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・・・・・・ 
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90 
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・・・・・・ 

 

112 

５ ． 日 程 第 ３  
議案第４２号 予算補正について（平成２０年度簡易水道特別会

計 補正第２号） 

 

・・・・・・ 

 

116 

６ ． 日程報告  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 122 

７ ． 散 会  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123 

 



第５号（６月２０日）（金） 
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月 日 曜日 船 日　程 備　考

6 15 日 入

　09：00～ 議員懇談会

 　本会議 　＜常任委員会＞　総務・経済　→　正副委員長互選

　＜議会運営委員会＞　→　正副委員長互選

　＜全員協議会＞　①地域ｲﾝﾄﾗ　②十島会館運営

　＜議会運営委員会＞

　

 　本会議

 　本会議

 　本会議

　15：00～　税務研修（鹿児島税務署）

 　

 　本会議

　＜全員協議会＞　

　　　①日食　②あり方研究会

　　　③口之島地すべり　④ＬＰＧ問題

6 21 土

6 22 日 入

6 20 金 出

会期日程

平成２０年第２回（６月）十島村議会定例会

6 19 木

6 16 月 出

6 18 水 入

6 17 火



月日 曜 日程

＜議員懇談会＞

臨時議長

第 ① 仮議席の指定

第 ② 議長の選挙

第 1 議席の指定

6月16日 月 第 2 会議録署名議員の指名 1

第 3 会期の決定

第 4 会期日程の決定

第 5 副議長の選挙

第 6 常任委員会委員の選任　　　　　＜常任委員会：総務・経済＞ 正副委員長の互選

第 7 議会運営委員会委員の選任　　　＜議会運営委員会＞ 正副委員長の互選

第 8 議席の一部変更

＜全員協議会＞　①地域イントラネット基盤整備事業について  ②十島会館の今後の運営

＜議会運営委員会＞ 6/17～6/20日の議事日程

第 1 諸般の報告

第 2 行政報告及び所信表明

第 3 一般質問（永田和彦議員→村長）

　　　　（平田傳義議員→村長）

第 4 報告 第 4号 専決処分：東之浜港改修工事の工事請負変更契約の締結

第 5 報告 第 6号 専決処分：十島村税条例の一部改正

6月17日 火 第 6 報告 第 7号 専決処分：十島村国民健康保険税条例の一部改正 2

第 7 報告 第 5号 専決処分：予算補正（平成19年度一般会計 補正第6号）

第 8 報告 第 8号 専決処分：予算補正（平成20年度老人保健医療特別会計 補正第1号）

第 9 報告 第 9号 専決処分：予算補正（平成20年度船舶交通特別会計 補正第1号）

第10 報告 第 10号 専決処分：予算補正（平成20年度簡易水道特別会計 補正第1号）

第11 報告 第 11号 繰越明許費繰越計算書：（平成19年度一般会計予算繰越明許費繰越計算書）

第12 議案 第 25号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少

第 1 議案 第 26号 条例改正：十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正
第 2 議案 第 27号 条例改正：十島村天文台の設置及び管理に関する条例の全部改正
第 3 議案 第 28号 条例改正：十島村歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の一部改正
第 4 議案 第 29号 条例改正：十島村手数料徴収条例の一部改正
第 5 議案 第 30号 条例改正：十島村生活改善施設の設置及び管理に関する条例の一部改正

6月18日 水 第 6 議案 第 31号 条例改正：トカラふるさとづくり寄付条例の制定 3
第 7 議案 第 32号 条例改正：十島村立墓地の設置及び管理に関する条例の制定
第 8 議案 第 33号 指定管理者の指定について （諏・加工施設 → 諏・自治会）
第 9 議案 第 34号 指定管理者の指定について （口・墓地 → 口・自治会）
第10 議案 第 35号 権利の放棄について
第11 議案 第 36号 過疎地域自立促進市町村計画の変更
第12 議案 第 37号 辺地に係る総合整備計画の策定
追第1 議案 第 39号 予算補正（20年度国保特会 補正第1号） 
追第2 議案 第 41号 予算補正（20年度介護特会 補正第1号）  

第 1 議案 第 38号 予算補正（20年度一般会計 補正第1号）
第 2 議案 第 40号 予算補正（20年度船舶特会 補正第2号）  
第 3 議案 第 42号 予算補正（20年度簡水特会 補正第2号） 

6月19日 木 4
※ 15：00～　税務研修会（鹿児島税務署）

第 1 同意 第 1号 監査委員の任命（識見）
第 2 同意 第 2号 監査委員の任命（議選）
第 3 十島村農業委員会の選任による委員の議会推薦委員について

6月20日 金 第 4 発議 第 1号 議会広報調査特別委員会設置の件 5
第 5 議員派遣の件
第 6 閉会中の議会運営委員会の継続調査の件

＜全員協議会＞
　③皆既日食　④あり方研究会報告　⑤口之島地すべり報告　⑥ＬＰＧ安全対策問題

平成２０年第２回（６月）十島村議会定例会　提出案件一覧表 会期日程

件　名



議案番号 件 名 議決年月日 議決結果 議決番号

報告 第 4号
専決処分の承認を求めることについて（東之浜港改修工事の工事請負
変更契約の締結）

H20.06.17 承認 承認 第 4号

報告 第 6号 専決処分の承認を求めることについて（十島村税条例の一部改正） H20.06.17 承認 承認 第 5号

報告 第 7号
専決処分の承認を求めることについて（十島村国民健康保険税条例の
一部改正）

H20.06.17 承認 承認 第 6号

報告 第 5号
専決処分の承認を求めることについて
（平成19年度十島村一般会計 補正予算　第6号）

H20.06.17 承認 承認 第 7号

報告 第 8号
専決処分の承認を求めることについて
（平成20年度十島村老人保健医療特別会計 補正予算　第1号）

H20.06.17 承認 承認 第 8号

報告 第 9号
専決処分の承認を求めることについて
（平成20年度十島村船舶交通特別会計 補正予算　第1号）

H20.06.17 承認 承認 第 9号

報告 第10号
専決処分の承認を求めることについて
（平成20年度十島村簡易水道特別会計 補正予算　第1号）

H20.06.17 承認 承認 第10号

報告 第11号
繰越明許費繰越計算書について
（平成19年度十島村一般会計予算繰越明許費繰越計算書）

H20.06.17 （報告）

議案 第25号
鹿児島県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少
について

H20.06.17 原案可決 議決 第25号

議案 第26号
十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について

H20.06.18 原案可決 議決 第26号

議案 第27号
十島村天文台の設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例の制
定について

H20.06.18 原案可決 議決 第27号

議案 第28号
十島村歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する
条例の制定について

H20.06.18 原案可決 議決 第28号

議案 第29号 十島村手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について H20.06.18 原案可決 議決 第29号

議案 第30号
十島村生活改善施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
例の制定について

H20.06.18 原案可決 議決 第30号

議案 第31号 トカラふるさとづくり寄付条例の制定について H20.06.18 原案可決 議決 第31号

議案 第32号 十島村立墓地の設置及び管理に関する条例の制定について H20.06.18 原案可決 議決 第32号

議案 第 33号 指定管理者の指定について H20.06.18 原案可決 議決 第33号

議案 第34号 指定管理者の指定について H20.06.18 原案可決 議決 第34号

議案 第35号 権利の放棄について H20.06.18 原案可決 議決 第35号

議案 第36号 過疎地域自立促進市町村計画の変更について H20.06.18 原案可決 議決 第36号

議案 第37号 辺地に係る総合整備計画の策定について H20.06.18 原案可決 議決 第37号

（議決結果）

平成２０年第２回（６月）十島村議会定例会



議案番号 件 名 議決年月日 議決結果 議決番号

議案 第39号
予算補正について
（平成20年度十島村国民健康保険特別会計 補正予算第1号）

H20.06.18 原案可決 議決 第38号

議案 第41号
予算補正について
（平成20年度十島村介護保険特別会計（介護保険事業勘定） 補正予算
第1号）

H20.06.18 原案可決 議決 第39号

議案 第38号
予算補正について
（平成20年度十島村一般会計 補正予算　第1号）

H20.06.19 原案可決 議決 第40号

議案 第40号
予算補正について
（平成20年度船舶交通特別会計 補正第2号）

H20.06.19 原案可決 議決 第41号

議案 第42号
予算補正について
（平成20年度簡易水道特別会計 補正第2号）

H20.06.19 原案可決 議決 第42号

同意 第 1号 監査委員の選任について H20.06.20 同意 同意 第 1号

同意 第 2号 監査委員の選任について H20.06.20 同意 同意 第 2号

十島村農業委員会の選任による委員の議会推薦委員について H20.06.20 （推薦）

発議 第 1号 議会広報調査特別委員会の設置 H20.06.20 原案可決 発議議決第 1号

議員派遣の件 H20.06.20 （決定）

閉会中の議会運営委員会の継続調査の件 H20.06.20 （決定）

（議決結果）

平成２０年第２回（６月）十島村議会定例会



平成２０年６月１６日（月）

１．出席議員は次のとおりである。

1 番 君

2 番 君

3 番 君

4 番 君

5 番 君

6 番 君

7 番 君

8 番 君

２．欠席議員は次のとおりである。（０名）

３．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席したものの職・氏名

君

君

君

君

君

君

君

４．職務のために出席した事務局職員の職・氏名

君

君

議会 事務 局長 福 澤 章 二

議会事務局書記 日 高 尚 子

教 育 長 齊 脇 司

総 務 課 長 肥 後 政 司

住 民 課 長 池 田 清 助

日 高 通

村 長 敷 根 忠 昭

用 澤 満 男

副 村 長 福 満 征 一 郎

日 高 助 廣

永 田 和 彦

前 田 功 一

平 泉 二 太

平 田 傳 義

有 川 和 則

経 済 課 長 松 下 賢 次

教育委員会教育総務課長 久 保 源 一 郎



平成２０年６月１７日（火）

１．出席議員は次のとおりである。

1 番 君

2 番 君

3 番 君

4 番 君

5 番 君

6 番 君

7 番 君

8 番 君

２．欠席議員は次のとおりである。（０名）

３．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席したものの職・氏名

君

君

君

君

君

君

君

君

４．職務のために出席した事務局職員の職・氏名

君議会事務局書記 日 高 尚 子

経 済 課 長 松 下 賢 次

教育委員会教育総務課長 久 保 源 一 郎

会 計 管 理 者 福 澤 章 二

教 育 長 齊 脇 司

総 務 課 長 肥 後 政 司

住 民 課 長 池 田 清 助

平 田 傳 義

用 澤 満 男

有 川 和 則

村 長 敷 根 忠 昭

副 村 長 福 満 征 一 郎

日 高 通

日 高 助 廣

永 田 和 彦

前 田 功 一

平 泉 二 太



平成２０年６月１８日（水）

１．出席議員は次のとおりである。

1 番 君

2 番 君

3 番 君

4 番 君

5 番 君

6 番 君

7 番 君

8 番 君

２．欠席議員は次のとおりである。（０名）

３．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席したものの職・氏名

君

君

君

君

君

君

君

君

４．職務のために出席した事務局職員の職・氏名

君

平成２０年６月１９日（木）

会 計 管 理 者 福 澤 章 二

日 高 通

議会事務局書記 日 高 尚 子

総 務 課 長 肥 後 政 司

敷 根 忠 昭

副 村 長 福 満 征 一 郎

教 育 長 齊 脇 司

教育委員会教育総務課長 久 保 源 一 郎

住 民 課 長 池 田 清 助

経 済 課 長 松 下 賢 次

日 高 助 廣

永 田 和 彦

前 田 功 一

平 泉 二 太

平 田 傳 義

用 澤 満 男

有 川 和 則

村 長



１．出席議員は次のとおりである。

1 番 君

2 番 君

3 番 君

4 番 君

5 番 君

6 番 君

7 番 君

8 番 君

２．欠席議員は次のとおりである。（０名）

３．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席したものの職・氏名

君

君

君

君

君

君

君

君

４．職務のために出席した事務局職員の職・氏名

君

平成２０年６月２０日（金）

会 計 管 理 者 福 澤 章 二

議会事務局書記 日 高 尚 子

住 民 課 長 池 田 清 助

経 済 課 長 松 下 賢 次

教育委員会教育総務課長 久 保 源 一 郎

副 村 長 福 満 征 一 郎

教 育 長 齊 脇 司

総 務 課 長 肥 後 政 司

平 泉 二 太

平 田 傳 義

用 澤 満 男

有 川 和 則

日 高 通

村 長 敷 根 忠 昭

日 高 助 廣

永 田 和 彦

前 田 功 一



１．出席議員は次のとおりである。

1 番 君

2 番 君

3 番 君

4 番 君

5 番 君

6 番 君

7 番 君

8 番 君

２．欠席議員は次のとおりである。（０名）

３．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席したものの職・氏名

君

君

君

君

君

君

君

君

４．職務のために出席した事務局職員の職・氏名

君

会 計 管 理 者 福 澤 章 二

総 務 課 長 肥 後 政 司

住 民 課 長 池 田 清 助

副 村 長 福 満 征 一 郎

議会事務局書記 日 高 尚 子

経 済 課 長 松 下 賢 次

教育委員会教育総務課長 久 保 源 一 郎

前 田 功 一

平 泉 二 太

平 田 傳 義

用 澤 満 男

教 育 長 齊 脇 司

有 川 和 則

日 高 通

村 長 敷 根 忠 昭

日 高 助 廣

永 田 和 彦



日程 議案番号 件 名 議決結果 議決番号

 　　【議員懇談会】

臨時議長

第 ① 仮議席の指定

第 ② 議長の選挙

平成２０年第２回（６月）十島村議会定例会　臨時議長・議事日程（第１号）

平成20年6月16日（月）　午前・午後　  1 時  00 分開議



日程 議案番号 件 名 議決結果 議決番号

第 1 議席の指定

第 2 会議録署名議員の指名

第 3 会期の決定

第 4 会期日程の決定

第 5 副議長の選挙

第 6 常任委員会委員の選任

第 7 議会運営委員会委員の選任

第 8 議席の一部変更

　＜全員協議会＞

　　①地域イントラネット基盤整備事業について

　　②十島会館の今後の運営について

　＜議会運営委員会＞

平成２０年第２回（６月）十島村議会定例会　議事日程（第１号）

平成20年6月16日（月）　午前・午後　  1 時  00 分開議



日程 議案番号 件 名 議決結果 議決番号

第 1 諸般の報告

第 2 行政報告及び所信表明

第 3 一般質問（永田和彦議員→村長）

　　　　（平田傳義議員→村長）

第 4 報告 第 4号
専決処分の承認を求めることについて（東之浜港改修工事の工事請負変更
契約の締結）

承認 承認 第 4号

第 5 報告 第 6号 専決処分の承認を求めることについて（十島村税条例の一部改正） 承認 承認 第 5号

第 6 報告 第 7号
専決処分の承認を求めることについて（十島村国民健康保険税条例の一部
改正）

承認 承認 第 6号

第 7 報告 第 5号
専決処分の承認を求めることについて
（平成19年度十島村一般会計 補正予算　第6号）

承認 承認 第 7号

第 8 報告 第 8号
専決処分の承認を求めることについて
（平成20年度十島村老人保健医療特別会計 補正予算　第1号）

承認 承認 第 8号

第 9 報告 第 9号
専決処分の承認を求めることについて
（平成20年度十島村船舶交通特別会計 補正予算　第1号）

承認 承認 第 9号

第10 報告 第10号
専決処分の承認を求めることについて
（平成20年度十島村簡易水道特別会計 補正予算　第1号）

承認 承認 第10号

第11 報告 第11号
繰越明許費繰越計算書について
（平成19年度十島村一般会計予算繰越明許費繰越計算書）

（報告）

第12 議案 第25号
鹿児島県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少につ
いて

原案可決 議決 第25号

平成２０年第２回（６月）十島村議会定例会　議事日程（第２号）

平成20年6月17日（火）　午前・午後　10　時 00 分開議



日程 議案番号 件 名 議決結果 議決番号

第 1 議案 第26号
十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条
例の制定について

原案可決 議決 第26号

第 2 議案 第27号
十島村天文台の設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例の制定に
ついて

原案可決 議決 第27号

第 3 議案 第28号
十島村歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

原案可決 議決 第28号

第 4 議案 第29号 十島村手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 議決 第29号

第 5 議案 第30号
十島村生活改善施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の
制定について

原案可決 議決 第30号

第 6 議案 第31号 トカラふるさとづくり寄付条例の制定について 原案可決 議決 第31号

第 7 議案 第32号 十島村立墓地の設置及び管理に関する条例の制定について 原案可決 議決 第32号

第 8 議案 第 33号 指定管理者の指定について 原案可決 議決 第33号

第 9 議案 第34号 指定管理者の指定について 原案可決 議決 第34号

第10 議案 第35号 権利の放棄について 原案可決 議決 第35号

第11 議案 第36号 過疎地域自立促進市町村計画の変更について 原案可決 議決 第36号

第12 議案 第37号 辺地に係る総合整備計画の策定について 原案可決 議決 第37号

追加
日程
第1

議案 第39号
予算補正について
（平成20年度十島村国民健康保険特別会計 補正予算第1号）

原案可決 議決 第38号

追加
日程
第2

議案 第41号
予算補正について
（平成20年度十島村介護保険特別会計（介護保険事業勘定） 補正予算第1
号）

原案可決 議決 第39号

平成２０年第２回（６月）十島村議会定例会　議事日程（第３号）

平成20年6月18日（水）　午前・午後　10　時 10 分開議



日程 議案番号 件 名 議決結果 議決番号

第 1 議案 第38号
予算補正について
（平成20年度十島村一般会計 補正予算　第1号）

原案可決 議決 第40号

第 2 議案 第40号
予算補正について
（平成20年度船舶交通特別会計 補正第2号）

原案可決 議決 第41号

第 3 議案 第42号
予算補正について
（平成20年度簡易水道特別会計 補正第2号）

原案可決 議決 第42号

 15;00～　税務研修会（鹿児島税務署）

平成２０年第２回（６月）十島村議会定例会　議事日程（第４号）

平成20年6月19日（木）　午前・午後　10　時 00 分開議



日程 議案番号 件 名 議決結果 議決番号

第 1 同意 第 1号 監査委員の選任について 同意 同意 第 1号

第 2 同意 第 2号 監査委員の選任について 同意 同意 第 2号

第 3 十島村農業委員会の選任による委員の議会推薦委員について （推薦）

第 4 発議 第 1号 議会広報調査特別委員会の設置 原案可決 発議議決第 1号

第 5 議員派遣の件 （決定）

第 6 閉会中の議会運営委員会の継続調査の件 （決定）

　＜全員協議会＞

　　③2009年皆既日食の取組状況について

　　④十島村の保健、医療、福祉のあり方研究会報告書

　　⑤大雨による口之島地すべりについて

　　⑥ＬＰＧ安全対策について（前田議員・漁協組合長）

平成２０年第２回（６月）十島村議会定例会　議事日程（第５号）

平成20年6月20日（金）　午前・午後　10　時 00 分開議
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平成２０年第２回（６月）十島村議会定例会 

 

 

６月１６日（月） 

 

 

△ 開会 

△ 議員選任 

 

 

○議会事務局長（福澤章二） 

議会事務局長の 福澤章二です。 

 本定例会は、一般選挙後、初めての議会です。 

  議長が、選任されるまでの間、地方自治法第１０７条の規定によって、出席議員の中で年長の議員が

臨時に議長の職務を行うことになっています。 

年長の平田傳義議員を御紹介致します。  

○臨時議長（平田傳義君） 

 ただいま紹介をいただきました平田傳義です。地方自治法第１０７条の規定によって、臨時に議長の

職務を行います。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

△開議 

 

 

○臨時議長（平田傳義君） 

  ただいまから、平成２０年第２回（６月）十島村議会定例会を開会します。 

本日の会議を開きます。 

 

 

△日程第１ 仮議席の指定 

 

 

○臨時議長（平田傳義君） 

日程第１、仮議席の指定を行います。 

「仮議席」は、ただいま着席の議席とします。 

 

 

△日程第２ 議長の選挙 

 

 

○臨時議長（平田傳義君） 

日程第２、議長の選挙を行います。 

選挙は、投票で行います。 

議場の出入口を閉めます。 

（議場を閉める） 

○臨時議長（平田傳義君） 

 ただいまの出席議員は、８人です。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に日高助廣君及び永田
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和彦君を指名します。 

 投票用紙を配ります。 

  念のため申し上げます。投票は、単記無記名で行います。 

（投票用紙の配布） 

○臨時議長（平田傳義君） 

 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

（「漏れなし」との声あり） 

○臨時議長（平田傳義君） 

「配布漏れなし」と認めます。 

 投票箱を点検します。 

（ 投票箱の点検 ） 

○臨時議長（平田傳義君） 

 「異常なし」と認めます。 

  ただいまから、投票を行います。１番から順番に投票をお願いします。  

（ 投 票 ） 

○臨時議長（平田傳義君） 

投票漏れは、ありませんか。 

（「漏れなし」との声あり） 

○臨時議長（平田傳義君） 

 「投票漏れなし」と認めます。 

投票を終わります。 

○臨時議長（平田傳義君） 

 開票を行います。 

日高助廣君及び永田和彦君、開票の立ち会いをお願いします。 

（ 開 票 ） 

○臨時議長（平田傳義君） 

選挙の結果を報告します。 

  投票総数８票、有効投票６票、無効投票２票です。有効投票のうち日高通君６票。以上のとおりです。

この選挙の法定得票数は、２票です。したがって、日高通君が議長に当選されました。 

議場の出入口を開きます。 

（議場を開く） 

○臨時議長（平田傳義君） 

 ただいま、議長に当選されました日高通君が議場におられます。 

会議規則第３３条第２項の規定によって、当選者の告知をします。 

日高通君。 

○日高通君 

ただいま、議員の皆様方のご推挙をいただきまして、十島村議会の議長という大任を拝することにな

りました。これまでの十島村議会における議長職として、これまで頑張ってこられた方々のその職責を

思う時に、これまでにない身の引き締まるような思いで、この議長職を拝命致したいと思います。皆様

方には大変ご配慮をいただきました。ここに改めて御礼を申し上げます。有難うございました。さて、

今日の地方自治を取り巻く環境というものは、私が申し上げるまでもなく大変厳しい状況等にございま

す。国の地方分権法に伴う制度改革の変ってくる中において、本村においては、今更ながら大変厳しい

状況等が見受けられているのが今日の地方自治であります。そういう中において、私ども議会の果たす

べき役割というものは、これまで以上に厳しい状況が待ち受けております。その為には、私どもがそれ

ぞれの政策、議題に対してこれまで以上にそれぞれの議員が資質を高め、更に住民福祉の為にこの選択

肢がどういう結果をもたらすのか真剣な議決機関としての一人ひとりであっていただきたい。こういう

思いでおります。そういう意味からして、元より私は力もございません。しかしながら、皆様方が一致

団結して、村民の福祉向上の為に最大の議会としての、議会人としての権能を果たしていただければ、
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更に我が十島村の発展に繋がるだろうと、このように確信をいたしております。どうか、それぞれの議

員におかれましては、これからの議会運営を含め、村民の福祉向上の為に更なる努力を続けてもらえる

ことをお願い申し上げまして、簡単ではありますけれども挨拶に代えさせていただきます。有難うござ

いました。 

○臨時議長（平田傳義君） 

  日高議長、議長席にお着き願います。 

これで、臨時議長の職務は全部終了致しました。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

○議長（日高通君） 

 これより、しばらく休憩いたします。 

 

 

休憩 

 

 

○議長（日高通君） 

 休憩以前に引き続き会議を開きます。 

 

 

 

△日程第１ 議席の指定 

 

 

○議長（日高通君） 

 日程第１、議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第４条第１項の規定によって、ただいまの議席のとおり、お手元に配りました議席

表のとおり指定致します。 

 

 

 

△日程第２ 会議録署名議員の指名 

 

 

○議長（日高通君） 

日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、１番、日高助廣君及び２番、永田和彦君を

指名します。 

 

 

 

△日程第３ 会期決定の件 

 

 

○議長（日高通君） 

 日程第３、会期決定の件を議題にします。 

  お諮りします。 
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  本定例会の会期は、本日から６月２０日までの５日間にしたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「異議なし」と認めます。 

  したがって、会期は本日から６月２０日までの５日間に決定しました。 

 

 

 

△日程第４ 会期日程の決定の件 

 

 

○議長（日高通君） 

 日程第４、会期日程の決定の件を議題にします。 

  お諮りします。 

会期日程につきましては、配布致しております日程表のとおりとしたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、会期日程はそのように決定しました。 

 

 

 

△日程第５ 副議長の選挙 

 

 

○議長（日高通君） 

 日程第５、副議長の選挙を行います。 

選挙は、投票で行います。議場の出入口を閉めます。 

（議場を閉める。） 

○議長（日高通君） 

 ただいまの出席議員は、８名です。 

 次に、立会人を指名します。 

  会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に前田功一君及び平泉二太君を指名します。 

 投票用紙を配ります。 

  念のため申し上げます。投票は、単記無記名です。配布をお願いします。 

（投票用紙の配布） 

○議長（日高通君） 

 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

（「漏れなし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

 「配布漏れなし」と認めます。 

 投票箱を点検します。 

（投票箱の点検） 

○議長（日高通君） 

 「異常なし」と認めます。 

  ただいまから、投票を行います。１番から順番に投票をお願いします。  
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（ 投 票 ） 

