員のほうが職員に対して、非常に福祉厚生を充実しろというようなお話かとお見受けしま

した。そこについては、村長のほうとも、財政等も相談しながら、その住宅が短期間か、それとも

職員が入って長期間なのか、それとも会計年度で中期間なのかみたいなところというのは、その場

その場で住宅事情等々によっても変わってくることもございますので、そこは臨時職員というとこ

ろを固定せずに職員までも含めてでもちょっとどうなるかと、どうできるのかといったところは、

ちょっと今後検討していきたいと思います。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ぜひ検討してください。例えば職員がよそみたいにとんとん、とんとんあっ

ち行ったり、こっち行ったり異動のある職員ならばそこに住んでいても、それは村の財産として冷

蔵庫から空調から洗濯機から用意してあると。それは持っていくなよと、村の財産なのだと。誰が

使ってもいいと、そこに住んだ人が。そういう体制も考えられないわけではないです。そういうこ

とも。それはそれでは、今の担当課長の答弁をもって今後幹部会でよく検討していただきたいと思
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います。 

  では、次を伺います。ここの、ページは125ページ、この一番下のところに椿油センターの製造工

程設定委託という1,300万何がしかの費用が……されているわけですけれども、その前の段階で会計

年度任用職員に伴う増に伴う物件費ということで、1,000円だから8,000万。どうやって見るのだ、

これ。物件費はプラス8,040万4,000円。物件費というと、これは旅費なんかが入るのですよね。物

件費というと何か品物と勘違いするけれども。これ読み方が違うのかな。読み方が違いますか。ど

う読んだらいいのかな、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） 括弧書きの中身の総額が8,040万円と。 

          〔｢だから、そうなんでしょう」と言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） はい。その前の会計年度のところは、その前のプラス3,800万円と。だから、

ちょっと一緒になっているところが違うので。物件費は、プラス8,040万4,000円、その中身として

は主なもので焼却施設基本計画、国土強靱化計画などの計画策定委託でプラス3,000万円、3,018万

4,000円、さらに新製油センター製造工程設計委託でプラス1,328万8,000円、ここまでを合わせたの

が8,040万4,000円。そういう読み方です。 

          〔｢括弧書きの中の明細でしょう、これが」と言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） 主な明細です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） その見方からすると、その前の人件費のところも、人件費の3,800万、約3,900万

の中の会計年度が2,300万。これは、どういうことなのですか。全体で歳出の状況は全体で2,270、

これは違うか。減となっている。要するに人件費は、この前段の270万9,000円というのはこれ違い

ますわな。ただ、減っているというだけ。それはいいのです。人件費は3,876万4,000円で、内訳が、

うちが会計年度職員が増に伴い、そのうちの2,300万と、こういう読み方になるのでしょう。そして、

あともろもろここには書かないけれども、もろもろが1,500万ありますよと、人件費の中で。何だか

知らんけれども。会計年度職員の2,300万って何ですか、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。 

  会計年度任用職員増に伴い、プラス2,322万7,000円か、に関しては、主に令和３年度から庁舎警

備員を雇用したためだと思います。庁舎警備員を雇用したためだと思います。 

  以上です。 
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〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） ちょっと補足させていただくと、令和３年度から今まで村役場アルバイ

トとか、臨時的な職員というか、を使っていたところが結構あったといったところを、結構あった

というか、報償費ではない、賃金か、科目でいきますと。賃金でお支払いをしていたアルバイトの

人たちというのを、村のほうで大まかに行くと大体会計年度任用職員に当てていると、令和３年度

から。なので、今まで賃金という、会計科目もか、歳出科目も賃金という科目がなくなりまして、

そこは全国的な自治体のほうの制度の改正がございまして、それで会計年度任用職員に主な職員と

いうか、大体の職員を会計年度任用職員に当てているので、その会計年度任用職員というところが

大きく見えるといったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） それでは、ちょっと休憩をして、１時にまた会議行いたいと思います。 

          （休憩 午前１１時５５分） 

                                           

          （再開 午後 １時０２分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

  質問からだっけ。 

          〔｢うん」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ちょっと議長、あるところから電話がありまして、それでユーチューブ見て

いたということなのだけれども、３つ、４ついろいろ言っていたけれども、私についても議員も、

あるいはどうですかみたいなことも言われたけれども、私はそれはそれなりに弁解をしておいたけ

れども。監査委員のことで電話ありました。おかしいではないかと。というのは、何がおかしいか

というと、監査委員同士で打ち合わせて話をして、合議で、ある人は私も監査委員やったことがあ

るという人です。ここの監査ではないです。どこの自治体か知りませんけれども。それで、念のた

め言っておきますと、本人は共産党の議員ではありませんと。しかし、議員もやっていて、監査や

ったこともありますということは言っていました。それで、利島も知っていました。それで、ユー

チューブ見て、最初に言われたのは、監査委員が村長の隣に座っているの、あれどういうことなの

だと。打ち合わせしている姿を見ていて。本来これはおかしいと。行政の代弁をしているように聞

こえるということを言われました。それで、それについて私にというのは、私は弁解というか、私

なりの話は、私については言いましたけれども、それを受けて質問しているあなたもどうですかと、

おかしいということを言われました。それで、監査に対する議員の質問については、監査委員が責

任持って対応すべきなのだと。行政とそこで打ち合わせると、いわゆる行政の代弁者みたいになっ
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ていると、こういう、簡単に言うと、いろいろ言っていましたけれども、簡単に言うとそういうこ

とを言われました。 

  それから、もう一つは、まだ決算が終わっていないのに、監査委員を早々と返すというのはどう

いうことなのですかと。監査委員に対する質問があろうがなかろうが普通はいますよと。普通とい

うのはその人がいた自治体のことかどうか分かりませんけれども、言っていました。それが任務を

完遂する上で必要だろうと。少なくとも決算の認定が終わるまでは、監査委員は在席すべきだと思

うということを言われました。 

  何よりも強調していたのは、職員の態度を言っていました。監査委員の指示について、いろいろ

指導というか助言とかするというのはおかしいですよということを言われました。 

  それから、担当課長、どこ行ったのかな。本人がいないとどうも言いづらいと言えば言いづらい

ですけれども、私は言いましたけれども、昨日のことでそれも指摘されました。本人がいないから

具合が悪いのだけれども、私が質問しているときに代表監査がいるのに、その点ではよく事情分か

らなかったのでしょうけれども、職員が指さしたと。あれはどうだと。考えられないと。職員が誰

々、監査委員を指さして、本人がいないから何とも具合が悪いのですけれども、そういうことを私

言われました。電話で言いました。それで、これは議会で言ってくれと、見ていると。見ています

と。あなたが言うかどうか。ですから、これは映っているはずなのです。見ているはずなのです。

それとこういうことも言っていました。必要ならば、場合によって私もあなた様に、私ですけれど

も、氏名を告げることはやぶさかでないと。私は何の誰々ですと。私はやぶさかでないと。曲がり

なりにも私もあるところの議員もやった経験者、来ましたですね。それはあとで、２度しゃべりは

しませんから、テープというか、ビデオ見るなり、長のほうで指導してください。 

  以上言われまして、これは私に対しても指摘がありましたし、本来は答弁できない、窮したとき

は監査委員が責任持って対応とするのは合議すべきだと。休憩を取っても。意見の分かれることは

あるでしょうと。しかし、文書ではいろんな、必ずしも２人が一緒にはならないのです、監査意見

は。しかし、合法的に合議で生きるのです。ただ、現場、現場というのは議会のことのですけれど

も、そこでは解釈なりなんなりが認識が違う場合は多々あると。そのときは、監査委員同士の意思

統一を図るべきだと。行政の指示を受けるというのはおかしいのではないかということです。確か

に言われれば私もそのとおりだと思うのです。何の監査やっているのだということです。あれでは

監査委員も、そこまでは言いませんけれども、近いことは言っていました。職務を問われるという

こと言っていました。それだけは議会でやってくれと、見ていますよと言われている関係で、本人

もあなたに迷惑はかけたくないがと言ってくれて、場合によっては私の名前をあなたに告げること

もやぶさかではないと言ってくれていますけれども、まだ聞いてはいません。そういうことがあっ

たということだけ。これは、議会も監査委員も行政も重々これはどう捉えるかということは、この

際それぞれの名誉もありますから、村長、監査委員、代表はいませんけれども、それぞれ意見を聞
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いてみたいと思っているのです、この指摘について。言わせれば匿名ですよ、まだ。匿名だから相

手にしないというならそれはそれでもって答弁してください。お願いします。 

〇議長（寺田 優君） これを質問でやるのですか。この…… 

〇３番（笹岡壽一君） いや、扱いは議長に任せることになりますけれども、私は議長でそういうこ

とをある人から指摘して、議会で利島村さんの名誉にも関わるのではないですかとまで言われたか

ら、私は見ていますと。ところが、私と言っていたのだけれども、そこにはどうも合議で話し合っ

てしゃべくり合っているような雰囲気なのです。何人か、数人ぐらい。分からんけれども、それは。

電話だから顔は映りませんけれども。どうするか、それにとどめておくか、私は聞いたのは、そう

いう点で、１つはくどいようですが、私が議会で発言するかどうか見ていると言われていますし、

ここから先については監査委員の意見とか、行政の皆さんの意見とか、その辺も釈明があったら釈

明していただいたほうがいいのかな。これはその人が釈明、そういう、どう発言するか求めてはい

ません。ただ、私がこういうことを言われたのだけれども、村長、あるいはほかの職員の皆さん、

手を挙げる、発言の場をつくるということではなくて、あるいは代表さんいませんけれども、監査

委員さんがいれば、あればということで。これは、そこから先の私の要望であって、要望というか、

考えであって、これは発言しなければそのまま言われっ放しに皆さんなると思うのです。映ってい

るのですから。あ、違うの。……違います。 

〇議長（寺田 優君） 知らない。全然知らない、映ってはいるでしょう、今。映ってはいるでしょ

う。ユーチューブで。映っているよね。映っていない。 

          〔｢今は流れています」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 流れています。言う。 

          〔｢別にどう考えていますかということで」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） その件に関しまして、個別の案件なので、突然言われましてもコメントに困

るというところで、差し控えさせていただきたいなというところです。ただ、ユーチューブに映っ

ているのは、ここからこの画面までかなというところもありますので、なかなかどういうふうに視

聴されているのか分かりかねますが、ちょっと私だけではなくて、庁内でも先ほどのご指摘も踏ま

えて協議をしていきたいなというふうに考えますが、個別に対して、いや、こうなのだ、こうなの

だ、弁解とか、そういったことはちょっとこの場では差し控えさせていただきたいと思います。 

〇議長（寺田 優君） 前田監査委員。 

          〔監査委員（前田 清君）登壇〕 

〇監査委員（前田 清君） 監査委員として言わせてもらいますけれども、貴重なご意見だと思いま

すけれども、次回以降は参考にさせていただいて、我々も改めていきたいと思いますけれども、基
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本的には匿名でというの私好きではないのです。本当のこと言っているかどうかって分からないの

で。何か言われるのでしたら、ぜひ名前を次回以降はおっしゃっていただきたいと思います。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。先進んでください。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それでは、本題に入ります。 

  先ほどは、人件費、物件費のことで伺っていたと思っていますが、それで人件費については分か

りました。警備員関係の人件費その他ということで分かりました。 

  それから、今度最初に申し上げた括弧づきの中の8,000万余の物件費という中身が旅費かなと思っ

たらそうではなくて、もちろん旅費も入りますけれども、その内容が焼却施設の基本計画と、これ

が3,000万、計画に関する策定、それから製油センターが1,300万という、短絡的に言えばそういう

計算ですよね。そういうことです。足しただけでそうなるかどうかというのは別ですけれども。あ

と、普通建設事業が2,000万、違うな、違う、違う。マイナスか、これは。マイナスだな。細かいこ

とまで今触れませんけれども、いずれにしても大きくいって、8,000万のうちの少なくとも3,000万

と1,300万の約4,300万、4,350万ぐらいの金、約半分、これが焼却施設と椿センターの設計調査とい

いますか、この国土強靱強化というのはこれはこれでどういうのか、要するに焼却施設と国土強靱

計画、強化計画、これは分からないのですけれども、２つ合わせてということなのでしょうね。２

件合わせて3,000万。それから、単独で椿センターが1,300万。これの内訳聞きたいのです。どうい

うことをやったのかという。 

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。 

  これもう前回とか前々回の議会でも、どういうことやっているのだというお話で答弁させていた

だいていると思うのですけれども、例えば搾油の機械をここに置いて、その工程として次どうなっ

ていくというようなレイアウトとかに関しての設計を行っております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 設計を行っているということなので、もう終えているのですね。その設計と

いうのは提示できるのですか、できない。できるのですか。 

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） 手元には今ないのですぐには用意はできないですけれども、また

後ほどであれば用意はできます。 
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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） あわせて、その前段の焼却場というのがありますけれども、基本計画。これ

再三他の議員からも質問があって、この間の話だと東京都の何か認可、許可が、承認が下りたよう

な話もありましたけれども、これはどういう仕事をやったのですか、具体的に。それで、もうこれ

は村というか、これは議会は何も知らないのです。どういう計画を練ったのか、やったのかと、申

請したのかというのは。これはもう開示できますか。 

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） 取りあえず答弁骨子の16ページ、17ページ御覧ください。よろし

いですか。今出ますので、少々お待ちください。具体的に言うと、取りあえず細かい実際の設計で

はなくて、よいですか。この実際ここの環境で整備したというか、このぐらいの規模でこういう整

備をするときに環境に対してどういう、環境に対してどういうではないですね、そこはアセスにな

ってしまうので、ここの場所だったら規制値がこういうのがありますよ、例えば騒音だ振動だ、大

気だ何とかだとありますけれども、そういうのを調べて、規制がどういうのかかりますよと、そう

いう感じですか。あとは、大まかな配置計画とか、あとはスケジュール、あとは大まかな費用、前

に約４億円かかるよといったのが、そこまで大体の積みをさせていただくのですけれども、この内

容であったらざっくりこのぐらいかかりますよというのその基本計画でつくらせていただくと。基

本計画については、また追って村のホームページに上げさせていただく等ちょっと対応させていた

だきたいと思います。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それも裏ページがありますけれども、工程表みたいなのありますけれども、

これのことを言っているのですか。これは場所ですよね。それで、これは動かないでしょう。やる

と次ページがあって、何か工程表みたいの出ていますよね、グラフで。よく読み込んでいないので

すけれども。これ。これは焼却場に、施設と出ているのですけれども、これは焼却場のことですか。

これ違うの。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 先ほどの経営配置計画案ですか、次のページめくってもらっていい

ですか。ここのスケジュールに関しても、基本計画から引っこ抜いて今回つくらせていただきます

ので、こういったものもここに入っているという代物でございます。 
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〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それで、いわゆるこれとそれだけの日程表みたいのだけでは、要するに施設

場所と、予定場所と、それだけでは1,300万のそんなに費用を要するものでもないだろうと。測量図

面つくった、測量して図面を落とし込んでいるのでしょうけれども、ほかにこれだけでは計画とは

まだ言えない、分からないので。工程も、計画と言えば計画ですけれども、内容があると思うので

す。例えば先ほど所管課長答弁されていましたけれども、例えばレイアウト、どういう機械をどこ

へ据えるみたいな、どこまでいっているのか、この1,300万が。もう終えているのでしょう。1,300万

のどこまでの仕事だか分かりませんけれども。この分に関わる委託といいますか、事業は終了して

いるわけで、この終了した中でどういう、ただこの図面さっき言ったこれと、場所の図面だけつく

って、1,300万ではないだろうと思っているので、それをもし開示できればと思って聞いているので

す。ちなみに、先ほど製油工場については開示していただけるということですから。 

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。また、125ページ戻っていただいてよろしいですか。私

どものほうで今回やらせていただいた基本計画に関しましてですけれども、それ自身はまた村ホー

ムページに上げさせていただく形で対応させていただきますけれども、今回プラス3,000万と言って

いるところが、全体の計画策定を、ほかの業務をいろいろやらせているのですけれども、その中で

3,000万、去年と比較して増えていますよという意味ですので、この業務だけで3,000万かかってい

るという意味ではございませんので。よろしいですか。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） だから、先ほどもちょっとそれ聞いたので、それも後で聞こうと思ったので

すけれども、詳しくは。書いてありますよね。8,000万のうちの焼却施設基本計画に関するもの、そ

れから、これはこれなりに分かるのです。ただ、次の国土強靱化計画、これがよく分からないので

すけれども、いずれにしましても、合わせて3,000万ですという説明があるわけで、この内訳は私

3,000万ということは吟味してはまだいないのです。そのうちの幾らが焼却場なのか、それはそれに

もよりけりですけれども。さっき言った1,200万については分かりましたと。1,300万か。これにつ

いては分かりました。それは、開示していただけるということなので。この焼却場も分かるのだけ

れども、国土強靱化というのは分からないし、それで足したの3,000万と言っているから、2,500万

が国土強靱化で500万が焼却場だか、その辺が全然分からないのです。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 
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〇村長（村山将人君） 国土強靱化に関してですが、これは私議員時代の手書きのメモが出てきまし

たので、私が説明するのもどうかと思いますが、説明、多分皆さんご存じのことだと思いますので、

改めて説明させていただきます。国土強靱化計画に関しましては、昨年の６月の議会、補正の１号

かな、６月定例で補正で消防費の中で計上させてもらったものでありまして、そのまま読ませても

らいますと、国土強靱化地域計画とは強くしなやかな地域づくりのために人命保護、村の主要機能

が致命的な被害を受けない対策、被害の最小化、迅速な復旧、復興のために国から策定が求められ

ている計画であり、令和３年５月末時点で都内62区市町村のうち、本村含む８区町村が未策定とな

っており、今後様々な補助金や国の支援を受け取る上で本計画の策定が不可欠となってきているこ

とから、業務委託により策定するということで、急遽補正で計上し、執行されたということであり

まして、先ほどのごみ焼却場計画もそうですが、基本的には議員の皆様にも見ていただけるような

形、ホームページで公開するかどうかはちょっと置いておいたとしても、議員も皆様には見ていた

だけるような形を取っていきたいと考えております。 

          〔｢すみません。村長、これ強靱化、どこにあるの」と言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） 多分お手元の令和３年度の予算書にも書いてありますし、予算のとおりの385万

円と、決算もそのままの金額で推移しているというふうに確認できると思います。 

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） ちょっと記憶は…… 

          〔｢すみません。ホームページに上がっているのです、強靱化計画 

            は」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 分かりました。強靱化計画は、今村長が説明していた事案だということで分

かりました。そういう事案が過年度において議会でも上程されていて、予算も措置されて、執行さ

れていると、そこまでは分かりました。了解しました。分かりました。 

  そうしますと、約2,600万ぐらい、違う、違う。3,000万から400万引いたとして、2,600万ぐらい

がこれは焼却場に充当されるということになるのですね。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 決算書って見れますか。出していない。決算書って手元にないですか。 

          〔｢ないです」と言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） ありますか。 

          〔｢はい」と言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） 111ページ、決算書の。 

          〔｢見れないです」と言う人あり〕 
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〇村長（村山将人君） 見れない。では、111ページの一番上に書いてあると思いますが、1,793万円

と、焼却施設基本計画策定業務委託というふうになっておりますので、数字的には内訳というか、

委託料としてはその金額だというところです。111ページ。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 確かに約1,800万、1,793万ありますが、決算額で。それで、細かいことは委

託料が云々と、全額委託料か。 

          〔｢そうです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 全額そうですね。それは分かりました。 

  そうしますと、約幾らぐらい、差額が約600万ぐらいになるのですか。いやいや、約800万ぐらい

出てくるのですか。これが残余がどこか行ってしまっていると。どこか行ってしまっている…… 

          〔｢どっかに行っちゃってる」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 表現が悪いけれども、どこかに計上されているということですね。いいです。

それは分かりました。決算書見れば分かるでしょうから、それは分かりました。 

  簡水が除くし、合併も関係ないのかな。いずれにしても、800万ぐらいの金が他の勘定科目へ…… 

          〔｢800万、ちなみに学校施設長寿命化計画」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 学校。 

          〔｢157ページ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そこで。 

          〔｢はい。上から５行目」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 850万。そういうページある。 

          〔｢違う、違う。ページは157ページ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 157か。800ではなくて。 

          〔｢うん。157。それで、右の金額の上から５番目」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 857の金額の５番目。 

          〔｢うん。八百五十何万あるでしょう。836万7,700円」と言う人あ 

            り〕 

〇３番（笹岡壽一君） はいはい。これが……学校施設ね。分かりました。 

  それで、その差額のさっき言った金額の1,790万、93万でしたか。これは、明らかに開示できる範

囲でしょう、もう。何をやったかというのは。執行済みなわけだから、1,793万は。これが先ほどの

この図面の範疇を超えているのでしょう、もっといっぱいあるでしょう。それこそ担当課長述べて

いましたけれども。ラインの問題、ラインとか機械がどうで、配置はどうで…… 

          〔｢それはまた別です。それは……製油工場のほうです」と言う人 
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            あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 製油工場、いやいや、ごみのほうは何やったのですか、1,700万。製油工場の

図面、場所はまだ決まっていないわけでしょう。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 先ほどもまた申し上げさせていただいたのですけれども、具体的に

先ほどの用地です。さっきのまだ出していただいてよろしいですか。ありがとうございます。実際

にここで整備しますよと、1708番地においてこの大気、何とかで規制がかかってくるわけです。大

気、全部はちょっと今できないですけれども、振動とかそういうの規制があるわけですけれども、

それぞれの法律があったり、都の環境確保条例があったりするわけですけれども、そういったとこ

ろの調査をしてもらう。かつもう先ほどのこの図面もそうですけれども、大まかな配置計画、あと

はスケジュール、大まかな金額。その辺の計画も立てていただいた。立てていただいたというか、

そういう支援をいただいていると。内容としてはそちらで。先ほど申し上げたとおりですけれども、

計画についてはまたホームページ等で公表を考えております。 

  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） ですから、もうあるのでしょう、ホームページで載せるというぐらいですか

ら。ホームページ待たずして、この議会で開示するわけにいかないのですか。それを聞いているの

です、内容を。今言ったるるいろいろありますと。何がどうなっているか、ホームページでぽんと

こう指してそれ見てくれって言いたいのでしょうけれども。 

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） 冊子としては、もう正直ないのですけれども、後で印刷するなりな

んなりして、それかＰＤＦでありますので、そちらをお渡しするかという形で対応させていただき

ます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それをいただけますと、次の今度予算の中で我々も予算の審議の中で、ある

いは次年度の予算編成に向けての、ホームページで公開されますといっても、それが事前に議員の

手に入っていれば質問の組立てもできますし、議論、参加もできていくと思うのです、議会での。

だから、そういう点で椿油については、開示していただける、今も焼却場についてもその結果につ

いては開示していただけるということなので、もしできれば今議会中までには開示していただきた
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いと思います。 

  私ばかりやっているわけいかないので、皆さんの質問をやってもらえれば。私も休みたくもある

し。ないでしょう。 

          〔｢石野議員が質問があるそうです」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 先へ進んでいいのかな。ちょっと（株）ＴＯＳＨＩＭＡのことで。（株）ＴＯ

ＳＨＩＭＡの年度事業の計画がなされているのですけれども、133ページか、これで（株）ＴＯＳＨ

ＩＭＡに監査報告が載っていないのですけれども、これ何か…… 

          〔｢これ今やっているやつ」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） 違う。違うやつ。 

〇議長（寺田 優君） いや、今やっているやつをやりましょう。 

〇４番（石野 治君） 今やっているやつには…… 

〇議長（寺田 優君） 監査。 

〇４番（石野 治君） 監査って、今の監査でしょう。 

〇議長（寺田 優君） 今上程している…… 

〇４番（石野 治君） （株）ＴＯＳＨＩＭＡと違うやつね。 

〇議長（寺田 優君） そうそう。決算書ね。 

〇４番（石野 治君） では、それはいいです。（株）ＴＯＳＨＩＭＡだって、私は。 

〇議長（寺田 優君） ありますか。いいですか。 

  笹岡議員。ないようですので。もう休む暇はないでしょうけれども。 

          〔｢決算は決算認定だよね。そうだよね。あと案件違うよね。」「うん」 

           「分かりました。じゃ、終わります」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、質疑を終了いたします。 

  今日の見ると、討論のみで……ますか。 

  討論を行います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 討論ですから、討論します。一言だけ弁解というか、注釈を加えさせてくだ

さい。 

  決算で、実は（株）ＴＯＳＨＩＭＡの関係についてやろうとも思っていたのです。それで、ちょ

っとこれは報告案件で認定があるということで、私一応次にということで考えてあったのですけれ

ども、これは決算に直接関係するのです、行政のほうから。それを含んでおいていただきたいと思
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うのです、終わったことだということでなくて。そういう意味で、認定についてはうまい質問を終