○議長（日高通君） 

 投票漏れは、ありませんか。 

（「漏れなし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

 「投票漏れなし」と認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。 

○議長（日高通君） 

 前田功一君及び平泉二太君、開票の立ち会いをお願いします。 

（ 開 票 ） 

○議長（日高通君） 

 選挙の結果を報告します。 

  投票総数８票、有効投票７票、無効投票１票です。 

  有効投票のうち、有川和則君７票。 以上のとおりです。この選挙の法定得票数は、２票です。 

  したがって、有川和則君が副議長に当選されました。 

 議場の出入口を開きます。 

（議場を開く） 

○議長（日高通君） 

 ただいま、副議長に当選された有川和則君が議場におられます。 

会議規則第３３条第２項の規定によって、当選の告知をします。 

副議長当選承諾及び挨拶をお願いします。 

有川和則君。 

○７番（有川和則君）  

  議員の皆様のご推挙により副議長に当選させて頂きました。議長と一緒になって議会運営がスムーズ

に行くように努力致します。皆様のご協力をお願いします。 

 

 

 

△日程第６ 常任委員会委員の選任 

 

 

○議長（日高通君） 

 日程第６、常任委員会委員の選任を行います。 

お諮りします。 

常任委員会委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定によって、お手元に配布しま

した名簿のとおり指名したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「異議なし」と認めます。 

  したがって、常任委員会委員は、お手元に配布しました名簿のとおり選任することに決定しました。

これから各常任委員会の正副委員長を互選していただきます。委員長及び副委員長は、委員会条例第８

条第２項の規定によって、各委員で互選することになっております。さらに、同条例第９条第１項に規

定により委員長及び副委員長がともにいない時は、議長が委員会の招集、日時、場所を定めてその互選

を行わせることになっております。 

これから、各常任委員会ごとに正副委員長を互選していただきます。 

総務委員会は、第１会議审、経済委員会は第２会議审、以上のとおり場所を定めます。 
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これから、各常任委員会の委員長及び副委員長の互選のため、しばらく休憩します。 

 

 

休憩 

 

 

○議長（日高通君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

ただいま、各常任委員会の正副委員長が決定した旨通知を受けましたので、報告します。 

総務委員長に永田和彦君。同副委員長に用澤満男君。 

経済委員長に平泉二太君。同副委員長に日高助廣君。 

以上のとおり決定しました。 

 

 

 

△日程第７ 議会運営委員会委員の選任 

 

 

○議長（日高通君） 

 日程第７、議会運営委員会委員の選任を行います。 

お諮りします。 

議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定によって、お手元に配布しま

した名簿のとおり指名したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「異議なし」と認めます。 

したがって、議会運営委員会委員は、お手元に配布しました名簿のとおり選任することに決定しまし

た。 

これから、議会運営委員会の正副委員長を互選していただきます。 

委員長及び副委員長は、委員会条例第８条第２項の規定によって、議会運営委員会で互選することに

なっています。更に、同条例第９条第１項の規定によって、委員長及び副委員長がともにいない時は、

議会運営委員会の招集、日時、場所を定めて、その互選を行わせることになっております。 

これから、議会運営委員会の正副委員長を互選していただきます。議会運営委員会の開催場所は第１

会議审に定めます。 

これから、議会運営委員会の委員長及び副委員長の互選の為、しばらく休憩します。 

 

 

休憩 

 

 

○議長（日高通君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

ただいま、議会運営委員会の正副委員長が決定した旨通知を受けましたので、ご報告します。 

議会運営委員会委員長に、有川和則君。同副委員長に平泉二太君。 

以上のとおり決定しました。 

 

 



 7 

 

△日程第８ 議席の一部変更 

 

 

○議長（日高通君） 

日程第８、議席の一部変更を行います。 

副議長の選挙に伴い、会議規則第４条第３項の規定によって、議席の一部を変更します。 

変更した議席は、５番、平田傳義君。６番、用澤満男君。７番、有川和則君。 

以上のとおりです。 

 

 

△日程報告 

 

 

○議長（日高通君） 

これで本日の議事日程は、すべて終了しました。 

明日は、午前１０時にお集まりください。 

 

 

△散会 

 

 

○議長（日高通君） 

本日は、これで散会します。 

ご苦労様でした。 
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６月１７日（火） 

 

△開議宠告 

 

 

○議長（日高通君） 

 おはようございます。 

これから、本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、お手元に配布しました議事日程表のとおりといたします。 

 

 

 

△日程第１ 諸般の報告 

 

 

○議長（日高通君） 

 日程第１、諸般の報告を行います。 

はじめに、会議・研修会関係についてご報告いたします。５月１４日、鹿児島市におきまして「鹿児

島県離島振興町村議会議長会の平成２０年定期総会」が開催され、事務局長が代理出席をしております。

同会の会計年度は、７月１日から６月３０日までとなっておりますが、総会の内容としましては、平成

１９年度の会務報告、並びに監査報告、平成１８年度の決算の承認、平成２０年度の事業計画案、並び

に予算案、同会規約の一部改正、副会長の選任でありました。平成１８年度決算につきましては、歳入

歳出差引額が２，０００千円となっておりますが、「これは離島振興法延長時の活動費用として留保して

ある財源で、当該年度の活動は当該年度の負担金の範囲内で行なうよう運営をしております。この留保

財源については本来基金等に積み立てるべきではある」という事務局の説明でありました。２０年度の

事業計画案、予算案につきましては、ほぼ１９年度同様の内容で提案されております。規約の改正につ

きましては、副会長２名の規定を１名に改めるものであります。以上申し上げました報告、認定、議案

につきましては全て原案のとおり可決承認されております。また、最後に、上屋久町・屋久町の合併に

伴う東・屋久町議長の退任により欠員となっておりました副会長に寺田・屋久島町議長を選任しており

ます。総会終了後は、鹿児島県廃棄物・リサイクル対策課の新川課長を講師に、「廃棄物・リサイクル対

策の現状と課題」と題した研修会を開催しております。 

５月１５日、鹿児島県町村議会議長会主催によります ｢常任委員会研修会｣ が開催され、事務局長書

記が出席をしております。内容としましては、元自治事務次官の松本英明氏によります「地方自治をめ

ぐる最近の動向について」、東京家政大学名誉教授の樋口恵子氏によります「高齢者医療・福祉をめぐる

諸問題」、弓指・鹿児島県農政部長によります「本県農業の振興策」についての講演でありました。 

以上申し上げました総会・研修会の資料は配布してございますのでご一読を願います。 

最後に、監査結果の報告を行います。監査委員より、今年の３月臨時会以後に实施されました３月、

４月、５月の例月出納検査結果についての報告がありました。これらの内容につきましてはお手元に配

布いたしております通りでありますので、お目通し願います。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 

 

 

 

△日程第２ 行政報告・所信表明 

 

 

○議長（日高通君） 

 日程第２、行政報告及び所信表明を行います。 
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村長から、行政報告及び所信表明についての申し出がありました。 

これを許可致します。 

村長、敷根忠昭君。 

○村長(敷根忠昭君) 

平成２０年第２回村議会定例会の開会にあたりまして、当面する村政の諸問題の推移等についてご報

告申し上げますとともに、３期目にあたり、初の定例議会でありますので村政運営に臨む所信について

申し上げます。 

なお、議員の皆様には去る４月２７日執行の議会議員選挙において、見事当選の栄誉に輝き、村政の

推進に大きく寄与して頂けることに対し、心からお喜びとお祝いを申し上げます。 

不肖、私も、同日の村長選挙において多くの村民の皆様のご支援をいただき、三度、村政のかじ取り

役の重責を担うことになりました。元来、浅学菲才の身ではありますが、初心にかえり村政発展のため

全力で頑張る覚悟であります。議員をはじめ村民の皆様方のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げま

す。また、昨日の議長選挙で新しい議長、副議長が就任され議会構成も変わりました。新しい議会構成

の下、村政発展の為にご協力頂くと共に、益々ご尽力賜りますよう重ねてお願いを申し上げます。                           

  それでは、当面する村政の諸問題の推移等についてご報告申し上げます。 

  まず、職員の新規採用および異動の件でございますが、本年３月３１日付けでフェリーとしまの機関

長を含む３名の職員が、定年並びに自己都合で退職しております。それに伴うフェリーとしまの機関部

の４名の異動と、組織機構の見直しに伴い「ななしま乗組員」１名を減員し、フェリーとしまへ配置替

えする異動を行っております。また、本年度末に技術系職員１名が定年退職を迎えることから１年前倒

しの本年４月１日付けで、技術系職員１名を新規採用しております。 

春の变勲につきましては、中之島在住の安藤義久さんが、２００８年春の变勲で「旫日単光章」を授

章され、先月７日付けで県知事からその伝達が行われております。安藤氏につきましては、ご承知のと

おり、元十島村選挙管理委員会委員長で同委員会委員として約３０年間、適正な選挙執行に尽力された

ことが評価され、この度の授章となったもので心からお祝い申し上げます。 

次に、特定離島ふるさとおこし推進事業につきましては、今年度の事業が５月に決定いたしました。

本村の採択事業は、２６件の３７４,８９５千円で前年度より９４,７６０千円の増額となっております。

その内、県費補助金が２９４,０４２千円で前年度に比べ７３,３８７千円の増額となっております。例

年、この事業による本村への県費補助金は、約２億円前後で推移してきておりますが、２００９年皆既

日食を１年後に控え、集落内のインフラ整備等を始め皆既日食受け入れ対策の必要性を県に強く要請し

た結果、前年度より増額で採択されたところでございます。 

本年度の特定離島ふるさとおこし推進事業については、当初予算審議の際にも触れておりますとおり、

早期着手の必要なもの、また事業進捗に時間を要するもの等は既に予算執行を行っているものもあり、

残りの各種事業については、今回の補正予算で計画しているところであります。 

この特定離島ふるさとおこし推進事業につきましては、鹿児島県の単独事業として４０数年にわたり、

県内離島の各種振興対策として实績があり、県内離島にとって欠くことのできない大事な補助事業であ

ります。 

しかし、昨今の県の財政事情は危機的状況にあると報じられており、単独事業として９億円で推移し

てきたこの事業費の今後の継続が危惧されております。本村は、この事業で毎年３億円前後の事業を实

施してきており、本村の財政運営はこの補助事業抜きでは考えられません。今後とも議員の皆様ととも

に本事業の継続と本村の特異性を強く訴え更なる予算の確保につとめていきたいと思っております。 

中之島地上デジタル放送中継局の試験放送の開始の件につきましては、平成１９年度事業で進めてい

た中之島地区の地上デジタル中継局が完成し、本年４月中旪から試験放送が開始されております。この

中之島中継局は、奄美地区に電波を中継するとともに中之島地区と平島の一部地区が放送カバーエリア

となり、同地区での地上デジタル放送の視聴が可能となったところであります。なお正式な開局は、本

年８月が予定されております。 

なお、本村の今後のデジタル放送への対忚といたしましては、本年度中に各島の受信点調査を行い、

２１年度共聴施設の改修整備、２２年３月頃を目途に放送開始とする計画で進めております。 

次に、平成１９年度の一般会計並びに特別会計の決算見込みにつきましてご報告申し上げます。 
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 (１) 一般会計 

    歳入総額      ５,０２５,１６１千円 

    歳出総額      ４,９６８,７２３千円 

    歳入歳出差引額      ５６,５３８千円 

    翌年度繰越財源      １６,９５２千円 

    实質収支額        ３９,５８７千円 

     うち財政調整基金への積立処分  ２０,０００千円 

       翌年度繰越金        １９,５８６千円 

 

 (２) 国民健康保険特別会計 

    歳入総額        １０６,６１８千円 

    歳出総額        １０２,９２４千円 

    歳入歳出差引額         ３,６９４千円 

    实質収支額           ３,６９４千円 

     うち国民健康保険基金への積立処分  ３,６００千円 

       翌年度繰越金             ９４千円 

 

 (３) 老人保健医療特別会計 

    歳入総額          ９９,５０７千円 

    歳出総額        １０１,５７３千円 

    歳入歳出差引額      △ ２,０６６千円（赤字） 

    この決算赤字分については、平成２０年度の同会計から繰上充用の措置を行なっています。 

 

 (４) 船舶交通特別会計 

    歳入総額        ８４３,３２３千円 

    歳出総額        ９３８,７９６千円 

    歳入歳出差引額     △ ９５,４７３千円（赤字） 

    この決算赤字分については、平成２０年度の同会計から繰上充用の措置を行っています。 

 

 (５) 介護保険特別会計 

   ① 事業勘定分 

    歳入総額         ７５,４９９千円 

    歳出総額         ７３,９９４千円 

    歳入歳出差引額       １,５０５千円 

    实質収支額         １,５０５千円（全額翌年度繰越金） 

   ② サービス勘定分 

    歳入総額          １,０４１千円 

    歳出総額          １,０３５千円 

    歳入歳出差引額           ６千円 

    实質収支額             ６千円（全額翌年度繰越金） 

 

 (６) 簡易水道特別会計 

    歳入総額         ５５,４１３千円 

    歳出総額         ５５,４２５千円 

    歳入歳出差引額         △ １２千円（赤字） 

    この決算赤字分については、平成２０年度の同会計から繰上充用の措置を行っています。 

以上のとおり、各会計の決算見込みを申し上げましたが、最終的には、決算概要を含め、決算認定審

査の際に詳細に説明申し上げることといたします。 
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次に、畜産振興について申し上げますと、４月の子牛のセリ市は、平均で前年同期と比較し登録牛で

９５，０００円減の３１９，０９０円、一般牛は８４，０００円減の２１４，３７５円と価格が下落し、

５月のセリ市においても前月より登録牛で２２，９００円減の２９６，１９０円、一般牛では４３，５

８６円減の１７０，７８９円となり、下回り相場が鮮明になってきております。これは鹿児島県内１５

セリ市場すべてにおいて、ＢＳＥが発見された２００１年以来の落ち込み幅となっております。主な要

因としまして、配合飼料の原料であるトウモロコシ、大豆粕等の国際価格の高騰に加え、原油高が輸送

コストの高騰に拍車をかけている結果と見られております。 

  このような厳しい状況から、一市町村で対策を講じるには非常に難しい問題であることから国、県の

動向を見ながら対忚を検討していきたいと考えております。 

  農産物の出荷につきましては、大名タケノコは、諏訪之瀬島、悪石島から約２５５万円の出荷があり

ました。前年度と比較すると若干の出荷増となっております。 

大名タケノコの市況を見ると早い時期の出荷はキロ当たり１，０００円近い取り引きがあったことか

ら、早期出荷に取り組むことが望まれます。 

  ビワにつきましては年々出荷が落ちていましたが、本年度は２０％増の３２０万円の出荷となってお

ります。 

  ２００９年皆既日蝕までいよいよあと１年余りになってまいりました。 

  村では、２００５年から庁内に「トカラ皆既日食対策会議」を設置し、検討を重ねてきたところであ

りますが、今年３月２４日に住民の代表、関係機関にも参加していただき、受入れにかかる活動の母体

として「トカラ皆既日食受入れ準備委員会」を設置し、取り組みを強化しております。 

また、庁内では島ごと、分野ごとに担当者を配置し、５月には各島におきまして住民、村担当者、旅

行会社を交え意見交換会を实施いたしました。 

会では住民の皆様から忌憚の無い貴重な多くの意見が出されましたが、全般的にみると、住民の皆様

は皆既日食に期待を抱いておられ、また、協力的であったと報告を受けております。 

今後も住民の皆様方はもとより、関係機関と連携を密にし、より具体的な準備を進めてまいります。 

  また、７月３０日から８月３日にかけて中之島の開発センターを中心に、皆既日食のプレイベントを

開催いたします。 

  これは、本村が取る皆既日食対策に対する理解や本村におけるブロードバンド整備の必要性に対する

理解を深めるため情報発信を行うもので、村内の児童、公募した村外の児童合わせて５０人の児童を対

象に、８月１日のシベリアの皆既日食をインターネット中継で見せるもので、シベリアには本村職員１

人と作文で選考した本村の児童１人を派遣する予定にしております。 

さらに、元南極越冬隊員に南極の氷を持参していただき南極の話をしていただくほか、漂着ゴミ拾い

など地球環境問題についての学習等を企画しております。 

また、住民との交流も予定しておりますので関係の皆様のご協力をお願い申し上げるところでござい

ます。 

土木関係事業につきましては、繰り越し事業である中之島寄木地区排水工事、中之島御岳線・殿川地

区の防護施設工事及び口之島の学校下排水施設の工事は５月下旪にすべて完了しております。 

  簡易水道事業の国庫補助事業は、悪石島地区の原水池からの導水管布設工事を計画いたしております。  

地籍調査事業は、本年度も引き続き中之島を予定いたしております。 

  「フェリーとしま」の運航状況でございますが、まず、３月２６日に発生しました機関故障について

ご報告致します。 

３月２６日２３時３０分鹿児島港を出港するため主機関のエアーランを行ったところ右舷１番シリン

ダーから水漏れがあることが判明しました。このため，同シリンダーの開放点検をする必要が生じまし

たが，その復旧に時間を要するため，急遽、出港を取りやめ２６日に出港を延期することとしました。 

シリンダーを開放しましたところ燃料弁からの水漏れと判明しましたので予備燃料弁ノズルホルダーガ

イドと交換し復旧しました。今回の原因は，燃料弁取り付けナットの締め付けトルクが不足していたた

め，燃料弁とノズルホルダーガイドの間に僅かな間隙が生じ高温の排気ガスが侵入しノズルホルダーガ

イドのＯリングが損傷し水漏れが発生したものと思われます。このため，全気筒の燃料弁締め付けナッ

トについても併せて点検をいたしました。 
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次に４月２日に発生しましたバウスラスター翼の曲損についてご報告いたします。 

４月２日悪石島入港時に船首スプリング索を№１バウスラスターが巻き込んだため，鹿児島入港後ダ

イバーによりロープを撤去し，№１バウスラスター翼の確認をしましたところ，３翼が曲がっているこ

とが判明しました。ロープ撤去後試運転をした結果，左旋回時に過負荷となり異常振動もありましたが，

４月２日～４日にかけては天候が安定していたため，№１バウスラスターの使用を制限しながら運航す

ることとしました。この様な状態でバウスラスターを使用することは，ギヤの損傷など大きな故障に繋

がるおそれがあるため，４月５日に入渠しバウスラスターの曲損部の修正工事を实施いたしました。 

このような事故により利用者の皆様に大変なご不便をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 

今後このような事故がないよう，職員一同安全運航に努める所存でございます。 

次に、ゴミの分別収集・リサイクル活動につきましては、平成１９年度より県の特定離島ふるさとお

こし推進事業の補助を受けて、ごみ分別収集・リサイクル活動の準備を進めて参りました。４月２９日、

各島で第１回のゴミ分別収集・リサイクル活動を行い、５月１日鹿児島港にて、処理業者に引き取って

いただきました。今回のリサイクル量は３，５１６キロで役場の予想を大きく上回っております。これ

からも毎月１回リサイクル活動を展開し、島の環境の保全、きれいな島づくりに努めてまいります。 

レントゲン検診便につきましては、５月２６日から２９日にかけてフェリーとしまの特別便を組んで、

レントゲン検診、胃がん検診、乳がん検診、骨粗鬆症の検診を实施いたしました。受信者数は、肺がん・

レントゲン検診者数３０５人、骨粗鬆症検診１５２人、胃がん検診９０人、乳がん検診６０人でありま

した。 

後期高齢者医療制度につきましては、平成２０年４月から、「老人保健制度」が廃止され、７５歳以上

の高齢者のための新たな「後期高齢者医療制度」がスタートいたしました。被保険者一人ひとりが、保

険料を納入し、各市町村が交付する保険者証を医療機関に提示して、診療を受けることになります。後

期高齢者医療制度の財源構成は、ご承知のとおり患者負担を除き、公費（約５割）、現役世代からの支援

（約４割）、被保険者からの保険料（約１割）、となっています。 

特定健診・特定保健指導につきましても、本年４月よりスタートいたしております。不適切な食生活

や運動不足等の不健康な生活習慣からくる生活習慣病は、やがて糖尿病、高血圧症、高脂血症、肥満症

等の生活習慣病の発症を招きます。この現状は若いときからの生活習慣病の予防により防ぐことができ、

生活習慣病の境界段階で留めることで、通院を減らし、重症化や合併症の発症を押さえ入院に至ること

も避けることができます。その結果、中長期的に医療費の増加を抑えることになります。このようなこ

とから、平成２０年４月から「特定健診・特定保健指導」が实施されております。この、特定健診・特

定保健指導はメタボリックシンドロームの予防にターゲットをあてた健診を４０歳以上の被保険者に対

して行います。さらに健診後の保健指導ではメタボリックシンドローム予備軍に対しては「動機づけ支

援」を、該当者に対しては「積極的支援」を行わなければならず、取組状況に加え、成果についても評

価されることになっており、平成２５年度の成果の評価により、後期高齢者支援金が最大１０％も加算・

減算されることになります。つまり、将来生活習慣病になる恐れのある人たちに対して、その将来のリ

スクを減らすために真剣に取り組んでいただくことが求められていると言えます。 

定例教育委員会につきましては３月１０日に開会され、平成２０年度予算及び教職員異動について審

議され承認されました。 

３月１３日には各島小中学校の卒業式があり、中学校９人、小学校７人がそれぞれ卒業しています。 

平成１９年度事業のトカラ馬導入につきましては、３月２８日に開聞山麓自然公園の雌馬２頭を中之

島トカラ馬牧場に搬入し、これで、中之島のトカラ馬は雄６頭、雌７頭の１３頭になっております。 

平成２０年度の教職員異動による転出入は、転出２２人、転入２４人でありました。 

５月９日、鹿児島市吉田町の田知行義久さんから、今年も全校児童生徒に母の日のカーネーションが

贈呈されました。 

５月２１日から２４日で予定していた小学校連合修学旅行は、台風接近のため、６月１１日から６月

１４日に変更し、实施いたしました。 

以上、当面する村政の諸問題の推移等についてご報告を申し上げました。 

 

続きまして、村政運営に望む所信について申し上げます。 
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私は、先人達が守り育ててきた私達のふるさと「としま」を、「人と自然が創るぬくもりの島々」にし

なければならないと常々考えてまいりました。   

しかし、尐子高齢化、三位一体改革や地方分権の推進等諸々の国の改革によって都市と地方の格差が

生じ、特異条件下にある本村の行財政運営には特に厳しい現实がのしかかってきております。 

  この現实から目をそらすことなく、変革の時代に着实に対忚し、第４次総合振興計画の「村づくりの

目標と基本理念」を検証しながら方向性を定め、村民の皆様と協働で夢と希望のあるふるさと「としま」

を築くべく 

・  みんなで支えあうこころ豊かな「としま」 

・ 活力にみちた「としま」 

・ 安心安全な「としま」 

の「三つの目標とする地域像」を掲げて努力してまいりたいと考えております。 

 

１ みんなで支えあうこころ豊かな「としま」の創造のために 

（１）「結いのこころ」で、人情豊かな島づくりに努めます。 

社会経済環境が大きく変化するなか、十島村においても価値観や思考様式が多様化するととも

に住民ニーズも複雑化し、連帯感や地域社会への帰属意識が希薄になりつつあります。住民が仲

良く夢を語り合い、それぞれの島に誇りを持ち、トカラらしい心の豊かさを实感できる島づくり

が求められております。今こそ、トカラに昔から引き継がれてきた「結いのこころ」を大切にし、

集落内の自治活動や村内の島間の交流活動等を積極的に支援し人情豊かな島づくりに努めてま

いります。 

 （２）住みやすくきれいな島を後世に残すため、ゴミの減量、分別収集、リサイクルを進めます。 

トカラのイメージは自然が豊かできれいな島々であります。これは十島村の財産であり、住民

の誇りでなければなりません。今年の４月から分別収集に取り組んでおりますが、今後これを徹

底し、住民が誇れるきれいな島になればと願っております。また、地産地消を奨励し、ゴミを持

ち込まない工夫も必要であります。このような地道な島民の努力が島を活性化させ、こころ豊か

な島の生活の实現につながるものと確信しております。 

（３）２００９年皆既日食で、トカラの自然と厚い人情を世界にアピールします。 

２００９年皆既日食で「トカラ」は世界のビッグネームになります。しかし、このことが直接

地域おこしにつながるとは限りません。現在、①住民生活を守る。 ②トカラの自然を守る。③

来島者の安全を確保する。④受益者負担を求める。を基本原則に受入れ対策を練っておりますが、

この対策をしっかり進め、トラブルや事故無くその日を迎えることが大事であります。その上で、

トカラの美しい自然にふれていただき、観測者やマスコミの方々と住民の皆様がこころ豊かに交

流することで「トカラの名声」が上がり、「トカラが評価」されることになれば、リピーターも

増え、地域活性化の契機になるものと考えております。 

また、全国の自治体で天文台を運営している離島の村はありません。本議会に提案している「ト

カラふるさとづくり寄付条例」を活用し、今回の皆既日食を村独自に記録し、保存し、公開する

など、種々施策を展開することで、中之島天文台を中心にトカラが「小さな天文のメッカ」とな

るよう努力してみたいと考えております。なお、住民をはじめ関係者にご心配いただいている「遅

れている対策」でございますが、３月に「準備委員会」を設立するとともに、島ごとに担当職員

を配置しそれぞれの島にも窓口となる住民を決めていただきました。また、見直しを行なってお

ります受け入れ観測者数も、今月中には確定させる予定であります。その上で、住民の皆様とも

協議をしながら残された課題を確实に、速やかに解決して行く所存であります。 

 （４）健やかな青尐年を育てるため「としま」の環境を生かした特色ある教育の充实に努めます。また 

伝統芸能や文化財の保護伝承に努め、トカラの文化を守ります。 

豊かな自然と今なお独特の祭事、郷土芸能が受け継がれている「としま」の地域風土に加え、

集落住民の人情や心優しさは、都市の教育環境にはないものであります。さらに、今年度から整

備を予定しているブロードバンドの整備が完了すれば、テレビ会議システムの活用等により、「と

しま」の教育環境は他に例のない独特の教育環境としてアピールできるものと考えております。
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そして、これらの環境を生かし「生きる力を育む教育の推進と魅力ある文化風土づくり」に努め