わるということで、ここにそごがありますと、誤りがありますと、これは元へ戻さなくてはいけな

いなと。認定は認定としてやっていて、その認定の中、要するに村の予算ですから、基本は。予算

というか、今で言えば決算だ。これが後に報告のある（株）ＴＯＳＨＩＭＡの決算の中でいいと、

扱いは。そこでやるということであれば、基本は予算なのだけれども、（株）ＴＯＳＨＩＭＡのほ

うは、ただ社内の問題の決算ですから。そういう条件でもしあれだったら（株）ＴＯＳＨＩＭＡも

予算から入っていきたいと、決算に入っていきたいと、取り扱っていきたいと思っているのですけ

れども。私のそごがあって、勘違いがあってと言われればそれまでですけれども、よろしいですか。

（株）ＴＯＳＨＩＭＡの報告の中で、決算と合わせてお伺いするということで。 

〇議長（寺田 優君） これは、報告事項になっているのだよね、もう。 

〇３番（笹岡壽一君） そうなのです、それは。決算は決算で、社内の問題ですから。だけれども、

その金の出どころは村なのです。それに関係なく決算を取っている会社なら何ら問題ないのだけれ

ども。そういう点でもしやるならば、予算でやるならば私は追加して質問をしたいなと、こう思っ

ているのです。 

〇議長（寺田 優君） ちょっと戻して、決算の。今のところでやりましょう。 

  それでは、やりますか。 

  決算には関係ないの。 

          〔｢決算には関係ないの」「報告のでいい」「予算でしょう。予算でや 

            るんでしょう。予算じゃない、決算で」「決算の報告書のあれで 

            の質問があるんでしょう。だから、それを聞けやいいよ」と言う 

            人あり〕  

〇議長（寺田 優君） それでは、石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） （株）ＴＯＳＨＩＭＡね。 

          〔｢（株）ＴＯＳＨＩＭＡ」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） すみません。４年度事業の計画書の事業に係るあれについてとあるのですけ

れども、この３年度分の（株）ＴＯＳＨＩＭＡの監査報告がないのですけれども、これ何か理由が

あるのか、それとも監査やっていないのか。 

〇議長（寺田 優君） 前田監査委員。 

          〔監査委員（前田 清君）登壇〕 

〇監査委員（前田 清君） では、代表監査に代わりまして、お答えします。 

  やっていません。監査をやっておりません。というのが、前年、前々年やってきて、令和３年度

についても、委託事業ということでその範疇で、ではこれからは（株）ＴＯＳＨＩＭＡばかりでは
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なくて、委託しているところは順次、特に大手はやっていこうかという話があったものですから、

では取りあえず、前年度ですか、３年度については（株）ＴＯＳＨＩＭＡ外して違うところという

つもりでいたのですけれども、時間的な余裕もなくなったしということで、まあ、いいかと、安易

な判断で今回は見送りました。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 出ていないということは分かりました、それで。 

  次のやつでいいのかな。これも一般になるのかな。これ村長が出しているのですけれども、初め

て見るものなのですけれども。これはどういうものなのですか。 

〇議長（寺田 優君） 質問したよね。 

〇４番（石野 治君） うん。 

〇議長（寺田 優君） した。では。 

〇４番（石野 治君） では、これ今ちょっと取り下げます。 

〇議長（寺田 優君） それでは、次は報告で済まないということで、説明をしっかりしてもらうよ

うになるよね。 

          〔｢はい、努力はします」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） では、監査のあれは終わります。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔｢終わった。笹岡さんは」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） やるのでしょう。 

          〔｢終わったんでしょう」「俺はね」「まだあるの」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） あまり報告は報告で終わらせたいよね。 

          〔｢終わらせたいというか……」と言う人あり〕 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） （株）ＴＯＳＨＩＭＡというか、ショウコウといいますか、決算で、これは

私は質問したことではないのですけれども、ただ書類は見ましたけれども、過年度の決算期におい

て、監査委員が昨年度だか、決算監査していないというので、確認のしようはないといえばないの

ですけれども、これは委託事業ですけれども、委託事業の中で２年度にわたって24万円ずつの合わ

せて48万円が退職積立てというところで11名のほかの１名ということでこれが代表者ではないのか

という想定の下に質問がありました。そして、これについて、行政の報告では積算はしたけれども、

そのように、積算は認めたのです。しかし、私は分からないのは、積算イコール予算になっている

のかどうかというのが１点。 

  それから、この予算に仮になっていると、予算額に。積算した金額が。そうした場合に、決算額
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が予算に準じて、もちろん予算と決算額の収支は一致するわけないのです。一致するかもしれませ

んけれども。それはもちろん違う数値が出てくる、マイナスが出るか、プラス収益が、利益が出る

かどうか別として、めったに偶然の一致でもなければ収支が一致するということはないと。ただ、

貸借対照との二重簿帳になると、帳簿上は一致しなければまずいのだけれども、それはそれとして、

そこで、まずそこから解きほぐしていきたいと思うのですけれども。申請はしてあるのですね。申

請ではない、申請はしていない、当時は役場が積算したのですよね、村の事業だから。補助金では

ないわけで。その積算したのがイコール予算になっているのかいないのか、自分で積算したのです

ね。48万、要するに24万円を２回、２年度にわたって。これは村が自分で積算したのです。誰に頼

まれたわけでもない。それが何か積算は積算だというと、あくまでも。予算とは違うような話に聞

こえていたわけです、石野議員に対する質問では。そうすると、積算とは何なのだということが１

つ出てくるのです。 

  それから、次は予算は予算だけれども、これは前の村政のときからそういう答弁の仕方はしてい

るのだけれども、一旦払い出した金、執行した金、その先は知らんよと、勝手だということを言っ

ているわけです。言葉のあれはともかくとして。余ったからといって返還求めませんと。これが一

貫してきたこの間の決算に至るまでの実態です。行政の対応。 

  そこで、伺いたいのですけれども、その戻すか戻さないか、利益は出ないかということは、これ

は会社の決算ですから、委託だから本当は村の会社なので。ただ、村は巧みに使い分けるから、答

弁を今まで。時には民間会社になってみたり、時には自分の会社になってみたり。そういう何とな

く分かったような分からんような上の答弁の仕方はしてきているのが私は実態のような気がしてい

ますけれども、それはさておいたとして、これは24万円というのは執行されているのですか、いな

いのですか。それとも、それはあくまで積算のとき積算しただけであって、あとは丸太でもって当

時は5,000万ぐらいのですか、7,000万ぐらい、5,000、7,000ぐらいでしょう。多少金額は端数は分

かりませんけれども。仮に３年前だとすると五千数百万、昨年度だったら七千数百万、今度は違い

ます。補助金になったものは、補助金体制になったら１億超えてきている。その中の、例えば5,000万

でもいいのです。細かい数字はあれです。その中の24万円が入っていると。それ7,000万の中にも24万

円が入っていたと、積算の中で。この額は執行されたのですか、されていないのですか、決算で。

要するに受け取った側とすれば、24万円、一昨年24万円、昨年24万円受け取った金、これは積んで

あるのですか、ないのですか。村は積立金としてやったのでしょう、中退金ではなくて。 

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） 笹岡議員のご質問のお答えします。 

  まず、昨年度ですか、委託事業としてやる際には村のほうで必要な人員とかを積算した上で、そ

れを予算計上していると。必要な人数が例えば10人とか何人とかあると思うのですけれども、その
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人数の人件費として給料が大体これぐらいだろうと。それに対しての福利厚生費だとか、需用費、

消耗品とか、そういうのを積算しているというところで、その中で退職金という部分も積算してお

ります。事業としては定期航路の運行業務ということで、これ多分以前からの議会での答弁でもし

ていますけれども、人数が一応積算上は12人としてやっていますけれども、それが10人で運用して

いても、その分を減額するということはないというふうに前副村長も答弁していたと思います。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私が質問したのと答弁とは少し違うような意味合い。簡単に伺っているつも

りなのですけれども、要は積算した額と予算額違いますか。 

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） 積算した額と予算額というのは同じです。 

  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） 予算額というのは、したがって議会で議決されていますよね。それで、それ

はそのまま執行されているのでしょう。そのまま執行されているのでしょう。もちろん決算は違い

ます。それは私も分かる。村が積算した額に従って執行されているのではないのですか。それはそ

れで別ですか。 

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） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  これほかの委託事業でも一緒ですけれども、事業の積算をして、委託事業の委託を出すと。例え

ばいろんな委託事業あると思うのですけれども。それに関しては、報告書という形をもらって、そ

れをもっての確認で支出をしているので、例えばうちとしてはこの積算をしたから、本当に執行さ

れているかというところまでは、事業実施が完了していればそこでよしとしているというところで

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） これは、重大って、大きな問題だと思います、その答弁。なら、まるたでい

いではないのですか。何も積算する必要ない、人件費が幾らなんて。もったいぶる必要はない。ま
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るたでもって１億と。これは、前にも似たような答弁ありました、長から。一旦執行した額は関知

しないと。ところが、積算根拠に基づいてやるから、普通、しかもあのときは自分の会社です。よ

その会社ではない。民間会社ではない。100％村の会社。私だけが経営者なのです。私というのは私

ではないです。村長だけが。そのときに、積算して予算組むだけで執行したと。8,000万なら8,000万。

年間で予算執行でその会社に歳出したと。あとは、使い道はどうぞご自由にと。これは、私は、そ

ういう意味ではやっぱり監査委員さんの意見というのは大事なのだけれども、こういう経理がまか

り通るのかと、予算執行が。ならば、積算なんて要りません、全て。もうぽんと幾らと、ある会社

には幾ら、この仕事さえやればいいのだと。委託でなくて請負だって一応積算するのです。請負会

社、土木に限らなくても。それでは、議会の何にかかるのですかと、それはいろいろかかるのです

よと。はい、１億円ですと。極端に言えば。そこに何人が働こうが、よくそういう答弁ありました。

３人で働こうが20人で働こうがそんなものは関係ないのだと、仕事さえ終わればいいのだと。その

仕事をやるのには、村はこう思いますと、１億円でやってくれるでしょうと。それさえやってくれ

れば中身はどうでもいいと。10人でやろうが30人でやろうが２人でやろうが。参考までの意見、議

員監査に聞いておきましょうか。そういうことでいいですか、積算というのは。積算と予算の関係。

それだったら、全く…… 

          〔｢出て答えるん。そこへ出て答えるん」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうですね。 

〇議長（寺田 優君） 質問の内容分かる。 

〇３番（笹岡壽一君） 分からなければ困るよ。ちょっと止まればいいのだろうな。ちょっと待って

て。止まれば。 

〇議長（寺田 優君） 休むこと。 

〇３番（笹岡壽一君） うん。 

〇議長（寺田 優君） では、ちょっと休憩します。 

          （休憩 午後 ２時０１分） 

                                           

          （再開 午後 ２時１０分） 

〇議長（寺田 優君） それでは、休憩を解いて会議に戻ります。 

  前田監査委員。 

          〔監査委員（前田 清君）登壇〕 

〇監査委員（前田 清君） では、一応答弁させていただきます。 

  監査人としてどう思うかというより、この問題私個人で答えるという形のほうがいいような気が

するのですけれども。 

          〔｢それは駄目だな」と言う人あり〕 
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〇監査委員（前田 清君） 監査として。一般的な委託事業という場合には、私もそれ受けてやった

仕事がありますけれども、役場の仕事を。その場合に、まず予算繰りするには役場として幾らかか

るだろうという、積算当然出てくると思うのです。積算がない限りは、では幾らで任せようかと。

委託したくても企業が受けるかどうか分からないという状態で事業なんかできませんので。だから、

そういう面では、先ほど主幹が言ったように積算は必要だと。そこで、初めて予算組みができて、

これをどこの業者にやらせようかという話になってくると思うのです。そういう意味では、予算組

みをする以前の問題として積算がない限りは任せようがないと。だから、どこの業者へ任せるのだ

という話になるし、10万円の事業を20万円で受けるところがあるか、５万円で受けてくれるところ

があるかという話になってくるので。だから、別に監査人がどうのこうのという話とはちょっと違

うような気がするのですけれども。例えば監査するのであれば、その予算に対して執行がどうだこ

うだとか、金の高い方はどうだこうだという話になってくると思うのですけれども、その前の委託

する予算についてどうのこうのというのは、我々監査人として関知できるのかなという気がするの

ですけれども。答えになっているかどうか分かりませんけれども。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは、監査委員の判断ですから、それはご自由で、範疇でないということ

では範疇でないということでお伺いしておきます。 

  それで、今言った私が質問したのは、ちょっと休憩中話が若干出ていますけれども、いわゆる契

約の中で返すべきだという要綱がうたい込んであったと、契約書の５条だったか何だったか忘れま

したけれども。そういう中で問題になった事案なのだけれども、当時は一貫して払い出した金額に

ついては返還は求めないと。しかし、契約書には返還求めると書いてあると。それで、それが何を

論より証拠に、ある日突然それ契約解除してしまったのです。消してしまったのです。それまであ

った返還するという条項を。突然なくなってしまったの。これが論より証拠なのです。認めたので

す、それは。認めた何よりの証拠なの。自分たちが言ってきたことと契約したことが違うと。契約

書には明確に返還すると書いてあったと。しかし、自分たちは返したくないのだと。返還を求めな

い、求めたくないのだと。どうも邪魔になってきたので、自分たちが契約した契約書が。だから、

消してしまったの。 

  それで、そうなると、今言ったように一旦払い出した金か知りませんが、もろに生きてくるわけ

だ。今、監査人もおっしゃいましたけれども、予算を提案するに立って額を確定するについて、積

算書なき確定というのはあり得ないです、これは。だから、イコールなのです。まして自分で積算

して、自分で補正予算組むのだから。これが補助金なら違います。申請した額だけ払い込むかどう

かは別ですから。交付するかどうか。決まったものは決まったものです。条例で法律で決まったも

のはそのとおり執行しなければならないけれども。だから、そういう意味からして、今度は本年度、



 - 232 -

新年度はもう補助制度になったから、これはまた別扱いになるわけだけれども、扱いが。今は、過

年度分の決算に基づいてやっているので、決算をやっているので。そういうことから、一旦払い出

した金は戻しません、返還しませんと。この金どこ行くのですかということなのです。何に使って

もいいのです。そんなことはないでしょう。仕事さえやってくれれば何でもいいと。私、聞きまし

た、冒頭。24万円の関係が２年間払われているのでしょうと、これは。監査が確認したかどうか知

りませんけれども。この金どこ行ってしまったのですかと。いやいや、それはもう適当なところで

も使っていいのですと、それは。だから、私聞いたのです。退職手当積立金としていながら、積み

立ててあるのかないのかと聞いたのです。ところが、いや、それは知りませんよと。自分たちは、

退職積立てとして積算したのです。しかし、執行した後は知りませんと。積んであるや積んでいな

いやら分かりませんと、それは勝手ですと。こういう処理の仕方、予算の執行の仕方あるまいとい

うことで、私は本来過去のことですから、監査委員の意見を聞きたかった。予算の積算どおり、そ

れは小さい重箱の隅をつつくような話はしません。一旦予算で決めたら、執行をしてしまったら、

後は知りませんと、どうこうされているのか。まるで議会とすれば、豆鉄砲を食らった、鳩やがた

みたいな、鳩が豆鉄砲を食ったような格好になるでしょう。え、ぽかんと、こうなってしまう。あ

れ、積立金ということで積んだのではなかったのかと。ところが、積立ては全然していませんと。

あの金どこへ行ってしまったのだ、これと。それは知りませんと。ここまで来ると、さすがに監査

してくれと言いたくなります。過剰見積りではないのかと。名目だけくっつければ、どうでもいい

ということではない。それだと積算という意味が全くなくなるの。ましてや、公金です。私金では

ないのだ。 

  決算書には24万と出ていますか、出ていませんか。積算書には出ているのでしょう。それは確認

できるのでしょう。しかし、決算やってみたら積んでいるか積んでいないか分からない、こういう

ことですか。 

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） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  決算上では積んであるかどうかはこちらでは確認できません。 

  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、自分たちの会社なのですよね、村の。確かに村長ではない、経営者

はいたかもしれません、ほかに。払い出した先は、そうすると話が元へ戻るわけだけれども、全く

関知しないのですか、どうこうと。自分たちの会社へ払い込んだのですよ。私がよく言ってきてい

るのは、村長が右の金で、右の手でつかんで左の手に渡しただけなのです。右のときは公金だ、左
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の手の渡したとたんにもうご自由にだ。決算も何も、本当自分の会社なのです。ふだん決算も何も

やったかやらんかよく分からんと。やったのだかやらないのだか。俺たちは、議会に積算書を示し

て、このようなことで何がしかの予算を投入すると、計上するといったのだけれども、その執行し

て、決算書を見てみたらば全然そのようにはなっていませんと、しかも分からんと。こういうこと

ですよね、今。これが本村の実態なのだな。感覚というか。村長が村と会社とは違うって、違うの

それは分かります。まるで（株）ＴＯＳＨＩＭＡの責任にしてしまっているような感じになるでし

ょう。これは、私はかねがね言うのだけれども、（株）ＴＯＳＨＩＭＡの問題ではなくて、村の問

題。今後は知りません。この４年度からは。これは、これでまたいろいろ論があるところだけれど

も。カラコは、議決権全くないのだから。 

  だって、そのように執行したか……、監査だって、村の監査は予算に組んだように執行されてい

るかどうかを監査するのでしょう。一旦予算を決めて執行し始めたってそんなものは知りませんよ

と。どこを使ったか。そんなことは通用するわけがないのだ。だから、監査が必要でやっている。

ただ、この会社には監査がいなかった、監事が。それはそうです。民間会社といったって民間会社

ではないのだから、村がゾク100％の株主なのだから、この当時は。だから、特別に監事を、民間で

は監事、監事というけれども、村の監査役をやるしかないのです、これは。村の事業として100％村

だから。三セクでも何でもない。 

〇議長（寺田 優君） さて、どうしましょうか。前からずっと同じような。 

  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。 

  業務委託につきましては、先ほど従来から申し述べているとおり、前田議員もおっしゃっていた

だきましたけれども、予算をつくる上で積算を行っているといったところもあります。それで、そ

こにおいて役場の中でヒアリングを行い、議会のほうに上程して、議会のほうでお認めいただいた

という経緯ございます。その行われているか、業務委託をした後につきましては、そこについては

業務実施後に業務完了届をもって、提出していただいて、業務実績報告書出していただいて、それ

が適正に業務が実施できて、完了していれば、お金を支払うということになっておりますので、そ

この中で何をどう積み立てたのかとか、どこに何を払ったかと、そういったところについては村と

して関知していないと、こういったところでございます。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは暴言です、議会に対する。冒涜でもある。というのは、これ、私は冒

頭申し上げたいけれども、今の答弁は撤回していただきたいです。だったら、１回払い出した金は
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私は知らんと、あんた方ははがたがた言う問題ではないのだということです、簡単に言えば。それ

だけの厳しいこと言わせてもらいます。積み立てますよといって積み立てたかどうか分からない。

それでは、50万積み立てようが、100万積み立てようがいいではないですか。ここ便宜的にどうでも

いい金を、言わせればどうでもいい金を事業をやるためには給料と、あるいは福利で衣服とジュー

スが必要だとか、車のあれのガソリンが必要だとか何とかセッティングするけれども、他の本来な

ら対応しない退職金の積立てを50万でも100でも積み込んでおいて、それを使うか、積み立てようが

積み立てまいがそんなものは関係ないのだと、飲もうが食おうが。ならば、積立金なんて持ってく

るなということです。ちまちましたことは言わないというのは、私は人件費のことを言いましたけ

れども、それは人件費が１人余ったどうだとか、半日どうだとかってそういうところまでちくちく

やるつもりは毛頭ないのです。議会でも出ました、当時。それでは、20人の人件費を計算して、3,000万

なら3,000万、6,000万なら6,000万計上して、実際に働いたのは10人だったと。要するに接岸して走

っていったからいいではないかと。ところが、その余った金の2,000万、3,000万はどこでもお使い

ください。これは、議会に対する冒涜。議会にはさももっともらしく積算書を示して、それを予算

化して、認めたけれども、一旦払い出してしまったら、歳入、会計室出ていったら、監督も何もし

ないと。右手でつかんで出すときはこれ公金、ところが左手で受け取ったの同じ人間だ。同じ人間

が受け取ったときは、これ私金。そんなばかなことはない。勘違いしてはいけないです。どちらも

私は右手、左手というのはどちらも同じ人間だというのです。どちらも村なのだと。当時ですよ。

今は違うけれども。株式会社の責任者というのは、最高責任者というのは村長です。委託するのも

村長、受託するのも村長。これだけの私は、正直言ってこんな決算というか、予算と決算の関係を

論じられたのでは、これは本当に何と言っていいのか、村が本当にこれだけ必要なのだというから、

今400万ですか、450万ですか、今年度。これも使っても使わなくてもいいのだ。今度補助金だと言

うけれども。なおさら言うのでしょう、要らないでしょう、これ。なおさら。一旦払い出した金は

関係しませんと。住宅の積立て、今年度から始まった。事務所の積立て、それで補助金を交付した、

後は知りませんと。どこに探しても住宅の積立資金の一銭もないと。退職金の積立金も一銭もない

と。どこへどうなったのだかそれまでは関知しませんと。こんな決算のやり方がありますか。執行

の仕方が。私は、村長以下幹部の皆さん、全く納得できない、これ。そういう答弁が平然として出

てきて、ああ、そうですかで収まり切れないと思っています。 

〇議長（寺田 優君） しゃべる。そういうものなのでしょう、だって。ずっと一貫しているよね。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 委託事業に関しての積算の部分で、少し昨日課長のほうから、ちょっと見込

みと違っていた部分があったというところは、昨日謝罪していたと思いますが、同じように積算し

ていた以上にかかったりした部分とかもあるといったところで、その辺は経営の中でバランス取っ
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てやってくれと。途中で足りないから増やしてくれということができない種類のものでありますの

で。しかも毎年毎年、先ほど年々増えていくというふうにおっしゃっていましたが、これは（株）

ＴＯＳＨＩＭＡの名誉のためにも申し上げさせていただきますが、毎年毎年船を着けていることに

関連して、やる仕事が増えてきていると。それに伴って、委託費として増えてきているといった現

状があります。そんな中で、積算、例えば同じ仕事をもう過去何十年とやってきていて、何も変わ

りなく、極端ですけれども、それでも環境とかによって変わるかもしれませんが、のであれば、積

算も過去のものをそのまま踏襲してやっていって、そんなに金額、単価が上がるにしろ下がるにし

ろ、それぐらいのぶれしかないものになるかなというところですが、（株）ＴＯＳＨＩＭＡの場合は

毎年毎年、４年、５年かけて形が変わってきているといったところで、積算をする村役場としても

大変苦労していたのかなと、それは議員のときからずっと感じていたところであります。返還する

に当たって、石野議員からもご指摘があったとおり、なかなか返還するものでないけれども、どう

なのだろうというところで、株の配当という形で役場の、村のほうに一部返還するようにしてきて

いるといった認識であります。これは、私の議員時代からの経過を見る中での考えであります。 

  そして、今年度に関しましては、そういった議論も過去からずっとあって、会社のほうとしても

なかなかちょっと、ユーチューブ中継もずっと見られていますので、事務所のほうで。なかなかち

ょっと厳しいと。精神的にも、そうやって言われるところも、悪いこともしているわけではないの

に、なかなかちょっと難しいねというところもあったというところで、今年度から補助事業という

ふうになっていきます。補助事業に関しましては、それがいいのか悪いのかという問題もあります

が、色が全く変わりまして、当然何々に必要、例えば住宅に必要なものをほかのものに使うという

ことはそもそもないというところで、住宅の積み上げ、もしくは住宅購入のための頭金とかという

ことの考えでつけさせてもらっていますが、それを例えば車に買ったり、ほかのものに使うという

ことはあり得ないというふうになりますので、それは今後、今年度精査していくようになりますが、

少し、だから委託事業とは形が変わってくるのかなといった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） 私は、村長、社員たちが、あるいは今で言う代表さんですか、たちが何か変

な立場を取っていると、ぼかそうとしていると、そういうことはさらさら言っていないのです。村

長の言い方、答弁の仕方は、一生懸命やっているのだけれども、社員が、それを何か議員が理解し

ていないみたいな、そういう言い方をするけれども、それはとんでもない誤解、私から言わせれば

全くの誤解。あるいは認識違いだと思うのです。私は、そういう質問をしているのではないのです。

会社のほうは、社員もそうでしょうし、代表さんもそうでしょうけれども、それは誠心誠意持って

働いているの、私が言うまでも万人見ています。村長が一々説明しなくても。いいですか。皆さん、

そう思って見ています。誰も遊んでほうけているとは思っていない。私もそう思っていない。なの
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に、何か一生懸命やっているのだけれども、まあ理解していないのではないかみたいな、その意味