てまいる所存であります。 

       

２ 活力にみちた「としま」の創造のために 

 （１）「としま」の特性を生かし、産業の活性化に努めます。特に基幹産業である畜産の振興を図るため、

トカラの自然環境と調和の取れた畜産振興に資する計画を策定します。 

これまで域内活性化のため特定離島ふるさとおこし推進事業を中心にあらゆる施策を講じて

きておりますが、厳しい自然、不利な地理的条件、そして担い手の高齢化などマンパワー不足に

より残念ながら期待通りの成果は上がっておりません。しかし、「としまの特産品」の愛好者は

全国に多く存在します。また、「トカラ大好き」のトカラファンも多く存在します。今後、生産

者や民宿経営者、関係団体が一丸となって、整備を予定しているブロードバンドの可能性を最大

限に利活用できるよう支援し、域内活性化の契機となるよう努めてまいります。本村の基幹産業

として成長しつつある畜産業については、周年放牧による低コスト生産を展開してきております

が、トレーサビリティーにより、「その他牛淘汰」が喫緊の課題となっております。また、高齢

化による担い手不足も深刻な問題であります。その他、自然との調和、畜産団体の組織力強化な

ど、課題解決のため当面の方向性等を示す計画を策定したいと考えております。 

 （２）U・Iターン者が定着できる環境の整備に努めます。 

全国的に尐子高齢化、人口減尐が進む中、本村だけがその解決を図ると言うことは大変難しい

ことであります。しかし、第２の臥蛇島を創らないため、従来の定住政策をさらに効率的に進め

ることが必要であります。I ターンや団塊の世代の U ターンを促す施策を住民の皆様と協働で進

めたいと考えております。例えば、島の出身者を温かく迎えられる島の風土を醸成する、一定期

間、空き家を借り上げ修復して U・I ターン者に提供する、あるいは将来的にブロードバンドが

整備された島々をアピールするなど、人口減尐を抑え、U・Iターン者が定着できる環境の整備の

ためあらゆる施策を検討してまいります。     

 （３）集落と行政の協働で、島自慢を創出するための施策を展開します。 

本土復帰５５周年を記念して实施した「トカラ列島しまめぐりマラソン」は、マスコミの予想

以上の取り扱いもあって、トカラのイメージアップにもつながり大変成果があったものと考えて

おり、今後、「村民の自慢できるイベント」として实施していきたいと考えております。本村は

人口が尐ないうえ、七つの孤立した島に分散しているため島ごとの活性化策が必要であります。

その解決策のひとつとして島ごとに住民の皆様が自慢できる事業を「住民が自分達の島のために

話し合って創出」する仕組みをつくり、住民の働く場の確保や住民活動を支援してまいりたいと

考えております。 

 （４）「としま」の条件不利を克服できる、ブロードバンド整備の早期实現に努めます。 

戦後、日本は世界の先進国として発展しているにも拘わらず未だに克服できていない本村のハ

ンディを尐なからず克服し、地域を活性化させるためにはブロードバンドの整備は欠かせないも

のと考えております。地方自治法第９９条の規定に基づき、平成１７年６月の本村議会において

議決されました「十島村のブロードバンド整備促進に関する意見書」をもとに要望活動を続けて

きた結果、平成２０年度の「地域イントラネット基盤施設整備事業（本年度事業規模 ４９７,

４９０千円・補助率 ３分の２）」として内定を受けております。 

この事業には今後、残事業の取り扱い、ランニングコストをどのように負担するか等の課題が

ありますので本議会中に議員の皆様とも協議し、整備方針を決定したいと考えております。 

 

３ 安心安全な「としま」の創造のために 

 （１）「健康で生涯うるおいのある暮らし」ができるよう保健・医療・福祉施策の改善に努めます。また、 

ブロードバンドを活用した遠隔医療の早期实現に取り組みます。 

平成１９年度事業の「十島村における保健・医療・福祉のあり方に関する調査研究」でその中

核にすえるべき理念が住民のアンケート調査から「住み慣れた島でいつまでも暮らせる村に！」

でありました。この理念は十島村にとって切实であり、理想でもあります。今後、研究会の報告
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書に基づく提言から具体策を検討し、「住民自らがなすべきこと」、「村行政がなすべきこと」、「国

や県に要請すべきこと」等を精査し、鹿児島県にもご協力をいただきながら一歩でも改善できる

よう努力してまいりたいと考えております。また、ブロードバンドを活用した遠隔医療につきま

しては、現在、総務省と厚生労働省において研究が進められておりますので、十島村の現状につ

いてご理解をいただき、研究のひとつのテーマになるよう要望してまいります。 

（２）港湾整備や災害防止の施策を充实し、安全な地域づくりに努めます。 

十島村における厳しい自然条件、地理的条件から、離島航路維持や港湾整備、災害防止施策は

安全な地域づくりにとってなによりも重要な施策であります。しかしながら、国の三位一体改革

などにより十島村を取り巻く環境は、他の自治体に比べ大変厳しいものがあり、残念ながら十分

な施策が取れない状況にあります。今後とも安全な地域づくりのため十島村の实情に理解を求め

る活動を地道に続けてまいります。 

 （３）時代の変革に対忚した効率的な行政運営と、財政の健全化に努めます。 

尐ない人口が、広大な海域の７つの孤立した有人島に分散され、役場が村外にあるという特異

条件下にある本村の行政運営は他の自治体に比べ効率が悪いことは否めない事实であります。さ

らに、過去のいわゆる「護送船団方式」による国の行政改革等の指導は、本村にとっては必要な

人員であるにもかかわらず削減されるなど本村の置かれている条件が無視され、必要な住民サー

ビスの实施が難しくなってきていることもまた現实であります。 

今後、整備を予定しているブロードバンドは本村の不利な条件を克服するための切り札と考え、

新しい時代にふさわしい効率的な行政運営を实現するためその利活用の検討に最大限の努力を

してまいりたいと考えております。さらに、本村の財政状況は、村税等の自主財源が乏しいこと

から慢性的な財源不足になっているうえ、近年の三位一体改革等による地方交付税の大幅な減尐

が影響し、かってない厳しい財政状況になっております。そのため、退職者の不補充による人件

費の削減、事務事業や補助制度の見直しなど様々な歳出改革に取り組んでいるところでございま

す。また、实質公債費比率が早期健全化基準を超えていることから、これを改善するため平成１

９年度から３年かけて公債費の繰り上げ償還、借り換えを行っておりますが、今後さらに財政の

健全化に向けて努力してまいります。 

なお、本村財政の危機的状況は今後も継続していくものと思われることから、国や県の政策動

向など本村を取り巻く環境を冷静に分析しながら行財政運営を進めてまいります。そして、「住

民の生活視点」を基本に住民との対話や情報公開を重視しつつ、住民と協働で村づくりを推進し、

住民に信頼される身近な行政を目指してまいりたいと思っております。 

 

   以上、行政報告及び村政運営に臨む所信について申し述べましたが、本議会に提案しております議

案は、専決処分の承認を求めるもの７件、繰越明許費繰越計算書に関するもの１件、広域連合の組織

に関するもの１件、条例の改正に関するもの５件、条例の制定に関するもの２件、指定管理者の指定

に関するもの２件、権利放棄に関するもの１件、過疎地域の自立促進計画の変更に関するもの１件、

辺地の総合整備計画の策定に関するもの１件、予算補正に関するもの５件、人事に関するもの２件と

なっております。 

それぞれの議案等の説明につきましては、議案上程の折ご説明申し上げますが、いずれも重要な議

案でございますので、よろしくご審議の上、可決賜りますようにお願いを申し上げまして終わりたい

と思います。ありがとうございました。 

○議長（日高通君） 

  これで、行政報告及び所信表明は終わりました。 

これより、１０分間休憩致します。 

  １１時１０分になりましたらお集まり下さい。 

 

 

休憩 
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○議長（日高通君） 

休憩以前に引き続き会議を開きます。 

 

 

 

△日程第３ 一般質問 

 

 

○議長（日高通君） 

 日程第３、一般質問を行ないます。 

一般質問の第１回目の質問は、登壇して行なってください。第２回目以降の質問及び執行部の答弁は

自席から行なってください。また、質問の持ち時間は、１人当局答弁を含めず４５分以内とし、一般

質問に対する関連質問は許可しません。 

それでは、通告の順番に発言を許します。 

○議長（日高通君） 

 ２番、永田和彦君。  

○２番（永田和彦君） 

私は一般質問を行うにあたり、今回十島村議会議員選挙において、再び住民の皆様にこの場に送って

頂いた事に対して、この場をお借りして心より御礼申し上げます。また、選挙において住民の皆様の前

で約束をさせて頂いたとおり、議員としての本分を全うし、１期目の経験を基にしながら、行政に対す

るチェック機関の一員として、より一層の努力、精進をして参りたいと考えております。１期目、４年

間の間には、若さゆえの暴走をたしなめられることもありましたが、若さと行動力のみが私の唯一にし

て最強の武器であると思っております。私は、口に出して言った事に対しては行動が伴わなければこれ

は嘘になる、という言葉を行動の指針とし、今後も精一杯の努力をして参ります。それでは本題に移ら

せていただきます。    

 さて、今回の十島村長選挙において、敷根村長は対立候補を３０８対１５８というダブルスコアに近

い大差で当選、勝利された訳ですが、率直にこの結果についてどのように感じておられるのか伺いたい。

私は、今回の選挙において有権者の皆様に話を聞かせて頂く中で、何度も耳にしたのが今のままで本当

に１０年後、２０年後、十島村は存在していられるのか。今のままの体制の中で本当に大丈夫なのか。

決して対立候補が良いとは思わない、しかし、ベストではないにしろベターだと思う。何とか十島村を

替えて欲しいという住民の声を耳にして来ました。そういった有権者の皆様お一人お一人の思いの１票

１票の積み重ねが１５８票という結果に繋がったと考えております。村長、あなたはこの事实をどのよ

うに受け止め、今後４年間の村政運営に反映させて行こうと考えているのか伺いたい。３０８票という

住民の皆様の信頼、負託を得て当選された訳ですが、１５８票というあなたに対してのある種、批判と

いいますか、そういった厳しい票もある訳です。そういった住民の１票１票にどのような形で今後４年

間忚えて行くつもりでおられるのか、その決意を伺いたい。 

次に、今回の選挙期間中のフェリーとしまの運航について伺いたい。４月２３日早朝に中之島を出航

後、平島以南の島々を選挙遊説の為の特別便での運航予定でしたが、平島と小宝島においては悪天候の

為に接岸できなかった訳です。小宝島の有権者の皆様は平成１２年の村長選挙に続いて、自分達の今後

の４年間を託すべき村長を選ぶ選挙において、候補者の考えを生で聞くことが出来ないという体験を２

度までもさせてしまったことに対して、どのように感じておられるのか伺いたい。同様に、平島の有権

者の皆様も同じような悲哀を味わったことと思います。平島、小宝島の両島においては港湾整備の計画

が年次的に、計画的に行われていることは百も承知しております。しかしながら、結果だけとってみれ

ば８年前と変わってはいないと言われても仕方のない結果だったのではないかと思います。国や県に対

して、様々なデータをもとに現状説明を行って来ているかとは思います。しかし、このような事实があ

ることも理解してもらう更なる努力が必要かと思います。今回の選挙特別便、４年間に１度、正に４０

０分の１のレアケースだったと思います。しかし、そういった本当に大切な、普段の航海も大切な航海
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の積み重ねですが、今回特にこのような結果になったことに対して、何らかの形でより具体的に国や県

に対して説明をしていく必要があるかと思います。自然災害等により事業の遅れが続いていることもわ

かりますが、今後可能な限り早期の港湾整備の完了に向けてより一層の努力をして頂きたい。そのよう

に考えております。 

次に、今回２度目の村長、村議同日選挙となった訳ですが、選挙戦のそれぞれを戦った候補者として

村長に伺いたい。同日選挙については、公職選挙法に基づいて公正に執行された訳ですが、村長自身、

自分の選挙と議員選挙が同時に行われていることに違和感は感じなかったでしょうか。私は、自分自身

の選挙を行うにあたり、議員選挙がどうしても村長選挙の影に隠れてしまい、議員選挙候補者一人一人

の考えや議員活動に対する評価といったものが有権者の皆様になかなか伝わりにくいもどかしさを感じ

て来ました。本村の財政事情等を考えると仕方のないことかもしれませんが、経費節減ということだけ

で済ませてはならない問題の１つではないかと考えます。今後の財政健全化を図っていく中で、語られ

なければならない重要な問題の１つにとらえる必要があると私は考えますが、村長はどのように考えて

いるか伺いたい。 

次に、私は村長の選挙遊説期間中の演説を島内において２度程聞かせて頂きましたが、その際、具体

的なものが、どうしても時間の制約等もあり、なかなかそれぞれ細かい点まで分かりにくかったなとい

う思いがしておりました。本日の施政方針の中で、いくつか語られて来た訳ですが、後程その点につい

て再度質問をさせて頂きます。その中で特に気にしておりますのが、今現在の本村における最重要課題

は何であるかと、どのように捉えているか伺いたい。私はやはり急速に進む尐子高齢化に伴う人口の減

尐が最大の問題であると考えております。十島村の存続の危機的状況にある訳ですが、正に、待った無

しの状況にあります。この危機に臨んで、いかにこの危機を乗り越えて行こうと考えているのか伺いた

い。例えば、村長が当選後の新聞取材に対して、これまでの定住促進について今までの対策は上手くい

っていないと述べておられますが、どういった点についてそのように捉えているのか伺いたい。私自身

も決してこれまでも定住促進事業が上手く行っているとは思っておりません。それは、結果としてなか

なか定住が進まない、もしくは定住を希望されて島内に入って来られた方々も、思い半ばにして離島さ

れるケースがあるように、そういった部分でのなかなかバックアップ、支援の部分での対策が上手く行

ってないのではないかと私は思っております。その対策の一つとして、ブロードバンドにかけると村長

はおっしゃっておりますが、ブロードバンドの活用法について、先程の施政方針の中でもいくつか触れ

られておりましたが、要はこのブロードバンドをいかに活用するかだと私も考えております。ブロード

バンドの整備さえ出来れば人が来るなどというのは決して有り得ない話です。そのようなことは村長ご

自身ももちろんわかっておられると、そのように思っておりますが、具体的にどのような形での運用、

活用、そして産業面、そういった分野において具体的な方策をお持ちでしたら伺いたい。以上で、私の

１回目の質問を終わります。 

○議長（日高通君） 

  村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

２番議員さんの一般質問に対してお答えを申し上げたいと思います。まず、十島村長選挙を終えてと

いうことでありますが、その中で、選挙結果をどのように受け止めているかということですが、議員が

おっしゃったように３０８票と１５８票という住民の沢山の方々のご指示を頂いて当選をしたと、そう

思っております。私がその当選したことで今のままで良いのか。それから、十島を変えて欲しいとか、

今おっしゃいましたけれども、それはそれなりにそれぞれ考えていく事だと私は受け止めております。

私を、この男では駄目だよと言う人もいる訳です。１５８という人達はそういう人達だったと、そうい

うふうに受け止めておりますが、３０８名の方々は私にもう一期やりなさいと、私にエールを送ってく

れております。これは素晴らしいことだと思っております。ですから、頑張れよと。敷根、お前じゃな

いと駄目だよと、頑張れと。私はそういうふうに言われて三度村長の重責を担おうと覚悟を決めている

ところであります。選挙の結果については、私がやって来たことが悪いとは私は思っておりません。良

かったから、そんだけの人達が忚援をしてくれたと、私はそういうふうに思っております。 

それから、この選挙便の小宝島、平島の抜港関係ですけれども、これは、かねがね大変島が小さい為

に、直ぐ天候が悪化するとうねりが入ったりして難しい港であることは承知しております。まあ、港を
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作っている中で、８年前と全く変わっていないじゃないかという理屈は、これは通らないと、それなり

に整備はして進めてきております。ただ、天候の風の向き、そういうものによって港が危険な状態に犯

される。まあ、離島の宿命といいますけれども、それだけで済まされる問題でないことは事实でありま

す。しかし、国や県にいくらかの事業拡幅を要請しても村の財政がそれに追いつかなければとても出来

ることではありません。国の補助事業の中で村負担があるということだけは認識をして頂きたい。しか

も、今までは他の港も一緒に同時着工、着手をして仕事を進めて来ております。ここ２、３年、平島の

東之浜と小宝島港を重点にしてやって来たことは事实であります。島の人達には大変難儀をさせる、あ

るいは、今回の選挙についても候補者のそうした政権も聞けない、まあ、大変住民の皆様には申し訳な

いと思っておりますけれども、これは自然の現象であれば人間の力ではどうにもしようがないこともあ

る訳で、そこら辺については、これからそれなりのことで、住民の皆様には語っていきたいと、そうい

うふうに思っております。 

それから、村長選挙と村議の選挙と同時選挙についてでありますけれども、議員そのものもご存知の

ように、村の財政的な問題もあります。それから、やはりその選挙の時期が近い訳ですから、何もこれ

を切り離す必要は、私はないと思います。そういうようなことで進めてきておりますので、他に問題は

ないんじゃないのかと。議員は、村長選挙の影に隠れて議員の選挙が何か上手くいかないというような

ことを考えているようですけれども、議員さんの場合も、常日頃の活動でそれなりの实績をあげて頂け

れば、何も村長選挙の影に隠れるということはないんではないかと、そのように思っております。それ

から、村政運営についてでありますけれども、先程、所信表明で申し上げたとおりであります。人口の

問題、これにつきましては、私は必ずしも過去の定住促進事業が上手く行ったとは思っておりません。

それは、それぞれの理由があります。本村にはご承知のとおり企業的なものが存在しておりません。第

一次産業が主でありますのでＩターン、Ｕターンの方々も一次産業をしっかりやるという人でないとな

かなか定着は出来ない、そう思っております。従って、Ｉターンする人についても一次産業しかないん

だよと、簡単に公共事業があるから等、そうした安易なことでいってもらっては困りますというような

ことを、担当課にもそのように、やはり面接の時は言ってやりなさいと。そうしないと、やはり島に入

ってから、いや生活が出来ないでは困ると。そういうようなことも、かねがね言ってきております。一

旦入って、出る人はそれなりの理由があってまた出て行く訳で、生活が出来ないこともあります。そう

いうようなことで、先程申し上げましたように、なかなか難しい問題であるということは事实でありま

す。しかし、それをそのまま放っておく訳には行きません。何かすれば、良い按配に定住が出来るんで

はないのか、そういうことをやはり模索するのが私は私共の仕事だと、そういうふうに思っております。

従いまして、ブロードバンドを設置したから、これが１００％それに繋がるということは言えませんけ

れども可能性はあると思います。というのは、本土で団塊の人達が辞めていく訳ですけれども、この人

達がインターネットを使って出来る仕事、こういうものがある訳で、私は離島の空気の良い島で仕事が

出来るということは大変意義のあるものではないかと、私はそう思っております。従って、これはブロ

ードバンドが实際に導入されないと分かりませんけれども、そうした面でも大いに活用が出来ればそれ

だけの人口対策は出来ると、まあ若者にしたって、これからの世の中はそうしたインターネット辺りを

使うことが大きな要素になってくることは事实、そういうふうになっていくんだと私はそういうふうに

思っておりますが、人口対策についてはこれからもまだまだやはり色々考えていかなければいけないだ

ろうと、そのように思っております。行政報告の中でも、色々と言っておきましたもので、そういうも

のも参考にして頂ければ有り難いと思います。具体的にどのようにするんだということですけれども、

これは使う人がそれぞれ考えることだと思います。例えば、漁業辺りをしていらっしゃる、市場にあげ

ると魚の値段が非常に安い、従って自分でインターネットで探してあちこちやることによって、あるい

は鹿児島でなくてもどこか遠くの東京でも良い訳ですが、そこらのホテル辺りと契約すれば、もっと市

場よりも高く売れる、そういう可能性はあると思います。魚だけでなくて他の農産物についてもそうい

うことが言えると思います。まあ、そうなって来れば私達もそれにやはり支援をしていく上で、そこら

をやはりまわったりして、そうした取引きの支援をする、そういったことも可能かと、そういうふうに

思っております。従って、１００％そのブロードバンドがどのように活用するということは今のところ

言えませんけれども、例をあげて申し上げれば、さっき言ったようなことだと思っておりますので、こ

れからそうしたものについても研究を進めて行く、これは大事なことだろうと思っております。それか
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ら、医療の問題でも申し上げておりますが、総務省と厚生労働省が一緒になって遠隔医療の研究をやっ

ております。まあ、こういうようなもの等が出てくれば今の医者不足と言われている中で、もっとりっ

ぱな医療体制も整っていくんではないかと、そういう期待もしておりますので、色々なやはりもので活

用が出来るということは疑いのないことだと、私はそう思っております。お答えになったかどうか分か

りませんが、一忚終わります。 

○議長（日高通君） 

 ２番、永田和彦君。  

○２番（永田和彦君） 

  もちろん、私も一番最初の質問ですね。まあ選挙結果についての部分で、住民の皆様からそうやって

信任を得られた訳ですから、そのことに関しては素晴らしいことだと思っております。要は、この１５

８というこの数字に対して、要するに敷根村政に対する色々住民の皆様が、それぞれ思う部分がある訳

ですよね。そういったものに対して、そういったものをどういった形で、今後４年間聞きながら、それ

を早い話が住民の皆様の不平だったり不満だったりとか、むしろ村長にとっては聞きたくない話なのか

も知れません。ですけど、そういったものにも耳を貸して頂きたい。もちろん、そうして下さると私も

思っております。座談会等において、恐らくかなり住民の皆様から厳しい発言等も予想されるかと思い

ますが、そういったものを村長ご自身理解して頂きたいなと、そのように思っている部分で質問させて

頂きました。それから、先程の港湾関係、十島の学校の関係ですね、それについては、私ももちろん平

島であったり、小宝島であったりとか、工事して尐しずつ変わってきていることはわかっております。

全く、それがされていないということを言っているつもりはありません。ただ、こういったケースがあ

るという事实を、やはり、こういったケースも含めて世の中に知ってもらいたい。例えば、年に１回と

か視察みたいな形で県の交通政策課、もしくは国交省の方、村内に来られることがありますよね。です

けど、殆んど海の凪ぎの良い時期です。殆んど来られるのは。そうではなくて、例えば今の時期、それ

こそ荒南風の吹く時期であったりとか、冬の大時化の時期、そうした時期にむしろ乗って頂きたいなと、

そういったことも含めてもちろん村長が言われるとおり村の財政の事情が大きな原因になっているのも

わかりますが、しかしそういったのも含めて、まず事实を知って頂きたいなと、世の中に。そのように

思います。例えば、私自身過去に小宝島において仕事で行って、１週間程閉じ込められた経験がありま

す。そういった経験をしてはじめて、住民の皆様の気持ち、本当に大変なんだなというのを理解した部

分もあります。そういった厳しさを、世の中に対して知って頂きたいと。そのように思っております。

その為に、是非とも村としてそういった部分も含めて努力をして頂きたい。そのように考えております。

それと、ブロードバンドの活用については先程村長がおっしゃられたとおり、そういった方法もあると

私自身も考えております。ただ、一つ気になっているのが、例えばそういう販売であったりとかも、出

来るよというのはわかっても、どうやっていいのかがわからないのが大半なんですよね、住民も。私自

身もわかりません。それは、实際こちらの方でブロードバンドを活用されている方の中でも、实施例え

ばネットオークションとか、そういったものを通じて物を買うことはあっても、なかなか自分で出品し

たりとか、そういった部分のノウハウというのはなかなか持ち得てないのかと思います。そういった部

分を含めて、住民に対して、こういう活用法もあるんだよという部分を、何らかの形で啓蒙していくこ

とも必要ではないのかなと、私自身は思います。 

それから、その他公約関係の部分で、具体的な内容の部分において、例えば所信表明の中でも触れて

おられますが、皆既日食で世界に十島村のあたたかい人情等をアピールするんだということでされてい

ますが、要は今回の日食関係についてもそうなんですが、過去にも水中映像祭等、大きなイベントを本

村でもやった経緯があります。ただ、やった後に何がそれなら残っているのかなというのが今後大きな

課題になると思います。例えば、２００９年の皆既日食に関しては、やはり所信表明の中で触れられて

いるリピーターをいかに捕まえるかという部分が、今後十島村にとって大きな課題だろうと思います。

そういった部分において、そういう確保の為の具体的なものを早急に叩き台を出して頂きたい。そして、

リピーターだけに限らず、例えば私、住民説明会の中でも触れているのですが、例えば各島にある食材

関係ですね、色々と眠っている食材が有ります。そういったものを活用しての特産品開発まで結びつけ

て考えられないのかなと。そういったものを、具体的な施策を分かりやすい形で出来るだけ早急に出し

て頂きたいと、そのように考えます。また、特色ある教育の充实と健やかな青尐年の育成ということで、
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施政方針の中では、例えばテレビ会議システムを使っての独自の教育、それも確かに素晴らしい考え方