ありげな表現で答弁されているように今聞きましたけれども、これはとんでもない、もしあれだと

したら、とんでもない勘違いです。村長自身の。私は、そういうことは一言も言っていません。 

  問題なのは、あなたの足元です。役場。（株）ＴＯＳＨＩＭＡは関係ない。（株）ＴＯＳＨＩＭ

Ａは一生懸命やっています。くどいようだが、皆さんが認めているとおり。問題、今論じているの

はあなたの足元。役場。これが真面目にまともに対応していますかということなのです。誤解招き

ますよということです。決して（株）ＴＯＳＨＩＭＡさんが余った金を適当に飲み食いに使ったり、

有効に使ったり、あるいは何とか金に使ったりという、そんなことを疑っていることではない。（株）

ＴＯＳＨＩＭＡは、そんなことはしていません。私も話を聞いているけれども。問題は、あなた方

の対応ぶりがそういう、あえてそういうことがあるということで、どこからか話が出たとすれば、

あなた方の足元からそういうことを引き起こしていると。（株）ＴＯＳＨＩＭＡ自身は、経理なん

かやっていないでしょう、大体は。今は、やっているかどうか知りませんけれども、当時は。決算

を業者にお願いしてあったのでしょう。金の受け取りは誰がやったか、それは知りません。一貫し

て行政、今の村長とばかり言いません。一貫して行政の足元が同じ、今荻野主幹の言うこともあな

がち分からんではないのです。何もおかしい、おかしいって全部突っ張っているつもりはありませ

ん。ただ、過去もそれでやってきたのです。今、荻野主幹が初めて、今年からこうしましたみたい

な話ではないの。一旦払い出した金は関知しません、知りませんでやってきたの。一方では条例に、

さっき言ったでしょう。契約書の中で返しますといっているのに。だから、そういう点で、何か意

味ありげな答弁は、私はこの際慎んでいただきたいし、それこそ誤解を招きかねない。問題は、あ

なた方の足元のことです。今論じているのは予算と決算との関係。役場の予算、決算は（株）ＴＯ

ＳＨＩＭＡには関係ないのです。全然関係ない。全くと言っていいぐらい。なのに（株）ＴＯＳＨ

ＩＭＡが責任が何かあるみたいな意味ありげな発言、答弁というのは、これはすべきでない。私は

そこを追求しているわけでも何でもない。はっきり言って、その辺がもし引っかかるような気持ち

でしたら、それは改めてもらいたい。私は、（株）ＴＯＳＨＩＭＡについては疑義があるとか、そ

んなことは一言も言いもしませんし、思ってもいません。専ら彼たちは、あの人たちは仕事に励ん

でいる。私が言うまでもないと、それは。住民みんな思っているのではないですか。村長が説明す

るまでもなく一生懸命やっています。 

  それで、本題として、こればかりやっているわけにもいかんとは思っていますけれども、くどい

ようですけれども、今問題いろいろあるのです。細かいことを言えば。やれそこの会社だけが、こ

れも（株）ＴＯＳＨＩＭＡは関係ないです。皆さんが積算したのだ。あそこへ何で旅費ですかとか、

細かいことちょろちょろある。それはあるけれども、そんなものは今はどうでもいい。終わったこ

とだから。ただ、問題が終わったようで終わっていないのが24万円が48万円、これは積んであるの

かないのかです。それは、（株）ＴＯＳＨＩＭＡに聞いてくれと言いたいのですか。積んであるか
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ないかは決算書を見れば分かるのではないですか、（株）ＴＯＳＨＩＭＡの。あなた方は、それ見

ているのでしょう。これ決算書というのは（株）ＴＯＳＨＩＭＡとは言うものの、あなた方がつく

っているのです、この決算書は。つくらなければならないの。村の会社だから。へへと言うけれど

も、どこの会社ですか。 

          〔｢株式会社ＴＯＳＨＩＭＡ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 株式会社ＴＯＳＨＩＭＡって誰ですか、経営者は。 

          〔｢代表取締役……」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 株主は誰ですか。 

          〔｢株主は株主です。株主は経営してませんということです」と言 

            う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 株主は誰ですか。利害者は。 

          〔｢株主は村です」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうでしょう。なのに、ははは、へへはないでしょう。笑ってごまかすなと

言うのです。笑っていい場面ではないのだ、これは。笑うには場所が違う。少なくても議場で議員

が発言しているときにばか言うなみたいなはははははないです。村長は、そういう態度を議員に取

られたらどう思いますか。ばか、変な村長、はははは何てやられたら。議場で。怒るでしょう、普

通。真面目に村長話をしているのに、議員席から。そういうのもいます、やじというのは。あんた

は、今やじ飛ばしているのですか。 

  一言、もう一つ、さっき質問あなたいなかったから、いませんでした。分かっていないでしょう

けれども、現場ですぐ指示しましたけれども、昨日この監査に指さしたというのが言いました。後

で詳しく聞いてください。 

  何よりもこういうの変な話をねじ曲げて、（株）ＴＯＳＨＩＭＡがしかも変に金を使っているよ

うなごとくの印象づけはよくない。 

〇議長（寺田 優君） どうしますか。答弁もないでしょうから。もうこの辺で、それでは終わって

もよろしいですか。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 終わってもって、それは確かにいつかは終わらなければいけないのだけれど

も、私は大きな問題だと思っています。こんなものが村の中で今知れてみたら…… 

〇議長（寺田 優君） 村ではもう知れているのです、ユーチューブ。 

〇３番（笹岡壽一君） もちろんそうなのだけれども、これが広がったときに、今度は私なんかが村

の皆さんの立場に立って弁解しなければならんかもしれないです。余計な骨折らなければいけない。

あなた方が答弁で出来上がった議事と言いましょうか、ユーチューブとでも言いましょうか、これ
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をいろいろ釈明、弁解しなければならんかもしれない、特に見た人たちには。（株）ＴＯＳＨＩＭ

Ａもそうかもしれません。村長はああ言ったけれども、私も発言したけれども、私はあなた方をそ

うは思っていませんよと一々行かなければならない。余計な話をつくり上げた。これこそが村を挙

げて村政を前に進めていこうではないですかというところからすると、ブレーキになるのではない

ですか、こんなことをやっていたら。 

  お互いに通じたら通じたでそれ以上のことは言わないのです。気がついたら非は非としてお互い

に改める。そういう意味で、ただ人の世界、こうしてここにいらっしゃるように、その立場、立場

ってあります。立場論というのは。監査は監査、議員は議員、やっぱり村長は村長、職員は職員。

それぞれの立場で、責任持ったセクションでもって責任を持った任務を果たしていくわけだけれど

も、やっぱり職員の、特に皆さんにお願いしたいというのは、私何回もそういう発言を好むところ

でなくて発言してきていることがあるのですけれども、やっぱりへへへへ、駄目です。何言ってい

るのだ、このばかみたいな態度というのは。皆さんがそう思われたらどう思いますか。真面目に答

えているのかよ、あるいは真面目に質問しているのかよと。村民から今見たら、住民に限らず見た

ら、最初今日の午後の冒頭言いました。勝手言って申し訳ない、不真面目だとは言いませんけれど

も、もう少し緊張するときは緊張感を持つときは持つべきときは持った態度、ごまかしては駄目、

笑い、へへへへで。笑って悪いとは言いません。楽しいときは笑いましょう。 

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） 笹岡議員に謝罪申し上げます。 

  私の態度が悪かったといったところありましたら、大変ご不快な思いをさせたということであり

ましたら、私のほうから謝罪申し上げさせていただきます。 

  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） それこそが大事であって、それ以上の、私はこれでもって、もう根にも歯に

も持ちませんで、人がそういう態度で表明していただいたのに根強くということは私の性格的には

持っていませんで、私自身も榎本課長に限らず皆さんの職員、村長もそうかもしれませんし、もち

ろんそうですけれども、皆さんにはお世話になっているわけで、そういう点での立場を履き違えて

いるつもりはありませんので、私自身もあえてお付き合い的に言い方が厳しかったというならば、

そういう点で嫌な思いされたというのであれば、言い過ぎたかなというのも含めまして、悪いとは

思っていませんけれども、言い過ぎたかなという点で気分を害されたということであれば、その点

は釈明させていただきたいと思いますけれども、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

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

〇３番（笹岡壽一君） それで、本題にまたちょっと入りますけれども、くどいようですけれども、

見ていないというので困るのです、見ていないというので、見ていないのは分かりましたので、そ

の上で言うのも酷かというか、無理となると思うのですけれども、ぜひこの24万、こだわるようで

す。これは、ちょっと問題がある、今それ発言していいかどうかって控えているだけです。これは、

24万円掛ける２か年、これについては調べてもらう必要があると思っています。積算書には出てい

る。予算書にはそんな細かいこと出ていません。委託費でまるたで出ているでしょうから。ところ

が、積算書の中では出ていて、この積算書は、では、１点伺いましょう。１点伺います。積算書は

村の内部資料だというのは分かります。この積算書というのは、当時の（株）ＴＯＳＨＩＭＡには

行っているのですか、行っていないのですか。 

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） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  今２点あったと思います。２万円の積立てを24か月やっているかというの、そこはちょっと追っ

てお調べするというところと、積算書についてはお出しはしてい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） そうすると、もらったほうとしてはお金だけもらって、どういう使い方して

いいか分からないのではないですか。村が何に使うために金くれたのだか。金もらったはいいけれ

ども、そのうちの幾らどういう具合に使っていいかもう全然分からないと。それこそご自由にお使

いくださいで。給料も適当に決める、買いたいものを適当に買う。これこそ監査に聞きたいな。議

長、この状況ではこれは（株）ＴＯＳＨＩＭＡがどういう使い方したって何ともいいようがないで

すな、これ。金だけもらって、何にどう使っていいのか関係ないと。ところが、議会には代表者の

積立金で、退職金ですよと言って、今年の話ですけれども、400万持ってきた。だけれども、肝腎要

の会社のほうでは何の400万だか訳分からんと。人件費だってそうです。役場では、月額26万で計上

したと。しかし、それは例えば32万にして10人を減らして、12人分で組んだのだけれども、それで

は８人で間に合うから、あるいは10人で間に合うから、30万だけれども35万にしようぜといっても

問題ないと。ところが、積算書には5,000円に至るまで決めてあるのです。名目をつけて、何々が幾

らと。人件費が、保険料が、法定福利が幾ら、鉛筆代が幾らまではやっていないでしょうけれども。

だけれども、もらうほうももらってみたら7,000万もらってそれっきりですか。 

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） 笹岡議員のご質問にお答えします。 
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  今、令和３年度の（株）ＴＯＳＨＩＭＡの決算の話だと思いますので、それに関しては当初の私

がお答えしたものと変わりませんが、必要であるものを村のほうで積算して、それを予算化して、

それに対して委託契約を結ぶと。委託契約を結んだ後は、毎月報告書のほうを提出していただいて、

事業が滞りなく事業実施しているということを確認できた上でお支払いをしているという形になり

ます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それはそうでしょう。契約の中で、これが幾らなのですよと、それはうたい

込んでいないのですか。全然分からない。金額だけがうたい込んであって。だって、どんな会社と

の契約でも何々が幾らということやるでしょう。例えば測量が幾らとか、設計が幾らだとか、印刷

費が幾らだとか。契約書は契約書で、当然その契約の中に全部村が作った積算用に基づいて、うた

い込んであるのではないですか。だから、それなりの措置が会社としてはできるのではないですか、

大手を振って。例えば通勤費、交通費、要するに通勤費だ。通勤費だってそれがうたい込んである

から堂々と手当が払える、その他の職員に対する手当も堂々と払えると。給料もしかるべく払える

と。賞与も払えると。それは、全部契約書の中にうたい込んであるのではないですか。こうなって

くるとよく分からない、（株）ＴＯＳＨＩＭＡがどういうことになっているのだか。経営に困って

しまうのではないかな、金の使い方に。 

〇議長（寺田 優君） ５分間休憩しましょう。 

          （休憩 午後 ２時５５分） 

                                           

          （再開 午後 ３時２０分） 

〇議長（寺田 優君） 休憩を解いて会議に戻ります。 

 

    ◎散会の宣告 

 

〇議長（寺田 優君） 本日は、ただいまより休会に入り、明日９時30分よりまた議会を開会したい

と思いますので、皆様よろしくお願いいたします。 

                                   （午後 ３時２０分） 
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令和４年第３回利島村議会定例会 

 

議事日程第４号                        ９月１５日午前９時３０分開議 

 

日程第 ８ 報告第 ５号・議案第４６号 令和３年度東京都利島村各会計決算認定について 

日程第 ９ 報告第 ６号 株式会社ＴＯＳＨＩＭＡ令和４年度事業計画及び令和３年度事業にかか

る決算報告について 

日程第１０ 議案第４７号 令和４年度東京都利島村一般会計補正予算（第２号） 

日程第１１ 議案第４８号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予 

             算（第１号） 

日程第１２ 議案第４９号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予 

             算（第１号） 

日程第１３ 議案第５０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２号） 

日程第１４ 議案第５１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２号） 

日程第１５ 議案第５２号 令和４年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第 

             １号） 

日程第１６ 議案第５３号 令和４年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 
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    ◎開議の宣告 

 

                                   （午前 ９時３０分） 

〇議長（寺田 優君） 皆さん、おはようございます。定刻となりましたので、令和４年第３回利島

村村議会定例会の４日目を開会したいと思います。 

 

    ◎日程第８ 報告第５号・議案第４６号 令和３年度東京都利島村各会計決算認 

                       定について 

 

〇議長（寺田 優君） 昨日は、決算書の議案で休会に入っていましたが、その続きをこれから行っ

ていきたいと思いますが、その前に昨日午後からのときにある議員から、ユーチューブについての

方からの意見ということでお話をしていただきましたけれども、その中に代表監査と村長が横に並

んでいる姿をユーチューブを見た人がいて、そういったことはけしからぬではないかというような

発言があったということがここで述べられたのですけれども、確認してみたところ、ユーチューブ

にはそういう絵が映っていませんよというご指摘を受けました。これから議会を進めていく上では、

やはり質問内容だとか項目などをしっかりと精査して、質疑をしていきたいと思いますので、皆さ

んの協力をお願いしたいと思います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） その件につきましては、ちょっと言葉が足りなかったかもしれませんけれど

も、私が説明しました。私のほうで説明しました、そういう状況というのは。そうしたら、それは

おかしいのではないかと、こういうことです。 

  途中で監査委員が帰るというところがあって、それはどうかということであって、実はその状況

の中でこういうことがあったと。村長の隣にわざわざ座ってということで。それは私のほうで受け

答えの中でそういう説明をしました。 

〇議長（寺田 優君） ということは、それはけしからぬということは、議員がそういうふうに旨を

伝えたということなのですか。こういうことというのは、けしからぬことだと思いますよ、並んで

いるというのはということで、笹岡議員がその方に連絡したと。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私のほうでけしからぬと言ったのではありません。私が言ったのは、途中で

帰るというのはどういうことなのだということがあって、それを受けて私のほうで、いや、村長の
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横に座って打ち合わせしていたということがあったよという話まではしました。そういうことです。

私のほうでその場でけしからぬと言ったということではなくて、それを受けて、それはおかしいで

すねと言ったということです。 

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） 昨日の話の中で最初に言われたのが、見ていた人がいたと。だから、その人

から電話もらったという言い方から入っているのです。まさか虚偽のシチュエーションをつくって、

そういう話をしたということはないと思いますけれども。ただ、私は監査委員として、この場で討

論ではないですけれども、一言そのときも述べさせられたとは言いませんけれども、述べさせても

らいましたけれども、確かに言われていることは正論なのです。まさに正論。それをもって我々は、

我々というか、２人ですけれども、これから襟を正してやっていかなければ、運営していかなけれ

ばいけないという思いは私は強く持ちました。 

  ただ、それはその後の話であって、私こだわるのは、最初のシチュエーションです。誰が見たの

か。物理的、機械的に映るはずがないものを見たと言ってきたのですから。まさにこれ、昨日笹岡

議員が質疑の中で、議会に対する冒瀆ではないかという言い方をしていました。私まさにこれ議会

に対する冒瀆だと思いますよ。虚偽のシチュエーションです。ありもしないことを見た。ただ、今

笹岡議員が言っていましたけれども、私は口頭で説明している言い方をしましたけれども、それだ

ったら分かるのです。それでこういうふうに言われたのだよ、ああいうふうに言われたというのだ

ったら分かります。見ていたという言い方が、僕は本当に引っかかるのですけれども。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 見ていたと言ったのは事実なのです。見ていたというのは。 

          〔「機械的に見えないんですよ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いや、いや、その中で退席したと。さっきも言いましたように、代表監査が。

代表とは言いませんでしたけれども、監査委員が退席したということで、それのところの話の中で

ユーチューブを見ていたと。そうしたら監査委員が途中で退席したと。 

          〔「見えるわけがないんですよね」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いや、見える。 

          〔「映像はここしか映さないんだから」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いえ、いえ。議長がそう言ったわけです。これで結構ですと。退席したと。

そこまでは聞いて、それでその中で先ほど言ったように、途中で退席するというのはおかしいでは

ないかという話がありました。それで、おかしいと言えば、これこれこうだということで繰り返し

ませんけれども、本来独立した監査委員が、村長の席で答弁について、こういう打合せをしながら
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やっていたのですよと、いましたよと。そうしたら、それも併せてそういうことはあるのですか、

おかしいですよねということです。 

〇議長（寺田 優君） いろんな意見もあるでしょうけれども、あまり引っ張り込んでくるのもなか

なか議会としては大変かなと思いますので、整理もしながら答弁、質問はしていくことが必要かな

と思いますので、よろしくお願いいたします。協力してください。 

  それでは、昨日の懸案事項についての答弁から入っていきたいと思います。 

  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） おはようございます。よろしくお願いします。 

  昨日の（株）ＴＯＳＨＩＭＡ関連の答弁ですけれども、昨日の答弁を訂正させていただきます。

改めて契約書を確認したところ、令和２年度、令和３年度の契約書に積算書の添付はされておりま

す。それと、今年度の補助金精算として、代表取締役の退職金を４年遡って積算しているというお

話をしていると思いますけれども、令和２年度、令和３年度の２年分の積立て分は以前の委託費の

中で見ているため、２年分に当たる48万円に関しては、それを見込んで今年度精算になるというこ

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） 昨日、議長から議会への報告ですと、（株）ＴＯＳＨＩＭＡさんと呼んでと言

ったのか、聞きにいったのか分かりませんけれども、確認をすると、（株）ＴＯＳＨＩＭＡさんと。

それで、その間は休憩だという報告で議会が休憩に入りました。そこで、それ自体はそうですかと

いうことはならざるを得ないと思うのですけれども、ここで不思議なのは、そういうことをしない

と自分たちはどういう仕事をしていたのかということは把握していないのですか。相手方を確認し

てみたら、なるほど行政が伝えた、添付した、契約した、それは契約書の中にあれば村にもあるの

でしょう、契約書は。一々確認しなくても。ないのですか。 

  大体契約書というのは、言うまでもなく、甲乙双方が持つことになっているのです。必要に応じ

ては第三者に持たせることもあるでしょう。それ自体は確認したところあったというので、それは

よかったなという以外の何者でもありませんけれども、行政はその契約書を、同じものを持ってい

たのではないのですか。持っていないのですか。 

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） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  昨日ご質問を受けたときに、パソコンの中に残っているデータをちょっと探して確認して、その
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ときには積算書の添付が見当たらなかったもので、原本を探す必要があるということで休会させて

いただいたということです。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そういうこともあるのかもしれません。これはこれ以上立ち入りませんけれ

ども、ただまか不思議だなという印象はあるのですけれども。即答とまではいかなくても、いつで

も物を聞かれたら、ぱっと答えられるということは不可能に近いだろうと思いますから、いつもそ

れでは調べてみますということはよくあり得ることで、そういう意味で本村には、本村というか、

パソコンにはあったけれども、書面はなかったと、見つからなかったと、時間がかかるということ

で、それならばそこへ手間暇かけるよりは呼んだほうが早いということで来てもらって、そうした

ら書類を持ってきたと、原本ですね。双方が原本持つわけですから。それは了としましょう。 

  それから、後半の答弁の中の24万、24万についてはどう処理すると言いましたですか、もう一度

確認をお願いしたいです。 

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） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  令和２年度、令和３年度分に関しての退職金、代表に当たる方に月２万円という積算を委託費の

中でしているということですので、２年にわたって計算すると48万円分を見込んでいたということ

ですので、今年度の補助金の精算の際に48万円分は見込んで精算をすると。簡単に言うと、450万円

で、402万円か。402万円ということで精算をするということになります。 

  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） 402万円ということは、450万計上したのだと、この新年度で。これは予算に

入るけれども、まだ決算に入っていないわけですけれども、それを過年度に48万円執行済みなので、

その分だけは減額して、本来新年度で450万円計上して執行することになっているのだけれども、過

年度分に過払いがあったということですか。過払いが発覚したと、その契約書なるものを見てみた

ら。だから、新年度において減額すると。私は、結論的に言うと、それはできないだろうと思うの

です。過去の事案に過払いがあったから、後日それを減額するということは。既に執行済みです。 

  それで、それが１点と、それからもう一つ厳しいなと思っているのは、450万そのものは既に議決

済みなのですね、今年の３月で。これをあなた方は執行しなければならないのです、450万。どこの

許可の下に405万に減額するのだと、こうなるわけです。勝手に出し入れはできないと思うのです。
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それが２つの理由です。大体過年度分に徴収すべきでないものを徴収してしまったと。例えば税な

ら税、あるいは公共料金何でもいいのです。過年度分に徴収すべきでないものを徴収していたとい

うなら、これは後年、損失補填的に行政は償還する義務はあります。取るべきでないものを徴収、

取っているのだから。ところが、それをもって支出した。それは、相手はもう消費してしまってな

いのです。48万円はもうない。消費してしまって、処理済みになって、相手にしてみれば。人件費

にしてしかりです。その他の費用にしてしかり。全部消費してないのです。それで決算取っている。

それを新たに450万、何だか分からぬけれども、450万必要とした、あるいは400万でもいいです。月

々100万の400万でもいいのです。それを執行するということで議決してあるのに、そこから減額す

ると。これは論的に、予算措置上、決算処理上、私はできないとまでは言い切れないかもしれませ

んが、厳しいだろうと思うのです。本当はこういうことこそ監査委員が監査して、意見を私は述べ

るべきだと思う。決算ですから、来年減額しますと、ああ、いいのではないですかと、こういう結

論になるのかどうか。来年というのは今年ですけれども、今年はもう予算450万確定しているのです。

勝手に減額はできない。 

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。 

  今年度の補助金の事業ということですので、ちょっと監査委員とも確認した上で、どういうふう

に処理するのが適切かというのを確認した上で事業執行したい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） 私は、監査委員と言ったから、監査委員がどういう結論を出すのか知りませ

んけれども、とにかく執行済みなのです。もし監査委員が監査していないというから、何とも言い

にくいのだけれども、これ自体は私自身は問題だと思いますよ、どんな理由があったにせよ。だけ

れども、それはしていないものを今さらというわけにもいかぬでしょうから、執行済みのものを今

さらどう処理するのだと。 

  たまたま皆さん、積立金で勘定科目は積み立ててあるでしょうと、48万円。あるはずだと、（株）

ＴＯＳＨＩＭＡさん、あるはずなのだ。それは返してくれと。簡単に言えばそういうことですよ、

民間的には。民事的には可能かもしれません。ところが、予算決算との関係で、私は先ほど申し述

べたように、それは不可能だと思っています。これは結論から言って、監査委員と私確かに申し上

げました。それは意見を聞きたいということだけで、監査委員に相談してみたら、監査委員が元へ

戻せということは、私はおこがましい言い方かもしれませんけれども、ちょっと厳しい、監査委員

の立場からしたら、私は委員ではないから、人のことまで勝手に想定することは気が引けないでも
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ありませんが、言わせれば厳しいだろうと思います。予算済み、執行済みなのだから。これについ

て不当だとかいう意見は述べられますよ。不当であろうと何であろうと執行してしまっているのだ、

もう。 

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。 

  今年度の事業に関しましては、補助金事業ということですので、その中で例えば減額になるとか、

そういったことは以前からお話があると思いますので、今年度に関しては状況、実績報告が出た時

点で村のほうで精査して、事業を実施していくということです。 

  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） 今年度事業は、私どもにしてみれば450万執行してくださいと。これに尽きる

わけですね、いずれにしても。それで、皆さんのほうは過去との相殺をやりましょうと、簡単に言

えばそういうことです。そうすると、相殺は手段としては可能性があるとは思います、手段として

は。ところが、適法かどうかという問題です。ということは、こういうことになるのです。また変

な誤解をされては困るけれども、私は昨日あなた方の足元の問題ですよと、村長の足元の問題です

よ、（株）ＴＯＳＨＩＭＡには関係ありませんと言いました。まさにそのとおりで、（株）ＴＯＳＨ

ＩＭＡさんが480万円を消費したことにさも問題があるようになるわけだ。だから、返せよと。償還

というのはそういうことです。ところが、合法的に議会が議決している。ただ、執行の仕方が、そ

ういう議会が知っていたかどうかまで記憶はありません。そこまで積算を見ていたかどうかという

のは。しかし、過去の積算書を見れば、そこに計上されていたと。それを今頃気がついて、返せよ

と。来年度の予算で操作しますとか。監査委員とは申し上げましたけれども、どうなるものでもな

いのかなと思うのですけれども。もう（株）ＴＯＳＨＩＭＡさんは450万、歳入に見込んでいるので

はないですか。議会も議決していることだし。今さら過去の分を相殺しますといったら、当てが外

れてしまうと、終わってしまっていることなのだから。 

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。 

  先ほどこれが法律的にどうなのかというようなお話がありましたので、そこは弁護士と関係各位

に確認した上で適切に処理していきたい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。 
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          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それはそれで顧問弁護士が設置されていますので、法的な専門家の意見を求

めて、私は専門家ではありませんので。ただ、一般的に会計規則の上でも、財務処理の上でも、ち

ょっと異論があるなという認識は持っていますけれども、弁護士なりの方に聞いて、それは適法、

合法的にこのように処理すれば結構ですと道があるならば、法にはやっぱり我々従わなければいけ

ない。そういうところで、あえて言えばこれは留保ということになると思うのです。 

  そうすると、450万が当てにはならぬということですな、相手にしてみれば。議会も議決したけれ

ども、あれはどうなるか分からぬと。そこだけは言えます。 

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。 

  先ほど弁護士とか関係各位にちょっと相談するということです。ここで確かなことは言えないの

ですけれども、450万か402万か、どちらかで処理するということになるのだというふうには考えて

おります。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうしますと、私は450万というのは決算ではないので、予算のことで、しか