の一つだと私も思います。ただ、これについても、かなり先生方も含めて、システムの問題も含めて、

今後更に考えていかなければならない問題があるかと思います。それと併せて、例えば山海留学生であ

ったりとか、各島における独自の教育方法でそれぞれの学校が教育活動を行っております。例えば、中

之島、平島、それから諏訪之瀬島、悪石島、宝島だったですかね。先程、教育委員会の方で聞きました

ら、例えば中学校の免許を持っておられる先生方が小学校の児童に対しても授業を行う。まあ、教科毎

の担任制ですね。そういった独自の教育方法でやっているという話も聞いております。そういったもの

を、逆にこのブロードバンドのホームページ上に載せることで、より一層の山海留学。それで、例えば

今現在もおられるかと思いますけれども孫留学であったり、親子留学であったりとか、そういった形で

されている方々がいらっしゃいますね。そういった方々の日々の活動であったり、そういったものも情

報発信に繋げていくことが大事だと私は思っております。また、それぞれの産業分野においての振興計

画等の策定についても触れられておられますが、やはりこういったものについては具体的に期限を切っ

て、いついつまでにまず振興計画を策定し、年度毎に目標としてこういったものをやって行きましょう

という、具体的なものが示されなければなかなか住民も理解しにくいし、夢实現の為には行動もしにく

いんじゃないかと思います。そういった部分で、長期的なビジョンの中でのそういう振興計画を早急に

策定をして頂きたい。それと、保健福祉医療の関係で村長が触れられておられますが、これは本当、こ

の高齢化が進む中で早急な対忚をしなければ対象になられる方々が島外流出であったりとか、そういっ

た形でどんどん人口減尐に拍車がかかるかと思います。そういった意味で、早急な具体策を打ち出して

頂きたい。例えば、私が考えますのが、グループホームというのはかなり厳しいかもしれませんが、例

えば給食サービスを常時行えるような施設、それについて具体的に住民課サイドもここ何年かに渡って

各島をまわられる中で、住民とも話をされているのも知っていますが、何らかの形で早急な対忚をしな

ければいけない、本当に急がなければならない問題だと思います。ともかく、住み慣れた島で最後まで

生活をしたいという住民の声を何とか实現して頂きたいなと。その為に、先程の議会でも私触れました

が、例えば山海留学生の寮と、寮制度みたいな形でのあり方と給食制度と併せたような形の施設とか、

そういったものの打ち出し等は出来ないのかなと考えております。最後に、効率的な行政運営と財政の

健全化ということで、この中には退職者の不補充や人件費の削減等うたわれて示されておりますが、ま

ず实際特別職におかれても報酬カットということでやっておられます。そういった中で、更にもう一歩

踏み込む形で、例えばここ最近の組長さん、各自治体の組長さん等が公約、マニュフェスト等の中でも

触れられておられますが、特別職の退職金制度のあり方についても、今後更なる検討が必要ではないか

と私は考えますが、今、一方的に私、自分自身の考え方を申し上げましたが、この中で全て今言ったも

のを忚えて下さいとは言いません。村長が、今私が申し上げた中で、具体的に直近、近々で取り組みた

いと思う課題があれば聞かせて頂きたい。 

○議長（日高通君） 

  村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

  まず、１件目のその選挙を終えた後の住民との対忚ですけれども、１５８名の方々が私に反対してい

る、その事实は、どういうことで僕では駄目なのか、そこらは私はわからない訳です。ですから、何と

言いますか、対話をしないとかそういうことがあってはいけないことで、私は正々堂々とその話には参

加をしたい、それは当たり前の話であって、そういう人達がおるからその人達は知りませんよと、そう

いうような行政ではいけませんので、積極的にその話が分からなければ分かるような話をしていかなけ

ればならないと、そのように思っております。まあ、私を好かん人はいる訳ですから、それは人間です

から１００％好きだということはないと思います。ですが、もっとやはり真摯に冷静に話し合いをして

もらいたいなと思います。今度の皆既日食の話し合いの中でも、中之島辺りでは非常に厳しい意見があ

ったことは聞いていますけれども、それを選挙後のシコリというようなことで言ってもらっては困る訳

ですが、確かに厳しい人が中之島にはおりますよ。現にそうですよ。「ななしま」の関係でもそうだった

でしょう。ですから、そういう人達がもっと冷静に考えて話しをしてもらえれば良いですけれども、私

と話をする時は分かったようにして、もう話を転換していく。それではいけない訳で、堂々と分かるま

で語ってもらいたい。やっぱり、そういう姿勢を作ってもらいたいなと思います。私もそのようなこと
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で、出来るだけ必死で話を分かってもらおうと、その努力はしますけれども、一方ではそう言いながら

影では何のかんの言っているというその事实も聞いておりますので、やはりそれではいけない訳で、一

つの物事が全てに繋がるようなことではいけない、私はそう思っております。私については、そうした

ことは心配はいりません。誰とでも話をします、約束を致します。それから港の関係ですが、議員がお

っしゃっている通りなんです。国や県に言っても、そういうことを言っても、本当は見せないとわから

ないんです。私も何回か一緒について行って、過去にもそういう経験をさせようと思って言うんですが、

何故かしら、ああいう人達が行く時は凪ぎてしまう。そこにやはり問題もあるかと思います。まあ、こ

うこうですよということは、しょっちゅう言っております。今度の選挙の関係も、あちこちでそういう

ことを言ってきました。２つの島を抜港で選挙演説も出来なかったと、こういう島があるんですよとい

うことは常日頃言っておりますが、更にそういうことはやはり言っておかないといけない。そういうこ

とは重々理解をしているつもりですので、これからもそうしたこと等については、しっかりとそれなり

の関係者には伝えたいと思っております。まあ、離島懇談会等もありますけれども、議題が１つ、２つ

しか絞られない関係でなかなかそういう機会に全部を言うということは出来ませんけれども、また機会

をとらえながらそうした村の情勢については語っていくことはやぶさかでないと、そういうふうに思っ

ております。近年は県庁、本庁の下に地域振興局というのが出来て、そこが主体になって我々と接触す

る場になっておりますが、これらについても先日こうした会議をもって、夜には懇親会も開きまして、

まあ昼間の時間の足りない分はそうしたところで語る。ですから医療の問題やら、山羊の問題やら、私

の寄付行為の問題やら、色々、ふるさと納税の関係やら、そういうことやら色々語っておりますが、ど

こまで理解をされているのかその返事は受けておりませんが、まあ色々語ることでまた認識を新たにし

てもらえる。それは事实でありますので、この港のことだけでなくて他の点についてもそうしたことで

努力をして行きたいと思っております。それから、その村政の運営についてもブロードバンドやら色々

ありますが、ブロードバンドのインターネットの講習ですかね、今年も県の特定離島の補助金でやる予

定にしておりますから、出来るだけ多くの人がそういうものに参加をして頂く、それが大事であろうと

思います。色々な施策は考えても、やはり人が集まってもらわないとそれがうまく行かない、そういう

こともある訳ですので是非そうしたものについては積極的にやはり参加をして頂くような取り組みをし

て頂きたいなと思っているところでございます。皆既日食の関係についても、これからが本番ですので、

出来るだけ皆様が理解が出来るようなこと等をお互いにやはり考えながらやっていくべきだと、先日も

各島での話し合いの後の役場の全体の会もしました。色んな問題等を抱えて担当者はそうしたものにつ

いての討議等もしておりましたが、やはり住民からの意見を尊重しながら、それにいかに対忚していく

か、そういうことが我々に課せられた行政の仕事であろうと、そういうふうに思っております。他の問

題についても、先程色々おっしゃいましたけれども、同じような考えでやって行きたい、そういうふう

に思います。医師不足の関係については、下３島の医者をもう一人派遣して欲しいということで知事に

も要望しておりますが、なかなか医師不足ということで問題があります。一筋縄ではいかない状況です

けれども、やはり粘り強くそうしたことを言っていくうちに、またこのブロードバンド辺りでの対忚辺

りも上手く行くのではないのかなと、そういうふうに思っておりますので、とにかく住民との距離をや

はりしっかりしながらやることが我々行政に課せられた仕事であろうと思って頑張っていきますので、

宜しくお願いを申し上げます。 

○議長（日高通君） 

  ２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

 それぞれの課題については是非とも早急な具体策の打ち出しと实施をお願いしたい、そのように思い

ます。最後に村長に対して、行政の長として、職員のトップとして、そして村民の長としてですね、是

非とも今後４年間また十島村の発展の為に精一杯の努力をして頂きたい、そのように思います。そして

また、それを支えるべき各課長さん方、職員の皆様も住民の為に精一杯の努力をして頂けるようここに

お願いしたいと思います。以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（日高通君） 

  これで永田和彦君の一般質問を終わります。 

これより昼食のため休憩いたします。 
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午後１時００分にお集まり下さい。 

 

 

昼食 

 

 

○議長（日高通君） 

午前中に引き続き会議を行います。 

次に、平田傳義君の一般質問を行います。 

５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

私はこの４年間、村議会の議席を離れて、一村民の立場で村政を眺めることが出来ました。改めて７

つの島に居住し、厳しい位置的、また自然的条件の中で生活を営み、生産に励み、また学びあっている

純朴そのものの村民の存在を再確認させて頂きました。さて、敷根村長はこの度の選挙で指示を得て三

期目の村政を担うことになられ、改めてお祝い申し上げます。ところで、率直なところ余り今回の選挙

では敷根村政三期目の方向と申しますか、重点施策が具体的に語られなかったように私は思われました。

そのような思いの中で、初議会のこの定例会議で通告しました村庁舎の村内移転の検討について、村長

に質問致します。十島村第四次総合基本計画、これは地方自治法第２条４項の規定に基づいて、村議会

の議決を経て策定された１０年間の基本構想と、これを基本にして具体的施策の大綱を定めた前期５年

間の基本計画を併せた、いわば村政運営の基本方針と重要施策を住民に示したものであります。その５

８ページ、これは基本計画第４章、皆で作る、その第２節、行政運営の調整点問題の方に、行政区内に

役場庁舎がないということは特殊なことで、今後も行政区内移転問題について検討する必要があります。

更に、基本的方向として当面合併をするとなると、庁舎移転問題の検討は避けて通れないとして、再度

のアンケート調査や移転の為の条件整備について触れてあるのであります。申し上げるまでもありませ

んが、村民にとりまして村役場、庁舎は村のシンボル、村民の福祉、医療、教育諸々の世話をし日常生

活や産業活動に必要な道路、港湾、学校をはじめ諸々、公共施設の維持、管理等の仕事、すなわち村民

の為の仕事をする村の職員、すなわち公務員が働いている事務所、これが役場であり、その建物が庁舎

であります。そしてまた、その働く人達の仕事の方向を決める村民代表の議会議員が議論をして、予算

や条例等の取り決めを最終的に決定する議会审のある村の庁舎、役場が村内に無く、鹿児島市にあると

いうことを改めて検討するべきであると明確に記載しているのであります。特に、今我が国の大きな課

題の一つが中央主権の体制から脱却して、地方分権へ行こうという大改革であります。国、県、市、町

村の上下主従の縦の関係から、国、県、市、町村の横並びの対等と協力の体制作りを進め、その為の市

町村合併が一段落して、いよいよ都道府県の合併、すなわち道州制への移行の議論が現实の問題として

検討がはじめられているのであります。このような全国の動きからみまして、また我が村自体の行政体

制整備の観点からしても、村庁舎の村内移転の検討、調査の必要性は総合計画に記載のとおりであると

考えます。そこで、第１点として総合基本計画が示すとおり、村長としてその検討、調査に具体的に着

手する考えはないのか、まず質問致します。第２点は、その調査、検討にあたっては、各島を代表され

る住民の方、その他、内外の有識者はもちろん、村議会を代表する議員等で構成する調査検討委員会を

設置して検討をはじめたらどうか提言して質問するものであります。村長のその責任ある答弁を求めて

第１回の質問を終わります。 

○議長（日高通君） 

  村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

  まず、５番議員の村庁舎の村内移転の検討についてということの質問でありますが、まあ行政区域内

に本庁舎がない自治体。依然として全国で３箇所であります。その中の本村につきましては、昭和３１

年４月から現在の鹿児島市に移転をして、既に５２年が経過したところであります。その移転の経緯に

ついては、私が申し上げるまでもなく、本村の交通事情、情報通信体系、あるいは多島１村等、本村の

特異性がもたらした諸事情によって現在の状況を迎えているところであると思います。当然、本庁舎は
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行政区域内、つまり村内にあるべきものであると、私に限らず全ての何人も異口同音として一致するこ

とではないかと思っております。本村はこれまで、この庁舎の本来のあるべき村内移転につきましては、

議会を含め住民との村政座談会等の場で多くの議論を重ねてきました。最近では、現在お示ししました

第四次総合振興計画策定の際、村づくり委員会の中で再議論となり、本庁舎移転問題調査委員会を立ち

上げて調査をしたところであります。その調査内容は、同じ行政区域外に庁舎を置く沖縄県竹富町の移

転計画に向けての進捗状況等の調査をはじめ、住民、職員の意識調査、移転に要する財政負担の調査を

行ったことは、ご承知のとおりでござます。その調査において大きな問題となったのが、財政負担であ

ります。当時の概算試算で、新庁舎の建設費用、およびコンピューター機器の移設費用、職員の住宅整

備費用等で莫大な経費の財源を要するということで、その額は約２０億ぐらいになるということであり

ます。また、住民アンケートにおいても、現在の鹿児島市のままが良いと、自分の島以外なら現在の鹿

児島市に置いた方が利便性が高いと、いう意見が約６５％近くもございます。まして、財政問題等を考

えると移転には反対であるという結果は既に議会、住民にも報告周知しているところであります。本村

は、平成１６年度から現在の第四次総合振興計画を策定し、向こう１０年間の村の進むべき振興方針を

定めております。５番議員さんからのご指摘のとおり、この計画において庁舎移転問題を基本計画の柱

として掲げております。現在の本村の置かれている状況、過疎化による尐子高齢化、産業振興、医療福

祉、雇用対策等、多くの諸課題を抱えておりまして、早期の改善策が求められております。これらの解

決策の一つとしまして庁舎の村内移転というのは避けて通れないことも、これはもう事实であります。

ただ、住民のアンケート結果でもありますように、移転に要する財源問題、これが大きな壁になってい

ることは事实だと受け止めざるを得ないというのが本音であります。議員からの質問の具体的な調査検

討への着手、村民等で構成する調査検討委員会の設置については、この場で即答は出来ませんけれども、

今後も議会並びに住民との情報交換を図りながら最善策を求めて参りたいと、そのように思います。ち

なみに、総合振興計画の中ではこれを先程も言っておりますように、庁舎移転を掲げずに総合振興計画

をつくるということはあり得ないことでありまして、そういうことで総合振興計画にもそうしたことで

載せて掲げていると、いずれかはしないといけないんだけれども財源の問題で今の時点では難しいと、

まあこういうのが本音であります。答弁を終わります。 

○議長（日高通君） 

  ５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

まあ、説明のとおりだと基本的には考えています。庁舎の問題を外して基本計画は出来ないというこ

とはよくわかります。しかし、いずれかどういう方向かには向けていかないといけない、検討しなけれ

ばいけないということだと思います。この中にも出ておりますけれども、施策の概要としてですね、Ｉ

Ｔ関連、交通機関の高速交通網ですか、４点くらい挙げられております。その中に、先程言った２０億

ですか、これについても庁舎移転に向けて資金を積み立てていくことを検討すると出ております。であ

るならば、そういうこともはじめなければいけないというふうに考える訳です。それから、まあ最初の

方に人口減尐、これが一番問題だろうと、これはもちろんデータですので、こういうことが本当に起き

るのかどうかわかりません。人口フレームとして、目標年度の平成２５年度における本村の計画人口、

概ね４３９人だったと、こういうことでございます。これはもちろん推計ですから、こうなるかどうか

わからない訳であります。しかし、その中では、本村の目標として７００人にしますと、書いている訳

ですよね。ですから、そういったことを１つ１つ整備して、どうすればいいか、あまり議題にされてい

ないのではないかというふうに思っているのであります。まあ、こういうふうに前期の議員さんにはま

あこの中の４年間ですか、まあ２０年の最後の５年間ですから、前期のね。その中で説明があったのか

もわかりませんけどもね、こういうようなことについては、特に議論と言うのはされていないのでしょ

うか。また、部内でもそういうことはされていないのでしょうか、お尋ねを致します。 

○議長（日高通君） 

  村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

  ちょっとよく分からないのですが。 

○議長（日高通君） 
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  ５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

  じゃあ、もう一言で言えば、これはただ書いたものというふうにとっても良いのですか。ただ書いた

んですよと。皆で会議を起こして、こういうことが基本的考え方だということだけ、それだけなんです

か。そうじゃないでしょう。そうじゃないんじゃないですか。１０年間でこうしますということを私達

は議決したんですよね。村長がそうおっしゃるんなら。したんじゃないんですか。いや、していなけれ

ばしていないで良いんですけれどもね。尐なくても４年間は経過しているんですよ。これ。２０年度終

わるでしょう。前期は。その中で、どうすれば良いのか、合併もしない、移転もしない、そこはちょっ

と考えて吟味して頂かないと、と思って質問しているんですが。この７００人の目標はどこにあるんで

すか。確かにこの数字はね、国立社会保障人口問題研究所というところがあるんですね。調査させたん

ですよね。その中で、これお持ちですか、総務課長。これ渡して下さい、わからなかったら。これ皆持

っているんでしょ、見て下さいよ。ただ書いてあるだけなら何もならないですよ。出来なければ出来な

いでどうすれば良いか、計画を立てないと、議論をして計画を立てないといけないんじゃないのかと私

は思っているんですけど。どうですか。全然これ持ってないんですか。それとも、私が違う方向で質問

をしているんだったらそうして言って下さいよ。私は４年間いませんでしたので、分かりませんので。

違うんですか、これ。 

○議長（日高通君） 

  村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

  その基本計画はですね。庁内でもそれを作る時には十分検討して作っております。したがって、あく

までも計画ですので、それを書いたから全部全てをやると、やれるものとやれないものとあります。で

すから、継続してそうした問題を検討していく、それは重要なことで、その移転の問題については、や

はり振興計画ですから、それに載せておかないと、それを忘れてしまうようなことではやはり計画には

ならない訳なので、そこをよく認識して下さい。 

○議長（日高通君） 

  ５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君）   

  村長ね、いいんですよ。もちろんこれを１０年先にやれという話は私は申し上げてないですよ。しか

しながら、この人口も減っていく、どうして増やすか、もちろん所信表明でもありましたとおり、Ｉタ

ーン、Ｕターン、もちろんこれから、どんどん、そういうことをやっていかなければいけない訳ですよ。

そして人口も増やしていかないといけない訳ですよ。それはそれとしてやはり進めていかないと。だか

ら、これに書いてあるから全部やれというということではないです。「やれ」じゃないですよ。書いてあ

るから検討して議論しなければいけないんじゃないですかということですよ。１回もしてないんですか

と、４年間１回も検討もされてないですかということ。前期の２０年度、終わりですよね。その中で、

１回もしてないんですかということです。もう１回、この中で实行されているのもあるんですよね。当

然それは理解してますから、どの部分かそれはわかりませんけれどね。そういうことを申し上げている

んですよ。明日してくれとか、１０年後してくれとかいうことを言っている訳ではないんですよ。いい

ですか。２０年度で、このまま十島村がこのまま生き残っていくのであれば３０年先でも良いんですよ。

その基本を決めないと、目標を。２０年間の計画ですので、ここにも書いてありますから、そうしなけ

ればいけませんねと。ＩＴはもう今既に進めていますから来年、再来年は出来ているということですよ

ね。だから整備されますよ。そうすると、鹿児島市にある必要が私はないような気がするんですよ。し

かし、それは今申し上げたとおり、５年間にどうしろ、１０年間にどうしろじゃないですよ。こうして

計画がせっかく載っているので、一番重要な点は人口と庁舎の問題でしょう。これ、どうですかね。そ

う思って質問させて頂いておりますけど。私が、わからない部分もありますので、その時は手を挙げて

言って頂いて結構ですので。ただ、計画ですよと、要はそういうことなんですよね。じゃあ、目標は何

で立ってたんでしょうか。７００人と、例えば何で７００人とどうやって立てるんでしょうかね。どう

するから７００人にするということでしょう。そうしますと、今言うＩターンもＵターンも含め、この

ブロードバンドも活用しながら尐しずつでも尐しずつでも、まあもちろん増えていくと思います。それ
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は色々あると思います、それはそうだと思いますよ。合う人もいますしね。じゃあ、Ｉターンが来たら

どうするのかと。先程も言いましたとおり、農業をしてもらうのか、これは村長もよく、たぶんご覧に

なって計画を立てたんだと思います。そして、また私達も、まあ１６年ですから私いなかったかもしれ

ませんけど、ちゃんと議決を受けてるものなんですよ、これ。出来ないなら出来ない方向で定めないと

いけないと思うんですよ。それから、しないならしないで村民に、やはりその方向を示さないとまずい

と思うんですよね。それで、しないならば、じゃあどうするかということを心配をしておりますので、

是非考えをお聞かせ頂きたいと思います。 

○議長（日高通君） 

  村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

  人口問題につきましては、先程の２番議員さんの質問の中でも申し上げましたように、一番心配をし

ているのは私共もそこなんです。今、議員がおっしゃるように、これに書いているから、これを出来な

ければ変更するべきではないかと。そういうことではない訳ですか。何ですか、７００人ですか、そう

いうような人口規模の計画を作った時はやはり計画としてやる訳ですから、本来はそれに沿って、やは

りしないといけない訳ですけれども、今の尐子高齢化の状況に、また１６年、当時作った時と随分状況

も違ってきていて、そういうような中で色々検討は加えておりますが、出来るもの、出来ないものを区

別をするべきではないかとおっしゃっておりますけれども、この計画は計画でやはり残しておかなけれ

ばいけない訳で、私と議員のおっしゃることと、どうも。 

○議長（日高通君） 

  ５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君）   

  あのですね、村長。作り変えるとか、それが悪いとかということは一言も申し上げておりません。ひ

と言も申し上げておりません。そして、また敷根村長を責めてもいません。私は。何でやらないかとい

うことは一言も言っておりませんよ。ただ、それに向かってどうするんでしょうかということを、今考

えていることを聞かせて下さいと、言ってるんですよね。例えば、さっきの人口が減っていると、先程

の調査で４百何人になるということですよね。まあ、村としては、目標として７００人に目標をたてて

いると、きっちり７００人にしなさいということも私は申し上げてないですよ。それに近寄る方法をど

うすればいいのか、果たしてどうすれば良いのか、村としてどうすれば良いのかと、我々としてはどう

すれば良いのかということだと思いますよ。それには、お互いに人口問題について、じゃあ、こういう

計画に向かって進むにはどうしたら良いのかということを、部内でも、また我々も出来れば一緒に話し

合って、また、さっきも言ったように、出ていますよね。国会議員ですか、１０名くらい出てますよね、

職員も入っているんですかね。島の代表も出ていますよね。こういう人もいる訳ですので、５年経ちま

すと、計画はこうでしたが、この中でこういうところはこう進みましたと。まだしかし、こことここは

議論の余地がありますよ。まだ皆様の協力を得なければなりませんということだと私は思うんですよ。

そこを村長としては、４年間どうであったか、４年間この計画に沿ってどの程度したのか、それも説明

しながらこの委員会等に再度お願いするなり、新しい委員会を作るなりしたらどうかということの質問

を２番目にしている訳ですね。どうですかね。説明悪いですかね。いいですか。要点だけと言えば要点

だけ言いますけれども、そういうことですよ。 

○議長（日高通君） 

  村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

  まあ、我々が仕事をする上で、これはもう基本的なことですから、この基本計画に基づいてそれなり

の仕事をやってきております。従いまして、これを作成してからまだ４年程度しか経過しておりません

が、新しくこれをまた作り直すという時期は、１０年間はこれを使うんだと、先程も説明したとおりで

すので。出来るもの出来ないものの選択もしていかないといけませんけれども、村の財政的なものもあ

ります。そういうようなことで、これを基本にしてやるんだということで進めておりますから、その色々

な行政の仕組み、あるいは計画、その年々違ってくると思いますが、そういうものについては村政座談

会等もありますので、そういう場でもそうしたことを話し合いながら、島々それぞれまた違いますので、
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そういう中で検討を進めて行っております。従いまして、これからもそのようなことで計画的に仕事は

進めて行きたいと、そういう方針でありますのでご理解を頂きたいと思います。 

○議長（日高通君） 

  ５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君）   

 村長ね。仕事をしているとかしてないとか、そういうことではないんですよね。仕事は当然ですよね。

仕事をするのは、もう当然なんですよ。だから、もちろん仕事をしていないということも言っていない

ですよ、私は。これについては、今村長も言ったように出来るものはやっているんだと、それなら、ど

こまではやったんだと、まだ４年しか経っていないんじゃなくて、前期５年、後期５年と書いてあるん

ですよ。じゃあ、前期５年はこうしましたと、出来るものはこうしましたと、出来なかったものはこれ

がありますと。人口にしろ、庁舎にしてもですね。では、これはどうすればよいのかと、要するに莫大

な金がかかると、じゃあ２０億はどうするのかということなんです、村長の考えがね。だから、これを

基本にしてやっているんだというのであれば、今さっきも申し上げたとおり、もしあれだったら後で議

長、資料をお願します。それに見合った分の資料があればお願します。議長、４年間の総合計画の实績

の資料の提出をお願いします。私、ちょっと無理を言っているんですかね。何もこの通りやって下さい

ということは一言も言ってないんですよ。どの程度進んでいるのかと。ただ、５年間前期の目標は達成

したのかと。したものもあるということなので、それはそれでいい訳ですよ。ＩＴなんかそうでしょう、

恐らく。その１つだと思いますよ、ですけども半年、いや５カ年間でこうしますよとこう書いてありま

すから、では５カ年間こうしましたと、住民にも議会にも、議会には報告があったのかもわかりません、

それは。きちんと書いてあるんですよ。だから、庁舎を移転しなさいということも言っておりませんし、

ただ７００人が、ただこうこうして行きたいということは、やはり目標ですのでね、やはり考えがなけ

ればいけないんだと思うんですよ。人口を増やす計画ですね。例えば、農地を借りて農業する人はその

人に借り上げて貸しつけるとか、そういう対策は出来ると思うんですよ。定住させるにはこうだと、出

来なければ、じゃあどうするんだということですよ。庁舎移転が出来なければどうしようかということ

になるかと、最終的には思うんですよ。あと６年で。そうした場合には、じゃあ合併なのか、まあ報告

書にも書いてある訳ですよね。避けられないと。合併するにも避けられないと。であれば、やはり１０

年って、すぐですよね。失礼ですけど、大変失礼な言い方かもしれませんけれども、まあ４年、あと村

長が代わるのかも知れません。もちろん、その時は進む時は進むんですよ。もし敷根村長が勇退すれば、

「はい、さよなら」で終わるでしょう、そうじゃないと思うんですよ。敷根村長は、尐なくとも４年間

であと１年、前期が残っていますからね。それを、どこまでどうやるのかと、出来ない部分もいっぱい

あるんだと思うんですよ。ですから、計画どおりに進めてくださいということも一言も言ってないです

よ。出来ない分は出来ない分、すぐ出来る分は出来る分。検討すれば大まかに出てくるんじゃないかと

思うんですけどね。皆さんも専門ですからね。是非、一つそのことを、まあ２０年３月３１日までです

ので、是非それまでに１回、部内検討でもして頂いて、そしてまた、出来れば部内の検討の報告とまで

は言いませんけどね、こういうのが出たと、こういうものは出来る、こういうものは出来ないとか、そ

ういったものを出して頂ければ大変あり難いと思います。もう一度、もうとにかく予算がないとか、予

算とか何とかは全く言ってないんですから、２０億かかるから、やれとかやらないとか、そういう問題

は言ってないんですよ。最終的に金額が出てくるんですよ、それは。それをどうするかと。積立ますと

書いてある訳ですから。じゃあ、それをどうするのかということを、やはり今から考えた方がいいんじ

ゃないかということで、まあご質問をさせて頂いております。ご理解下さい。 

○議長（日高通君） 

  ちょっと良いですか。先程５番議員より要求がございました総合計画の实績書の資料要求がありまし

たけれども、このことについては過疎計画の中で示されている訳ですから、執行部としてはその点は踏

まえて提出をして頂ければと思っております。 

  村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

  その实績等については、そのそれぞれの過疎、辺地、まあ色々、離島振興計画でそれぞれやっており

まして、ハードのもの、あるいはソフトのもの、それぞれ違う訳ですが、そこらの区別は实績は出来る
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と思います。ですから、要するに議員が指摘していることは、やったものと今からやろうとするもの、

あるいは、もうやれないもの、そういうものをちょっと示せと、こういうことだと思いますので、それ

については村政座談会等でも申し上げたいと思いますが、その資料の提供については出来るもの、出来

ないもの、あろうかと思いますけれども、出来るだけ議会中には出してお示しが出来るんではないかと、

そういうふうに思っております。 

○議長（日高通君） 

  ５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君）   

  ありがとうございます。あのですね、今議長からも、まあ議長が説明するのもおかしいんだけれども、

説明が何かあったようですけれども、色んなところに入っているんだということで理解致します。まあ、

もちろんそれをまた分類してどうこうということは、私もそこまで細かくどうこう言うつもりはないで

すよ。やっていることはもうわかってますから、出来ることは。そのことはいいとしても、やっぱり５

年というひとつのくくりですので、是非また午前までに、今、村長も言ったように、これとこれはまだ

残っているんだと、大きなたぶん問題だと思うんですよね。人口の問題もそうですし、庁舎移転も問題

でしょうし。やはり、そうなると本当に合併が、もう５年経つんですかね、合併調査してから経つんで

すかね、経つんだと思うんですけどね。本当に合併しないで、本当にこのままで良いのかどうか、あく

までも私は検討すべきではないかというふうに思うんですよ。まあ、あの時よりかはだいぶ情報も、村

民も多尐は合併についても入っていると、身近といいますか、なっているんだと思います。多くは申し

上げません。まあ、２０年度までのものを１回、是非検討して頂いて、あと５年分はこうだということ

を是非部内で検討して頂いて、またお知らせ、説明頂ければ有り難いと思いますので、私の方からは一

忚これで終わりますけれども、村長の方から何かあったらお願い致します。 

○議長（日高通君） 

  村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

  市町村合併の関係ですけれども、これはもう我々みたいな多島村は出来ないと、前回の知事の行政視

察で訪問した時も、南から北の島々、隅々まで見てもらいました。そういうようなことで、やはり合併

は無理だよなと、こういうようなことで推移をしております。ですから、我々がその鹿児島市にも合併

しませんと言って断った訳ですので、この合併の問題についてはたぶん今からも、どことも出来ないの

ではないかと、私はそう思っております。どうなっていくのか分かりませんが、将来は県の直轄になる

のか、あるいは道州制が实施されてくれば、そこらとの関連がどんなふうになっていくのか、今の時点

では先は見えておりませんが、出来ればもう県の直轄にしてもらえれば一番、財政的な問題もあります

ので、一番良いのではないのかなと、そういう考え方もあります。しかし、それについてはそれぞれの

議論があるでしょうから、また村民の皆様とそうしたことが分かってくれば、それに相忚した検討会も

していかなければいけない。私はそういうふうに思っておりますが、今のところ合併ということは考え

られないことでありますので、その辺をご理解を頂きたいと思います。 

○議長（日高通君） 

  これで、平田傳義君の一般質問を終わります。 

  以上で、一般質問を終わります。 

  これより、１０分間休憩を致します。 

  １時５５分にお集まり下さい。 

 

 

休憩 

 

 

○議長（日高通君） 

 休憩以前に引き続き会議を開きます。 
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△日程第４ 報告第４号 東之浜港改修工事の工事請負変更契約の締結の専決処分の承認を求めるこ

とについての件 

 

 

○議長（日高通君） 

    日程第４、報告第４号、東之浜港改修工事の工事請負変更契約の締結の専決処分の承認を求めること

についての件を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

  報告第４号の説明を申し上げます。本件につきましては、東之浜港改修工事の工事請負変更契約の締

結についてでありますが、平成２０年３月７日、議案第２３号におきましてご承認頂きました案件の変

更契約でございます。平成２０年３月２４日に専決処分で工事請負変更契約を締結したものでございま

すが、専決処分とした理由につきましては、当初設計の一部変更を实施する必要から期限内に完成の見

通しが困難で急を要した為に議会の召集する暇がなかったことから、止む無く専決処分にして工事請負

変更契約を締結しなければならなかったものでございます。工事の内容と致しましては、別紙で資料を

差し上げていると思いますけれども、当初、泊地マイナス５．５ｍ、１，５００㎡を、これを変更で２

８２㎡増加の１，７８２㎡浚渫するものでございます。当初の工事請負契約で２０６，８５０千円を３

１，４５０千円増の２３８，３００千円の工事変更請負契約としているものでありまして、工事期間は

平成２０年の６月３０日までの９１日間を延長増をしていくものでございます。平面図等の資料が添付

されておりますので参考にして頂きたいと存じます。説明を終わります。 

○議長（日高通君） 

 提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

     東之浜港の改修工事の変更につきまして、若干質問致します。皆様ご承知のとおり、南之浜港の悪天

候によりランプウェイの制限、あるいは抜港等で地元住民は、この裏港の完成を切に願っている中での

工事をして頂いている訳ですが、この浚渫港につきましては、廃棄物を処理、投棄するのに海上投棄が

環境条件のもと、自然環境の破壊等にもつながるということで、投棄場所もかなり厳しく指定され、そ

してまた調査費用として、１０,０００千円予算を計上して浚渫の海上投棄を許可をしてもらってやって

いるというような状況な訳ですが、その環境調査費用としての１０,０００千円という使われ方がどのよ

うにして使われているのかなと、中身があまり私達には伝わってこない面が一つあります。それと、そ

の浚渫が急いで行われたと、これは工期の問題もありまして、また台風災害等によって３年くらい遅れ

ているという状況の中、急いでやっているということは好ましいことだというふうに思うんですが、今

後、今年またケーソン据付けをするにあたり、その工期との問題、あるいはこれから冬場に入る中に、

冬場の東之浜港の気象条件が非常に厳しいという中で、夏場は台風が発生するという中でどのような施

工期間を考えていらっしゃるのか、その点も併せて伺いたいと思います。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

  ６番議員のご質問でございます。海洋投棄に１０,０００千円という、今委託のことをいいましたが、

今手元にちょっと資料がないので、１０,０００千円かかったかどうかちょっとわかりませんけれども、

その作業の委託の中身としましては、この許可が平成２０年３月１３日から２３年の３月の１２日まで、

これはだいたい浚渫料として３１，６００ｍ３ これを、東之浜港から１０キロの中の水深約８００ｍの

ところに投棄しなさいということが一忚認められております。その間に、その浚渫によって色々海上災
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害とか、色々なその為の法律があるのですけど、その中の基準の中に適合することということで、海洋

等に処分しようとする場合に色々制約がございます。それから、先程のケーソン据付けでございます。

これは、ケーソンは既に出来上がっております。後は、本年度、今補助申請を済ませまして、またこれ

を工事請負にかけまして、工期はやはり上部工がございますので結構長く、来年くらいまでとるんじゃ

ないかと思います。その間に、やはりそのケーソンを並行している中で、台風の発生時期とか、そうい

うのを請負う業者さんの方で事細かに調査しまして、その台風の当たらないような感じで並行して据付

けるという、そういう形になるかと思いますので、今それを冬場に据付けるか夏場に据付けるかという

ことはここではご返答は出来ません。 

○議長（日高通君） 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

  １０,０００千円という金額は当初、当初予算じゃなくて。当初予算ですかね。今６月ですから、一般

財源で１０,０００千円という額を出したのが、私は記憶があるのですが。それは勘違いですかね。とに

かく、それが出さなければ海洋投棄の許可がおりないという話で進んだというふうに記憶しております。

その調査の中身等は今後またわかれば、そこら辺も資料として提出をして頂ければというふうに思いま

す。また、そのケーソンの据付けは、まだここでは即答は出来ないというような、今の担当課長の話な

んですが、今、南之浜港が非常に条件が悪い時期であるんですね。条件が悪い時期というのは、東之浜

港は条件が良いんです。だから、一番今が良い月だと思うんでよ。それを通り越してから台風の月、あ

るいは冬場の北西の吹く時期というのは、悪い方に入る訳ですから、そこら辺の気象条件をよく、ちゃ

んと吟味しながらしていかなければ、また繰越事業になったり、そういう可能性もそこにあるだろう。

それイコール、その据付けが出来れば良いという問題ではなくて、地元住民は次から次へと進むこと、

進捗がはかられることを期待している訳ですから、そこら辺も出来る限りの努力をして年度内にちゃん

と出来るように考え、また努力して頂きたいというふうに思います。以上です。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

  調査委託の内容につきましては、また後程資料として提出させて頂きます。また、工事の件につきま

しては早期発注を目指して年度内に、繰越のことのないように完成を目指すように努力致します。 

○議長（日高通君） 

５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

  今、色々お話がありましたが、この当初計画、財源、今色々大変なことでご苦労されていると思いま

す。当初の、施行から完成までの当初の予定、完成時の予定。どの程度、遅れているのか、もしくは順

調に進んでいるのか、そしてまた、６番議員がおっしゃるように南之浜が使えない場合に、東之浜に仮

にでも接岸が出来るような状況になるのは、いつになるのか。だいたいわかっていたら教えて下さい。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

  東之浜港、ご承知のように台風の被害を受けまして、今、工事の進捗もだいぶ遅れております。本年

度、一忚２０年度で運搬据付けを致しまして、この２０年度据付けたところの上部工に係船柱を付けま

す。でも、係船柱が出来たからといって、まだ浚渫が終わっていませんので、その浚渫がやはり計画で

行けば、としまが入ってここで左舷着けになりますので、東之浜港に着くということは、もちろん南之

浜港が気象条件が悪い時に東之浜も着ける訳でございますので、浚渫もやはりある程度進んでないと、

運航の船長あたりの判断もなかなか厳しいと思います。やはり、浚渫がある程度進んで東之浜港に接岸

という形になります。今の計画でもっては、早くても２２年ということでございます。それで、今既に

防舷材とかそういうのは付けておりますけれども、まだ係船柱とかそれなんかがまだトモの方について

ませんので、それが一番大事ですので、そういうこともありまして早くて２２年ということを聞いてお

ります。以上、浚渫次第でございます。 
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○議長（日高通君） 

５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

  課長、当初計画よりかは遅れているのかもう一度お願いします。それから、今、仮付けでしょうか。

この２２年には完了じゃなくて仮付け、着かない時はそういうことが出来るという理解で宜しいですか。

それから、先程から何回も申し上げますが、最終的な今の時点での最終時点の完成と、当初計画の最終

予定をお聞かせ願えませんか。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

  今、当初の計画としまして３年程度遅れております。先程も言いましたとおり、早くて２２年接岸す

るにしても船舶の方で運輸局の支局のこの認可とか、そういうのもあります。テストでちょっと悪いか

ら接岸してみようとか、そういうことはちょっと出来ません。どうしてもテストにおいても運輸支局の

認可が必要ですので、そういう手続き等を考えて、どうしても早くても２２年度と。それで、浚渫の結

果によりましては、まだそれが先に延ばすことも十分考えられます。 

○議長（日高通君） 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

  東之浜港と、それから小宝島港、本村の繰上げ償還によって、起債のですね、今までやっていた事業

が３年間は出来ないということで、他からの借入れをしなければ事業は出来ないという話になっている

んですが、前回の議会ではほぼ借入れは大丈夫だというような話。まあ、利率の問題もそこにあるでし

ょう。そこで、当初の今までの計画、これからの計画、それに支障がないような形で工事は進行される

というふうに考えて良ろしいでしょうか。それとも、利率が高いから額が抑えられて縮小した中で進め

ざるを得ないとか、いう形にはならないのか。その点については、とりあえず考え方だけでも伺えれば

と思うんですが、どうですか。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

  議員が言われますように、確かに昨年度繰上償還、また更に２０年度、２１年度まで繰上償還が発生

致します。それで、繰上償還した際については国の方の制約としまして、同じ国からの資金の借入れは

出来ないということは事实です。ただ、国の方もまだはっきりしたこと等を書面上ではそういった形で

記載しておりますけれども、ただ全く出来ないんだという表現ではないというような言い方に最近変わ

ってきております。例えば、それは何故かというと、１つとして、その事業箇所が違うんだと。同じ事

業箇所でないということ等を考えれば、同じ政府資金を使ってでも借りれますよと言うようなこと等で

の担当の説明もありますので、これはまだはっきりしたものではないかと思います。仮に、そういう形

で政府資金を使えないということになった場合には、先の繰上償還の際、あるいは借換債の際にもＪＡ

あたりにお願いしまして、ほぼ金利の方も政府資金と同じような金利で借入れ出来ましたので、まあ事

業計画等につきましては、今の時点では変わらないと思います。ちなみに、今、参考の本村の場合は村

の直営としまして事業を進めている訳なんですけれども、村の今の負債との考え方の中で、１港あたり

２５０，０００千円ということ等で平島、それから諏訪之瀬島、小宝島ということ等で一忚進めている

ところでございます。 

○議長（日高通君） 

  他に質疑ありませんか。 

  ２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

  この港湾を浚渫する関係で起こり得る災害、例えば過去において、この東之浜港の取り付け道路も台

風でやられたことがあったんではないかと思うんですが。例えば、今回この浚渫をすることによって例

えば台風等によっての取付道路の被害が想定されるようなことはないのか伺いたい。というのが、中之
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島港においても、今現在、新たな港湾工事においてリフトを浚渫をして行っているのですが、先般の台

風の接近に伴って、港内の様子を見ていますと今、漁船溜まりを囲んでいる防波堤ギリギリのところま

で、たまに波があがるような感じで、以前よりもだいぶ波がこう上がってくるような感じで見えるんで

すよね。そうなってきた場合、これまで中之島の皆様、漁船溜まりというのはかなり安全な部類だった

というふうに地元の方もおっしゃってるんですけど、今後そういう危険性というのか、そういったのが

高まってくる恐れはないのかなと思う関係で、今回この東之浜港においてそういった過去において事例

がないのか、また今後そういったことが考えられないのか、その点についてはどうでしょうか。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

  大変返答に困るような難しい質問だと思いますけれども、その浚渫によって災害が起こったという、

深くなるからそこで海流そのものが色々変わってくると思うのは確かですけれども、そこまでのシュミ

レーションの方が浚渫によっての予想される災害とか、そういうのは出ておりません。まあ、掘ってみ

て様子をみて、それでもって高波が上がるようであれば、その護岸なりに消波ブロックを盛ったりとか、

そういうのが出て来るんではないかと思います。 

○議長（日高通君） 

  ２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

  今の説明でわかるんですが、今後そういうことが起きてからの後の対忚しか出来ないような状況のよ

うですけれども、そういうデータとかそういうのがもし取れるようであれば積み重ねとしてとっていた

だきたいなと、また中之島港におけるそういった状況についても、また地元は地元でそういったものを

何らかの形で映像に残せるなら残すような形で今後対忚したいと思いますので、またそういった点、出

てきた時はまた対忚よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

  また、ビデオ等撮ったりして、そういう資料の提供があればこちらも参考にして振興局あたりと相談

が出来るんじゃないかと思います。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第４、報告第４号、東之浜港改修工事の工事請負変更契約の締結の専決処分の

承認を求めることについての件を採決いたします。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第４、報告第４号、東之浜港改修工事の工事請負変更契約の締結の専決処分の承認

を求めることについての件は原案のとおり承認することに決定いたしました。 
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△日程５ 報告第６号 十島村税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めること 

                についての件  

 

 

○議長（日高通君） 

  日程第５、報告第６号、十島村税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて

の件を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

  報告第６号についてご説明を申し上げます。本案につきましては、専決処分の承認を求めるものでご

ざいますが、十島村税条例の一部を改正する条例であります。地方税法の一部を改正する法律が本年の

４月３０日に改正施行されることから、村税条例の所要を法律の施行に基づき改正するものでございま

す。尚、本条例の改正においては、課税事務を進める上から、同日付けで専決処分において処理したと

ころでございます。地方税法の一部改正等に伴う村税条例の主なものにつきましては、まず１つ目に個

人住民税における寄付金税制の拡充、住民税の寄付金控除対象が現在の实態が日本赤十字社以外に、学

校法人や社会福祉法人、ＮＰＯ法人等に対する寄付金も控除の対象となったということです。それから、

この場合の寄付金控除につきましては、所得控除から税額控除方式となっておりまして、適用の下限額

１００千円から５千円に引き下げられておりまして、利用し易い仕組みとなっております。２つ目に、

ふるさと納税制度の導入でありますが、ふるさとに対し貢献したい、または忚援したいという納税者の

思いを实現する観点から自治体への寄付金の制度が見直されまして、寄付金額から５千円を控除した額

に納税者の所得割の１０％が上限として税額控除されるものとなったものであります。３つ目に、住宅

税制の拡充として住宅の省エネ化を促進する為、既存住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合

に翌年度分の固定資産税の税額軽減を行うというものであります。また、新築住宅に係る固定資産税に

ついて最初の３年度分の税額を２分の１減額の適用期限を２年間とするということであります。それか

ら、４つ目に公的年金受給者の住民税の見直しとして、公的年金受給者の納税の便宜等を図るために、

住民税に公的年金からの特別徴収制度が導入されたというものであります。それから、５つ目に租税特

別措置法の規定によりまして、肉用牛の売却による事業所得に係る免税牛対象期間を３年間延長し平成

２４年度までとなったものであります。６つ目に課税事務のコスト削減として、固定資産税の土地家屋

の課税標準免税点を現行の１０千円から８０千円に引き上げを行っております。７つ目に、また現行の

地方税法の規定で特例法の見直しに伴い、関係条文の文言整理等を行っているものであります。以上が

今回の条例改正の主なものでございますが、次にその条例の各条文の改正条例の内容について述べてみ

たいと思いますが、まず１９条について、延滞金を規定するもので、この条文に新たに特別徴収義務者

として年金保険者が加わり、期日までに納付しなかった場合延滞金が発生するものであるということで

す。１０ページの最初の項目、それから２つ目に、第２３条これもその次ですが、村民税の納税義務者

等を規定しており、地方税法の改正により財団等の関係者を削除する文言の見直しであります。３つ目

に、第３１条関係ですが、均等割の税率規定で法人の区分欄、並びに均等割税率欄を地方税法の改正に

よって現行条文と逆に整理したものであります。それから、３４条の２の規定でありますけれども、各

種所得控除を規定しておりまして、現行の規定では前年の所得金額の中から直接控除されておりますが、

今回の地方税改正によりまして改めるものであります。それから第３４条の７ですけれども、これにつ

きましては新たに寄付金税額控除として設けたものでありますが、これはいわゆる、ふるさと納税制度

により納税者が地方公共団体に寄付を行った場合、翌年度の所得割の中から５千円を控除した残りの１

割を上限に、寄付金税額控除を受けられることを規定するものであります。それから、３６条の２につ

きましては、村民税の申告規定で寄付金控除額を削除し、寄付金税額控除の条文を設けるものと、地方

税の税法の施行に伴う擁護の改正でございます。それから、第３８条につきましては、個人村民税の徴

収方法を規定するもので、税法改正による擁護見直しでございます。第４１条については、村民税の納
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税通知書を規定するものでありますが、この条文に年金所得にかかる特別徴収規定を加えるものであり

ます。次に、第４４条、４５条、４６条、および４７条の改正につきましては、村民税の特別徴収とし

て公的年金からの給与所得にかかる特別徴収規定を税法改正に伴い設けるものであります。それから、

４７条の２の規定として新たに法的年金等に係る、所得に係る個人村民税の特別徴収の制度を設けるも

ので、６５歳以上の者が年額１８０千円を超える年金給付額が発生している場合は、納税者から直接村

民税を徴収せず、社会保険事務所等から特別徴収にて徴収することを規定するものであります。この特

別徴収時期につきましては、平成２１年の１０月からとし、同年の９月までは従来の普通徴収とするも

のであります。それから、４７条の３につきましては、年金受給者へ年金を支払う者、社会保険事務所

等が特別徴収義務者となる規定を定めております。それから、４７条の４につきましては、特別徴収し

た特別徴収義務者は徴収月の翌月１０日までに村長に支払うものとしている。また、４７条の５の規定

において、仮徴収税額規定をしているものであります。４７条の６につきましては、特別徴収が出来な

かった場合は普通徴収にて徴収することを指定しております。５４条の関係につきましては、固定資産

税の納税義務者を規定するもので、今回の改正は地方税法の改正に伴う文言の修正、追加を行ったもの

であります。それから、６３条につきましては、固定資産税の免税点を定めるもので、現在土地及び家

屋の課税標準額が１０千円に満たない場合、課税を付加しないものになっております。これまで村の監

査員、並びに議会から費用対効果、つまり課税事務の縮減、通信費の減尐、督促業務の軽減を総合的に

判断した場合、税額以上のコスト削減につながると思われるので、固定資産税の免税点引き上げを検討

し、課税事務の改善をはかるべきであると意見が出されております。次に、課税事務の改善をはかるべ

きであるとの意見が出されておりますが、今回の改正では土地、家屋の免税点を８０千円に引き上げる

ものですが、固定資産税額にして１千円以上とするものであります。尚、地方税法上は土地、家屋の法

定免税点は３００千円となっております。第１３１条については、特別土地保有税の関係で地方税法改

正による文言の見直しでございます。次に、附則第４条、５条、および７条関係は地方税法改正に伴う

読替規定の改正でございます。附則７条の４は寄付金税額控除における特例規定で、寄付金額が５千円

を超える場合は島外納税者の所得割額の１割を限度とする額が特別控除の対象となるとしているもので

あります。附則第８条につきましては、免税牛の対象期間を平成２１年度を３年間延長し、平成２４年

度までとし、この場合の使用頭数は２千頭を限度とするものとしているものです。附則第１０条につき

ましては、新築住宅の減免規定で、地方税法の文言を見直すものでございます。附則第１６条から２１

条については上場株式等にかかる村民税の特例、土地譲渡に係る村民税の特例、長期譲渡所得の村民税

の課税特例、短期譲渡所得の村民税の課税特例、株式等に係る譲渡所得の村民税の課税等の特例をそれ

ぞれ規定しているものでございますが、地方税法の改正により条文内の文言の見直し等が主なものでご

ざいます。施行技術につきましては、交付の日からとして、地方税法の施行に併せて平成２０年４月３

０日からとなるものであります。また、附則において関係条文により、施行期日ならびに経過処置をそ

れぞれ規定しておりますので参考にして頂きたいと存じます。以上で説明を終わります。 

○議長（日高通君） 

 提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

提案理由の説明が村長からなされた訳ですが、専門用語等も多くありまして理解に追いつかないとい

うこともあります。担当課長の方から事例も聞きながらでも、細部に渡って説明をするよう求めます。 

○議長（日高通君） 

  これより、しばらく休憩を致します。 

  