も議決案件になっていますから、あれはおかしいのではないかと私の立場からは言えないのですけ

れども、皆さんがそう言うのは、今度は402万にということは、皆さんのことではそうだけれども、

私はそれでいいではないですかということは言い切れないです。 

  それから、それはそういうことで待つことにしますけれども、これは決算書なり、あるいは積算

書を見て、契約書の中は見られたようなのですけれども、その他について問題ないのですか。その

他については。あえて伺うのは、皆さんは初めて知ったわけです。初めてどういう積算をして、ど

ういう契約したかというのは、昨日相手方さんに来てもらって、書面を見てもらって、初めて気が

ついたわけだ。黙っていれば、そのまま行ってしまったわけでしょう、何が何だか分からないまま。

昨日主幹さんは、主幹と言っては申し訳ないですけれども、いわゆる仕事さえやってくれれば、も

う一旦払い込んだ金は関知しないという意味合いの答弁をされているのです。そもそもの私が質問

した発端はそこにあるわけです。一旦払い出したら関知しないと。ところが、よく考えてみると、

昨日も言いました。右手でつかんで、左手に払ったのです。決算はあなた方がやるのでしょう。だ

って、利島の会社だから、利島村の。本来ならば、自分たちが責任を持って積算して、予算組みを

して、それに基づいて契約した。それを、あとは皆さんが今度は監督権、村長は監督権を持ちます
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から、単に監督権。議決権もそうです。だけれども、執行については、普通の会社の民間会社に対

する行政が監督権なんか持ちませんよ、よっぽど何かの事件性があれば別でしょうけれども。そう

でない限りは、村長は常に監督権を持っているわけです。監督権というのは権限です。適正に執行

されているかどうかと。建前としては、少なくともそういう立場にあることはご理解いただいて処

理されていると思うのだけれども、俺は知らないよではなくて。一旦払い出した金は知りませんと。

それは昨日も述べましたから、ご理解いただいていると思うのですけれども、契約書にあった、返

させますよ、返還させますよというのは削除してしまったと。何で削除したのだと、私に言わせれ

ば言いたい。それは蒸し返しませんけれども。だから、そういうことも踏まえまして、ほかに何も

なかったと。あとは全部契約書に基づいてそのまま執行されていると。同額とは言いません。少な

くとも大きい科目。 

  昨日もちょっと休憩中でした。話しましたけれども、例えば人件費を12名分計上したと、年間で。

それには、保険から何から全部入るわけです。賞与はもちろん、時間外があるかどうか分かりませ

んけれども、もろもろの人件費、ある意味では物件費も含めて。要するに旅費なんか物件費ですけ

れども。そういうものを含めて、それを一言人件費と言っておきましょう、便宜上。人に関わるお

金ということで。これが12名分そっくりそのまま計上されているわけです。ところが、１年間で働

いた人数は、多少の出入りはあったにしても、８名か９名か分かりませんけれども、10名だと。こ

れは仕事さえやってくれれば、以前の副村長もそういう答弁でした。仕事さえやってくれればいい

のだと、３名だろうが、５名だろうが。これも素直に皆さんがそういう論立てでこの間押し切った

というか、行政が対応してきたわけだけれども、これも弁護士に相談してみてくれませんか、つい

でに。どうなのだと、これは。 

  そうすると、私言った過去の契約書の中には、余った金は返還しますと、５月31日付で。閉鎖の

ときです。ところが、余らない。今度は人件費は余らない、返さないのだけれども、退職金につい

ては返させてもらいますと、返還させてもらいます。科目によっては取ったり取らなかったり。よ

く分からないです。弁護士に相談するのであれば、せっかくの機会で、しかも顧問弁護士ですから、

有償か無償か知りませんけれども、その辺も含めて改めて確認してほしいと思うのです。 

  私からは以上について、その他はまだ調べていないのでしょう。ただそこだけは調べたけれども。

というのは、行政としては点検していないということです。どうでしょう。誰かではないけれども、

分からないものを幾ら聞いても駄目なので、それこそ分からないなら分からないと言ってくれれば、

それでしようがないと。分からないのに分かったような顔をされても困る。 

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。 

  （株）ＴＯＳＨＩＭＡの運営が適切かどうかというようなお話だとは思うのですけれども、そこ
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の点検というか、村としてきちっとチェックができているのかというお話だと思いますので、今保

留になっているようなところは今後きちっと確認させていただいて、滞りなく事業が運営していけ

るように努めていきたい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） 微妙な答弁なのです。 

  私は（株）ＴＯＳＨＩＭＡさんが適正に処理しているか、予算処理を、決算に向けて事業処理、

執行処理、やっているかということを質問しているのではないのです。管理監督しろということを

言っているのではなく、してと言っているわけではないのです、そういう意味では。（株）ＴＯＳＨ

ＩＭＡに責任はないですよと言っているだけだ。（株）ＴＯＳＨＩＭＡはやっていると思います。誰

でも信用しているのだ、これ。今言ったのは、私に言わせれば責任転嫁で（株）ＴＯＳＨＩＭＡに

持っていくような感じですけれども、（株）ＴＯＳＨＩＭＡの方々は例えば人件費を８人なら８人、

９人なら９人で働いたと。しかし、実際に人件費が12人分あるのだと。これを、それでは８で12人

の分をぶっかくなんていうことはやっていないと思いますよ、そんなことは。あくまでも基本給が

幾らで、手当が幾らで。だったら、その都度、その都度、10人だ、12人といった金額が余るがな。

仮に余ったとします。それをそのときの人数で割って、去年は給料が30万で８人にやったら35万だ

ったけれども、今年は10人が働いたものだから今度は32万だとか、そういうことにはならぬと思う

のです。まともに真面目にやっていると思います。一番真面目にやっているのではないですか。そ

ういう職員たち、代表者をはじめ職員たちがそんなことはやっていないと思っています。皆さんそ

う思っている。私もそう思っています。 

  適正にやっているかということですねと言われると、ちょっと適正に、いや、そうではないでし

ょうとは言えない。適正にやっていると思います。もし疑うなら、皆さんが疑っているわけだ。仕

事さえやればいいのだから、どうとでも使っていいと、人件費は。私ども村とすれば、12人分組ん

であると。これは、ただ12人分と言ってあるけれども、仕事さえできれば８人でやって終わったの

なら、その人件費は全部８人で分けてくれと。皆さんはそういう考えで来たの。だけれども、（株）

ＴＯＳＨＩＭＡの代表者をはじめその他の職員は、そんな処理はしていないと思うのだ。もちろん

残業代があれば、それは適正に適法ですから、８人分で12人分の仕事をするときに残業がかかると。

だったら、それはしかるべき相当な残業代を頂くのは当然ですよ、これ。給料が上がったり下がっ

たりしていますか、本給が。そんなことはやっていませんよ。 

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。 
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  すみません。私の発言がちょっと意図があまり伝わらなかったのかもしれないですけれども、私

も（株）ＴＯＳＨＩＭＡの方々は一生懸命業務に取り組んでいただいているというふうに認識して

おります。ご指摘の点につきましては、過去の委託費なんかも含めて、この執行で、この執行とい

うか、取扱いとしてどうだったかというのは顧問弁護士も含めて、監査委員とかも含めて確認して、

今後よりよい運営がしていけるように、うちのほうとしてもきちっと聞かれたことを答えられるよ

うな体制をきちっと構築していきたい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） ミスであるということでお認めいただいているようですから、どう処理する

かという問題に関わるわけで、それでどう処理するか、これからどうするかというのは未来の問題

で、将来の問題で、これは弁護士等々と、それから関係者とも協議して方針を出したいということ

ですから、そこに取りあえず委ねるしかないと思うのですけれども、私はこれはこれで不当性があ

るかないかと論ずることよりも、執行をそのまま認めざるを得ないのだろうと。それで、この後ど

うするかというのは皆さん方の考え方です。 

  それで、問題なのは、これからという処理の問題ということになると、過去の48万円をそのまま

認めざるを得ないだろうと。認めるも認めないも確定するしかないとこれは思っています。私は。

皆さんがどういう意見かは分かりませんけれども、とにかく終わってしまったことなので。ですか

ら、それはもう相手が執行してしまっているだろうから認めざるを得ないと、今さら返せといった

って。自分たちが払い出しているのだから、いいですよと、合法的に。それは相手方が素直に受け

止めて、そのまま執行するのは当たり前です。それを今さら返せよというのはちょっと筋が違うか

なと。ここから先は予算に入っていくのかどうか分かりませんけれども、予算は予算で450万支出し

ていると。ここだけ含んで、弁護士なり、これと思う関係者の方に相談してください。以上、私は

ここにとどめざるを得ないです。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） ほかにありますか。 

  石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 同じ（株）ＴＯＳＨＩＭＡのことなのですけれども、社長の報酬は720万にな

って決算が出ているのですけれども、この720万になったのは今年からです、令和４年か。それまで

はたしか480万かな、だと思ったのですけれども、いつから720万になったのですか。 

〇議長（寺田 優君） 休憩します。 

          （休憩 午前１０時１３分） 
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          （再開 午前１０時２３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。 

  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。 

  （株）ＴＯＳＨＩＭＡの代表役員の報酬ですけれども、今年度につきましては月額45万円です。

プラスで賞与分として２か月分を２回で720万になっております。代表の役員報酬については、株主

総会において議決をしております。 

  以上です。 

          〔「聞いているのは、去年の内訳との関係だぞ。去年の内訳書だ。今 

            年度のではないから」と言う人あり〕 

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） すみません。先ほど今年度と申し上げましたけれども、令和３年

度になります。 

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） 令和３年度の積算表だと40万になっているのですけれども、これはいつから

変わったのかを聞きたいのですけれども。 

          〔何事か言う人あり〕 

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） すみません。ちょっと調べてお答えしたいと思います。 

          〔「休憩する」「休憩だね」「そのほか（株）ＴＯＳＨＩＭＡ関連でせ 

            っかくなので、先に聞いておいていただけると非常に助かるのか 

            もしれません」「休憩したほうがいいよ」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 休憩します。 

          （休憩 午前１０時２８分） 

                                           

          （再開 午前１０時５０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。 

  荻野産業観光課主幹。 
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          〔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。 

  役員報酬については、例年５月に開催される株主総会で議決をされております。ちょっと過去を

遡って調べたところ、令和元年度の役員報酬は月45万円を掛ける12か月、賞与は１回で30万円とな

っております。令和２年度につきましては、月額の役員報酬は45万円、変わらずです。賞与は58万

5,000円を６月と12月の２回、令和３年度は月額報酬45万円を12か月、賞与は90万円掛ける２回とな

っております。なお、積算については、本来であれば45万円で積算するところが、40万円になって

いたという誤り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） 積算表も間違っていたということですか。見ていないでやっていたというこ

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） 当時見積り、積算、それから実際の株主総会で議決しておりまして、その数

字の誤りに申し訳ない、気づかなかったといったところが今事実でございます。大変申し訳ござい

ませんでした。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 令和２年の45万というのは株主総会でやったと今発言があったのですけれど

も、令和２年度も40万で出して、株主総会で45万にしたということですか。 

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） お見込みのとおりでございます。 

〇議長（寺田 優君） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 何にも見ないで株主総会までただ出していたということですか。積算はしま

したけれどもと。いいかげんな積算をしていたということですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） いいかげんというわけではないですが、完全に見落としていたといったとこ

ろです。当時、今でもそうですけれども、代表取締役という責任に対する処遇に関して協議を重ね
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ていたという記録は残っておりまして、それに見合う報酬を支払うべきだということで上がったと

いうようなことで、それは株主総会で決議されておりましたが、繰り返しになりますが、積算のほ

うがそれに見合っていなかったといったところで、足らないというか、当時の金額と違った状況で

支払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） 令和２年度のやつも720万払われたということ。 

          〔「令和２年度は……」と言う人あり〕 

〇４番（石野 治君） だって、45万という話をしたけれども。 

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。 

  令和２年度につきましては、月額報酬は45万円というのは変わりはないのですけれども、賞与に

ついては58万5,000円を２回に分けてになっているということです。 

  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） 株主総会で積算はやったのですけれども、株主総会でこれはおかしいといっ

て、ちょっと少ないのではないかといって令和２年度から720万に上げたということなのですけれど

も、これ上げて次の年も同じ積算表を出して、（株）ＴＯＳＨＩＭＡに渡したわけですか。それとも、

５月の株主総会でまたおかしいなということでやったのですか。株主総会といっても、株主は１人

かそこらだと思うのですけれども。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） ちょっと私も株主総会は今年初めて、１回しかまだ参加していないので、そ

の当時株主総会に出席した方がいないので、記録にある中での答弁になってしまいますが、いずれ

にせよ今見返している中で予算、積算と決算の額が少し乖離があったというところで、申し訳なか

ったというところです。今年度に関しては、一応そういうことがない数字になっているというふう

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） 積算表しか私のところにないので、何を聞いていいか、もう分からないので

すけれども、これで今まで２年間、要は令和２年、令和３年と積算は出したけれども、株主総会で
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役員の報酬を上げていたけれども、同じことを令和３年度でもやったということなので、これから

間違いないようにやってもらいたい。 

  終わります。 

〇議長（寺田 優君） 以上でよろしいですか。ほかに質問のある方は。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 本題的なものは私先ほど終わるのですけれども、ちょっと確認したいのです

けれども、再三株主総会という言葉が出ます。これについては、今度の予算のときやってもいいの

ですけれども、予算のときでも株主総会というのでしょうが、予算議案のときも。今言う皆さんに

お伺いしたいのですけれども、まずその前に具体的にお伺いしますけれども、株主総会とは何名出

席されているのですか、何人。どういう人が出席されているのですか。今年度ではないです。過去

の決算期に至る株主総会です。 

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） 基本的には、代表取締役と株主である村、村長もしくは担当所管課長、村長

か。村長が出席していると。 

          〔「いないときは副村長」と言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） まあ、まあ、ということです。聞いている限り。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そこでなのですけれども、現在は少し違うのです、今年からは。当時は、株

主はいないのです。1,000万の何十株だか、200株、５万円として200株か、1,000万というと。まあ、

分かりません。1,000万円の当初は第三セクターで民間が８名入ったのですか。それで、５万円ずつ

の株を持っていてそれが40万、当初は。農産のときです。それが、村が100％回収して、単独の株主

になったのですね、経過が。今年は違います、今年度は。去年の12月にそういう方針を打ち出して。

ですから、予算の立て方が根本的に違ってきた。対応の仕方も根本的に違ってきた。ですけれども、

当時は村しかいないのですよ、株主は。誰ひとり持っていない、株主はね。ここは勘違いされては。

経営に携わる人は、これは委託です。まさに代表取締役という管理責任者です。言わせれば株主で

はない。株を持っていない人を株主とは言えない。 

  私なぜそれを聞くかといいますと、あたかも株主総会というから、村の機関ではないみたいな。

誰かが、俺の責任ではないのだと、これは。何かほかの人にも責任が、みんなで総会で決めたこと

だというぐあいにしておくと、何か焦点ぼけがしてくるのです。株主総会とはどこにあるのだろう

と。総会のメンバーとは誰なのだ、株主というのは誰なのだと。それで、いろいろ探してみたらた



 - 257 -

った１人だと。それは代理はいいですよ、村ですから。確かに名義は、言いませんけれども、当時

の村長名だと。今でもそうかもしれません。利島村では訳が分からんから。そういう点で、昨日も

申し上げましたけれども、（株）ＴＯＳＨＩＭＡの株主総会というと、何か全体的にどこかに責任団

体があるみたいな、こういうことでぼやけてくるのだけれども、（株）ＴＯＳＨＩＭＡそのものには

そういう意味では働いている皆さん、この方々には何らの責任がありませんということなのです。

全ての責任が村がある。過年度です。村が作った会社で、村以外に株を持った人、利害関係者はい

ないのだから。もうけようがもうけまいが。利益が出ようが出まいが。配当を受ける権限のある人

はいないのです、村以外に。誰かもらっていますか、利益が出て。利島村は村長名でかつて98万何

がしかの配当金を受けています。ほかに誰か受けていますか。 

          〔「何を答えていいか分かんない」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 質問の意味が分からないのでは困るしたい。 

          〔「過去の話を」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 今決算ですから、予算と違うので。 

  決算期においては、100％村の株なのです。ほかに株主、株主総会と言うから、何かどこかにある

のかなと思うわけだ。ところが、よくよく見たら株主というのはたった１人しかいない。幾ら探し

ても。ほかにどこかいるのですか。誰が持っているのですか。言えば、例えば私なら私が株を持っ

ていたとすれば、私と村との協議です。だから、私はいないのだから、村以外に１株たりとも持っ

た人はいない。それを言っているのです。そうして、株主総会の協議、決定と、こう言っているか

ら、ないところで決定しようがないのです。決定しているとすれば村だけ。村長だけ。そのところ

をどういうぐあいに認識されていますかということです。株主総会、株主総会と言うけれども。利

島村そのものなのです。以外にはない。あるとしたら教えていただきたい、誰だと、それは。質問

分かります。 

〇議長（寺田 優君） 株主は誰だとうこと。そういうこと。 

〇３番（笹岡壽一君） だから、くどいほど言っているではないですか。株主総会と言うから。総会

というのは、株主が皆さん集まって合議するのですよ。それで議決するのです。そのときには、株

主総会の議決が物を言って、村は関係なくなるわけです。株式会社については株主総会で決めます

から。 

  例えばあるどこかの会社でもいいです。そこが株主総会で決めるでしょう、会社の経営方針を。

それについて村がとやかく言う立場ではないです。同じなのです。村しか株を持った株主がいない

のだから、それに対して（株）ＴＯＳＨＩＭＡの云々の誰々がとやかく言う立場にはない。それが

お分かりになりますかと聞いているのです。私は株を持っているのなら、１株でも２株でも。持っ

ているのならば、私を集めて株主総会を開くべきです。だって、集める人はいないのでしょう、村

長以外に。今の村長ではないですよ。過去の話だから。その代理を副村長が務めるか、担当課長が
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務めるか、職員が務めるか、それは自由裁量ですよ、村長の命で動いているのだから。だから、株

を持った人、ほかにいる。株主総会、株主総会というから、株を持った人はほかにいるのですかと

一つ聞いているわけ。いないというのでしょう。いなかったら、総会とは何ですかと聞いている。

誰が決めているのだと、これ。 

〇議長（寺田 優君） １人いるということでしょう。 

〇３番（笹岡壽一君） だから、１人。ありがとうございます、答弁。ありがとうございます。そう

したら１人でしょう。その人が決めているのでしょう。これ議長の話だからね、信用できない、こ

れ。議長は株主ではないのだろうから。株主かもしれないけれども。 

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） 株式会社ＴＯＳＨＩＭＡの株主は利島村１人です。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうすると、以下お分かりですね。１人ですから、総会によって議決権を行

使できるのは村だけ。全ての責任が村にある。ここまではいいですか。（株）ＴＯＳＨＩＭＡにはな

いのですよ、職員たちに責任は。それを指揮監督するのは確かに株主たる村です。その指揮監督す

る立場にある村が、社長が、曖昧だったら困るではないですか、従業員は、会社は。その責任の自

覚はあるのですかと聞いているのです、早い話が。何だか株主総会というとよそ事みたいに聞こえ

る。株主総会で決めます、株主総会で決めますと。村が、私が決めますということになっているの

ですよ、早い話。何かほかに決めるところがあるのかみたいな。その辺の認識をきちんとしないと、

この話が何か人の責任、つまり（株）ＴＯＳＨＩＭＡのどこかに責任があるみたいな、責任転換み

たいな。昨日も言いました。皆様方は足元なのですよと、（株）ＴＯＳＨＩＭＡには関係ありません

よと。何か意味ありげな言い方をするようだけれどもと言ったのです、昨日。その自覚は行政にな

かったら、俺たちの責任なのだと、全ては。そこのところは認識できたら、株主総会なんていうの

は出てくるはずがない、言葉が。組織はあります。しかし、株主総会に出席する人はたった１人。 

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） 当然責任は利島村であり、村長である私が持つところでありまして、おっし

ゃるとおり、会社に責任、当然委託の範囲で仕事の責任はあるにせよ、経営もお願いしているとい

った中で管理監督すべき立場であるというところで、株主総会に関しましてはこれは会社法上とい

いますか、やらなければいけないものと定められているものでやっておりますし、それ以外のとこ

ろでも協議をずっと重ねてきて、運営に関しては所管の方々、職員も含めてサポートしていき、協
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議も重ねてきているといった中で、一緒に歩んでいけるように過去からずっとやってきているとい

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） それは当然ですよ。村長が１人、社長だからって自分で悶々として決めて全

てやれと。誰もそんなこと考えていません。私自身もそういうところを要求しているわけではない。

指摘しているわけでもない。村長自身がオーナーとして、唯一のオーナーですよ。として従業員や

ら関係者にいろいろ相談したり、知恵を授かったり、協力を求めたり、あるいは指令したり、当た

り前ですよ、これは。どこの会社だってそうでしょう。社長が１人で全部やっているわけではない。

従業員もいれば、皆さんいる。お客さんもいるかもしれぬし。ただ、責任の所在を転嫁しては駄目

だよと言っているわけだ。ここで言えば（株）ＴＯＳＨＩＭＡさんに。 

  今皆様方の足元が、肝腎要な足元が崩れていることによって、こういう問題が起きてきているの

だと、実際に。それを何か株主総会で問題があるみたいに転嫁するというところに、どこかで会社

の従業員が悪いのかみたいな印象になってしまうと、これは困るよと。 

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） 決して会社ですとか、株主総会で問題があったとは認識しておりません。あ

くまで行政の側に積算等で誤りというか、手落ちがあったというところで、株主総会等できちんと

協議をされて、今回で言いますと役員の報酬に関してはきちんと経過をたどって支出しているとい

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） 相談は大いにどことでも相談してください。これもまた村長のすべき問題で

す。議会とも相談してもらいたいし、会社とも相談して、従業員の皆さんとも相談してもらいたい

し、職員とも相談するのは当たり前です。ぜひやってください。ただ、最終責任は村長ですよとい

うことです。あれがこう言った、これがこう言ったではなくて。そういう点でお願いしたいと思う

のです。 

  そこで、私は確認の意味で１点なのですけれども、先ほど石野議員から出ていた、どうも村長が

謝罪というか、認めたというか、よく分からないのだけれども、金額が40万だの45万だのという話

がありましたけれども、積算と実際とのあれが。これがどうして起きたのですか。よく分からない。

どっちがどれがどう。要するに積算には40万と書いてあるのだが、執行した額は45万ということな

のでしょう。それは手落ちがありました、見落としがありましたというような話で受け止めて聞い

ていました、村長からは。だけれども、普通そういうことはあり得ないですな。しかも、２年にわ
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たってでしょう。45万というのは、毎月毎月45万払ったと。実際には40万しかないのに。よく決算

が通りましたよ。赤字になっているはずなのだ、これ。予算からしたら。40万の予算計上したけれ

ども、45万払ったら相当な赤字が出るはずです。それ相当の。２年足したらなおさらという意味で。

よく分からない。どうしてこういうことが起きたか。ただ見落としということでは私はないように

思えてならないのです。見落とすはずがない。だって、初年度40万とやって、45万にしたと。払出

しは。そうしたら、次の年は45万で積算する、普通しますよ、少なくても。それも気がつかないで、

また40万の計上して、執行した額は45万と。どうも分かりが悪い。蒸し返したくはないのだけれど

も、その１点がどうも気になる。 

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） 笹岡議員にお答えします。 

  おっしゃるとおりで、そういったことが起きてしまっているというのは、こちらの本当に手落ち

というか、確認不足というか、もう本当に申し訳ないという気持ちなのですけれども、当然過去は

ちょっと覆らないということもありますので、今後はそこの精査をどういった形でやっていくかと

いうのは、幹部会も含めてきちっとやっていきたい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） 私も終わったことはしようがないとは先ほど言いましたので、それはそれな

りに認めざるを得ないけれども、やっぱり何で見落としたのかな、何で２年連続で見落としてきた

状況があったのか。ただ、主幹さんには申し訳ないですけれども、まだ引き継いで日が浅いのでし

ょう。その当時は知らないのでしょう。自分が所管したわけではないのでしょう。だから、そうい

う人に担当といえども過去の話について知らない。それでは、過去の人誰かといっても、今さらそ

れはそれで忘れてしまっていることもあるだろうし、そのときの担当者というのはそういう厳しい

ものだということは分かっていると思うのですけれども、私もそれくらい分かっています。分かり

ながら聞いているし、村長も同じです。村長も当時は議員で監査委員なのだけれども、多分。当時

はね。監査委員ではなかったかな。そういうことを踏まえまして、そういうのを私も頭に入れなが

らの質問をさせてもらっているのです。ですから、少し酷かなという気もしないでもないのです。

ただ、行政全体としていつまで、いつまでと言っては失礼かな。担当するか分かりませんけれども、

やっぱり公金ですから、そろって会計事務所も含めまして、担当課長も含め、村長も含めて、お互

いのミスというのはいつだってあり得るけれども、連続しているミスというのは考えにくいわけで、

どこかに問題があったのだろうと。ただ、それがなぜか。パソコンが故障したのか、40万と入れた

つもりが45万になってしまっていたのか、いろいろ要因はあると思うのです。 
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  それと、もう一つは、チェックする機関がなかったということだろう。担当職が積算したのでし

ょうけれども、それを素通りできてしまったと。どこもノーチェックで来ていたと。だから、そう

いうところにも問題があるのかなと。これ勝手な推測です。その辺も含めて、今後の課題として、

これは是正、改善を図っていただきたいなと。 

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） 先ほど述べたとおりで、いかに過去のことといえど、村長である私の責任で