 

休憩 

 

 

○議長（日高通君） 
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 休憩以前に引き続き会議を開きます。 

   総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

  まず、今回の改正の主なものとしまして、本村に殆んど関係のないものも多々ありますので関係のあ

るもの等を中心に説明したいと思います。新聞、あるいはテレビ報道の中で、ふるさと納税が出来ると

いうこと等に対して、税額の控除をしましょうということ等が今回の地方税法の改正による村税譲与の

主なものになります。と申しますのが、中央に税が集中するとなかなか地方の方まで税金等、地方が疲

弊するという等の中で、税額の一極集中を解除しようというのが狙いだろうと思うのですが、今まで寄

付金というもの等は地方公共団体、あるいは日赤の団体等につきましては１００千円を下限に、その制

度そのものがあった訳なんですけど、なかなか１００千円を下限となった場合に、寄付金がうまく改善

しないということ等になった関係で、これをふるさと納税に併せまして学校法人、あるいはＮＰＯ法人

というところまで広げた上での税額の下限を、それは翌年度の税金の中から減額しましょうというよう

な形でというのがまず１点です。それで、下限額を所得割の１割を限度としまして、５千円は自己負担、

そして所得割の１割ということになりますので、仮に３０千円市町村に寄付した場合に、この所得割が

約２０、３０万弱のものがあった場合には、殆んど自分の手出しは５千円のみで済むというような形で、

それは細かい試算がある訳なんですけれども、そういうような規定が１点あるということなんです。そ

れから、もう１つとしまして、住宅税制の見直しということ等で、今地球温暖化の問題等でかなり騒が

れている訳なんですけれども、この省エネ対策、例えば窓枠の改修、あるいは断熱材等を既存住宅に入

れた場合に改修した場合には、翌年度の固定資産税を減額しましょうという規定が出ております。それ

から、新築住宅の適忚期限、これは新築住宅につきましては、現在３年間は１２０㎡に限って２分の１

特例がついている訳なんですが、これを２年間、更に２１年度から２年間延長しましょうという規定に

なります。それから、先程説明もしましたけれども、本村に関係します肉用牛の取引きに関します２０

年度までの免税牛取扱牛を、３年間延長しまして２４年度まで延長しましょうというようなもの等が主

なものということになります。それから、その他に昨年度の監査あるいは、昨年度の決算審査の中で議

会の方からも意見があった訳なんですけれども、現在本村の固定資産税につきましては、土地、家屋の

实際免税点が１０千円ということ等で課税を行っております。ところが、これに対する事務担当者の負

担、労力というものはかなりのものが発生すると、特に本村の場合の固定資産税の評価そのものが低い

ということ等から考えて、納税者の意識がなかなか高まらないということの見直しとしまして、实際免

税点を引き上げて、千円以下のものにつきましては、しないという方法で改正をやった方がいいんじゃ

ないかということ等で、今回、免税点の引き上げを１０千円から８０千円に引き上げたということ等で、

千円以下の固定資産税につきましては、課税からも外しましょうということ等で、今回の条例見直しを

行ったというもの等になっております。ちなみに、これで課税が免れる金額と申しますのは、この２０

年度に限っては１３０千円のつまり免税という形になります。まあ、対象者にしまして２４０件程度の

納税が、納税通知が発せられないということ等が、今回の主な改正ということになっております。 

○議長（日高通君） 

 総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

  申し遅れましたけれども、公的年金の関係者、これが６５歳の方が年金受給者になる訳なんですけれ

ども、この方々について、今まで普通徴収ということで対忚しておったんですが、２１年の１０月から、

これを特別徴収扱いにしまして、直接社会保険事務所、あるいは村の職員の出身者であれば共済組合と

いうところから、年金に対する課税については特別徴収をして、年金額を抑えてそれぞれの税額を自分

達の市町村地に納めますというようなこと等が、今回の新たな制度に入ってきております。ただ、金額

と致しまして、１８０千円以下の年金受給者につきましては従来通りの普通徴収ということになってお

ります。これに伴いまして、当然税務の電算システムを相当量の事業、金額等の改修が発生する訳なん

ですけれども、これは国の方は特別交付税で財源支援をしましょうということ等で、そういう通知がき

ておりますので、本村の方も、この秋口からそれに対してのシステム見直しを県の町村会と調整をした

上で進めるということになっていこうかと思います。 

○議長（日高通君） 
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他に質疑ありませんか。 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

固定資産税の本村では評価価格というんですか、設定が尐ない人達の徴収にあたっては事務が大変だ

ということから、今さっきの説明で千円以下は免税するという形で２４０件、うちの全体の件数とすれ

ば把握している中では数的にはどんなものですか。半分以上とか１０分の１とか、この２４０件という

のはどのように捉えられるのかということが一つ伺いたいと思います。それと、そのふるさと税ですか、

その流れからしますと、本村では、いえば土地はあっても税もわずかだと、お金ではなくて土地は寄付

しましょうと、そういうようなことがあった場合には、それはこの税法の中では受け入れる窓口がある

んですか。その点をお伺いします。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君）  

まず１点目の方の固定資産税の免税扱いの関係ですけれども、２０年度の本村の固定資産税は５月の

中旪に決定した訳なんですけれども約４０，０００千円なんです。その中に、この千円以下の課税とし

て免税されるものは金額と致しまして１３０千円となっております。件数につきましては、４０，００

０千円の件数につきましては４５０件です。そのうち、免税として扱われるものが先程申し上げました

約２４０件程度でございます。何故そういう形で件数に比較して金額が尐ないかということ等につきま

しては、本村の評価額がいかに低いかということ等が見えるんじゃないかと思います。ちなみに、この

中で殆んど農地、田んぼの評価額で高いところで平米辺り６円、それから畑地につきましては４円とい

うような形が積み重なって、それが８０千円以下という形になっていく訳で、件数の割には税額が尐な

いということ等で、課税コストの削減ということを考えた場合には、本村、並びに議会の方からも事務

改善を図るべきではないかということ等がなされているんじゃないかなという気がしております。それ

から、２点目の方の物での寄付が、ふるさと納税との関係がどうなのかということですが、このふるさ

と納税というものはあくまでも現金です。現金ということ等で、現金をまず当該年度に忚援したい団体

に寄付したとなった場合には、翌年度の自分の住所地の町村に申告をして、これは税務署に申告をする

んですが、確定申告をした上で翌年度の自分の税額から寄付したもの等の中から減額されるという形に

ないますので、物では議員が言われますように固定資産での寄付というもの等には当たらないというこ

とです。 

○議長（日高通君） 

５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君）  

総務課長、私だけが年金なんですが、もうそのランクが全部来ているんでしょうか。もう来年からで

しょう。年金額が天引きされる訳ですよね。そうすると、その区切りが１，０００千円なのか２，００

０千円なのか分かりませんけれども、おおよそは分かるのでしょうか。それは分からない。そうすると、

先程３０千円寄付した場合５千円引いた残りの２５千円が、所得税から引かれる。所得税から２５千円

だけ引かれる訳ですか。そういうことですか。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君）  

まず、年金受給者が例えば会社勤め、あるいは別の所得があった場合にはまず分離します。年金につ

いての課税、あるいは別の事業でのものに対する課税、２通りでの課税が発生します。そのシステムの

区分けにつきましては、この秋から県の町村会が一忚窓口になって、県下の町村と協議会を作りますの

で、その中で仕分け作業等の電算システムでの区分けをします。それで、例えば議員さんの場合は年金

を受給されると。その年金額に対して課税が発生すれば、その社会保険事務所から直接十島村に税金が

入ってくる。そして、議員としての報酬については、これは従来通りの普通徴収扱いと、そういうこと

で２通りのパターンでの納税という形になっていきます。これは、うちの村長なんかも一緒です。年金

額が、受給額がその税金を払うだけの年金額をもし仮に受給されていた場合は、そういう考え方です。
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それから、そのもう一つの、ふるさと納税の関係ですけれども、ふるさと納税というのは先程も説明し

た通り、仮に３０千円今年度十島村に寄付しましょうと、そうした場合には、その５千円を引いて、こ

れが当然所得割にも当然上限がある訳なんですけれども、まあ所得割が約３００千円とした場合には、

その３０千円の１０％以内ということになりますので、その１０％の範囲内と、先程の５千円とを併せ

て、つまり３０千円ですよね、３００千円の１０％の３０千円。それと５千円は自己負担となりますの

で、これを当該年度の税金から免除されるんじゃなくて、翌年度２１年度の税金からそれは差し引かれ

ますよと。ただし、それはこの年度内に寄付した年度の中で税務署に行って申告をしなければならない

と。申告しなければ、それは完全に（聞き取り不能）ということになっております。 

○議長（日高通君） 

５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君）  

まあ、この３１号ですかね、これと関連するかちょっと分かりませんが、村内でも、村外でも寄付は

出来るんですか。例えば、私共の十島村内の人も出来るのか、ちょっとわかりませんけれども。それか

ら、職員の方も十島村で出来るのか。その辺わかっていますか。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君）  

結局、住民が十島村に寄付することはまずないですよね。税金の控除の対象にならないわけですから。

住所違いの団体に寄付してはじめて寄付の対象になり得るということになります。だから、自分の住所

地の者が、十島村の村民が十島村に寄付するということがあれば、寄付しても構いませんけれども、ふ

るさと納税としての、そういうものは受けられないと。それから職員は当然出来ます。十島村に寄付と

してですね。 

○議長（日高通君） 

  ２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

ちょっとよく理解出来ていない部分が大半なんですが、例えば先程から出ている年金受給者の方の年

金からの天引という部分で。例えば今現在、その年金受給者の方で課税対象者の方々のその納付状況で

すよね。期限内での納付状況。そういったもの等を考えた場合に、仮に天引が行われた場合、その年金

受給者の生活を圧迫するような形には、なるようなケースは出てこないのか、どうなのか。そういった

ところまでは考えたことはないでしょうか。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君）  

確かに、後期高齢者の保険料支払いの関係で、かなり今、社会的にも問題視されていますね。これも

来年の２１年度の１０月になった時には、この問題はかなり表面化する可能性があるかと思います。今、

法律の方の中では１８０千円以下につきましては、特別徴収はするなという法律の規定があります。そ

れを超えた者であればしなさいという地方税法の規定がありますので、私共の市町村につきましては、

その法律に基づいて動かざるを得ないというのが实態でありますので、今でも年金の受給者の方々は直

接郵便局行って、あるいはうちの窓口に来て支払うというような、支払うという面倒臭さというのか、

そういったもの等がなくなるということになりますので、国の方の考え方はそういう面倒臭さを解消し

ましょうといういうようなもの等が狙いがあるのと、もう一つは確实に税金を徴収しようというものが

あるのではないかという気が致します。 

○議長（日高通君） 

  他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第５、報告第６号、十島村税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求

めることについての件を採決いたします。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第５、報告第６号、十島村税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求める

ことについての件は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

  

 

○議長（日高通君） 

  これより、１０分間休憩を致します。 

  ３時５分にお集まり下さい。 

 

 

休憩 

 

 

○議長（日高通君） 

 休憩以前に引き続き会議を開きます。 

    

 

 

△日程第６ 報告第７号 十島村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求める

ことについての件  

 

 

○議長（日高通君） 

     日程第６、報告第７号、十島村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求める

ことについての件を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

   報告第７号のご説明を申し上げます。本案は、専決処分の承認を求めるものでございますが、十島村

国民健康保険税条例の一部改正であります。改正の理由につきましては、地方税法の一部を改正する法

律が平成２０年４月３０日に交付されたことに伴いまして、標記の条例の一部改正が必要となったもの

であります。まず、改正内容ですけれども、後期高齢者医療制度に伴いまして若年層の保険料額の一部

から後期高齢者医療費の一部を補てんするということの為に、賦課額に後期高齢者支援金と課税額を追

加すると共に、その算定基準額を定めるものであります。まず、第３条中の所得割額を１００分の１１．

２から、１００分の６．７とし、第４条中、均等割額を１６，５００円から９，９００円とする。それ

から後期高齢者支援金等課税額の所得割額を１００分の４．５とし、後期高齢者支援金等課税額の均等

割額を６，６００円とするということであります。また、基礎課税額の限度額を５６０千円を４７０千

円として、後期高齢者支援金等課税額の限度額を１２０千円とするということであります。次に、特定
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所帯に該当する所帯の所帯別均等割額を特定所帯以外の所帯の２分の１の額とするということにしてお

ります。それから、第５条中の平等割額１４千円を、特定所帯以外の所帯を８，４００円としまして、

特定所帯を４，２００円とするというふうにうたっております。後期高齢者支援金等課税額の平等額を

特定所帯以外の所帯を５，６００円として、特定所帯を２，８００円とするということの改正が主なも

のでございます。平成１８年度、および１９年度の課税特例をここで削除をするということになってお

ります。時間もありませんけれども、新旧対照表も添付してございますので参考までにして頂きたいと

思います。簡単ですが説明を終わります。 

○議長（日高通君） 

 提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

  只今の説明では、私よく理解出来ませんが、要は後期高齢者支援金の為の改正だと、これは過去にお

いては老人保健の場合に国保会計から拠出金を出していたのですが、それと同じような考えをもってこ

れを理解して宜しいのかどうか、その点をお伺いします。 

○議長（日高通君） 

  住民課長、池田清助君。 

○住民課長（池田清助君） 

  今までの保険税は国保だけの国民健康保険、それと老人医療の関係者で、老人医療につきましても元々

国保の被保険者の中の老人医療ということで分かれていた訳ですよ。それで一本化されておりました。

それを今回、村長の施政方針の中でもありました通り、後期高齢者の医療制度の方は公費が５割と、現

役世代からの支援金が４割、それと後期高齢者の保険料が１割ということで、これで財源を補うんだと

いうことで説明したかと思うんですけれども、その現役世代の４割の支援分としまして、例えば所得割

でありますと１１．２ある分を、一般の国保分として６．７と、それと後期高齢者支援分ということで

４，５００円に、２つに分けますよということです。それと、まだ均等割と平等割につきましても、均

等割の方は一般の国保の１６，５００円ですけれども、そのうちの９，９００円は一般、そして６，６

００円につきましては後期高齢者の方に回しますよと、支援金としますと、そして平等割につきまして

は１４，４００円ですので、世帯の、そのうちの一般分を８，４００円、後期高齢者に５，６００円を

まわしますということです。それと、先程村長の説明の中で特定世帯という文言が出てきたと思います。

この特定世帯という文言は、国保の被保険者の中で、奥さんが一般の国保で、ご主人が後期高齢者にも

う加入されると、そういう混合の世帯が生まれる可能性があります。その世帯につきましては、所得割、

平等割につきましても半分の負担になりますよということになります。というのは後期高齢者と国保の

方で二重にその世帯は負担をしないといけないというようなことが発生するということをかんがみて、

その混合世帯につきましては半額にしますよ、ということです。 

○議長（日高通君） 

  住民課長、池田清助君。 

○住民課長（池田清助君） 

  今現在ですね。十島村の国民健康保険の７割軽減世帯、一番軽減が大きい世帯の人達が十島村の国民

健康保険の場合は９，１００円です。一人の世帯がですね。そして、二人の世帯が１４，１００円にな

ります。それが、後期高齢者の場合は、お一人お一人に保険税が課税されますので、今の現状では、お

一人お一人１３，８００円負担して頂いております。ですから、十島村の国保の課税の人達の額と、後

期高齢者の人達の額が逆転しております。増してや、二人世帯になった時には特にこの差が大きくなっ

てきております。こういうことで、今、新聞報道等でも大きく報じられておりますし、私共の十島村の

国保もこれではおかしいんじゃないのかということで色々検討してきました。ところが、他の市町村に

つきましてもこういう逆転現象というのは、殆んどの市町村で起きてきております。そこで、十島村も

過去３年間の間に２回大幅な税率のアップ、引き上げをしておりまして、現状で保険税の引き上げが出

来るのか、後期高齢者と比較してみますと、所得割は十島村の方が高い訳です。ところが、均等割の方

は後期高齢者の方が大幅に高いんです。それで、色々検討してみたんですけれども、改正をした場合に
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ですね、この割合が５０対５０ということでなければ国の軽減の割合を、今の十島村がやっている２割、

４割、７割、これが守れなくなって被保険者の方には相当な負担をかけることになります。また、この

軽減した分については殆んど国からの交付金で賄われますので、この５０対５０の比率を壊すというこ

とは村にとっては大きな痛手になる、被保険者の方々に負担を強いるような状況になって来ると思いま

す。そこで、今与党のプロジェクトチームにおきまして、この今報道関係で色々言われております保険

税のこの逆転現象というのは十島村だけでなくて他の市町村でも起きているものですから、この問題を

今検討しているようです。そこで、今案としてなんですけれども、２０年度から均等割額の軽減額を、

７割軽減を８．５割に引き上げると、そこで８．５割に引き上げた場合に、今８月分まで徴収した額で

１０月からの徴収をしなくても良くなるんだというような、これもまだ案ですけれどもそういう案が届

いております。そして、２１年度からは９割軽減という案が出てきております。それも与党のプロジェ

クトチームの案なんですけれども、また２１年度につきましては、所得割につきましても、年金の収入

額が１，５３０千円から２，１００千円程度の方につきましては所得割も５０％に軽減すると、そうい

うような案が出てきております。その案が、今实際の数字に置き換えて見ますと、一人あたりの２０年

度の８．５割軽減をした場合に、一人辺り６，８８５円になります。こうなりますと、十島村の９，１

００円の軽減、今实際の税よりも与党のプロジェクトチームの案の方が一人あたりの負担も小さくなり

ます。そして、２１年度の９割軽減となりますと、一人あたり４，５９４円ということになりまして、

夫婦二人居ても、十島村の８．５割についてもそうなんですけれども、８．５割の場合も９割の場合も、

十島村の今の現状の税よりも後期高齢者の負担が尐なくなるということになるようです。これも、今の

ところ厚生労働省の保険局の方から通知といいますか、取りまとめについてというお知らせが来ている

のがこの資料です。 

○議長（日高通君） 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

  本村の、国保会計の財政状況からして、国保税を何年かかけて引き上げていくというような現状の流

れがそうなっておりますよね。ところが、色んな国の情勢、あるいは住民が、被保険者が色んな面で負

担がまた増えてきております。そこで、一旦決めたからそれを实行に移さないといけないというような

ことは、また考え直す必要もあるだろうと。上げるという幅、あるいは時期もですね。もちろん畜産関

係につきましても、飼料の高騰、あるいは牛の下落、色んな形で住民は生活を圧迫されてきていると、

それにガソリン、燃料等も高騰しているというような形からすると、またここへきて、もちろん後期高

齢者への支援も必要なんでしょうが、国でも問題にされているように非常に、どう転んでも大変だとい

うような状況の中、私が心配しているのは、この国保会計の中身からして、また足りなくなったからま

た引き上げないとならないというような形では、住民は大変な時代に突入したなという思いがするんで

すが、この今の状況から考えますと、後期高齢者医療制度の流れにしましても、流れが今、負担が軽減

するような方向で動いておりますよね。そうなりますと、今回の国民健康保険税条例のこの中身からす

ると、どういうふうに変わってくるのかな、そこら辺が私にはよく理解できないんだけど。向こうが、

流れとして負担を軽減させている。こっちの方が余計な負担をしないといけないというような形になっ

てくるのか、向こうが軽減された分ね。それは関係ないのか、そこだけ１点伺いたい。 

○議長（日高通君） 

  住民課長、池田清助君。 

○住民課長（池田清助君） 

  今の国が後期高齢者の保険税の軽減を図っている分につきましては、恐らく市町村の国保に対しての

負担を強いることはないと思います。これは国が公費で負担していくものだと思います。今回の保険税

条例の改正と、この与党プロジェクトチームが出してきた軽減の問題とは、ちょっと内容が違います。

今回の保険税につきましては、先程申しましたように現役世代の４割負担をするんですよということに

なっておりますので、後期高齢者医療制度の方に現役世代の国保の方から、現役世代の人から徴収した

保険料の４割分を後期高齢者の方へ回しますよということです。 

○議長（日高通君） 

  他に質疑ありませんか。 
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（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第６、報告第７号、十島村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処

分の承認を求めることについての件を採決いたします。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第６、報告第７号、十島村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の

承認を求めることについての件は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

  

 

 

△日程第７ 報告第５号 平成１９年度十島村一般会計補正予算第６号の専決処分の承認を求めること

についての件  

 

 

○議長（日高通君） 

  日程第７、報告第５号、平成１９年度十島村一般会計補正予算第６号の専決処分の承認を求めること

についての件を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

  報告第５号についてご説明を申し上げます。本案は、平成１９年度一般会計補正予算第６号の専決処

分の承認を求めるものでございますが、今回のこの専決処分による補正予算につきましては、議案の５

ページをご覧下さい。この５ページに示しておりますように、社会福祉総務費の扶助費とそれから償還

金の節間調整を行っておりますが、もう一つ、畜産業費の飼料基盤活用促進事業について、牧野改良に

伴う賃金不足が生じたことから、節間の予算調整を行ったものでございます。従いまして、予算総額に

ついては２ぺージの関係ですけれども、歳入歳出補正予算第１条に定めるとおり予算の総額はそれぞれ

４，５５６，７２４千円でありまして、全くの移動はございません。節間の金額の調整ということでご

理解を頂きたいと思います。説明を終わります。 

○議長（日高通君） 

 提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

   この畜産業費の中で賃金の不足が生じたということなんですが、これは原因はどういうことだったん

でしょうか。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 
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今回、半ば途中でもって担当職員が辞めたことで、私の方にちょうどやってきたものですから、なか

なか中身の調整がつかなくて延ばし延ばしになってしまって、それぞれ３地区あって、その賃金の調整

が思ったよりだいぶ支出が多くなってきたものですから、そういう関係上どうしても専決しなくてはな

らない状況になりました。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第７、報告第５号、平成１９年度十島村一般会計補正予算第６号の専決処分の

承認を求めることについての件を採決します。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第７、報告第５号、平成１９年度十島村一般会計補正予算第６号の専決処分の承認

を求めることについての件は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

  

 

 

△日程第８ 報告８号 平成２０年度十島村老人保健医療特別会計補正予算第１号の専決処分の承

認を求めることについての件  

 

 

○議長（日高通君） 

  日程第８、報告第８号、平成２０年度十島村老人保健医療特別会計補正予算第１号の専決処分の承認

を求めることについての件を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

  報告第８号についてご説明を申し上げます。本案につきましては、平成２０年度十島村老人保健医療

特別会計に係る専決処分の承認を求めることについての案件でございますが、まず歳入についてのご説

明を致しますと、医療費交付金については平成１９年度精算によるもので３，２９０千円を増額してお

ります。また、医療費県負担金についても平成１９年度の精算によるもので９０４千円を増額しており

ます。７ページ、８ページをご覧下さい。歳出についてですけれども、支出金については償還金２，０

９８千円で１９年度事業に係る精算分でございまして、支払基金、国への返納金であります。一般会計

繰出金につきましては預金利子として２９千円の増額をしております。それから、予備費につきまして

は調整分と致しまして１千円増額しております。繰上充用金については２，０６６千円増額しておりま

す。歳入に係る交付金につきましては、医療費の实績額によって変更申請を行うものでありますが、实

績報告後の医療費で高額な医療費、通常医療費は５，０００千円程度ですけれども９，０００千円程度

が発生しております。これに伴う繰上充用金の増額となったものです。説明を終わります。 

○議長（日高通君） 
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 提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第８、報告第８号、平成２０年度十島村老人保健医療特別会計補正予算第１号

の専決処分の承認を求めることについての件を採決します。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第８、報告第８号、平成２０年度十島村老人保健医療特別会計補正予算第１号の専

決処分の承認を求めることについての件は原案のとおり承認することに決定いたしました。  

 

 

 

△日程第９ 報告第９号 平成２０年度十島村船舶交通特別会計補正予算第１号の専決処分の承認を求

めることについての件 

 

 

○議長（日高通君） 

日程第９、報告第９号、平成２０年度十島村船舶交通特別会計補正予算第１号の専決処分の承認を求

めることについての件を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

  報告第９号についてご説明を申し上げます。本案につきましては、平成１９年度十島村船舶交通特別

会計の欠損額を平成２０年度船舶交通特別会計予算より繰上充用する必要が生じましたので、急を要し

ました関係で地方自治法の１７９条の規定に基づきまして専決処分により繰上充用をしたものでござい

ます。補正予算第１号についてでありますが、１ページ、２ページに歳入歳出の総額について書いてご

ざいます。それぞれ９５，４７２千円を追加致しまして歳入歳出の総額が９８１，３８５千円となりま

す。続いて歳入でありますが、７ページを見て下さい。県支出金で９５，４７２千円を計上してござい

ます。先程も申し上げましたとおり、これは平成１９年度の十島村船舶交通特別会計の決算見込みが９

５，４７２千円の決算となった為に２０年度の離島航路補助金として交付金を計上したものでございま

す。それから、次の歳出ですけれども営業費用の店費で９５，４７２千円を計上しています。歳入で説

明致しましたとおりの欠損見込み額でございます。説明を終わります。 

○議長（日高通君） 

 提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

  この繰上充用ということで平成１９年度の赤字が９５，４７２千円ということなんですが、これは１
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８年度と比べた場合に赤字額としてはどうなっているのか。また、増減があるとすればそれは何に起因

するものか説明をお願いします。 

○議長（日高通君） 

  経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

  ちょっと今、手持ちの資料がありませんけれども、確か前年度が１２０，０００千円程だったと思い

ます。１４０，０００千円だったと思います。 

○議長（日高通君） 

会計管理者、福澤章二君。 

○会計管理者（福澤章二君） 

１９年度の欠損額、船舶会計が１４０，６２０，３１３円ですので、１８年度と比較しまして約４５，

０００千円欠損額が減っています。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

赤字が減ったということは非常に良いことだと思うんですが、このこれだけの原油高騰の中で燃料費

がかさむ中で、これだけ赤字が減った訳ですよね。だから、その部分のその自助努力とか、そういった

ものがそれだけあったのかどうか、そこら辺についてどう捉えてますか。 

○議長（日高通君） 

  総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

赤字額は減ってないんですよ。燃料がかなり急激に増えている関係で、この繰上事業というものは国

庫補助の関係で、国庫補助が隔年ごとに変動するということがある関係で、このような現象が出てくる

訳なんです。それで、隔年ごとにこの額は、その前の年はかなり、先程説明しました１４０，０００千

円より減っております。その１年ごとにその変動が出てきます。相対的には村のその船舶会計の赤字と

いうのは約６００，０００千円前後で推移しておりますので。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第９、報告第９号、平成２０年度十島村船舶交通特別会計補正予算第１号の専

決処分の承認を求めることについての件を採決します。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第９、報告第９号、平成２０年度十島村船舶交通特別会計補正予算第１号の専決処

分の承認を求めることについての件を原案のとおり承認することに決定いたしました。 
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△日程第１０ 報告第１０号 平成２０年度十島村簡易水道特別会計補正予算第１号の専決処分の 

                承認を求めることについての件  

 

 

○議長（日高通君） 

日程第１０、報告第１０号、平成２０年度十島村簡易水道特別会計補正予算第１号の専決処分の             

承認を求めることについての件を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

 報告第１０号についてご説明を申し上げます。本案につきましても、平成１９年度十島村簡易水道特

別会計の欠損額を平成２０年度十島村簡易水道特別会計予算より繰上充用する必要が生じましたことか

ら、急を要しましたので繰上充用するということでございます。まず、歳入についてですけれども、２

ページの予算補正でありますが歳入予算の総額を、それぞれ１２千円を追加致しまして歳入歳出の総額

をそれぞれ３７，２１０千円とするということでございます。まず、これは７ページの歳入についてで

ございますけれども、事業収入で８，４１５千円を計上してございます。これは平成１８、１９年度年

度十島村簡易水道特別会計の事業収入の決算見込みが１１，８３５千円欠損になることから、平成１９

年度予算から１２千円繰上充用をするというものでございます。それから歳出につきましては、繰上充

用を１２千円計上してございます。これも歳入で説明しましたとおり平成１９年度欠損見込み額が１２

千円ございましたので、１２千円の分を２０年度予算で繰上充用するというものでございます。簡単で

すが説明を終わります。 

○議長（日高通君） 

 提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

この改正の関係で、今現在ちょうど梅雤時期の関係でだと思うんですが、中之島地区においては日之

出地区、過去にも触れたことがあるかと思うんですが、梅雤時期の水道水の濁り、それとはまた別で里

集落の、その中でも一部分なんですが、かなりの濁りが出ているようなんですよ。实は私も確認出来て

いないんですが、その当事者の方に聞いた話によると洗濯機の水にも使えないと、完全に道路のゴミが

入ってきて全自動洗濯機なんか使えない、むしろ山水を引いている、その水が綺麗だから、その水で洗

濯もやっていますというような状況らしいです。このことは、過去にも住民の方から水道管理士を委託

している管理者の方にも話があって、实際現場を探したりしたらしいんですが、埋設されているその場

所がわからないとか、そういったことで原因の特定に至っておりません。それで、大雤の度にそういっ

た事が出ているようです。本管の敷設場所自体が他の各家庭に引かれている部分と別配管になっている

らしくて、その管理者の方もよく分かっていないと。そういった中で、抜本的な部分が出来ないのであ

れば別ルートを引くなり、何らかの忚急処置的な対忚が必要じゃないかと、水道料をやはり使用した分

に対しては住民の方が負担しています。そういった中で、やはりそういう梅雤時期であったりとか、大

雤、台風の時期であったりとか、そういう時だけかも知れませんけれども、やはりそういう不便を強い

る以上はやはりそういった部分についても改良をする必要があるかと思うんですが、その点について伺

いたい。また、中之島においては水道水の塩素濃度ですかね、そういったものも基準に満たないという

实際数値的な部分が出ている事例もあるようです。対忚を求めたけれどもなかなか数値が上がらないと

いうような話を聞いています。そういった部分について、やはり原因が何かあるからそういうことが起

きる訳ですから、やはり原因究明をちゃんとして頂いて対策を考えていただかなければ、いつまでもそ

のまま、梅雤時期、大雤の時期にはなるから、それはもうしょうがないからと、そういった気持ちで済

ましていただく訳にはいきませんので、抜本的にそういった部分の調査もして頂かなくてはと思うんで

すが、いかがでしょうか。 
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○議長（日高通君） 

  経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

 先程の里集落の件、たぶん里集落だと思います。前々からそういう報告は受けているんですけれども、

何せ配管そのものがだいぶ昔に配管をされたということで、その場所そのものも全然わからないと、ど

こを走っているかもわからないということで、新規に引いた場合にですね、そういうまだこちらの方と

しても見積もりとかそういうのをもらってないし、そうした時が中之島の今、国庫補助事業が悪石島に

入っているんですが、その折に計画を立てていたんですが、やはり梅雤時期にこういうことが起これば

ですね。いくらかの抜本対策をとらなければいけないと思いますので、今回は一忚調査させてください

ということでお願いします。それから、その次亜塩素の件につきましては、再三支所でもって１回点検

して、それから次亜塩素の濃度なんかもやりなさいということを言っておるんですが、それはたぶん学

校のことだと思うんですが、学校集落の辺りなんかというのはその配水管の延長も長うございます。そ

ういうところで末端まで届くまでにその塩素濃度も薄まったりしてそういう結果になってしまうんじゃ

ないかと思うんですが、あまり塩素濃度を強くして学校側が０．１くらいになると、その近くにあると

ころが相当な塩素濃度になってその自治会の方からあまり強すぎるよということが前回あったことから、

それでもって気をつけているそうなんですけど、やはり０．１にならないということは飲用に適さない

ということでございますので、どこか中間辺りにそういう装置を設けるなり、何らかの対策をうたなく

てはならないんじゃないかとは思ってます。 

○議長（日高通君） 

  ２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

 最初の里地区については、一番望むべきはその抜本改良なんですが、それまでに時間がかかるのはわ

かります。それまでに何らかの忚急措置的なことを早急に考えて頂きたい。そのように思います。また、

その塩素濃度については特にやはり学校の給食の現場において、やはり野菜等の洗浄であったりとか、

一度煮沸消毒をしたものをまた冷やすのに水が必要であると。そういったものに対しての使用にあたっ

て、どうしてもそういうものを使えない。結局、一度、湯冷ましを作った上でそれで、冷やすなりの対

忚をしなければならない、そういった状況にあるようです。そうすることで、結局回りまわって考えれ

ば例えば光熱費があがるとか、そういった部分にまた出ていく部分もあります。实際、子供達について

も普段の飲料水に関しては、各家庭から水筒をもって来たりとか、そういった形で対忚をしております。

先程ありましたが、中間地点におけるそういった何らかの施設なりを今後また考えていただきたい、そ

のように思います。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

その中之島の只今のその件に関しては、専門的な分野からみて、途中にそういうものをつけなければ

薄まってしまうということになるんですかね。僕らが専門家から聞いている範囲の中では、末端に行け

ば行く程濃度が濃くなるという話を伺ってますが、それと、水道の担当者にもよりけりだろうと思うん

ですが、強くその住民から臭いが強いと言われて、そして濃度そのものを薄くしてしまうと。ところが、

学校の給食用で検査をすると、そうしたら数値が下がると、低いと。どっちにするか、それは基準の次

亜塩素ナトリウムを入れなければ、そのさっき言ったような事例、問題が発生すると。实際に濃度を、

きちんと薬を入れているかどうかの問題でしょう。そこから確認していかなければ、途中でいくらその

分離層か何か知らんですけど薬を注入するものを作っても、また臭いが臭いから薄くしていけば意味が

ないんじゃないかなと、私はそういうような思いがするんですが、その点は専門的な人からの助言なり

を聞いての、そういう判断をしているのか、そこを伺います。 

○議長（日高通君） 

  経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 
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次亜塩素のその濃度については、中之島の場合においては支所で計るようになっております。それか

ら支所で０．１以上あれば良いということですけれども、それから先、まだ学校とかそういうものがあ

りますので、やはり次亜塩素そのものは延長が長くなればなる程薄くなります。これは末端で濃くなる

ことはまず絶対ないです。先に行けば先に行く程薄くなります。それは間違いないです。だから、どこ

か支所で０．１、それから学校辺りまで結構距離がありますから、そういうのも次亜塩素そのものも、

入れてもすぐは効きません。やはり、ずっと点滴みたいな感じでポンポンという感じで落ちている訳で

すので、その次亜塩素を入れてすぐ支所で計っても、その数値というものが、その入れた数値には達し

ないと、色々その家庭でもって使う水量とか、そういうものでもだいぶ違ってきますので、やはり点滴

というか、次亜塩素を多く投入した後の半日か１日後の検査じゃないとそれは表れないということを言

われております。それは、すぐには出ないそうです。それは、水道の専門の方にも聞いております。そ

れで、場所によっては生の次亜塩素を入れたり、薄めて入れたりとか、それはその島々でやり方そのも

のは違います。だいたい１割ぐらいに薄めてやったりとか、原液を入れたりしているところとか、場所

によってそれぞれ違って、その次亜塩素装置そのものの装置の仕組みによって投入の仕方も違ってきて

おります。 

○議長（日高通君） 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

その地域によって施設そのものが若干違うということであれば、それは理解出来ます。それなりに、

素人判断でものを考えないように、業者を専門的な分野からみて、その判断をして、そういう何らかの

手立てをしなければいけないんじゃないかと思います。もう１点は、この間も断水を私の地域でも何回

かしまして、水道担当辺りにも去年の今頃は、水源地の水の量はどのくらいあったのかと聞いたら、わ

からんと。役場の担当にも確認したら、それは全然確認はしていませんということで、渇水期の時期も

ある。あるいは先程も出ました、梅雤時になったら水の量が増えると。そこら辺のデータそのものをも

ってない。例えば、来年の皆既日食につれて、何百人か人口が増えます。増える中で水の量そのものも、

村としては水道がどれだけ足りるのか、７月の時期に水源地から通常どれくらい出ているのか。それす

らも把握されていない。そこら辺を把握する必要があるんじゃないかということで担当にも電話を入れ

たんですが、これが今後、例えば今後、水が尐なくなったよと、断水が起きたという時に、水源地の水

の量が、いつもよりどれくらい減っているというような、そういう判断をすることによって、漏水じゃ

ないかとか、渇水期の中で絶対に水が足りないとか、そこら辺が判断出来るんじゃないのかな。そうい

うデータすら持っていない、そのものが水道会計を動かしている中では、どうなのかなという思いがし

ますけれども、その点についてはどのようにお考えですか。 

○議長（日高通君） 

  経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

十島村の原水というのが殆んどが表流水、場所によっては井戸水というところもございますが、殆ん

どが表流水が溜まった水が原水を集めてそれを利用している場合でございます。あるいは、その原水が

通常どのくらい、時間あたり出ているのかということを調査することも大事なことですので、順次調査

したいと思います。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 
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それではこれから日程第１０、報告第１０号、平成２０年度十島村簡易水道特別会計補正予算第１号

の専決処分の承認を求めることについての件を採決します。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第１０、報告第１０号、平成２０年度十島村簡易水道特別会計補正予算第１号の専

決処分の承認を求めることについての件は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

  

 

 

△日程第１１ 報告第１１号 繰越明許費繰越計算書についての件 

 

 

○議長（日高通君） 

  日程第１１、報告第１１号、繰越明許費繰越計算書についての件を議題とします。 

 それでは、報告第１１号についての報告を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

  報告第１１号についてご説明を申し上げます。本案につきましては、繰越明許費繰越計算書について

でございますが、本年３月の議会の平成１９年度十島村一般会計補正予算第４号で議決を頂きました繰

越事業６件の繰越計算書が、本年５月の３０日に確定したことから、今議会に報告するものでございま

す。まず、１つ目として情報通信基盤推進事業でありますが、報告書の裏面に書いてございますので参

照して下さい。中之島デジタルテレビ中継局の整備の新設事業として、国の補助事業で行うもので、国

からの補助決定と調達部品の遅延等から繰越したものでございます。既に、本事業は完了をしまして現

在試験放送がとり行なわれているところでありまして、尚、本事業の財源につきましては、全て国、県

の補助金で賄われておりまして、村からの財源負担はございません。それから２つ目ですが、宝島の製

塩施設改修工事につきましては、宝島製塩施設のボイラーが年度末に故障したことからその改修を行っ

たものでございます。本事業につきましては、事業費の３割、２１０千円が受益者負担となっておりま

す。それから３つ目ですけれども、村道管理賃金につきましては、議会との協議の中で、年度始めの４

月から６月期に公共事業がないことから、住民の失業対策等も含めまして、その間の事業配分を行うこ

とを申し合わせたことによりまして、各島の村道等の道路清掃等に要する事業として、１，０００千円

を繰越したものでございます。それから、４つ目に村単独道路維持工事につきましては、中之島寄木地

区暗橋、同、御岳ガードレール、口之島集落内の道路維持に要する事業を行なったものでありまして、

先程冒頭説明も致しました、年度始めの公共事業の未執行解消対策によるものでございます。５つ目に、

補助港湾建設費でありますが、東之浜につきましては、平島東之浜の１７年災害が影響しております。

当該年度で計画をした同港湾の浚渫事業の着手が遅れた為に１７６，０６２千円を繰越したものでござ

います。完成予定は今月末となっております。それから、６つ目に小学校維持補修工事の８，９２５千

円の全額を繰越したものでありまして、先程の村道管理賃金の繰越と同様、同年当初の公共事業未執行

解消の一環としたものでございます。この事業につきましては、中之島小中学校の校舎補修分で、既に

その補修は完了しております。それぞれの事業の財源内訳の詳細につきましては、繰越計算書に提示し

てございますのでお目通しをお願い申し上げまして説明を終わります。 

○議長（日高通君） 

 報告が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 
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  「質疑なし」と認めます。 

これで日程第１１、報告第１１号、繰越明許費繰越計算書についての件を終わります。 

 

 

 

△日程第１２ 議案第２５号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体 

の数の減尐についての件 

 

 

○議長（日高通君） 

日程第１２、議案第２５号、鹿児島県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減尐 

についての件を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

議案２５号についてご説明を申し上げます。本案につきましては、鹿児島県後期高齢者医療広域連合

を組織する地方公共団体の数の減尐でございます。改正理由としては、平成２０年８月上旪に県知事へ

許可申請を行うためのものでございますが、協議内容と致しましては平成２０年の１１月１日から大口

市、及び伊佐郡菱刈町を脱退させまして、伊佐市を加入させるというものでございます。簡単ですけれ

ども説明を終わります。 

○議長（日高通君） 

提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

これは、下に理由が合併ということで伊佐市が設置されたということで理解出来ますが、この平成２

０年１１月１日から大口市、及び伊佐郡菱刈町を脱退させ、伊佐市を加入させると。これは敷根村長が

するということでしょうか。文言について、ちょっと。いや、脱退させるということでしょう。そして、

加入させるということですよね。下の文は分かるんですよ。こうなったから、こうだということはわか

るんですよ。 

○議長（日高通君） 

住民課長、池田清助君。 

○住民課長（池田清助君） 

  大口市と菱刈町が合併する為に、この町村、今まで大口市、菱刈町ということでこの後期高齢者連合

に入っていた訳ですね。ですから、１回、全部今まで市町村合併した町村につきましては、このような

措置をとってきたんですけど、その現市町村を１回脱退させます。そして、合併して新しい市が出来ま

す。その市町村を今度はまた、改めて後期高齢者に加盟させるということでございます。 

○議長（日高通君） 

５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

  それは、よくわかるんですが。いわば、どこもこういう表現をしているということでよろしいんです

ね。そういうことですね。はい、いいです。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

  他にちょっと議案がないものですから、ちょっとこの場でいくつか質問したいんですが、まずこの本

村における後期高齢者医療保険の被保険者数、それから最近よくテレビ、マスコミで言われているその
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各被保険者における、これまでの国保での税額と、この後期高齢者医療保険に移行した際の实際４月か

ら天引きが始まって６月、今月もう引かれた訳ですけれども、そこら辺の各個人ごとの保険料の推移、

そこら辺についてデータとして住民課でおさえてましたら教えて下さい。 

○議長（日高通君） 

住民課長、池田清助君。 

○住民課長（池田清助君） 

  今、手元に保険者数の正確な数字は持ってきておりませんけれども、確か１２０名くらいだったと記

憶しております。それと、税額につきましては、ここではちょっと比較はしておりませんが、先程説明

しましたとおり、所得割につきましては十島村の方は税率が高いです。均等割と平等割がありますよね、

十島村の場合は。平等割というのがそれぞれの世帯に課税される分です。均等割というのがあるんです

けど、この後期高齢者の方は平等割がございません。均等割だけです。均等割が今手元にちょっと数字

を持ってきておりませんが４５千円いくらかだったかと思います。数字が十島村よりも相当、国保は高

いです。そういうことで、先程いいましたけれども７割軽減世帯で、後期高齢者の場合は一人一人に課

税して、国保の場合は世帯単位で先程申しましたように、平等割があって均等割があるものですから、

世帯単位で課税する訳なんですね。国保の場合は。後期高齢者の場合は均等割だけですので、世帯単位

じゃなくて、それぞれ奥さんも旦那さんも二人とも課税されるということになります。それで、世帯で

見ますともう後期高齢者の方が飛び抜けて保険税が高くなると思います。今の現在でいきますと、恐ら

く２７千円くらいになるのかなと、十島村の場合が二人世帯で１４，１００円ですので、倍近くになっ

ていると。そういうことで、今現在報道関係でも色々取りざたされております。ですから、今先程も申

しました、自由民主党のプロジェクトチームの案では、平成２０年度は７割軽減の人達を８．５割軽減

に持っていくと。そして、所得割の方の見直しも行うようなことを、２１年度からは考えているようで

す。先程、普通の年金をもらっている人、１，５３０千円から２，１００千円といいますと、の年金の

人達は所得割が半分になると、今のですね。になるという思案をしているようです。そして、２１年度

は８．５割から９割軽減になる。そこで、今の案の中なんですけど、たぶん２０年度については７割軽

減世帯のうち８月まで年金から支払っている方については、１０月からは保険料を徴収しないというよ

うな形で、例えば８．５割軽減をするということですので、その分保険料が下がりますよね。既に、以

前８月までに徴収した分で十分その８．５割にしたことによって年金はもう徴収済みだということで、

恐らく相殺という形になってくるんじゃないかということが、今もう既に厚生労働省の保険局の方から

お示し、取りまとめについてというお知らせが来ていますので、こういう方向で進むんじゃないだろう

かというふうに考えています。 

○議長（日高通君） 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

  かなり今、マスコミ等でも取り立たされている関係なんで、出来たらその資料的なものも頂ければと

思います。また、实際その天引きされた部分について、住民の方から、被保険者の方から、例えば、ま

さかこんなに高くなるとは思わなかったとか、そういった声というのは、役場の方には届いているんで

すか、どうなんですか、うちの場合は。 

○議長（日高通君） 

住民課長、池田清助君。 

○住民課長（池田清助君） 

  今、報道関係で色々課税誤りだとか、色々なのが問いただされているようです。私も担当の方に、十

島村ではそういう事例はなかったのかということを、また直接住民から苦情等とか、相談とか、そうい

うものがなかったかということを確認しておりますが、担当によりますと現在のところそういう課税誤

りもないし、相談、苦情等も届いていないということです。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 
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  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第１２、議案第２５号、鹿児島県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共

団体の数の減尐についての件を採決します。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第１２、議案第２５号、鹿児島県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体

の数の減尐についての件は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  

 

 

△日程報告 

 

 

○議長（日高通君）  

これで本日の議事日程は、すべて終了しました。 

明日は、午前１０時にお集まりください。 

 

 

△散会 

 

 

○議長（日高通君）  

本日は、これで散会します。 

ご苦労様でした。 
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６月１８日（水） 

 

△開議宠告 

 

 

○議長（用澤満男君） 

 おはようございます。 

これから、本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、お手元に配布しました議事日程表のとおりといたします。 

 

 

 

△日程第１ 議案第２６号 十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を 

改正する条例の制定についての件 

 

 

○議長（日高通君） 

     日程第１、議案第２６号、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例の制定についての件を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

 議案第２６号についてご説明を申し上げます。本案につきましては、十島村議会議員等の報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定でございます。今回の改正につきましては、各島の

出張員と、それから獣医師、現在の畜産指導員の報酬額の見直しを行うこととし、提案をしているもの

でございます。まず、出張員につきましては、現在、水道会計を村で運営しているところでございます

が、その水道運営上において料金の徴収、あるいは水量検収、水質検査、漏水調査、修理等の諸業務が

出張所業務となっております。通常の出張所の事務に増して、業務増となっていることから、その対価

に基づく改正をお願いしようとするものであります。改正額につきましては、前年度職員の人事院勧告

による給料表の改正額２千円。この改正につきましては、若年層のみの概ね２５０千円以下の職員の改

正と同額でありますけれども、これを基準としたところでやっております。また、口之島、中之島出張

員より他の５地域の出張員が１千円増の３千円の改正としたことについては、出張員の勤務時間が同じ

であることから、出張員より同一報酬を求める意見もございます。また今後、村の考え方と致しまして

も、全島の出張員報酬を統一化する為に差額を設けたところであります。支所、出張所補助員の区分の

改正につきましては、支所を廃止による軸の改正でございます。次に、獣医師につきましては特殊技術

を要する職であることから、従来の畜産指導員という職務を区分内におくものではなくて、新たに獣医

師という非常勤職を設けたところでありまして、報酬額につきましては、現在の月額２５０千円から３

０千円増額を致しまして２８０千円としております。この報酬額の設定につきましては、鹿児島県ある

いは鹿児島市の状況等を参考にして改正しようとしたものであります。この条例につきましては、本年

の４月１日からこれを遡って適忚したいと、その内容につきましては附則に表示しておりますとおりで

ございます。尚、新旧対照表を裏面に添付してございますので、参考にして頂ければ有り難いと思いま

す。説明を終わります。 

○議長（日高通君） 

提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

趣旨説明はよく理解致しました。この他に郵便集配、その他の業務がされていると思います。要する



 52 

に切符等々、これの議長、資料要求をお願いします。 

○議長（日高通君） 

只今、平田傳義議員より出張員の業務に関わる手数料等の資料要求等がありました。総務課の方で準

備出来れば提出をお願いしたいと思います。 

  しばらく準備がございますのでお待ち頂きたいと思います。 

  ５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

   この資金の改正は新しい、これはちょっと私もはっきりわからないですので、お伺いしたいんですが、

いわゆるこういう体系は、この体系は、前は、以前はちょっと違っていたと思うんですが、最初の出張

員制度の報酬の制度とこれは尐し変わったと思うんですが、それで今、村長からも説明があったように

出来るだけ皆同じ報酬に揃えたということで、これを見ますと２千円から３千円と、出張員の場合です

ね。そういう数字だったというふうに思います。何と言いますかね、私達が見ていても、今の夏季の場

合、船が朝６時出航。朝、たぶん５時頃にやはり出ているんだと思います。その日は、たぶん一日勤務

されているのかなというふうに理解しておりますが、日曜日と水曜日になりますかね、その辺の勤務を

ちょっと教えて下さい。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

  出張員の勤務体系は本庁の職員と一緒です。週に５日間です。朝の８時３０分から夕方の５時１５分

ということには変わりはないです。ただ、定期船の入港ということ等がある関係で、当然、島での日曜

日、あるいは土曜日の出入港が関係ある関係で、その時には勤務すると。その勤務した後にはその代休

措置。月曜日から金曜日の中で代休措置をとりなさいと。あるいは、その週の中で取れなければ８週間

以内にとりなさいという本庁職員の勤務規定がありますので、それに準じてという形でとらしています。

その最初の質問の最小の出張員の報酬というのが確かに島によっても差がありました。その引継ぎは今

でもある訳なんですけども、その経緯について前任の担当者にも確認したんだけども、その資料が残っ

ていないということがあった関係で、またこれまでの出張員会議の中で何故同じ８時間を勤務する中で

金額が違うのかと、それは改めるべきではないのかと、出張員のほぼ全員の方からそういう意見があっ

たということ等で、前回の報酬見直しの時から、その将来的には同一月額にしましょうということ等で、

本村の方でも考え方をそういうふうに整理しましょうということになっております。ただ、一挙にその

同一額にすると財政負担的なことがある関係で、それは報酬改正の度にこの調整をやって行きましょう

ということ等で、出張員にはその旨は説明をしているところです。 

○議長（日高通君） 

５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

私が質問のし方が悪かったのか、例えば水曜日、日曜日の船の出港。船が６時に出ます。宝島の場合

にですね。口之島ももちろん逆のアレがあると思います。そういう中の勤務はどういうふうになってい

るのかということをお尋ねしています。それから、それはまた、それが８時間でくくっているのか、６

時からの勤務になっているのかということが１つですよね。それから、この３千円という金額ですが、

時代の流れといいますか、そういったことから言えば私もどうかと思いますが、一日に換算した場合、

単純に１００円だというふうに私は考えています。そういう中では、それで住民サービス等と役場の出

向、出張所としての住民サービスが向上、もしくは計れるのならば、私はこの金額はやって頂いてやは

り一生懸命やはりまた住民サービスもして頂ければということで、この金額に対しては特段ありません。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