あるということは間違いないところで、議会終わってからになりますが、会社のほうにも改めてわ

びをしていきたいなというふうに考えております。 

  庁内に関しましては、これ今現在もそうですが、どうしても（株）ＴＯＳＨＩＭＡの案件、事業

に関しましてはちょっと特殊なものもありまして、なかなか専門的な知識、会社のことですとか運

航会社のほうとのやり取りもあってなかなか難しいところもありますので、把握するのがちょっと

なかなか大変な部分もありますと。ただ、私が就任しましてから、一応幹部会の中でもなるべく共

有をして、幹部の皆さんにチェックをしていただく。（株）ＴＯＳＨＩＭＡに限ったことではないの

ですが、いろいろな形でなるべくダブルチェックといいますか、２重、３重のチェックをするよう

に心がけていきますので、そういった形で改善を少しずつしていければなというふうに考えており

ます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そういう意味で、我々というか、議会も今度の答弁では５年度については予

算編成前に相談をしていただくというようなことのようなので、私はこれを恒例的にやっていただ

ければ、議員も悪意というとおかしいけれども、特殊な感覚を持って審議するということはないの

だろうと思うのです。事業が事業であるだけに。どんな事業でもどうでもいい事業というのはもち

ろんないわけだけれども。そういう意味では、やっぱりこれは行政、確かに先ほど要因は何だとい

うことでお伺いはしましたけれども、しかしそれとて分かっていれば、こんなミステークは出るわ

けがないので、分かっていないという実情だろうと思うのですけれども、改めてお伺いしたいのは、

村長が今言ったように、議会に相談しようと、予算前に。答弁では何か非常事態、潰れそう、極端

に言えば潰れそうなときとか非常事態のときは相談すると聞いているみたいな話になっているのだ

けれども、そうではなくて、議会でも事前にそういう協議、相談があれば、当然気がついていると

思うのです。今でさえ気がついてきている。だから、そういう点でそういうミステークを防ぐよう

に、議会対応にしても予算編成前には事業計画、あるいは決算については取り計らいをしていただ

きたいと改めて答弁をいただいて終わりたいと思うのですが、どうですか。 

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

〇村長（村山将人君） 先日の答弁でもありましたとおり、ほかの自治体の例を参考にさせていただ

きますと、小笠原村では３月議会前には議員一同で母島も含めて管内視察をし、新年度予算の概要

説明をしているといったこともありますので、私はそういったイメージを持って、議員の時代から

そうだったのですけれども、ありまして、そういったことをちょっと独自でやっていけたらなとい

うふうに考えております。どこまで資料が準備できるかというマンパワー的な問題もありますが、

なるべく３月議会の前に予算編成がある程度固まった段階で説明する時間をいただけたならという

ふうに考えております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。終わりにしてください。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 提案された予算の説明だと遅いのです。まさに審議に入っていくわけで。た

だ私が言ったのは、村長でしたか、所管でしたか、答弁書の出ているとおり、予算編成前にと、こ

う言っているのです。その段階で相談というか、相談していただければ、要するにもちろん積算も

できなければ、何も手ぶらで相談といっても駄目ですよ。申請書が今度あるのでしょうから。予算

申請書が出されている段階でどう対応するかということで積算もされるのでしょうから。その段階

でいろいろ協議したほうがいいのかなと思っています。答弁書にもそういう答弁になって、今予算

を提案時にといっても、これは後は一瀉千里といいますか、丸かバツかになるだけの話になります

から、そういう点でお伺いしたのですが、改めて村長の答弁は少し違ってきたなという感じがした

ものだから、質問し直してみましたけれども、どうですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 答弁骨子を見ていただければ、多分書いてあるとは思うのですが、一応予算

概要説明ということで幹部会の中でもお話をさせていただいて、共有しましたが、概要説明という

形で先ほどの私の答弁とそんなに乖離はないというふうに考えております。編成段階、編成前の段

階で相談するのは少し難しいのかなと。資料もできていない…… 

          〔「できてから」と言う人あり〕 

〇村長（村山将人君） それが概要説明という形で皆さんに説明できればなというふうに考えており

ます。 

〇議長（寺田 優君） ほかにありますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、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。 

  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） 私は、結論から言いますと、棄権させていただきます。 

  本来、本質的には認定に同意したいという考えは重々あります。課題として、やっぱり皆さんに

反省して取り組んでいくという言葉はいただいているので、その限りではあえて賛成を投じるとい

うこともいいのかなという感じもしたのですけれども、やっぱりここは今後の課題として残ってい

るわけですから、どう取り組んでいくかという結果を見て、それで次年度からは賛成できるように

お願いをして、今期については、認定については、パソコンにはそういう表示はないようですけれ

ども、棄権ということにいたします。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） ほかに討論ございますか。 

  石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） 今笹岡議員がおっしゃったように、私もちょっと棄権させていただきます。 

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、これより採決を行いたいと思います。 

  これどうなるのか。 

  ちょっと休憩します。 

          （休憩 午前１１時２６分） 

                                           

          （再開 午前１１時３０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。 

  これより採決を行います。 

  議案第46号 令和３年度東京都利島村各会計決算認定について採決を行います。 

  議員の皆さんは採決を行ってください。 

          〔投  票〕 

〇議長（寺田 優君） 投票を終了してください。 

  投票の結果、議案第46号 令和３年度東京都利島村各会計決算認定については、賛成が２票であ

りますが、過半数に達しておらず、また棄権票も２票ということでありますので、これは議長の裁

決によって議案第46号 令和３年度東京都利島村各会計決算認定については承認することといたし

ます。 

 

    ◎日程第９ 報告第６号 株式会社ＴＯＳＨＩＭＡ令和４年度事業計画及び令 
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和３年度事業にかかる決算報告について 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程９、報告第６号 株式会社ＴＯＳＨＩＭＡ令和４年度事業計

画及び令和３年度事業にかかる決算報告についてを報告してください。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 報告第６号 株式会社ＴＯＳＨＩＭＡ令和４年度事業計画及び令和３年度事

業にかかる決算について、地方自治法第233条の３第２項の規定により、株式会社ＴＯＳＨＩＭＡの

令和３年度事業計画並びに令和４年度事業に係る決算についてこれを報告する。 

  お配りしました資料の１ページを開きまして135ページを御覧ください。利島村出資法人等経営状

況報告書ということで、昨年度、令和３年度に関しましては監査を実施していないという状況があ

りまして、令和３年度の中で株式の割合が４分の１に下がったということで、監査をする必要がな

くなったというところで、本来法的にも認められているところでございますが、やはり議会に対し

ても何かしらの報告をする必要があるであろうというところで、類似団体、同じような状況の団体

の報告書を調査しまして、私のほうで見合ったものを作成し、会社のほうを調査して議会に報告し

ます。 

  １の概要に関しましては割愛させていただきます。 

  ２の点検評価に関しまして、上のほうから順次説明させていただきます。経営状況についての予

備的診断における評価ということで、経営努力は行いつつ事業は継続していけるであろうというと

ころでＡとさせていただきました。 

  次に、事業は適切であるか、村の負担額以上に効果が上がっているかというところで、これに関

しましてはＢというところで、改善が必要というふうにさせていただきました。これに関しまして

は、やはりずっと人材不足が続いていることによって、事業の展開がなかなか厳しいと、新たな事

業展開に向けた努力が必要というふうにさせていただきました。 

  次に、赤字を圧縮するため、効率経営の自助努力を十分行っているかということで、これに関し

てはＡとさせていただきました。デジタル技術の導入など効率的な業務推進と経営費削減、収入増

に向けた企業努力として、社内人員での荷役作業を行い始めたと。企業改善努力が適宜行われてい

るというところでございます。 

  次に、事業を継続するための必要最低限の収支、財務状況を維持しているかということで、こち

らもＡとさせていただきます。適切な財務状況となっているというふうなところです。 

  次に、最後、④でコメントというところですが、令和４年度をもって東海汽船株式会社、伊豆七

島海運株式会社、神新汽船株式会社との直接代理店契約となるが、さらなる業務効率化と人材確保

に向けて、自社でも住宅確保に努め、行政と連携して進めていく必要があるとさせていただきまし
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た。 

  最後に、その他ということですが、新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言の影響

などにより、乗降客数の大幅な減少、物価高に伴う貨物輸送の減少などが見られた。このような状

況下においても黒字計上しており、経営状況に問題なしと評価するというところでございます。 

  次に、決算報告ということで、第17期の決算書としまして138ページを御覧ください。貸借対照表

としまして御覧のとおりでございますが、資産の部の合計3,309万836円、同じく横へ行きまして負

債及び純資産合計が3,309万836円とさせていただきました。 

  次に、140ページのところで、先ほど来ご指摘がありました役員報酬等合計しまして、販売費及び

一般管理費合計が6,000万4,988円というふうになっております。 

  それから、142ページ、143ページでございます。会社の動きとしまして、令和３年度に大きな動

きとしましては株式の移動がありました。議会でも報告させていただいたとおりでございますが、

株式を自社で買い取っております。 

  さらに、143ページの上段に書いてありますが、資本金1,040万円を1,000万円にし、40万円をその

他資本剰余金に計上することにより減資を行っております。株式を1,040万から1,000万にしており

ます。 

  次に、令和４年度事業計画としまして、147ページでございます。まず、１番、これはずっと変わ

らないところでございますが、１、人材確保、２、事業の多角化、３、社宅、本社、事務所整備、

４、資格取得の推進、最後に情報公開の推進ということで、どれも順次進めていっていただけるよ

うに協力して支援していきたいと考えております。 

  最後に、当社のミッションについてということで、利島で生きると、これはずっと会社設立から

述べられているところでございますが、島を支える人材育成と次世代を担う事業の推進ということ

で、利島での生活は船を着けることが絶対の基本と考えていると。物の流れも船、人の流れも船で

ある。島の玄関口を担う業務を主軸として、おのおのが利島を支えるため、次世代のために日々業

務に励んでいる。都会にいても、利島にいても、１日24時間は変わりないので、限りある時間を有

効活用して、社員一人一人が働く中で利島で生きる、島で生きることを実践していくということで

ございます。 

  以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） この報告事項は以上で終了しますが、よろしいですか。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは、報告案件で、質問にあらずという方針のようですけれども、とはい

ってもあえて内容には立ち入りません、そうもいかないかな。今村長の冒頭の報告の説明の中で、

25％、４分の１の出資団体なのだと、村は。そこについては監査は不要であるということです。こ
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れは、３年度にそうしたのでしたか。今年からではなかったか。今年750万の株価を売却して（株）

ＴＯＳＨＩＭＡに、持ち株会社にしたと。違ったか。去年持ち株会社にしたのでしたか。 

          〔「３年度」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ３年度持ち株会社。４年度ではないの。４年度持ち株会社にして、750万を処

理して、補助対象にしたのではないの。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 先ほど認定いただきました決算書の35ページ中段ほどにありますが、株式会

社株売却収入としまして、当村の収入で3,510万7,341円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） 3,500万のあれは覚えています。住宅に臨時的な基金積みしたの。単独だった

でしょう。単独積立てでしょう。それは覚えているのですけれども、そうですか。 

  それはそれとして、25％、いずれにしてもこれは過去のことというよりも、むしろこれのことな

のですけれども、25％の４分の１の株式を保有していると。それで、先ほど来申し上げましたけれ

ども、実体的な経営権者は村であると、依然として。要するに法人には、議決権の行使がやりたく

てもできないと、法人には。だから、持ち株会社が手を挙げたり下げたりというのはできない、発

言もできないわけで、会社自体は。そこに働く、あるいは行かされている代表取締役とか必要な従

業員さん、社員は、随時村長が議決するに当たって発言することは当然だけれども、しかし議決権

は行使できないと。持ち株会社は。というほうの建前があるわけですけれども、そこでお伺いした

いのは、将来この年に限らず、４分の１の保有株だと、だから監査しないのだと。何も今年、去年

に限ったことではないと。将来ずっとそうだということになるのですか。 

  株価割合が変更にならない限り、誰かが株を持ったら別です。誰かが１株でも10株でも個人が株

を取得した場合、全く景色が変わってきます、姿が。要は、今回は何だか知らないけれども、４分

の１になったから監査委員の裁量で監査をたまたまやらなかったという監査委員の任意裁量でそう

いう行動が取れるのか。あるいは、監査したくても監査できないというのとでは全然違うわけです。

私は、公金が出ている限り、監査はすべきだろうと。というのは、必要に応じて補助金を執行した

段階でも、他の団体、極端に言えば私が草刈り機を買ったとします。そこに何か不当、不正があっ

た場合は、村も当然調査するでしょうけれども、監査委員も予算執行という限りでは私のところに

事情を聞きに来ることは可能なのです。原則は確かに事細かまでということはあり得ないにしても、

予算執行に関係しているわけで、当然私は将来共々、たまたま今年は気分だが何だか知りませんけ

れども、やめたけれども、将来ずっと監査できないのだということとは違うと思うのだ。気分と言

ったのが気になりますか。 
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          〔「補助金対象は、会社を、法人は続けていく」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） では、やってください。それは私の見方だよ、それ。どうぞやってください。 

〇議長（寺田 優君） 前田副議長。 

          〔１番（前田 清君）登壇〕 

〇１番（前田 清君） 監査委員の立場から言わせてもらいますけれども、補助金支給対象に関して

は監査をやっていきます。やってはいけないと言われたら、そこはその時点で考えますけれども、

それはないと思うのですけれども。ですから、昨日も言いましたけれども、（株）ＴＯＳＨＩＭＡば

かりではなくて、農協から社協から順繰りでやっ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） 私もそう思っているのです。何か封じ手を食ってしまうと、監査が。ただ、

監査委員というのは皆さん承知のとおり、万能なのです。たった一人請求しただけでも住民監査を

やるのだから。やるかやらないかは、ただし監査委員の裁量。議会も要求することはできない。村

長ばかりではない。そういう点では、監査委員というのは万能なのですけれども、いつでも監査で

きる。ましてや監査委員が必要と認めれば、それでも監査できる。住民監査請求なんかたった１人

でも請求すればできる。１人と思ったが、３人だったか、忘れてしまったけれども。請求した場合

には、これはまず前提は監査せざるを得ないと、監査すると。ところが、一応監査したけれども、

監査委員で協議したけれども、これ及ばずと、却下ということはあり得ます。あり得ますけれども、

基本的には対応しなければならぬというのが建前になっているのです。 

  ところが、行政の側から今４分の１、25％の株のときは監査しないことになっているみたいな話

になると、これは違ってくる。今監査委員が言ったとおりです。補助金団体でも入れるのです。今

後一切（株）ＴＯＳＨＩＭＡのどこへ補助金を、私のところへ草刈り機の補助をしたから入ってく

るというのは、それはどうぞ、歓迎もしますけれども、それはないにしても、少なくとも大きな公

金が動いている場所は、やっぱり監査対象にはなり得ると。それはそれとして、監査委員の答弁で

皆さんが了とするならば、全く私も同意なので、監査委員の答弁のとおりとすれば、引き続き必要

な監査は補助金を交付している団体については少なくても定期的に年度監査はやるということでお

願いしたいと思います。異論ありますか。 

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） 異論はありません。過去の議会のように、毎年提出する義務が、義務ではな

くなったよというところだけです。監査報告を今までは義務的にやっていましたが、株式会社ＴＯ

ＳＨＩＭＡの監査を毎年義務的にやっていましたが、それを法的には必要ないと。ただ、やっては

駄目というわけではないというところなので、それは監査委員さんの判断によるところになるのか
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なというふうに考えております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それはそうかもしれません。そうかもしれませんけれども、まさか村長にも

要らないと、報告の義務はないということではないでしょうから、同時に普通の行政監査と同じよ

うに議会にもなるたけなら同文書で報告はお願いしたいと思うのです。 

  それは、何も報告して具合が悪いというような代物ではないと思うので、実態はそこによって改

善すべきは改善できるわけだから、そういう点で意地悪く構えるのではなく、私どもは考えていま

せんけれども、私は考えていませんけれども。やっぱり改善すべき点は、そういうところから見い

だしていくと。我々議員が全部監査するというわけに当然いかないので、そういう意味ではよろし

くお願いしたいと思います。 

  ついでに発言だけ。これは質問ではありません。発言だけさせて、課題として内部で検討してい

ただければ、これは監査には直接は関係ないのですが、思いますけれども、村長はいろいろ評価し

ています。先ほど来説明がありましたけれども。Ａ、Ｂ、Ｃみたいなので。こういう課題があるの

ですから、ぜひ我々はもう少し具体的に本当は知りたいのです。知ってどうするのだという問題で

はないのです。知って、どういう改善が必要なのかと一緒に考えていけたらなと思うということで

す。行政でみんな検討した結果、村長の主観的な判断ではあるまいから、行政さんのほうで見てみ

て、これがＢだとかＣだとかＡだとかやったのでしょうけれども、特に結構なことはＡはＡでそん

なに問題ないと思うけれども、例えば課題とした場合は、我々としてもそれを知り得て、それでは

どう対応していく必要があるのかなということは共に考えていきたいなと、共有して。そういう点

でこれは質問でも何でもありません。申し上げておきたいと思います。あとは皆さんの判断に委ね

るしかないな、これ。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 以上で報告第６号の株式会社ＴＯＳＨＩＭＡ令和４年度事業計画及び令和３

年度事業にかかる決算報告についてを終了いたします。 

  これで休憩といたします。 

          （休憩 午前１１時５３分） 

                                           

          （再開 午後 １時２４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１０ 議案第４７号 令和４年度東京都利島村一般会計補正予算（第 

２号） 
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〇議長（寺田 優君） 次は、日程10、議案第47号 令和４年度東京都利島村一般会計補正予算（第

２号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 議案第47号 令和４年度東京都利島村一般会計補正予算（第２号）。 

  令和４年度東京都利島村一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  詳細に関しましては、所管より説明いたします。 

  ごめんなさい。すみません。その下の部分を朗読するのをちょっと忘れました。 

  歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億2,443万1,000円を増

額し、歳入歳出の総額を17億9,898万6,000円とする。 

  ２、歳入歳出補正予算の款項の区分及び該当区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、第１表、歳入歳出予算の補正による。 

  地方債の補正。第２条、地方債の補正は、第２表、地方債の補正による。 

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） 概要についてご説明させていただきます。 

  議案書の151ページをご参照ください。全体的な概要になります。歳入では、都の携帯電話不感地

域解消のため、計画策定に関わる補助金2,970万円、町村会からの事務処理効率化推進事業助成金

1,000万円、農機具倉庫に関わる補助金953万5,000円を計上してございます。また、前年度からの繰

越金として8,970万9,000円の計上を行ってございます。 

  全体的な歳出になります。前年度からの繰越金から財政調整基金に3,000万円、庁舎建設基金に

2,000万円を計上してございます。ほか、システム改修経費として2,061万9,000円、ストックヤード

改修工事として1,051万9,000円、教職員住宅整備に関わる用地造成追加費用として260万1,000円を

計上してございます。その他、人件費に関わる部分は新陳代謝を行ってございます。 

  続いて、総務課に関わる部分を説明させていただきます。議案書の171ページの中段を御覧くださ

い。財政状況説明書作成支援業務委託として99万円計上させていただいております。こちらは、村

民の方へ村の財政状況をより詳しく、分かりやすくお伝えするために年に２回、パンフレットを作

成していきたいなと考えてございます。今年度に関しては、パンフレット作成までの業務の基盤を

構築しまして、決算状況についてのパンフレットを作成し、村民の方々に配付したいなと考えてお

ります。 

  続いて、同ページの中段、業務効率化環境改善委託1,056万円計上させていただいております。こ
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ちらに関してはペーパーレス化及び業務効率向上に向けたシステム導入、開発改修に関わる委託料

となってございます。ペーパーレス化については、本議会より執行いただいているタブレット等を

活用したシステムと、あと議会以外にも町内の打合せ等にも活用していきたいなと考えております。

業務効率向上に向けたシステム開発改修についてなのですが、今年度ちょっと総務課のほうで試行

している業務見える化というのを行ってございます。こちらについては、業務案件とか業務に対し

て、課員がどのようなストレスを抱えて業務を行っているか等を月ごとに集計してグラフ化してい

るものになっております。こちら今現在エクセルで管理しているところなのですけれども、既存シ

ステムに追加機能として開発改修を行うことで、データ入力の差異の負荷を軽減していって、今後

全庁的に導入していければと考えております。本委託については、町村会の補助金1,000万円を活用

する予定でございます。 

  続いて、171ページの下段です。携帯電話不感地帯解消計画策定委託2,970万円計上させていただ

いております。こちらは、島内の携帯電話不感地帯の解消に向けた計画を策定するための委託料と

なってございます。本委託については、都の補助10分の10を活用して行っていく予定でございます。 

  続いて、175ページの上段を御覧ください。財政調整基金への積立て3,000万円になります。今後

の大型普通建設事業のために3,000万円を基金に積む計上をしております。 

  続いて、同ページの中段、庁舎建設基金への積立てになります。将来的な調査建設のために2,000万

円を基金に積む計上をさせていただいております。 

  続いて、同ページ中段の地方税共通納税システム対応委託462万円になります。国からの必須対応

事案である固定資産税納付書のＱＲコード付記に対応するための委託料になってございます。 

  続いて、185ページの上段を御覧ください。新型コロナウイルス感染対策看護師謝礼金として256万

4,000円を計上しております。新型コロナウイルス感染対策として、臨時看護師を雇用するための費

用となってございます。こちらは、国の地方創生臨時交付金を活用して実施する予定でおります。 

  総務課は以上になります。 

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） では、住民課の所管とするところをご説明申し上げます。 

  153ページをまず御覧ください。153ページにあります⑧の住民基本台帳システム改修でございま

す1,599万9,000円と、こちら予算書でいきますと、補正予算書でいきますと177ページ上段になりま

すけれども、こちらなのですけれども、行政手続のワンストップサービスを進めるためのシステム

改修費用となっております。本システムのここを行わないと、行政手続のワンストップサービスが

できないと、こういったことで今回計上させていただいております。 

  続きまして、⑨の国民健康保険事業勘定会計の繰出金でございますけれども、こちらのほう、国

民健康保険事業勘定の人件費の新陳代謝によって増額分を計上させてもらっているところでござい
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ます。 

  また、⑩番の子育て世帯臨時特別給付金、こちら181ページ中段でございますけれども、130万円

ということで、こちらは新型コロナウイルスの影響を受けている住民税非課税世帯への支援金を国

のほうで実施しているので、それに伴う補正となっております。 

  また、その下に行きまして、先ほど看護師のところは総務課のほうからお話しさせていただきま

したので、⑫番の国民健康保険診療所会計の繰出金でございます。185ページの中段になっておりま

すけれども、診療所入り口の風除室を設け、室内の外気の流入を抑制し、新型コロナウイルス感染

症のエアロゾル感染を未然に防ぐといったところで、こちら国の地方創生臨時交付金を活用して実

施するところでございます。これに伴いまして、ここに計上している費用のほかに、また後で診療

所のほうで詳しく説明させていただきますけれども、この費用の中の内訳としまして、屋外の扉自

体の修繕と、また一般質問でしたか、出していただいた歯科診療室の改修もここでちょっと行わせ

ていただくといったところになります。 

  住民課所管は以上になります。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） よろしくお願いします。 

  152ページを御覧ください。③番の再生可能エネルギー施設整備事業発注者支援業務というところ

で、予算書のほうに関しては171ページになりますけれども、浄水場に太陽光パネルを設置するに当

たり、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を受けるための要件として建屋の耐震診断を実施し、

耐震性能の証明を提出する必要が生じたため、300万円の増額をさせていただいております。財源に

ついては、165ページになりますけれども、財源について雑入の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補

助金の交付決定通知を受け、決定額に増額、また地産地消型再エネ増強プロジェクト、補助率が３

分の２から、島嶼地域における太陽の発電設備等導入事業、補助率４分の３にメニューを変更。見

かけ上は減っているのですけれども、補正１号で地産地消型再エネ増強プロジェクト、補助率３分

の２のものを、補助率の分を掛け忘れて3,693万4,000円というのを計上させていただいたのですけ

れども、もともとはここ2,462万2,000円というところで組まなければいけなかったのですけれども、

こちらの計上を間違ってしまったことが原因でございます。誠に申し訳ございませんでした。 

  153ページの⑬番目、ストックヤード改修工事、予算書に関しましては185ページに載っておりま

す。ジシンガ沢ストックヤードの開放に関し、監視カメラを設置するための改修工事費用。すみま

せん。こちらジシンガ沢ストックヤードのほかに、エコセンターに関しましても併せてカメラを設

置させていただく次第でございます。 

  概要は以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 荻野産業観光課主幹。 
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          〔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） 産業観光課の補正予算についてご説明させていただきます。 

  ページでいうと153ページの⑭番、農機具倉庫施設等整備助成金としまして953万5,000円を計上し

ております。内容といたしましては、利島農協が事業主体となり、農機具倉庫施設の整備を行う。

本事業につきましては、都から農協への直接補助はできないということですので、村を通した間接

補助となります。そのため、歳入歳出ともに953万5,000円の補正となります。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木教育委員会室長。 

          〔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） それでは、教育委員会関係の説明をさせていただきます。 

  ページですけれども、196ページ、197ページをお開きください。上段のほうですけれども、教育

事務局事務費のほうで旅費のほうで新しい教育長に対する赴任旅費として16万9,000円を計上して

おります。 

  それから、その下の教育総務施設整備費でございますけれども、教職員住宅の整備事業としてパ

イプネットハウスの撤去時に発生した当初予算に含まれていない廃棄物の撤去費用を計上しており

ます。 

  それから、その下、小学校の学校管理経費でございますけれども、光熱水費で117万3,000円、原

油価格等の高騰の影響により、電気代の上げに伴う増額補正となっております。 

  簡単ですが、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） 私は、ストックヤードのことでカメラをつけることなのですけれども、監視

カメラの設置で開放を要請したのは私です。しかし、これは法外な金額であると思います。これほ

どの設備をしなければ開放できないのでしょうか。 

  リアルタイムで監視する状態なのでしょうけれども、これは行政側の都合のみで予算を使うとい

うことですか。このような状況下でストックヤードを使う住民がいるかどうかが問題です。常時監

視されているということで。どのような運用をすれば住民のためになるかという視点で考えること

はできないですか、これは。 

  それで、現場で定期的な確認をし、不法投棄があれば、例えばエスエーとかで取ってきて、その

都度見ればいいことだと思うのです。こんな1,000万円もかけてやるあれではないと。私は、ただカ

メラを、ほかのところにあるけれども、外につけて、それで見ているというのが大体都会でもつけ
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てあるので、そんなことぐらいでできるのかなと思っていたのです。こんな1,000万円もかけてやる

のだったら、私も頼まないですよ、開放してくれと。それで、昨日帰ってから、ちょっと住民とも

相談してみたのですけれども、そうしたら1,000万円もかけてカメラをつけて何をするのだというこ

とを言われて、こんなのでは例えばほかの病院へ通っているのは減額するだとか、そんなことを言

っているのに、そんなカメラの1,000万円もかけて何をやるのだと。そういうことで、私はもう開放

してくれとは言いません。だから、カメラも必要ないです、もう。住民に聞いたら、それならいい

よ、別段うちの山へ持っていって燃すからと。枯れたら燃せばいいことだから。何もそんなカメラ

をつけるのに1,000万円もかけてやるのだったら、自分らが東京へ行くときの補助金を出してくれと、

そっちのほうがよっぽどいいと。そういうことだったのです。これは私が言い出しっぺなので、一

応カメラのあれはやめてくれということです。 

  以上です。 

          〔「協議させてもらっていいですか」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 休憩しましょう。 

          （休憩 午後 １時４２分） 

                                           

          （再開 午後 １時４７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） 石野議員のご指摘、ご意見を踏まえて、予算の上程はもうされましたので、

このまま補正予算として計上させていただきたいというふうに考えておりますが、執行に関しまし

てはちょっと協議をして、場合によってはまた12月の補正で修正等を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） 石野議員。 

          〔４番（石野 治君）登壇〕 

〇４番（石野 治君） どういう具合に考え直してくれるのか分かりませんけれども、また今ついて

いるガラスだ、ペットボトルだと分けるところにもカメラはついているのです。だから、そこはそ

のまま置いておいてもいいのですか。そこにもまたカメラをつけ直すとかいうあれがあったことも

あるので、12月の議会でどういう案が出るか分からないのですけれども、私はこれに関しては、今

の予算に関しては反対します。 

〇議長（寺田 優君） ほかにありますか。質問はありませんか。 

  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） 何点か伺ってまいります。 

  最初に、分かりやすいところから。いわゆるペーパーレスから伺いますけれども、金額は皆さん

ご承知のとおりで、五千数百万のシステム費といいますか、あるようですけれども、これでもって

追加はないのですか。これでもって全て対応できると、将来ペーパーレスについての対応は、この

五千数百万を全額はどうか、内容は論じません。 

          〔「5,000万は計上してません」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 5,000万ではなかったか。5,600万というのは何だっけ。読み違えかな。ペー

パーレスはどこだっけ。 

          〔「ペーパーレスは152」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ペーパーレスは何番、幾ら。 

          〔「1,056万円だよ」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ごめんなさい。それでもって完済というか、全て設置完了ですか。取りあえ

ず何かのどこまでということですか。 

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。 

  システム導入費としては、今回計上させていただいている費用で全て終わりです。今後ランニン

グコストとして年間38万かかると。先日も申し上げていると思いますけれども、ランニングコスト

はかかります。 

  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） 全ての機器がレンタル式に本村はなっているのでしょう。中には購入したも

のもあるでしょうけれども。会計システムから住民登録から。あれは違うのですか。もう買取り施

設で、もう村のものに完全になっているのですか。例えばコピー機なんかもリースかなんかでしょ

う。コピー機といいますか、プリンターといいますか。そういう意味でちょっと確認なのです。今

課長補佐から説明がありましたランニングコスト、いわゆる運営費ですね、設置したのはいいけれ

ども。これを稼働させていく。これというのは、恐らくこれ全ての機器に連動するわけですけれど

も、どのくらいかかるのです。というのは、今絞っています。ペーパーレスに移行するに当たって、

どういう運営費がかかってくるのですか。というのは、経費の節減になるという話が出ているわけ

で。 

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。 

  今回補正で計上させていただいているものに関しては、議会のペーパーレス化と庁内の打合せに

関する紙のペーパーレス化になりますので、ほかは別に今までどおり変わらないかと思います。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それでは、これによって、ここだけに絞りますけれども、これによってのラ

ンニングコスト、運営費は、これ恒常的に続いていくわけでしょう、将来は。その点で、これを導

入する、その制度を導入することによって、制度そのものが紙を使わないということですから、制

度と言えば制度なので、それによってどの程度の経費がプラス・マイナスで浮くかどうかという関

係でも聞いているわけですけれども、大体のペーパーレスをやると幾らぐらい経費がかかるのです

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。 

  先日もお答えさせていただいたのですけれども、今回の議会に限ってペーパーレス化したときの

試算をしております。今回の議会に限っては、大体７万1,600円、ふだんどおりにやっていたらかか

るところ、今後月々５万7,500円でしたか、かかっていくので、2万円ぐらいですか、浮く計算にな

るかと思います。 

  以上です。 

          〔「年間ですか」と言う人あり〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 今言ったのは月です。月です。今回の議会に限って７万1,600円かか

るのです。ペーパーレス化をしなかったら。ランニングコストが月々５万7,500円になるので、７万

1,600円から５万7,500円引くと２万円弱です。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうすると、年間では大体60万か、せいぜい70万ぐらいのコストがかかると。

黙ってね、月に５万か６万ぐらいになるのでしょうから、五、六万でしょうから。だから、六、七

十万のコストがかかるということですね。それで、その代わりに紙の用紙代だとか、いわゆる…… 

〇議長（寺田 優君） 進めますか。 

〇３番（笹岡壽一君） 答弁、今打合せ中だから、結論が出ないことにはしようがない。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員、答弁はするそうなので、質問してください。 
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〇３番（笹岡壽一君） 途中まで質問したのですけれども、大体六、七十万のコストが、年間コスト

がかかると。月に５万円ぐらいから、ぴったりとは言いませんけれども、五、六万のコストが月々

の負担額が出るということですから、年間でざっと計算すると60万から70万ぐらいかなと。これが

黙ってかかるわけです。それで、その代わりに今回紙、この議会で言えば七、八万の紙代がかかっ

ていると、紙代というか、印刷費というか、分かりませんけれども。それが、３月は３月で特別な

事情があると思うのですけれども、そうすると７万としても、三七、二十一万で３回は。それで、

４回目の３月議会のときはちょっとオーバーすると、これは常識的に分かるわけで、そうするとそ

れが30万ぐらい。それを引くと、そのコストがかからぬわけですから、そうするとここで村が新た

に負担する増は大体30万から40万ぐらい、これが実際に負担増が出るよと。差引きですよ、私が言

っているのは差引き。紙を印刷して回さなくてよくなったのだから、その分だけマイナスでしょう。 

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。 

  今回システムを入れることで年間にかかるランニングコストが38万円です。38万円です。先ほど

もお答えしたのですけれども。先ほど笹岡議員の試算ですと、年間60万でしたか、今ペーパーレス

化をしなかったら60万かかっていると。ランニングコストが38万円なので、単純計算すると22万円

浮くことになるかと思います。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 多少の金銭の出入りはいいですから。そうすると、少なくとも二十数万から30万

ぐらいの負担があれば…… 

          〔「いや、22万浮くんです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 負担増があれば。 

          〔「負担増にならないって。22万減です」「38万円しかランニングコ 

            ストはかかりませんっていう話を」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） だって、さっき月に５万円って言ったではない。 

          〔「それが38万です。５万7,000」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） だって、月に５万やったら、12か月は60万ではないの、違うの。 

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。 

  すみません。今回補正で計上しているのが10月から残り３か月分で38万円です。なので、笹岡議
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員がおっしゃっているのは年間を通してなので、確かに60万弱かかると。月５万、６万とすると、72万

か。今回試算した議会に関わる印刷代、ペーパー代等が７万1,600円なので、それを単純に12倍する

わけにもいかないのですけれども、４回として、さらに今後庁内の打合せ等でペーパーレス化を進

めていって、そのコストとの差、ランニングコストとかかる費用の差を埋められればなと考えてい

ます。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そういうことでしょう。そうすると、二十数万から30万ぐらいの負担増が出

るけれども、増とすれば。紙でやれば30万か40万で済むのだけれども、しかしこのペーパーレスを

やると60万から70万ぐらいかかるよと。そういうことなわけです。だけれども、紙のほうのあれを

引くと、庁内で使う分、あるいは議会で使う分、それらを合わせて引くと大体30から40万ぐらいの

負担が軽減されると。差し引くと二、三十万の負担増がトータルでは生じると、そういう想定です

ね、年間ですよ。そういう考えでいいのですね。分かりました。それに手間暇が違うということで

すね。分かりました。 

  それから、ランダムにいくようになっていくと思うのですけれども、太陽光パネルの問題で300万

の問題で、補助率の３分の２のところを掛け忘れたのだということで、300万の３分の２、要するに

３分の３でやってしまったわけですね、いわゆる10分の10で。それが、実は３分の１分足りなかっ

たのだと、実際は。３分の２掛ければ、３分の１減るわけですから。３分の３から３分の２を引け

ばね。だから、その３分の１の分が300万だと、こういうことですね。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 300万に関しましてはまた別の要件でございまして、171ページ中段

に載っているもの、300万に関してですけれども、ここの300万というのは浄水場の建屋自身が、も

ともと建築確認を取るような建物の大きさではなかったのですけれども、建物自身の強度というの

を示す必要があるのですよ、その補助金を受けるに当たって。その強度をまた新たに実際強度計算

等々を実際にやっていただいて、そこを提出する必要が生じましたので、その経費が300万かかると。 

  なお、以下の話に関してですけれども、こちらのほうは165ページの歳入のところにあるのですけ

れども、77番の地産地消型再エネ増強プロジェクトというところ、マイナス3,693万4,000円計上さ

せていただいているのですけれども、歳入。こちらのほうが、もともと３分の２を掛けた2,462万

2,000円ですか、こちらを１号補正で計上されるべきだったところなのですけれども、ここに関して

は３分の２を計算上掛け忘れてしまったので、今3,693万4,000円という数字になっていると。これ

が補助率３分の２のものだったと。52番目です。今2,770万円というのを計上させていただいている
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のですけれども、こちらが補助率が４分の３のメニューになるので、こちらに変えさせていただい

たよと。もともとの2,400万円のものが2,700万円になるので、補助率が上がって、一財を傷めずに

済む方向になるということでございます。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） ちょっとユーチューブの具合が悪いそうなのですが、それはそれとして進め

ていきますので。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） どうも説明文章を読んでいることと、分かりにくいのですけれども、③で再

生可能エネルギーの設備関係の事業費だということで、二酸化炭素云々が出てきて、そして地産地

消が出てきて、そして太陽光発電設備等導入事業が出てきて、４分の３でメニューを変更する。４

分の３というのと３分の３、要するに３分の３をもらえると思ったのですね、補助金が満額。とこ

ろが、見間違えて、実際には３分の２しか出ないのだよと。だから、新たに村負担でもって３分の

１相当額を負担しなければならなくなったと。その補正額が300万なのだということのようにしか読

めないのだけれども。この③というのと、いわゆる３分の２の補助減額というのは、こちらにすれ

ば増額ですな。関係ないのですか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） では、まず171ページのほうから説明させていただきます、改めて。 

  171ページをお願いします。こちらのほうの発注者支援300万円の増額理由に関しては、浄水場の

急速ろ過施設の建物、今回…… 

          〔「建物」と言う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 建物です。急速ろ過施設の建屋。新しく最近建てたものですけれど

も、あれに関して建屋のサイズが小さいので、建築確認が取っていないのです。今回の二酸化炭素

発生抑制対策事業費等補助金というのがあるのですけれども、これは165ページに載っているのです。

取りあえずその300万の話としては……いいですか。300万円増えた理由のほうからまず行きます。

300万円のほうは、建物に対してちゃんと強度が、地震とかがあっても強度が大丈夫ですよという証

明を新たに出さなければいけないので、その分をまた業務として増やす必要が生じたので、300万円

を計上させ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） ということは、発電関係のほうではなく、簡単に言えば。発電関係のほうの

パネル関係、太陽の発電関係のほうではなくて、建屋、建物の問題なのですね、面積の。それが狭



 - 279 -

いから広げると。広げるというか、金額的に足りなかったと。建屋が。太陽光は関係ないのだと。

再生可能エネルギーのパネル関係は関係ないのだと、それは。ただ、建屋が問題だったのだと。そ

ういうことですね、今の説明だとそう聞こえるのだけれども。 

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） 建物自身が強度がどれくらいあるかというのは、通常建築確認等で

計算して、それを提出するのですけれども、そこに関しての強度の計算等、これが公式にちゃんと

認められたものが今ないというので、今回計算を新たに300万円増額させていただいて、その計算を

させていただいて、その強度を実際にお示しできるようにするというための300万円です。 

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） ですから、面積だか、強度だかは別として、今強度だということですけれど

も、建物の問題なのでしょう。違うのですか。ここにはいろいろ太陽光設備がどうだの、再生可能

エネルギーだのと出ているのですけれども、二酸化炭素何とかと出てきたり、いろいろ書いてある

のだけれども、説明のほうでは。今お伺いすれば、その施設を収納するための建屋が強度が弱いと

いうことが分かったので、それの不足を調査したり、調べてもらうというのですか、補強するとい

うのですか、そのために300万が本当は満額出ると思っていたのだけれども、ところが３分の２しか

出ないと。したがって、300万足して、その300万というのは３分の１の相当額だと、こういうこと

なのですね、今。建屋なのでしょう、問題は。再生可能エネルギーそのものは関係ないのだと、本

体は。それを収納するか、施設設置するかは別として、その施設、建屋が問題なのだと。さっき私

が狭いのだと言いましたけれども、狭くはないのだと。今言ったら強度の問題だというから。耐震

構造が悪いのかどうか分かりませんけれども。 

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） 建物が今建っていますよと。この上にパネルを実際に載せるのです。

下の建物の強度が今分からない。今の建物の強度は、建築確認を取っていないので、この強度が建

築確認を取れば、この強度があるよというのは分かるわけです。上に重たいのを乗せるので。 

          〔「だから、建物の問題でしょう。言っていること一緒じゃん」と言 

            う人あり〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 違うと思うけれども…… 

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） 分かりやすいかどうか、笹岡議員のご質問にお答えします。 
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  まず、補助金をもらうためには、ある一定の基準を設けていないとというか、実施していないと

いけないというのがあるのですね。そこをご理解いただく。補助金をもらうための話です。その中

に、建物の構造計算とか、そういったものを提出しなさいよというのがあるのです。ただ、浄水場

を私ども建設、私が担当課長のときにさせていただいたのですけれども、その構造計算というか、

強度計算とか、そういったものというのは、浄水場として造る分には計算をしていなかったのです

よ、全く。全くと言ってはいけないですけれども、証明できるような設計はちゃんとやっていて、

できているのですけれども、構造計算としてきちっと公式なものとして補助金申請のために提出す

るものをできていなかった。ないのです。証明ができないというところです。その証明書を取るた

めに300万円新たにかけて、その証明書というか、強度計算を取らなければいけないという。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） だから、パネルには関係ないでしょうと聞いているの。その免許を取ったか、

許可を取ったか、建築確認を取ったかどうか分かりませんけれども、建物に関する事案でしょうと、

これは。そうでしょう。例えばある一定の重さを乗せるためには、例えば何トンのものを乗せるに

はどのくらいの強度の建物が必要であると、あるいは鉄筋を何本入れるみたいな、極端に言えば。

あるいは、柱の太さはどのくらいにしろとか。こういうことの許可が必要なのだけれども、その建

築確認をしていなかったということなのでしょう。だから、その建築確認の手続をするためには、

本来３分の３であろうと思っていたのだけれども…… 

          〔「それはまた別の話なのです」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） それでないと、３分の２を生じたことを忘れましたというのはどういうこと

だということ。３分の３でやってしまったから、本当は３分の３で申請してあって、こんなものは

金がかからないと思っていたと。かからないと思っていたのだと。ところが、実際には補助金は３

分の２しか出てこないと。これが分かったと。村は３分の３は掛けてしまったのだけれども、しか

し実際には後になって調べてみたら、３分の２しか掛かってこないと、補助金が取れない。だから、

仕方がないから、３分の１は自分で負担しますよと。 

  いずれにしても、これは建物に関する経費だと。パネルには関係ありませんと、二酸化炭素には。

再生可能エネルギーには関係ありませんと。それを聞いているだけなのです。答弁は一緒だもの、

聞いていると。ですから、こういうことです。建物が何でもなければ、検査は通って、建築確認だ

か、重量も耐えられると、もう関係オーケーだと、証明書も取れていると。そうしたらば太陽光は

関係ないでしょう。ところが、建物に問題があったのだということでしょう。 

〇議長（寺田 優君） 休憩します。 

          （休憩 午後 ２時１７分） 
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          （再開 午後 ２時２７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。 

  説明から行きますか。 

          〔「はい、一通り。あのままでは訳が分からぬようになっているだろ 

            うから」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、答弁のほうをいま一度。 

  上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 今回書かせていただきましたけれども、建物に対しての強度の実際

にこれがそうできているかという証明をしなければいけないというのがありまして、それに300万円

今回計上させていただいていると。 

  165ページの歳入に関しましては、今回二酸化炭素のほうは決定額をいただいていますので、決定

額に合わせて歳入を組ませていただいている。あとの２つの番号でいうと52番というのと77番です

が、77についてちょっとここで、１号補正で計上するときに３分の２を掛け忘れて３分の３計上し

てしまったというところで。 

〇議長（寺田 優君） よろしいですか。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは分かりました。要するに300万とこれはリンクしていなかったというこ

とです。 

  それで、次は少し財政っぽいのですけれども、みんな財政ですけれども。財調で3,000万を積み上

げて、庁舎が2,000万積み上げて、これ2,000万積むと約３億になりますね、概算。約３億。今のと

ころ庁舎については手入れする、この間耐震ばかり、この間も耐震をやって、もう二、三年たつの

ですか。いずれにしても、副村長で見たほうが早いかもしれない。田中副村長だったかな、前の田

中の。だから、三、四年ぐらいたつのですか。多分。分からぬけれども。 

          〔「５年か６年」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ５年ぐらい。そんなたちますか。そんなにいっている。そのくらいですか。

これは、具体的に庁舎移動を含めて、どこか場所を移すとか、例えば向きを変えるとか、いろいろ

あるでしょうけれども、そういう計画はある程度想定しての積立てですか、急遽。例えばどういう

建物を造るか分かりませんけれども、構造が。３階建てにするのか、２階建てにするのか、地下を

使うのか分かりませんけれども、３億といったら相当な建物。今の、私は建築の専門家でも、知識

もありませんけれども、３億というと相当の建物です。 

  30年前、いや、40年前になるかな、記憶は皆さんないでしょうけれども、この建物は幾らででき



 - 282 -

たと思います。これは落札額は3,000万ですよ、落札額はね。だけれども、建たなかった。それで、

何とかかんとか仕上げたのだけれども、格好づけて。それが約7,000ちょっとです。あれから40年ぐ

らいたちます。40年たつだろうな、ここ。課長、知っています。課長ではない、室長さん。 

          〔「来たときはこれだった」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） できたばかりでしょう。資料館ないでしょう。 

          〔「ない」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） ないよな。そのくらいの時間たつのですけれども、いずれにしてもちょっと

どこまでどういうことを夢見ているのか分かりませんけれども、もういっぱいですか、まだ積むの

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。 

  三、四年前ですか、にある業者に今後の利島の在り方についてちょっと調査してもらったときに、

今後人口減とかも予想されていく中で、単純な庁舎ではなくて、複合的の庁舎、例えば庁舎の中に

診療所を入れるとか、例えばですよ。というのをしていかないと、今後利島は継続して生活してい

くのはなかなか難しくなっていくのではないかという調査結果が出たのです。そのときに複合型の

庁舎を造るとしたら大体19億ぐらいかかりますよという試算をいただいたのです。幾らぐらいまで

積むかというところはなかなか難しいところなのですけれども、さすがに19億積むのに、今後あと

多分三、四十年かかってしまうのかな。そこまで庁舎がもつとも考えられないので、現在考えてい

るところでは、目標としては10億ぐらいをめどに積んでいきたいなと考えておるところです。 

  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） 昨年だか、そう遠くない以前に確かにコンサルが来て、集合総合庁舎といい

ますか、そういう今ご説明のあったような構想、絵図面まであそこで、こういう画面に映して、す

ごく機能的といいますか、そこの建物に来れば何でも間に合うと、極端に言えば。という話はあり

ました。学校までとは言わないのだと思うのですけれども、保育園だとか老人センター関係だとか

医療関係、福祉関係、それから公民館、ここには集会所ありませんけれども、大島町辺りはありま

すな。開発センターというのは、集会所は。だから、そういう診療所は入ってはいないけれども、

住民が利用できる小部屋から大きいホールみたいのもありますよ、大島へ行けば。私なんかも何回

もお世話になったけれども。そういう総合的なのはどこまで。１か所に集中してそれをやろうとす

れば、個建てに建てるのもあるかもしれませんけれども、いずれにしてもこれだけの土地ですから、

ここへ建てるとすれば。今10億と言いましたけれども、目標は。そうすると、まだまだ足りない。
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そういうことになると、３階建てぐらいの建物は必要なのかなと。そうでないと面積が足りない。

それで、中途半端に造っても何だいと、こうなるわけです。そういう意味では、我々がここで論じ

る、確かにコンサルはそういう発表をしていました、絵図面を描いて。していましたけれども、そ

ういう話になってくると、我々の手の届く範囲ではないなと。そうですか、いいですねと言うぐら

いが関の山かもしれません。見届けられれば一番いいとは思うけれども、そこまで頑張れるかどう

か。分かりました。 

  ここの予算案の審議の仕方として、慣例的にはページを述べるということになっているから手間

がかかるのですけれども、私はページは関係なしで質問するようなつもりでいるのだけれども、こ

れは実態だけ聞きますけれども、猫の、ページでいいますと180、これはもうページなんかどうでも

いいです。事業は分かっているでしょうから。金額云々というのは関係ないので、猫の去勢対策と

いうのは、今実績を含めてどうなっています。どういう体制を取っています。といいますのは、飼

い猫ではないのだが、しかし飼い猫のような状況と。当初は、初めはこういうのは飼い猫もさるこ

とながら、大体子供を生むというのは野良、要するに飼い猫でない、以外の猫、これが勝手に子供

を生むと。これで困るということで、飼い猫以外を捕獲して施術すると。術を施すということだっ

たのですが、確かにそういう話でスタートしたような気がするのだけれども、そもそもは。だけれ

ども、もう10年、もっと前です。だけれども、現状はもちろん野良猫もいます、山の中へ行くと。

いますけれども、具体的に害というか、困るというかは、部落の中に多いのです。そういう意味で、

これはやろうと思えば簡単に捕獲できるのです。やろうと思えば。ただ、それは大体大島の何とか

病院というのですか、ペット病院というか、そこでやっているのでしょうけれども、これはどうい

う対応、やろうと思えば結構いますよ、これ。こんな金額ではとてもとても足りないと思う。 

  ただ、問題はあって、それを相当数やると、あとは猫は絶えていく、どんどん、どんどん。子供

生まないのだから。前田議員がいろんな花を飾ったり、写真なんかで観光島をという構想もあるけ

れども、猫を食っていく観光島もあるね、猫で食っている。犬は聞いたことはないけれども、猫は

結構それで商売、食って生活している、猫様、猫様です。これは対応しますか、どこまでも。 

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） 185ページですか、今回３万7,000円というのは猫10匹を搬送すると

いうためのペット券のための費用を計上させていただいているのですけれども、先ほどのお話です

と、もともと飼い主のいない猫に対してこの事業をやっていくよと。今回10匹分、雄５、雌５か、

ちょっと忘れましたけれども、10匹分は、10頭分を飼い主のいない猫に限り避妊、去勢手術をさせ

ていただくというところで予算計上させていただいております。 

  今年度もう既に２匹、２頭、２頭とも雄でしたので、去勢手術を受けて、また利島に帰ってきて

放されているというところでございます。正直なところ、職員直営でやっている、事業を始めたと
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きにボランティアさんに入っていただいてやっていただこうというのもあったのですけれども、な

かなか応募がなかったというのもあって、直営で現在もやっているというところなのですけれども、

なかなか私どもも正直なところ、人手が割けないといいますか、結局ペットクリニックなりに搬送

をかけないといけないような状況でございまして、人間が一緒に行って、連れていくしかないとい

うところもあって、なかなか事業として進捗できていないというのが正直な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） ですから、先ほども言ったように、要するに野良猫でスタートしたのです。

これは事実です。そのときに話題になったかどうか記憶はないのですけれども、飼い猫については

自分でやってくれみたいな話もあったのです。飼い主が自分でやってくださいと。ところが、ご案

内のとおり、今も人気だというけれども、野良猫を捕獲するといったら至難の業です、実際には。

わなでも仕掛けたらどうか。それだって当てにもスにもならない。ところが、今は大半の猫という

のは部落の中にいるのです。集合で、学校の子供よりよっぽど多いと思うのだ。簡単に捕獲できる。

それで、職員が手がない、捕獲できないとおっしゃるけれども、村が例えばこういうことでスター

トすれば、ニャアニャアと、村がセットしたタブレットで夜、気持ちの悪い猫の鳴き声がするのだ、

何事が起きたのかと思うけれども。あれで何と放送しているのか、私もよく聞いていないのだけれ

ども、野良猫を捕まえてくれと言っているのだが、何だか分からないけれども、もしこれ村長とい

うことでもないと思うけれども、やるならば例えば年次計画を立てて、恐らく30匹ではきかないと

思います、村の中にいる猫が。簡単に捕獲できる猫が。私も数えたわけではないけれども。計画を

立てて、10匹というのだが、10頭というのだか知りませんけれども、予算の都合もあるでしょうか

ら。そういう計画を立てて、ゼロにしてしまうと次が危ないわけで、野良猫任せというわけにもい

かないでしょうから。利島からは事実上猫が絶えます。絶えていくと思う。 

  そういう点で、いろいろ難しい猫を飼っている人もいますし、そういうことを踏まえて計画的に、

数えてくれとは言わないです。村としては取りあえず30頭までやろうかとか、恐らく雄だけでもい

いけれども、雄か雌か、我々には分からぬけれども、雄だけ30頭やったら、あとは絶えると思いま

す。次の子供が生まれなければ。もう子供はできないと思う。そうすると、猫はいなくなってしま

う、数年後には。その辺も考慮しなければいかぬだろうとは思っていますけれども。いなくなって

もいいのかどうかということも踏まえて。いずれにしても、今の状況ではいろいろ利島の社会的に

いろんな問題もあるようですから、ある程度の施策は必要なのかなと思います。村長の答弁を求め

るようなことでもないと思いますけれども、どうですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 当然増えてきているといったことで、クレームといいますか、ご意見は寄せ
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られているということは担当のほうから伺っております。 

  なぜ増えているのかということに関しまして、やはり一部の住民の方が餌を上げたりとかして、

かわいいということでなついてしまったということもあって、それが全てかどうかはちょっと分か

りませんけれども、増えてしまったのかなということもありますので、ＩＰ等を使って飼い猫では

ない猫には餌をやらないでくださいというふうに呼びかけているところであります。確かに１匹、

２匹ではどうにもならないような事態にもなってきているであろうということで、いろいろな方法

は今当然検討、協議はしておりますが、なかなかコストの問題とか手間とかの問題があって、実施

には至っていないといったところでありますが、担当課長も含めたほうではいろいろ策を考えてい

るといったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 実は、飼い猫ではないのだけれども、私のところにも３匹か４匹、村長がい

う、これは餌をあげても、いつの間にか居着いて主みたいな顔をしているのがいるけれども、そう

なれば人間の人情でペットということになって、家の中には入っていないのだけれども。そうする

と、うちに来るのは、うちの猫ではないと言えばそれまでなのだけれども、来る猫で１匹は、いつ

の間にか誰がやってくれたのだが、耳にチェックが入って、これはどこかで手術したのだなという

のはいるのですけれども、簡単に捕まります。それは、やっぱりそこに集まってくる、楽しみとい

うか、生活感を持っている人もいるでしょうから、全部捕らえて全部処理するというわけにはいか

ぬでしょうけれども、そういうことも含めまして、いずれにしても村のほうでは猫が鳴いているあ

の機械がありますけれども、５時頃になると。そこでも放送の仕方を工夫して、計画を立ててみた

らどうかなと思います。野良猫を待っていたら大変です。実際には捕まりません。それはその辺で、

村長の答弁をいただいたので、そのくらいにします。 

  それから、次はページは探さなければいけないのだけれども、私としては案件事項でごみの問題

です。それで、焼却場等については昨日村長から資料を頂いたので、これをこれから精査していき

たいと思っています。精査というか、見ていきたいと思いますが、一般質問でも述べてきた、具体

的にちょっと伺っておきたいのですけれども、今言う圃場へのごみの開放は、先ほど石野議員に対

する答弁で懸案事項になっているようですから、それはそれでもって見守っていきたいと思うので

す。 

  私のほうでは、事業用の粗大ごみ、これがどうも見えないのです、まだ。やるのかやらないのか

です。それで、検討をどういう具合にされたのか。何か質問になると、上から法律文がばばっと出

てきて、だからみたいな話になっているのだけれども、法律ではご案内のとおりだと、もちろんそ

こまで研究されていますから、ご案内だと思うのですけれども、規制はしていないのです。村がや

ってはいかぬと。違法ですと、ペナルティーが来るという、そういう自治体に対して処分行為が来
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るということではないだろうと思っています。といって、やらなければならないという義務規定も

ないのだと。ということはどういうことかというと、裁量規定だと。それには、それなりの自治体

が体制を取らないといけない、当然。そういう点でお伺いしておきたい、これは前からお伺いして

いることですけれども、これは前向きにどこまでならできるのか、村が。一切手をつける考えはあ

りませんと。全部自分でやってくれと。今まではそうです。 

  これは、商店、あるいは工場もそうでしょうし、宿泊業者も食品提供業者もそうだろうと思うの

です。不要な冷蔵庫、冷凍庫なんかあった場合、自分でやってくれと。ところが、私過去にも初め

ての質問のときも述べましたように、私が述べているのは当事者の要望で紹介したのですけれども、

当事者だけがそういう要望を紹介したのですけれども、何も特別に働いてくれということではない

のです。業者を決めて、村でもってどうせ一般廃棄物として処分された電化製品等はしかるべく、

ガスを抜くべきは抜くとか、処理して、出荷して処理しているわけです。年に１回やるか２回やる

か、分かりませんけれども。それと同じ扱いにしてくれと。運びに来てくれとまでは言わない。村

が指定してくれればそこへ持っていくと。あとは、置き場所に置いてあったものについては、当然

置いたか置かないか、訳分からぬでは困るから、それは村に当然連絡しますと。そうしたら、その

後は村が一括して業者を確保してあって、産業廃棄物というかはとにかくとして、事業用の廃棄物

についてはしかるべく業者に処分してもらうと。一般廃棄物と、家庭から出る廃棄物と同じように。

ということの要望なのです。 

  これは、私にしてみれば長々と、１年越しの懸案事項になっているのですけれども、そのたびに

法律語をいただくのだけれども。先般は、粟島浦へ行ったときの話をいたしました。あそこでは一

括して処理していますと。一般の方、住民の方々と、商店やら民宿やらいろんなところから、ある

いは工場といいますか、そういうところから出てくる、いわゆる事業用の冷蔵、冷凍庫であれ、あ

るいは貴金属のロッカーであれ、一括して年に１回搬出していると。これも紹介しました。まだ検

討課題ですか、それとももうやらないということに決定したのですか。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） お答えします。 

  家電リサイクル、家庭用機器のものに関してはコンテナに入れて、指定引き取り場所、家電リサ

イクル法にのっとっている指定引き取り場所へ引き渡すといったところで、あとは家電リサイクル

法のルートにのっとってフロン回収がされて、フロンの破壊、今破壊と言わないのか。昔の法律だ

とフロン回収破砕法というのがあるのですけれども、そのフロンの無害化がされると。業務用冷蔵

庫に関しては、フロン回収破砕法と昔の、今法律の名前が変わってしまったので、今正式な名前は

分からないですけれども、排出者が回収する業者さんに引き渡す必要があるというところがござい

ますので、島内にも、島の中にも回収をする事業所がいませんというところで、機器をそのまま、



 - 287 -

機器というか、廃冷蔵庫とか廃ストッカーとか、そういうやつですか、に関してはそのまま内地に

送って、そこの事業者さんで引き抜いてもらってから産業廃棄物処理業者に引き渡すしかないとい

うところなのですけれども、今うちのほうで……ちょっとお待ちを。少々お待ちください。引き渡

す業者さん、フロン回収の業者さん自身も島内にいないし、内地のところまで運ばなければいけな

い。それをただ村がやるのがいいかどうかというのは、やはり考えなければいけないところも１点

あると思いますし、後はふだん金属くず等を出している事業者さんなのですけれども、そこは業務

用冷蔵庫とかやっていないというのもございますので、またそこも別のところを考えなければいけ

ない。それだけのためにまた別に送らなければいけないので。一括でというのはそこもできないと

いうのも正直ございますので、そこだけ別に送るのかどうかというのも考えなければいけないです

し、ベースとしては産業廃棄物であれば、排出者さんが当然責任を持って産業廃棄物を業者へ引き

渡す、契約等も当然そうですけれども、というところがございますので、原則論としての話として

は引き渡していただきたいというところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 家電物については、リサイクルというか、電気屋が引き取るものもあるでし

ょう、近年ね。勝手にぽんぽん捨てるということでもないでしょうから、それなりの処理の方法は

それなりにあると思うのです。ただ、一般の住民の出した廃棄物であれ、事業用に店に見ている、

例えば食堂なら食堂、あるいは民宿さんなら民宿さんで見ているテレビと、それから我々一般者が

見ているテレビを処分するというときは、それ自体は同じような、郵便局だか何か、それなりの手

続はコマーシャルに書いてあるから、これを処理するときはこうしてというようなメーカーからも、

今売っているメーカーからもそういう紙が入ってきているし、そういう処理はそれでやるとします。

だけれども、それだけでは消えていかない、島から。だから、かつて村がやったクーラーやら何や

ら、洗濯機やら何やら、みんな役場に物置場みたいになりましたね。あのときは一般の人の分のク

ーラーとかそういうものなのでしょう。事業用に使っていたクーラーも持ってきていたのですか、

分かりませんけれども。あれは何でここへ山積みになったのか、山場の前に。分かりません。大体

空調機が主立ったと思うのだけれども。そのほかにもあったかもしれません。いずれにしましても、

何も電気製品に限ったことではないので、金属製のロッカーなんか出ています。そういうものを含

めて、どこまでなら村ができて、どこまではできないのかというのを精査して、検討してもらいた

いと思うのです。 

  なお、参考に私が話をしただけでは不十分でしょうから、粟島浦に出張して、そこまでは言いま

せんけれども、電話なりなんなりで、メールなりなんなりで問合せして、必要な資料だって、おた

く、どういうことをやっていますかということぐらいやってもらえませんか。粟島浦では私聞いた

とき、私直接電話しました。おたくでは聞きそびれたのだけれども、廃棄物どうしていますかと。
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事業用であるとか、個人用であるというのは。そうしたら一緒ですと言っていました。それ以上深

くは聞きません、私は。だから、そういうことを粟島浦から、ほかにもやっているところもあるで

しょうけれども、探したら。ほかの自治体でも。大体伊豆諸島なんかではどうなっているかと思っ

ているのです、ほかの島では。そういう点で、少し検討してもらえませんか。結論は、答弁は急ぎ

ませんけれども。今さら急がないということです。といって、３年も５年も先ということではない

です。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 事業者さんのご負担も当然出てくると思いますし、行政としてどこまで支援、

今のところご案内するところまでしかできないのかなといった先ほどの課長の答弁のとおりなので

すが、今後どういうふうにやっていくべきかというのは、今までも協議はしているところではあり

ますが、今後も引き続き協議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） ぜひ検討して、早い時期に結論を出して、対応してほしいと思います。 

  次に、やっぱりこれも問題になっている生ごみです。この間現物、現物といいますか、現状は見

ましたけれども、改めてお伺いします。村長が人手が足りないということがるる言われているわけ

ですけれども、私実態を改めて聞いてみたいと思って質問しますけれども、回収処理というのは実

態どうなっています。例えば職員体制で32名か１名、特別職を除くでしょうから、30名ぐらいの行

政職員がいるのか、もっと切れているのですか、いると思うのですけれども、これは全職員が、私

が前にお伺いしたときは全職員が対象になっていると、作業に従事する。何も所管課に限らぬとい

う答弁が前副村長から答弁いただいているのですけれども、今どういう。この間見たら、女性職員

も大型の車を運転しているのだね、ごみの車を。女性も。違うのかな、あの人は。誰がやって悪い

と言っていないです。ああ、これは総員体制だなと思っただけで。これはおかしいなんていうこと

は言いませんよ。誤解されては困る。そういう意味で、どうなっているのかなと。 

  誰がどうこう従事しようと、それはとやかく、それ自体を論ずるつもりはなくて、これにはもう

ちょっと事情がありまして、この間も申し上げましたが、三六協定が出てきたのだけれども、やっ

ぱり連休は何とかならぬかというのがあるのです。特に年末年始なんて長い。その間も職員も休み

たいのも分かるし、休みなのだけれども、この間は三六協定がありますから職員も休ませたいと。

それも分からぬわけではないです。だって、かつて業者はやっていたのに、その場合確かに不十分

なのは分かるのだけれども、職員定数は35人まで増員したのに、今のところ３人だか４人だか足り

ないといって話が出ていますけれども、監査委員もそういう指摘はしているようですけれども、ご

みについては住民に直接関係するものだから。それで、改めてお伺いしたいと思っています。どう
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なっているのかなと思って。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） 取りあえずスタッフとしてうちの環境建設課の職員がベースとして

回収に当たっています。水曜日の資源ごみに関しましては、全体で作業しているというところです。

庁舎にいる職員と。全職員というと、保育士さん、看護師さんというのは来ていませんので。 

          〔「今回そういうのじゃなくて、新陳代謝の補正なんで」と言う人 

            あり〕 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 町長、何か答弁するの。いいの。 

          〔「今回補正に関することで質疑いただきたいなと」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） いや、だから補正に出ているからさ。 

          〔「新陳代謝のことなんで、今回の補正は」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） だから、新陳代謝もさることながら、そういうことで住民のほうからの要望

というのは確かに皆さんも自覚していると思うのです。黙っていれば、補正について、補正につい

て、これ黙っていたら何もやらないのでしょう。検討しないのでしょう。日々の生活にかかってい

ることで。補正について、予算について、字面だけということに私こだわっていないのです。とい

って、あれもこれも全部と思っていません。住民から見て、こういうものはやっぱり議会のことで、

年４回しかないわけですから。字面だけ追っかけてやるつもりはありません。同時にもう一回言い

ますけれども、そのつもりはないのだけれども、住民の中で急を要するようなものというのは、そ

れはやらざるを得ないものについてはやらせていただくと。何があっても字面にないからやりませ

んということではないと。だって、住民は何を言おうとかにを言おうと、字面だけなければ物が言

えないということになったら、それっ放しでいくのでしょう。 

〇議長（寺田 優君） 進行のことについては、もう少し議会規則も十分練っていく必要があるとい

うことで、今進んでいるわけで、少々我慢していただければと。もし答えることが必要か必要でな

いというか、あまり必要ないのだということであれば、答弁をしなくてもいいのかなという気がし

ます。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それは、議長のおっしゃるとおりです。質問するのは自由だと思っています、

基本的に。だけれども、答える答えないは、それは行政の皆さん。質問されたから、100％そのとお

りやってくださいと言ったら、はい、分かりました、やりますみたいなことではない。だから、や
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りませんならやりません、考えていないなら考えていない。そうすると、それがそのまま住民のほ

うには届くわけですよ、そのままよくても悪くても。これが政治というものではないですか。字面

だけ追いかけていくなんていうのは、学校の先生が教科書を読んでいるのとわけが違うのだよ、言

わせれば。 

  だって、事あるごとに制約していくと、ちょっと余計な話をさせてもらうけれども、今のような

対応からすると。例えば行政報告については一般質問でやれ、一般質問は時間制限する、字面にな

いものは質問するなと。議会も、だからこれは委員会が必要になるのだろうと思うのです、そうい

う意味では。議員連中も、議長が今陰の話として、陰というか、我々と話の中で協議会で言ってい

るのは、議員の集まりを月に１遍ぐらいやっていこうではないかと。今までやっていません、そう

いうことは。ただ議会のときに直前に会期を決めるぐらい、そう言っては何だけれども。これをも

うちょっと議員も月に１回ぐらい集まって、検討会を持とうではないかと。これは私は賛成です。

今までそういう経験がないから、たまたまこうして質問しましたけれども、臨時議会ではないので

す。臨時議会なら議案に沿ってやる。 

〇議長（寺田 優君） それで、質問はいいのかな。 

〇３番（笹岡壽一君） それでは、本題に入って。今村長が陰の声で字面という話が出ましたから、

補正予算にあることだけやってくれみたいな話になったから、そういう余計な話をさせてもらいま

したけれども、これは、まあ、皆さん聞いていただいていると思うので、それはそれなりとして、

本題として今言ったような趣旨で質問するのですけれども、今幾つかあるかもしれません。ないか

もしれませんけれども。不都合であれば断っていただいて結構なので、それはやりませんならやり

ませんで。 

  今言った本題として、生ごみの回収のさっきの事業用については検討するという答弁をいただき

ましたから、それはそれでよしとして、生ごみについての連休中の回収については、私は住民の声

があるので、２日間の連休のときにどうするかという、こういう小さな話をしているのではなくて、

比較的長期な、４日、５日休む連休が続いたと。そういうときにどうするかということで、業者と

いっては悪いけれども、家庭によっては生ごみがたまってしまって困ってしまうのもあると思うの

です。そういう意味で、体制を整えてもらえませんかと。検討してもらえませんかと。以前は三六

協定で断られました。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 現在のところ、やはり考えていないといったところです。 

  ちなみにですが、今年３月に伺った粟島浦村でも週に３回から４回のペースで収集しており、連

休中はお休みをしているといったカレンダーを確認しているところでありまして、そこがどうだと

いうわけではないのですが、やはり現在の職員体制ですとなかなか厳しいかなといったところで考
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えているところです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ああ言えばこう言う、こう言えばああ言うみたいな議論になって恐縮なので

すけれども、何かやらないところは大いに取り入れるけれども、やっているところは切り捨てると。

こういう具合に聞こえるのです。連休中のは、それはやっているところがないよと。ところが、や

っているという事業用のごみについては、それは切り捨てて。それが本村の考え方と言えばそれま

でと言えばそれまでだけれども。前は、粟島浦の話はなくて三六協定です。要するに結論とすれば、

粟島浦のやっているという事業用もやらない。生ごみも生ごみでやらないと、連休中は。それに尽

きるのですか。 

〇議長（寺田 優君） 村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） 現在のところ、お答えできるとすれば、今のところ考えていないといったお

答えになります。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは、説明によりますと、100％の村がルートの途中にすぎないということ

なのですけれども、農協さんのやるという補助金という950万の農機具倉庫、これは何のことですか。

農機具倉庫というのは。今のあそこの下の倉庫の改修か何かか。 

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） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  農機具の倉庫につきましては、場所でいうと農協の斜め前の住宅を改修した施設。斜め下という

のですか。施設改修した、そこの敷地内に農機具の倉庫を建てて、そこで今後農機具の貸出しとか、

生産者を支援するような形で、例えば農機具の貸出しと、先ほど言いました貸出しとかメンテナン

ス、あとは農業技術の講習とかで生産活動の効率化とか支援を充実させるために倉庫が必要だとい

うところで、東京都の山村離島振興施設整備事業補助金というものがありまして、それを活用する

ということで、その補助金自体が、村を通した補助でないとできないというので、直接補助はでき

ないということで、村の予算に計上した上で補助を行うということになっております。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これで終わるようにしますけれども。 
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  最後に教育でお伺いします。今整地している、私どもが長い間お世話になったツバキ研究会で利

用させてもらっていた。あそこは造成とか宅地整備は終えているようですけれども、これというの

は建てた途端、建てるときの条件として、前に公営法がどうのこうのという話が、東京都云々とい

うのがありましたけれども、建てて、土地は誰のものになるのですか。どこの登記になるのですか、

土地は。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木教育委員会室長。 

          〔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） 土地は村のものになっております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうしますと、東京都からの借地になるのですね。 

〇議長（寺田 優君） 鈴木教育委員会室長。 

          〔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） 住宅地については村が提供するということになっていますので。

村が貸す。無償貸与。土地は村のものですので、その土地を貸すということです。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 全ての土地がそうですか。警察から、今の既存の住宅から、教員住宅から、

全て村有地で無償貸与と。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 笹岡議員のご質問にお答えいたします。 

  教職員住宅及び、今確認したところ、大島支所に貸している利島村駐在所ですか、についての土

地は、土地自体は村の名義となっております。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 無償貸与すると、借地借家ですと、所有権を移転するのですけれども。移転

しますよ、時効で。無償だと。これは民事もそうですけれども。20年だか30年だか忘れましたけれ

ども。かつては30年だったと思ったけれども、今何年になったか。 

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。 

  笹岡議員のご指摘がありましたので、そこについては調査させていただきます。 
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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） １点だけお伺いします。 

  152ページの④、携帯電話不感地帯解消計画策定委託、152ページの④です。内容というところで、

島内のと書いてあるのですけれども、171ページを見ていただきたいのですけれども、村内情報通信

基盤網整備、この171ページでは村内情報となっているのです。この152ページでは島内の不感地帯

の解消と。島内なのか村内なのか、どっちなのだろうと思うのですけれども。我々からすれば、島

内全域を解消してほしいというのがあるのですけれども。特に山仕事とかするときに携帯持ってい

っても通じない。通じないというか、何というのですか、宇宙語というのですか、とんでもない変

な音が出てくることがあるのです。だから、できたら島内が正解かなという見方を意図的にしたい

のです。 

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〕 

〇総務課長補佐（隅 智孝君） 前田副議長のご質問にお答えします。 

  お見込みのとおり、島内全域です。集落内だけではなくて、島全体になります。 

  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） 私のほうも１点だけお聞きしたいと思います。 

  153ページの国民健康保険診療所の関係で、診療所入り口の風よけ室を設けるとあるのですが、こ

れ外へ設けるのか、中へ設けるのか、お聞かせください。 

〇議長（寺田 優君） 榎本住民課長。 

          〔住民課長（榎本雅仁君）登壇〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 井口議員のご質問にお答えします。 

  この場でやるのが、診療所会計のほうでやったほうがよろしいのかどうなのかというところはあ

るのですけれども、一応お答えすると、中に設けるといったことになっております。 

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） 実は、なぜ聞いたかというと、これは何年か前に、要するに自動ドアにした

らいかがですかと質問をしたことがあるのです。というのは、下からのあの風の音がすごいので、

自動ドアにしたらいかがですかといったら、いや、ネズミがどうのこうのと当時の課長さんがおっ
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しゃって拒否されたので、そのままに、もうそれ以上言わなかったのですけれども、これをもし自

動ドアにした場合にどのぐらいの金額かかります。 

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） 井口議員のご質問にお答えします。 

  そこについては見積もりしておりませんので、分かりかねるといったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 何で私が自動ドアがいいかというと、お年寄りが入るのにも力も要らないし、

ただタッチすれば開くというような形の自動ドアであれば、結構楽なのかなという思いでお聞きし

たのですが、それもし現在のそういった金額が調べて安いようであれば、自動ドアにできたらして

いただきたいなと思っていますので、お願いできたらと思います。 

〇議長（寺田 優君） 答弁はいいですか。 

〇５番（井口 保君） 答弁はいいです。 

〇議長（寺田 優君） それでは、ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、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。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 私は、次に述べる２つの理由から原案に反対いたします。 

  １つは、言うまでもなく当初予算に反対している関係が一つあります。途中で賛成というのも疑

問があるわけで、一つはその理由です。 

  それから、もう一つは、ここは現実的な反対理由になるわけですけれども、やっぱり予算の上で

住民の要望といいますか、声といいますか、そこらに耳を貸そうとする姿勢が見られないと。一口

で言えば、いろんな要望はあるのだけれども、前向きというか、検討しようという姿勢が見られな

い。本当に住民の声を皆さんが聞いているのかどうか。ただ、議員が勝手にしゃべっているから、

それについて受け答えすればいいのだと。まさかそういう認識ではないと思うのですけれども、そ

うと受け止められるのです。それに尽きています、今のところ。やっぱりもう少し皆さんも住民の

声を耳に入れるように。ですから、私一般質問で言いました。質問しました。あの質問をまた繰り

返しやるようになります。それは、職員の皆様のアンテナが私は細いと。もっと住民の中に入って、

自ら住民たちは何を考え、何を要望しようとしているのだろうかと、どういう問題を我々村当局に

求めようとしているのだろうかと。アンテナを太く広くして知ってもらいたいと。そうすれば、議
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会の議員からの口だけでなくて、質問だけでなくて、自らもう少し前向きな情報が得られて、幹部

会での議論になるのだろうと。かつて住民課長、私の質問に答弁で言いました。補聴器の問題で、

コンサルのところに来られて、それで患者さんというのが何人か、９名だか来たと。そうしたら、

職員の中でもそれを聞いて議論したと。そうしたら、職員の皆さんもこれは問題だと、そうだよな

という認識を高めたという報告を聞いているのです、答弁は。録音テープではないから完璧ではな

いです。私は、あの言葉は非常に重視しているのです。それだけでも結構よかったと思っています

けれども、もっと幅広く、勤務時間外なのです、ふだんの生活というのは。勤務として行ってくれ

ということではない。ふだんから雑談でも何でもいいので、行ってくれれば、その中に住民たちが

親しくなればなるほど何でもしゃべるようになると思うのです。冗談ぽくもあり、泣き言かもしれ

ないし。そういう立場に立って、共にここで暮らしているわけですから、立場は違うけれども。そ

ういう意味で、尽力は、努力というのは、村を、行政を挙げて、我々もそれについては議員でなく

てもですけれども、逆に言うと役場が何を考えているか、住民は知らな過ぎます。何を考えている

のだろうと。ということは、皆さん方の接触がどれだけ薄いかということですよ、はっきり言って。

常日頃のです。そういう状況はぜひ改善すれば、住民の悩み、声、喜びが皆さんの肌に伝わってい

くのだろうと、こう思っています。 

  いずれにしても、何かマン・ツー・マンで議員と村長がやり取りしているような範疇ではないと

いうことだけ理解していただきたい。議員だけどうとかすれば片づくみたいなことではない。私は、

そういう具合に思っています。余計なことかもしれませんけれども、そういう背景というか、述べ

させてもらって、この原案には残念だけれども、反対をせざるを得ないと。これは実直な心境です。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） ほかに討論ございますか。 

  井口議員。 

          〔５番（井口 保君）登壇〕 

〇５番（井口 保君） 私は、原案には賛成いたします。 

  ただ、原案に賛成はいたしますが、やっぱり反対されている議員の声もよくお聞きになっただろ

うと思います。そういった点で、ちゃんと今後に生かしてもらいたいなと思っていますので、そこ

はよろしくお願いいたします。というわけで、原案に私は賛成いたします。 

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、討論を終了いたします。 

  これより採決を行います。 

  議案第47号 令和４年度東京都利島村一般会計補正予算（第２号）を採決いたします。 

  議員の皆さんは投票をしてください。 
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          〔投  票〕 

〇議長（寺田 優君） 投票を締め切ります。 

  投票の結果、議案第47号 令和４年度東京都利島村一般会計補正予算（第２号）は、２対２とな

りましたので、議長の判断としてこの議案47号 令和４年度東京都利島村一般会計補正予算（第２

号）は可決といたします。 

 

    ◎日程第１１ 議案第４８号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別 

                  会計（事業勘定）補正予算（第１号） 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程11、議案第48号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業

特別会計（事業勘定）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48号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

補正予算（第１号）。 

  令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

  歳入歳出の補正。歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ484万円を増額し、歳入歳出予算の総額

を7,993万5,000円とする。 

  詳細に関しましては、所管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） 令和４年度の国民健康保険事業特別会計（事業勘定）についてご説明申

し上げます。 

  歳入につきましては206、207ページを御覧ください。歳入の主なところでいきますと、前年度か

らの繰越金が歳入として計上されているといったところと、それに伴い繰入金なのですけれども、

繰越金の部分で余ったという言い方もちょっとあれなのですけれども、そこの部分について一般会

計からの繰入金を減らしているというふうになっております。 

  歳出についてでございます。212ページ、213ページ以降とさせてください。こちらのほうなので

すけれども、人件費については当初述べたとおり、新陳代謝による人件費の増、また給付費のほう

が一般被保険者の療養費が８万5,000円増額させていただいていると。それ以外に前年度繰越金から

の分の積立金を322万8,000円行わせていただいているといったところと、あとは214ページ、215ペ
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ージで前年度に過剰交付いただいていた分を償還金として35万8,000円の増額としているところで

ございます。 

  以上でございます。 

〇議長（寺田 優君） 議案の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。 

  質問のある議員は挙手願います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 村長が提案する前に言えばよかったかもしれませんけれども、あるいは提案

された段階で言えばよかったかもしれないけれども、特別会計の事業会計、直診については一括提

案でお願いしたいなと。遅ければ別にやっても結構ですけれども。 

          〔「介護と後期に関しても一括でやらせてもらいたいです」と言う 

            人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 何かそういう関係が、高齢者もあったか。 

          〔「介護と高齢者の最後の２つは一括で」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） 高齢者もある。 

          〔「それは最後です。直診はちょっとさっきの診療所のところと別に」 

            と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 直診と事業、別々でやるということね。 

          〔「というか、もうやっちゃったから。一括で上げさせてもらいたい 

           のは最後の２つは一括で上げさせてもらいたい」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、質疑に移りたいと思います。 

  質問のある議員は挙手をしてください。ございませんか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了いたします。 

  討論を行います。討論ございますか。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは、一般会計の原案に反対いたします。 

  一般会計と冒頭述べた、最初に述べた当初予算で反対しているし、繰越し、繰入れがあるかない

かにかかわらず、これは反対せざるを得ないということで反対いたします。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 
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〇議長（寺田 優君） ないようですので、討論を終了いたします。 

  これより採決を行います。 

  議案第48号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）

を採決いたします。 

  議員の皆様は投票を行ってください。 

          〔投  票〕 

〇議長（寺田 優君） 投票を終了いたします。 

  投票の結果、議案第48号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正

予算（第１号）は２対２の同数となっておりますので、議長の判断で議案第48号 令和４年度東京

都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）は可決承認といたします。 

 

    ◎日程第１２ 議案第４９号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別 

                  会計（直診勘定）補正予算（第１号） 

     日程第１５ 議案第５２号 令和４年度東京都利島村介護保険事業特別会計 

                  （事業勘定）補正予算（第１号） 

     日程第１６ 議案第５３号 令和４年度東京都利島村後期高齢者医療事業特 

                  別会計補正予算（第１号） 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、日程12、議案第49号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業

特別会計（直診勘定）補正予算（第１号）を審議いたします。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 進行について提案させていただきます。 

  49号の直診勘定、それから52号、介護の事業、それから53、高齢者、それだけかな。国保の事業

が終わったから、直診と介護の事業と、それから高齢者、これについて３案について一括上程とい

うことを提案いたします。 

〇議長（寺田 優君） ただいま笹岡議員より議案第49号の令和４年度東京都利島村国民健康保険事

業特別会計（直診勘定）補正予算（第１号）と議案第52号 令和４年度東京都利島村介護保険事業

特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）、それから議案第53号 令和４年度東京都利島村後期高齢

者医療事業特別会計補正予算（第１号）を一括で上程されたらどうかというお諮りがありました。

採決を行います。 

  賛成の議員の挙手を願います。 



 - 299 -

          〔賛成者挙手〕 

〇議長（寺田 優君） 全員賛成です。 

  よって、この３案を一括して上程いたします。 

  それでは、日程13、14を。 

          〔「いや、変えなくてもいいのかな。議案がばらけているだけで。提 

            案順がばらけているだけで」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） １つずつずらすのでしょう。 

          〔「ずらさなくてもそのままで」「採決を一個一個」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 一個一個やればね。採決は一個一個やります。 

          〔「というのは、提案者がそのように提案しているから」と言う人あ 

           り〕 

〇議長（寺田 優君） では、そのように。 

  それでは、採決については一つ一つ、１議案ずつやっていくということで。 

          〔「説明だけ」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） してください。説明、質問、全部３議案一緒にやります。 

          〔「５議案ではなくて３議案ですね」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ３議案。 

  村山村長。 

          〔村長（村山将人君）登壇〕 

〇村長（村山将人君） それでは、議案第49号から52号、53号を一括して上程させていただきたいと

思います。 

  まず、議案第49号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算（第

１号）。 

  令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

  歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ1,704万8,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を8,634万

4,000円とする。 

  次に、議案第52号 令和４年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第１

号）。 

  令和４年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

  歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ348万円を増額し、歳入歳出予算の総額を5,335万4,000円

とする。 
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  次に、議案第53号 令和４年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）。 

  令和４年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

  歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ110万9,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を750万

6,000円とする。 

  詳細に関しましては、所管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） そうしたら、217ページ、まず直診勘定のほうの補正予算のご説明を申し

上げます。 

  では、すみません。ページをおめくりいただいて、220ページ、歳入のほうでございます。主な歳

入のところですけれども、一般会計補正のほうでも述べさせていただきましたけれども、コロナに

関して中に風除室を設けるといったところで、792万円の繰入れを行っているところと、あとは前年

度からの繰越金が912万8,000円あるといったところを今回歳入のほうは上げさせております。 

  続きまして、歳出のほうでございます。226ページをおめくりください。こちらのほうにあります

けれども、一般管理費として人件費のほうの新陳代謝等に伴って、予算のほうは100万円程度増額と

なっているといったところでございます。 

  また、その下に参りまして積み金のほうは815万6,000円積ませていただきたいといったところを

行っております。 

  また、先ほど来から述べさせていただいているとおり、施設整備費として工事を行うのに792万円

を計上させていただいているといったところになります。 

  直診会計については以上になります。 

  続きまして、介護保険事業の補正をさせていただきます。255ページからの介護保険事業勘定の補

正予算で内容をご説明申し上げます。258ページを御覧ください。こちらのほうも繰入金として、一

般会計からの繰入金37万5,000円と、前年度からの繰越金として310万5,000円計上させていただいて

おります。 

  歳出でございます。まず、265ページですか、御覧ください。人件費のほう、こちらも新陳代謝に

よる異動があったため、計上をさせていただいているところでございます。 

  また、その下の償還金の部分ですけれども、前年度、国と、また社会保険診療報酬支払基金から

過剰に交付されていた分を精算交付ということで今年度返還しなければいけないといったところ、

今年度計上させていただいているといったところになります。 

  介護保険については以上になります。 

  続きまして、267ページ、後期高齢の補正予算になります。こちらのほうの歳入のところを御覧く
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ださい。270ページ、271ページです。こちらのほう書いてあるとおり、保険料のほうが確定賦課が

終わりまして、保険料のほうは増収となっていたのを、その分について補正を行わせていただいて

いるといったところにございます。 

  また、繰越金のほうは、前年度からの繰越金として44万2,000円と、また諸収入のほうなのですけ

れども、一般会計からの繰入金が増収になっていると、保険料のほうは増収になっているといった

ところで、諸収入のほうが減額しております。 

  歳出についてでございます。277ページでございます。こちらのほうは、東京都後期高齢者広域連

合に対しての負担金のほうが増加といったところで、今回110万9,000円増加させていただいており

ます。 

  以上となっております。 

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。 

  質問のある議員は挙手をしてください。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ２点だけ伺います。 

  これ聞き漏らしだろうと私思うのですけれども、国保の事業の直診の診療所の施設整備、これは

何と言っていましたか。 

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） 227ページ、こちらのほうの施設整備なのですけれども、コロナの感染予

防で、診療所の内側に風除室を設けるために…… 

          〔「何」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） 風除室。風を除くという。 

          〔「要するに外から入っていて、風を」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） ワンクッション、内側の扉を閉めていれば、外の扉を１回開けますね。

風が入ってきても、一番中の待合室のところには風が行かないよと。だから、社協の建物を見ても

らうと分かると思うのですけれども、高齢者在宅サービスセンターのほうです。外に扉があって、

内側にも扉がありますね。あれと同じ造りにしたい。外側の扉は、今既存のものがありますけれど

も、その内側に昔でいうと玄関みたいなところが、１段下がっているところがありますね。あそこ

の上側に扉をつけるといったところでございます。 

          〔「さっき議員が言っていた自動とは違うんだ」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） それはお願いとしてあれだというところだったと思いますけれども、う



 - 302 -

ちのほうで見積もっているのは自動扉をつけるといったところではございません。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ページは一々いいです。めくるのも世話でしょうし。 

  それと、後期高齢の問題で負担金、広域連合の。これはこれでおしまいですか。あるいは、四半

期ごとに払うのですか。 

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） 笹岡議員のご質問にお答えします。 

  こちらの負担金なのですけれども、主に負担金というか、歳出のほうなのですけれども、保険料

が結局増収になってしまっていると。後期高齢者の広域連合に保険料をそのまままるっと納めなけ

ればいけないといったところがありますので、そこの部分に保険料が増加した分を負担金として納

めるといったところでございまして、今回計上させていただいたのはそこまでといったところで、

今後医療費が増加、75歳以上の高齢者の方が医療費が極端に増加した場合は、当然負担金のほうは

増える可能性もありますけれども、現状のところは今まで当初予算でお認めいただいている額で問

題ないといったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） ちょっと……的な質問になるかもしれませんけれども、私はそう思っていた

のですけれども、これというのは100万円増加しますね。経過を見ないと分からないのだけれども、

要するに今日までの予算が400万ちょっとですか。それで、100万追加して500万ぐらいになるのでし

ょう。これは、これからも患者が出てくると思うのです。患者というか、負担金が、保険が。そう

すると、１人増えても何がしかは増えると。あるいは、この枠内である程度の人数までは消化でき

ると。500万の中で、これだけ補正を組んであれば、当分100件やそこら、金額で言ったらいいのか

どうか分かりませんけれども、50件、100件のそういう対象が出ても、予算枠の中で、五百何がしか

の中で消化できると、処理できると、負担が。ところが、いってみれば、やってみなければ分から

ないので、取りあえず今までの分を処理したと、負担金を。これからまた出てくれば、その負担分

はどんどん、どんどん加算されて、また12月だかのときにはまとめて50万なり100万なり、負担増に

なって計上するという性質のものなのですか。 

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。 

  こちらの広域連合への分賦金なのですけれども、内訳は広域連合さんのほうから毎年それまでの
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利島村のかかった分というか、そういったものとか保険料の額とかをお示しいただいて、それに対

して利島村の令和４年度について負担金というか、分賦金としてこのぐらいですよというのをお示

しいただいて、それに対して当初予算でお認めいただいているといったところでございまして、そ

の後の話として、今回広域連合の保険料がたまたまというか、所得の高くなった方がいたというの

で、当初予想していたよりも大きく増加しているといったところで、そこの部分を、この広域連合

の分賦金というのは当然保険料で入ってきたものは広域連合さんにお渡ししなければいけないとい

ったところでございますので、その分を増加させていただいている部分で増加しているといったと

ころでございまして、給付費の話、皆さん75歳以上の高齢者の方が医療にかかった場合の９割です

とか、所得段階に応じての負担分のそれの中の利島の負担分はこれだけだよというのは、当初の予

算でお認めいただいているところで今のところ超える予定はないといったところでございまして、

ただ先ほど申したのは、これで必ず増えないのかと言われると、最後のところで調整したりという

ところが出てきますが、どうしても極端な例を申し上げますと、75歳の方がみんな入院してしまっ

たよなんていったら、当然給付費のほうが跳ね上がってしまいますので、そうしたらその分を負担

しなければいけないとか、そういう部分は出てきますけれども、現状としては今のところ当初の予

定の給付費の中、その他いろいろな負担金の発生するものもあるのですけれども、収まっていると

いったところでございます。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） これは、広域は介護もそうでしょうし、国保もそうでしょうし、今は。そう

いう保険の負担の割合が収入か、あれによって増えていくと、負担割合が増加していく。これは、

それに伴って被保険者も負担が伴うのでしょう。上がります。上がるのでしょう。自治体ばかりで

はなくて、町村分負担ばかりではなくて。 

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。 

  後期高齢につきましては、保険料、75歳以上の方にお支払いいただく保険料については２年に１

度でしたか、広域連合のほうで試算して、今後２年間にこれだけかかるよといったものを試算して

…… 

          〔「３年じゃない」と言う人あり〕 

〇住民課長（榎本雅仁君） ３年でしたか。ごめんなさい。ちょっと後でちゃんとしたものをお調べ

しますけれども、行って、それに基づいて保険料を決めておりますので、村の中で特に大きな増減

があるといったところは、広域連合からお示しされた保険料というのは東京都全部一律でございま

すので、そちらのほうは３年ごとですか、そこの変動はございません。 
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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） なければ、質疑を終了いたします。 

  ３議案の討論を行います。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 提案そのものには本来反対することもなさそうなのですけれども、一般会計

との関係で繰り出し、繰入れがある、あるいはないかもしれないけれども、事業そのものは診療所

にしても、直診にしても、修繕というか、施設を改善してくれるということで。願わくはドアを考

えていただいたほうがいいと思いますけれども、井口議員から要望のあった。次の機会にでもと思

いますけれども。確かに重いですから、そういう意味では結構なことなのだけれども、とにかく一

般会計並びに当初予算の関係で反対をいたします。 

  それで、議長にお願いしておきたいのですが、再三議案ごとに立つのは世話なので、以下同文で

すので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（寺田 優君） ３案一括でやっていますから。 

〇３番（笹岡壽一君） そうです、そうです。 

  それから、やがて提案になるであろう、提案されている案件の特別会計２件残っていますけれど

も、それも結論的には同じだということで了解していただければありがたいと。 

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） なければ討論を終了し、これより採決を行います。 

  議案第49号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算（第１号）

を採決いたします。 

  議員の皆さんは投票を行ってください。 

          〔投  票〕 

〇議長（寺田 優君） 投票を終了します。 

  投票の結果、議案第49号 令和４年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正

予算（第１号）は２対２の同数でありますので、議長の判断により議案第49号 令和４年度東京都

利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算（第１号）は、可決承認することといたし

ます。 

  引き続き、議案第52号 令和４年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第

１号）を採決いたします。 

  議員の皆さんは投票を行ってください。 
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          〔投  票〕 

〇議長（寺田 優君） 投票を終了いたします。 

  投票の結果、議案第52号 令和４年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補正予算

（第１号）は２対２の同数でありますので、議長の権限により、議案第52号 令和４年度東京都利

島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）は可決承認することといたします。 

  引き続き、議案第53号 令和４年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

を採決いたします。 

  議員の皆さんは投票を行ってください。 

          〔投  票〕 

〇議長（寺田 優君） 投票を終了します。 

  投票の結果、議案第53号 令和４年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１

号）は２対２の同数でありますので、議長の判断により、議案第53号 令和４年度東京都利島村後

期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）は可決承認することといたします。 

 

    ◎日程第１３ 議案第５０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２号） 

     日程第１４ 議案第５１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２号） 

 

〇議長（寺田 優君） 引き続き、議案第50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２号）を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

          〔「はい」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 本特別会計につきましては、50号、51号、一括で審議されたらということで

提案をいたします。 

〇議長（寺田 優君） ただいま笹岡議員より、議案第50号と議案第51号を一括で審議されたらどう

かという提案がありました。 

  お諮りいたします。ただいまの提案に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） 皆さん賛成ですので、議案第50号と議案第51号は一括で審議いたします。 

  議案第50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２号）から議案第51号
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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２号）を審議いたします。 

  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50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２

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２号）は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ1,637万7,000円を増額し、歳入歳

出予算の総額を9,999万6,000円とする。 

  次に、議案第51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２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２号）は、次に定めるところ

による。 

  歳入歳出予算の補正。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ188万7,000円を増額し、歳入歳

出予算の総額を8,607万1,000円とする。 

  詳細に関しましては、所管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） では、よろしくお願いします。 

  238ページ、239ページを御覧ください。すみません。やっぱり240ページにしてしまってください。

申し訳ございません。240ページの歳出から説明させていただきます。総務費に関しましては、職員

の新陳代謝となっております。 

  施設管理費のところの委託料でございますけれども、昨年度急速ろ過施設に関して発電機を購入

させていただいたのですけれども、これに関しましては発電機自体に関しては自家用電気工作物保

安業務を委託する必要がございまして、こちらの分を計上漏れしておりましたので、計上させてい

ただきます。申し訳ございません。 

  先に施設整備費の浄水場更新事業でございますけれども、昨年度から続いております井戸の増設

工事について施工業者との協議をさせていただいて、増額分が決定されましたので、今回計上させ

ていただいております。こちらに対して部分的に都の補助金が取れておりますので、こちらと、そ

のときの井戸の増設のときに第２、第３の貯水池になるのですけれども、こちらのほうの排水管が

もうかなり駄目だという状況になっておりまして、たまった汚泥を抜くのですけれども、そちらに

対しての管がもう老朽化していると。こちらはちょっと急ぐ必要があるというので、今年度浄水場

にある配水池から集落内にそこに配管があるのですけれども、そちらの布設替えの設計を予定して

いたのですけれども、そちらと入替えで、貯水池のほうの泥を抜くための排水管、こちらの設計を
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ちょっと急ぐことにしまして、来年度実際に工事をさせていただきたいと思っておりまして、そち

らのほうの設計に変えさせていただいております。そこが３番目の老朽管更新事業の委託料、こち

らのほうの入れ替わっている理由でございます。この施設整備費の老朽管の更新事業と浄水場の更

新事業のところの都補助金が獲得できる見込みというとちょっと言い方が悪いですけれども、とこ

ろがございまして、979万3,000円計上させていただいております。 

  前年度繰越金のうちの純繰越金、浄水場の更新の井戸の更新のほうの部分を除いたものの728万

5,000円という純繰越金をさらに計上させていただいております。一般会計繰入金は、先ほどの職員

の新陳代謝等と、あと前年度繰越金の入れ替わりがございましたので、歳入歳出を合わせるべく70万

円ほどの減額となっております。 

  252ページ、253ページを御覧ください。一般職員の人件費に関しては、こちらも先ほどと同じ新

陳代謝となっております。汚泥再生処理センター管理経費のところで光熱水費を計上させていただ

いているのですけれども、汚泥再生処理センターの運転時間が増加しておりまして、４から７月分

の実績ベースで電気使用量増加というところが発生しておりますので、予算がもう不足していると

ころですので、102万円増額計上させていただいております。 

  251ページを御覧ください。前年度の純繰越金が発生しておりますので、前年度繰越金を1,791万

5,000円計上させていただいております。こちらに伴いまして、歳入歳出を一致させるため一般会計

繰入金を1,602万8,000円減額させていただいております。 

  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。 

  笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） 簡水をちょっとお伺いしますけれども、まず人件費、先ほど新しい用語で新

陳代謝という、医療用語的なものでは使われているけれども、最近行政用語こういう言葉が出てく

るというのはあまりなじみがなかったですけれども、これは減額されているトータル260万の減額、

内訳は省略します。給料というか、人件費が263万減額になっているということは、これは人事の異

動に伴う措置ですか、それとも退職とか新入職員とか、そういう関係ですか、それとも今まで比較

的高い給料を取っていた人がどこかへ行って、変な言い方かもしれないが、安い人が来たというこ

とで負担が減ったということですか。 

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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  笹岡議員のお言葉をお借りして、今まで高い給料だった者が異動して、安い給料の者が担当にな

ったということになります。 

  以上です。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） それで、勉強といいますか、聞き慣れない言葉で最初に申し上げましたけれ

ども、今後は人事異動は異動とは言わないで、新陳代謝ということになるのですか。どうも意味が。

大体新陳代謝なんて医療的な用語で、それ行政で出てくるというのはどういう意味なのか、さっぱ

り分からない。要するに医療的というのは、体が入れ替わるということですな。例えば髪の毛が伸

びる、内臓もそう。 

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。 

  行政の財政の中でも健全化という言葉がありますけれども、行政を体と例えて、人の異動するこ

とで健全化を図るというか、またリフレッシュさせる、新陳代謝させるという意味での言葉になる

かと思っていまして、また異動は異動で給料に関わらない部分の人だけの異動みたいな。財政面で

関わってくる異動が新陳代謝みたいなことになろうかと思います。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） こだわるようだけれども、新陳代謝というのは大体、体の古いものが新しく

なるという具合だ、簡単に言えば。いろいろ理解があって、古いのが新しくなるというのは、行政

へ持ってくると異動ぐらいなのかなと。分からない。新しい言葉がどんどんあちこちで適用される

から。それは勉強になりました。今度はこの新陳代謝は何ですかと聞く必要があるかもしれないね。 

  それから、先ほど説明があったのですけれども、井戸の増設工事というの、これはあれとは違う

のですか。私たち視察をしたときがあるのです。村長も一緒でしたけれども。あのときのあの井戸

とは違うのですか。あれとは違う。別の井戸ですか、これは。 

〇議長（寺田 優君） 上野環境建設課長。 

          〔環境建設課長（上野 崇君）登壇〕 

〇環境建設課長（上野 崇君） まさにそれということです。その同じ井戸でございます。 

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） 合併で１件、先ほどセンターの光熱水費のことで説明して、電気代が云々と

ありました。電気代ですか、電気代。これは何で特別にかかったということですか。当初予定して
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いた電気代より何かがあって、事件があって、それとも単純に通常運転する中でただ単純に不足し

ていたということですか。 

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。 

  現在汚泥再生処理センターは、運転時間、搬入する浄化槽汚泥などの量が増えていて、また現在

の夏場の暑い時期というのもありまして、処理を適正に行う上で運転時間を冬場よりも時間を長く

取って処理を行うようにしています。なので、現在平均的な時間数よりも約５万円程度、平均で電

気を多く使うような状況になっています。 

〇議長（寺田 優君） 笹岡議員。 

          〔３番（笹岡壽一君）登壇〕 

〇３番（笹岡壽一君） そうすると、大体100万円というと20日分ぐらい、１日５万円というのは何が

単位。 

          〔「１か月５万円ぐらい」と言う人あり〕 

〇３番（笹岡壽一君） １か月５万円。そうすると大体５か月分と、単純計算すると。夏場はちょっ

と７万ぐらいかかるかもしれないけれども、10月、11月になると３万ぐらいにいくかもしれないと

いうことですか。暑いときにかかるということは。そうすると、５か月というと、３月までと、大

体。分かりました。 

〇議長（寺田 優君） ほかにございますか。 

          〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） ないようですので、質疑を終了いたします。 

  討論を省略して、採決に移りたいと思います。 

  議案第50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２号）を採決いたしま

す。 

  議員の皆さんは投票を行ってください。 

          〔投  票〕 

〇議長（寺田 優君） 投票を終了いたします。 

  投票の結果、議案第50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２号）は

２対２の同数となっておりますので、議長の判断により、議案第50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２号）は、可決承認いたします。 

  次に、議案第51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２号）を

採決いたします。 

  議員の皆さんは投票を行ってください。 
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          〔投  票〕 

〇議長（寺田 優君） 投票を終了いたします。 

  投票の結果、議案第51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２

号）は２対２の同数となりましたので、議長判断により、議案第51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２号）を可決承認いたします。 

  以上をもちまして、提案された議案は全て終了いたしました。 

 

    ◎閉会の宣告 

 

〇議長（寺田 優君） ここでお諮りいたします。 

  ここで本定例会を閉会してもよろしいでしょうか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（寺田 優君） それでは、これで閉会いたします。 

  皆さん、ご苦労さまでございました。 

                                   （午後 ４時２６分） 
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