議員が言われます、宝島の例で申し上げまして、朝６時に定期船の業務の関係で出張所を開けますと。

一日の勤務時間が８時間という枠の中で、それは一日の勤務の中で調整してくれる。朝６時、勤務は朝

８時半からですから、６時に勤務した場合は当然、２時間の勤務時間があった場合は、それはその日の
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中で調整をして夕方の時間を早めに切り上げなさいという措置で一忚させています。ただ、その日で出

来なければさっき申し上げた、その後程の代休措置、振替措置をするという形を取らせております。そ

れから、まあ出張員の報酬につきましては、住民サービスも当然見越した形なんですけれども、以前の

出張員というものはかなり住民の中から愛想が悪い、出張所に行っても何をしているかわからない、と

いうような批判を相当受けておりました。ここ１、２年の中ではそういった批判というのは全く聞こえ

ないです。出張員の会議は年に１回、ないし２回は本庁の方でやる訳なんですけれども、毎回の出張員

会議の度にはそのことは申し上げておるつもりです。こういう苦情が来ましたと、それでまた出張員会

議までまだ時間がある場合には、文書で私の方から、こういう苦情があったということ等で、必ず本人

達に通知している関係がありますので、ある程度出張員の方も資質といいましょうか、住民サービスに

対しての考え方も変わってきているんじゃないかと思いますので、このような形で今お願いしたいとい

うことになっております。 

○議長（日高通君） 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

  この４月から中之島の方も支所から出張所に変わったんですが、そういった関係で、それまで基本的

に支所の時代、特に昨年９月に宝島に「ななしま」が港を移すまでは３人体制の中で支所を運営してい

た関係で、殆んど平日に支所の窓口がお休みになるということはなかった訳ですよね。そういった中で、

今現在、中之島出張所の方に職員が一人という中で、代休措置で土日および早朝の出勤分の、恐らく代

休で処理をされている関係で、殆んど週に１回は中之島の方、窓口が一日お休みになることがほとんど

です。そういった中で、やはり住民の方からも、やはりこれまでが平日は毎日窓口が開いていた関係で、

いつ行っても基本的には窓口対忚をしてもらえたと、そういった中で、今現在ちょっと不便に感じてお

られる方もいらっしゃいます。それと、逆に代休をとっている関係に対して、その時間的な部分ですね、

土日の出勤、それから火曜日、水曜日。まあ、火曜日の早朝ですね。朝、中之島の場合も朝早いですか

ら、入るのが。その関係で、恐らく５時くらいから支所の方も待機しているようです朝。その関係、そ

こら辺の時間調整も含めて一日の代休措置がとられているようなんですが、そこら辺について、なかな

か住民の中にもわからないというか、結局どういった形の数字の積算の中で一日代休になっているのか、

そういった部分がわからないという部分で、何かお互いどこか誤解を招きかねないような状況にあると

いうのが实情です。そういった部分で、やはり今総務課長の答弁の中にもありましたけど、そういった

詳しい部分を、例えば、その代休についてはこういった形で、時間的にはこういった積算の基に一日代

休として処理をしますよとか、そういった部分を何らかの形で住民に知らせる必要があるんではないの

かなと。結局、それはやはり窓口業務を担当する出張員の皆様、それから中之島の場合は職員ですけれ

ども、やはりそこら辺でどこかやはりそこら辺も含めて、何かひっかかりをお互いに感じる部分があっ

たりすると、やはり後々色々な部分で余り良いことではないと思います。そういった部分で、そこら辺

も含めて何らかの措置、お知らせ、広報をして頂きたいなと思います。それと、中之島については今回

はじめて出張所になった関係で窓口が一日お休みになるという部分の中、代用員を設置する基準ですね。

そういったものが、まだはっきり、实際私も見ていてわからないんですね。例えば、今回先週出張員会

議があった時には恐らく代用員が配置されたかと思います。そこら辺の勤務の实態等について、他島に

おいての实態がどうなのか、説明をお願いします。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

  必ず出張員には、代休を取る時には必ず出張所の窓口と、集落内の放送をかけなさいということ等を

周知させております。それが、議員が言われますように、中之島の出張員、うちの職員がどこまでそれ

をしているのかというのは、また再度確認をする必要があるかと思います。それと、代休をとる時のそ

の基準につきましては、また追って広報誌等で流すということで良いでしょうか。それから、出張員が

いない場合の補助員の考え方なんですけども、基本的には月曜日から金曜日につきましては窓口を閉め

るなという形でスタートさせておりました。当初ですね。その代わり、補助員を、各島に、各出張所に

２名おきましょうということ等で現在もきている訳なんですが、中之島の場合は現在１名の方しか補助
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員がいないということです。宝島の方も１名しかいないんですけど、他の島につきましては２名いると

いうこと等で、現時点では、そういう出張員が休む場合は補助員の方で対忚するということですので、

特に住民サービスが落ちるということ等は聞いていないということです。ただ、その中之島に限っては、

なかなか補助員が見つからないということ等はあるようです。私も、前の時から補助員は２名必ず確保

しなさいと、そして人員がいない時は議員さんにも相談しなさいということ等で一忚話をした経緯もあ

ります。ところが、現在まで補助員の１名がまだ欠員ということですので、前日の出張員会議でも本人

に早めに探せということを言ったんですが、本人曰く、なかなかそういう協力をしてくれる人がいない

というようなこと等です。それは何故かというようなこと等を聞くと、公金というお金を扱うというこ

と等を考えると、なかなかそういう人材がいないということ等で現在に至っている、ということもある

ようです。その補助員の勤務につきましては、一日勤務、あるいは半日勤務、時間勤務ということ等で

他の出張員の方も対忚させておりますので、中之島の方もそういう形でさせるということで変わりはな

いと思います。 

○議長（日高通君） 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

  中之島に限ってのことなんですが、先程出張所からの住民への周知という点については毎回確实に代

休をとりますということで防災無線を通じての放送は受けておりますので、その点については問題はあ

りません。私もその代用員というか補助員が業務を行っている際の業務については、まだ完全に補助員

一人での窓口業務というのはまだ見たことがないのですが、例えば、先週の出張員会議の際、職員が出

張に上がる際の窓口の切符販売等、そういったのには職員も立ちあった上で今現在行っているのが实情

です。それで今現在構わないと思うんですが、例えばその補助員に対して、例えばその公金の取扱、税

金等の窓口納付の分があったりとか、そういった部分はどこまでの部分で業務として委託がされるのか、

そこを再度確認をさせて下さい。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

  出張員も補助員も非常勤職員になりますので、身分的には地方公務員に変わりないです。もし仮に公

金の取扱で、もし誤った措置をした場合には、当然の行政処分というもの等は発生致します。それは職

員と変わりはないです。当然、毎年本村、村長名で各補助員には辞令を出しております。いつからいつ

までは、あなたはどこどこ出張所の補助員ですということを出しております。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

本議案の中の獣医師の報酬の引き上げ、もちろん財政が厳しい中で人件費を上げるということは村の

財源の厳しい中でありながらのこういう判断をしたということは、まあ鹿児島県の獣医師の現状の不足

という色んな理由もあるんでしょうが、一般的に見て今の状況から逆行しているような思いも、そうい

う批判もされるんじゃないのかなというような一面も思いますが、本村の畜産振興の為に基幹産業とし

ての位置付けをしている中に、どうしてもかかせない獣医師の確保だろうと、あるいはまた報酬だろう

というふうに理解します。ただ、一つ私が懸念しているのは、非常勤職員、あるいは獣医師としての本

庁に席を置いている中で、諸々の畜産業務にあたって私は職員じゃないからこの件に関しては首を突っ

込んで意見が出せないとか、ちょっとしたことで身を引いてしまう。それによって、その畜産振興にど

こかで足踏みをしてしまうような、過去においてはそういう諸々の発言が出来ないというようなことが

あったんですが、そこら辺も含めて報酬イコール協力をきちんとお願いするということも、今後の一つ

の課題なのかなという思いがします。その点については、地方公務員法の中でどういうふうな位置付け

なのかわかりませんが、我が村にとってこうやって欲しいということはやらせるべきじゃないのかなと

いうような思いがします。その点についてどのように考えているのかというのが１点。それから、出張

員の報酬については過去に議論した中で私自身が何故同じ８時間出張所に勤務させるのに、何故報酬が
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違うのかということで、過去においても反対を、同一にすべきだということで反対をして来た訳ですが、

ここへ来て今の説明でありますと、各島の出張員から同一であるべきだということで、同一に近づけよ

うと、そういう理由ですね。会計の差額もそのような説明でしたが、どう逆立ちをしても、ここの歩金

の内訳を見ても、忙しい分、人口が多い分、その手数料が入る。あるいは、十島村では全体の十島村の

職員のその給与にしても、十島村の人口が尐ないからこれは人口に合わせて給与を安くでいいんじゃな

いかということと全く同じであって、これは本来、今回も同額で出すべきだろうと、私はそういう思い

がします。今まで差がありましたから、いっぺんには行かないという事情もよくわかります。これを早

急に同一にすべきだろうと、そういう考えは時間をかけてではなくて、次の改訂には同一にすべきだろ

うという思いがしますので、その点も含めて今後の考え方を伺いたい。もう一つ、この歩金の内訳の中

で過去においても尐し議論をしたんですが、郵便局のある地域のその出張所と、郵便局のない出張所の、

郵便物の歩金の場合には、国からですか、年間いくらときて、それを振分けしているというふうに理解

をしているのですが、業務の内容から、どういうふうに同じ歩金として考える時に、全く同じようなや

り方をしていないんだろうと、私はそういうふうに解釈しているのですが、郵便局のある地域と郵便局

のない地域の出張員の仕事、行動はどのように受け止めているのかということを、そこら辺も含めて伺

いたいと思います。 

○議長（日高通君） 

村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

 まず、第１点の畜産振興の関係ですけれども、今、獣医師が変わって非常に何といいますか、牛に対

する指導力といいますか、色々この技術をもっていらっしゃいます。そういうような中で、私達もあま

りわからないその技術的なものもありますけれども、過去においては畜産組合長さんあたりとの意見交

換あたりで、およそ技術的な、技術が低いとか高いとか、そういうもの等を教えてもらったり、实際こ

こにおいてはその辺がよくわからない訳で、島で实際活動する中でそういうものがわかる、そういうこ

と等もあって色々、その評価の仕方もまた違ってくると、そういうような状況の中で、特に私の方から

こうしてくれ、ああしてくれということは言っておりませんけれども、農家の皆様から色んな意見が来

ますから、そういうものについてはそれなりに話をしてやってもらって、技術的な面ですので私共が逐

一そういうものに口出しすることはちょっと不可能かと思っておりますが、特に最近変わったやり方等

もしてもらったりしております。非常に、その他牛の淘汰的なものにも熱心にやってもらっていると、

そういうふうに私は評価をしている訳ですけど、やはりその個人的な性格そういうものもありますので、

一概にどうだこうだということは言えませんが、今のところはしっかりして頂いていると、そんなふう

に思っておりまして、特に何かあればまたその時点での話はしていかないといけないと、そんなふうに

思っております。今のところは、農家からも別にどうだこうだということも起きておりません。回答に

なったかどうかわかりませんけれども。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

  ２点目の方の報酬の同一額の件ですけれども、私もその意見には大賛成なんです。ところが、本村の

財政の問題、一挙に引き上げるというふうにした時の財政負担の問題、それと、もう１つはそれに伴う

住民の感情、それからここにおられます議員さんが賛同して頂ければ、この次回の改正等では同一価格

にすることは全然やぶさかではないと思います。確かに、議員が言われますように職員はどの部署にお

いても給料の体系の中では同じ８時間勤務する中では同一額で保障されております。それらの考え方は

出張員の方も同じであるべきだと思います。ただ、その過去の経緯で申し上げますと、資料は残ってお

りませんけれども、人口の多い箇所。口之島、中之島、宝島、ここについては高い報酬額が設定されて

いた関係でこういうような現象を引き起こしているんじゃないかと思いますので、本村の考え方の方も

今後は改めたいという方向に進めていきたいと思いますので、一挙に引き上げることについては議会、

並びに住民の方の賛同を頂ければ、その考え方を統一することはやぶさかでないと思います。それから、

２点目の方の郵便局のある地域と、ない箇所の郵便集配料の価格の本人達の受ける額の問題ですけれど

も、現在、ある地域は１９，０００円、ない箇所は１９，５００円ということでなっておりますけれど
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も、以前は、ちょっと記憶がはっきりしませんけれども、３年程前までは逆転されていたと思います。

これを３年程前から、これをない地域の方の負担が大きいということ等を考えると、これは逆転させる

べきじゃなかろうかということ等で、今現在は５００円の差をもたせているということになっておりま

す。ただ、この１９，０００円、ないし１９，５００円につきましては、日本郵政公社の方と村長との

間で集配業務の委託契約を結びますので、そのパイが決まっております。総額はですね。その中で、そ

の７つ、６箇所の出張所の方と分け合いますので、これもまた来年度、中之島の方に非常勤の出張員を

配置するとなった場合にはは、当然このパイが決まっている中での調整になりますので、今１９，００

０円、ないし１９，５００円というもの等は下がるというような計算になっていくのかなというのを考

えます。ただ、その下がる中では当然、業務負担というのは、郵便局がない地域と、ある地域の価格の

差というのは当然設けるべきではないかと思っております。 

○議長（日高通君） 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

獣医師の報酬額については、私はこういう形で妥当だろうというふうに理解できます。ただ、ここ近

年と申しましょうか、畜産業務の事務事業のとどこおりとか、例えば横の連携がうまくいってないと、

そういう中で獣医師としての立場と、あるいは村の本村の畜産に携わる立場として話がちゃんと出来て

いれば、もっとその色んなとどこおりが尐なくて済んだのかなというような思いもしましたんで、实際

何件もありました。これ以上私は言えませんというような話もありましたので、そういう意見をせめて

言えるくらい、そういうことも今後報酬の改訂とは別なことかも知れませんが、その職についてはお願

いをすべきことではないのかなと、意見が言えるような家畜衛生に関わることだけでなくて、獣医師の

仕事を超えた、畜産関係についても提言も出来るような、そういうような取扱をしてもらえればもっと

後の畜産振興にもその起用できるのかなと、そういう思いがします。もう一つは、報酬を上げた、ある

いは財政上厳しいから出張費、例えば、村の獣医師としては地域に出張して色んなことをしてもらわな

ければ役に立たないと、そこで財政上厳しいから出張費は削りますよと、報酬は上げたわ、そこで本当

に仕事が出来るのかと、そこら辺もきちんと配慮して今後の報酬の額に合ったような仕事が出来るよう

な体制も考えて頂きたいと、そういうふうに私は提言を致します。もう一つは、出張員のこの問題に関

しては、議会の賛同も勿論、議決がなければ報酬額の改訂は出来ない訳ですが、同一にすべきというこ

とはどう逆立ちしても妥当なことだろうと、正当なことだろうと私も思いますので、これはきちんと進

めていただきたいと思います。もう一つの、郵便物の取扱いについては、郵便局のある地域は出張員は

どのような動きをしているのか、仕事の中身ですね。郵便局のない地域はどのような動きをしているの

かということを把握、そこら辺も細部に渡って説明をお願いしたい。その中で、私が思うのは、この１

９，０００円と郵便局のない地域は５００円アップで１９，５００円と、その５００円のその差が本当

に適当なのかどうか、そういう疑念があるものですから、今その職務の内容を伺っている訳ですけれど

も、中身について細部に渡って説明をして頂きたいと思います。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

 非常勤職員のその獣医師、並びに看護師、それから栄養士もそうなんですけれども、その当初予算の

中でも、各課から要求のあった旅費については、一切削減したということはしておりません。それは昨

年度も同じ考えです。今後もそういうこと等については、当然、住民のそういうような産業振興に繋が

るということ等もあることも当然、私の方も大前提として旅費の方も調整はしていないということをこ

こで申し上げたいと思います。それから、集配業務につきましては、これは实は出張所の業務というよ

りも一個人という形で契約を結んでおる訳ですね。結局、出張所というのは、出張員の業務というのは

出張所の勤務規定というものがそれぞれ決まっております。この集配業務、あるいはこの歩金等につい

ては、その歩金等については村長と別に運輸省の運輸局の許可を得て委託契約をして、そして先程示し

ましたその資料の示す額を实績によって支払うと。つまり、出張所の業務とは別なんです。それから、

その集配業務につきましても、村長と日本郵政公社株式会社の方と契約をして、そして村長はまた更に

この関係者と受託契約をするという形になっておりますので、私の方で中身の方は周知してないという
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のが实態です。ただ、口之島、宝島の出張員については、海岸から郵便物を郵便局に届けるということ

はして、後は全く郵便局のある職員の方々が集配業務ということをされているということを聞いており

ます。もちろん、ない地域の平島、諏訪之瀬島、小宝島、悪石島につきましては、郵便物を一旦出張所

に持ち込んで、そしてそれを各家庭に郵便物を集配をするというような作業をしているというような形

になっていると思います。確かに、この５００円の差というもの等は色々と意見もあるかと思いますけ

れども、先程申し上げました通り、当初のスタート時はこの２地区ですかね、口之島、宝島の方はかな

り高かったということ等を、それを３年程前に改善して逆転させたということになっておりますので、

これは次の出張所の出張員と村長との間で集配業務の契約をする際に、これは毎年毎年契約しますので、

その際にその金額の方は調整することになるかと思います。私も、そのこと等は取扱の方は一忚、経済

課の航路対策审で行っておりますので、航路対策审長にもこれはもう見直す時期に来ているんじゃない

のかということ等は、今年度のその契約時点でも一忚話をしております。 

○議長（日高通君） 

村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

畜産獣医師と職員とのコミュニケーションの関係だったと思うんですが、確かに過去にもそういうよ

うなやはりことがあって、あまりうまくいっていなかったように私も思っております。どちらかという

と、私は獣医師だから役場の中にこもるんじゃなくて現場を廻るのが自分の仕事だ、そういうような一

面があったようにも思っております。そういうようなことで、今もそういう状況の場合もあるのかなと

思っておりますけれども、私の方から努めて、その関係職員との縦横の連絡の仕方、そういうものはや

はりお願いしないといけないだろうと、まあ本人は、自分は現場で働くものだと、そういう一面がある

のかもしれませんけれども、そこらはうまくまた取り計らって行きたいと思います。 

○議長（日高通君） 

１番、日高助廣君。 

○１番（日高助廣君） 

郵便業務の件でありますけれども、業務の契約の総額の金額を示してもらいたいのが１点です。それ

から、郵便局のある地域は、現在は民間の島内の皆様に委託しております。今後は民営化の流れにより

まして、やはり郵便局のある地域は出張員以外の皆様とも契約を結ぶのも結構じゃないかと思うんです

が、どうでしょうか。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

 日本郵政株式会社と村長との契約書につきましては、後程提出いたします。で、その議員が言われま

すように、その２地区ですね。中之島はまだ別ですけれども、２地区については、今言われますように

私もそれは同感だと思います。そうすることによって、集荷の方も誤りもなく業務的にもスムーズに行

くんじゃないかと思いますので、その点につきましては、その２１年度の契約の際に、また航路対策审

とも協議をして行きたいと思います。 

○議長（日高通君） 

６番、用澤満男君の本件に関する質疑は既に３回になりましたが、会議規則第５５条の但書きの規定

によって発言を特に許可致します。 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

 ありがとうございます。郵便物の集配業務につきましては、確かに出張員としての契約はしていない

と、あるいは直にこうしてるんだと。その中においても、１番議員から話がありましたその年間を通し

ての金額が決まっていて、自ら仕分けするのに何か基準があって仕分けしているんですよね。これも、

恐らく人口割で当初から計算をしていて、それぞれ振分けて契約をしていることだと私は認識をしてい

るんです。その中で一番思うのは、片方は郵便局のある地域は船から持って来て郵便局にドンと下ろし

て後は知りませんよと。郵便局のない地域は、１件１件集配して廻っている訳ですね。その中で、仕事

の量も責任もそこに伴ってきます。その中で５００円の差だけで妥当なのかどうかということは、もち
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ろん今後中之島出張所の件も入ってきますから、その時点で完全に中身を精査して見直すべきじゃない

のかなという思いがするんですが、そこら辺も今後の検討課題と申しますか、中之島出張所の件にこれ

が加算される中で見直しをすべきだと思うんですが、その点についてはどのように考えますか。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

 これは毎年毎年の契約になりますから、その際に２０年度はもう既に契約は終わっておりますから、

２１年度の契約の際に議員が言われますようなことは、担当課の航路対策审とも協議をしながら、その

差というのは設けたいと思います。先程１番委員が言われますようなこと等も当然踏まえて、考えをま

た整理し直す必要があるんじゃないかと思います。それから、その集配料の中には全額日本郵政株式会

社の方からきている分を出張所に出している訳ではないです。その中には当然、船運賃も入っている訳

です。定期船のですね。定期船の鹿児島まで持っていく船運賃も入っていますので、その船運賃を引い

た残りを本村の各出張所に分配するという形をとっています。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

 ２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

  实際、支所だった関係で中之島については、ここら辺の郵便の取扱の関係がはっきりしない部分があ

るんですが、今現在、中之島については、上り便についてはその荷役組合で確か受けていると思うんで

すよね。で、下り便の、その船から郵便局まで、それから下り便での名瀬周り便とか、それから各島送

りの郵便物の郵便局から船までの積込みの現場までですね、その部分についてこの取扱に対する手数料

というか歩金ですね、それが発生しているんですかね。それが实際職員の方には行ってないんですよね。

ということは、もう中之島について、今現在は荷役組合との完全に規約の中で、今現在中之島出張所の

職員が下り便において港から郵便局に運んでいるのはボランティアみたいな形、業務ではないと捉えて

良いんですか。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

 そこは、ちょっと曖昧な面もあるかも知れませんけれども、その職員にその集配料は出してない、た

だ、それは住民サービスだいうこと等で職員にさせているということになっております。 

○議長（日高通君） 

 動議を提出する場合は起立採決を行いますので、私の方でこれよりしばらく休憩を行います。協議会

に移します。 

 

 

協議会 

 

 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

  ４番、平泉二太君。 

○４番（平泉二太君） 

 ここに、獣医師の報酬があがってるんですけど、今、人口受精と並行しながら受精卵移植をやってい

る訳ですが、まあ本人の技術も去ることながら、例えば何といいますか、人徳というか人派による十島

村にもたらしている利益ですよ。例えば、卵を手に入れる時に本来だったら購入するのに１個５～６万

円というのを、そういう人脈によって２～３万円で購入してきている。１００個買ったらもうここで３

００万円くらいの差益が出てくる訳ですよね。そういうことを考えた時に、この２８０千円というもの

が妥当な額なのか十分な額なのかどうかなというのは、どう思っているのか十分な額だと思って出して
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るのかどうか。村長にお尋ねします。 

○議長（日高通君） 

村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

 そういうもの諸々の受精卵移植等もやってもらっている訳ですけれども、この報酬はそれあたりをし

て合うのか合わないのか、妥当なのか妥当でないのか、というのはなかなか計りは出来ませんが、従来

の２５０千円でしたかね、これではちょっとやはり安いのではないのかというようなことで、色々過去

の畜産組合の会議の中あたりでもその報酬をもうちょっと考えるべきではないのかというご意見等もあ

りまして、県やら鹿児島市あたりの意見等も参考にしたという経緯がありますが、妥当か妥当でないと

いうような、そこまではちょっと私も言えませんけれども、この辺で何とかお願い出来ないのかなと、

そういうことでお願いしております。 

○議長（日高通君） 

４番、平泉二太君。 

○４番（平泉二太君） 

 今、現在、我が村でも今年辺りから受精卵移植が出来る人を島内でも育てなくてはいけないというこ

とで今やっている訳ですけど、ところが一番心配しているのは、隣村あたりからうちに来ないかと、そ

ういうのを私は市場辺りで耳にしているんですよ。職員がそういうことを言っているのを。せめて、我

が村のこの受精卵移植を出来る人達が育つまでは、尐なくともうちの村で引き止めておかないといけな

いと思っているんですけど、そう考えた場合にもこの報酬辺りでつられて、引っ張られて行って、今せ

っかく受精卵移植も出来るというところまで来ていながら、そういう人材の先生を取られるというのは

困るんですよね。そういう中でも隣村あたりが、これで来なかったら、うちはもうちょっとこれだけ出

すからせめてその地元でというか、島でそういう人材が出来るまでおってくれと、引き止められるぐら

いあって欲しいと、私は思っている訳ですよ。 

○議長（日高通君） 

村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

 過去にそういうような話もそれなりに聞いておった訳ですけれども、一忚こういうことで様子を見た

いと思っております。あまり、そのそういうことに本人はそう思っていないのかも知れませんけれども、

もしそうしたことで、俺はそうした技術を持っているんだから他のところに行くよと、というようなも

のがあっては、ちょっと人格的なものにも繋がるかなと思っておりまして、やはり本人が十島村に来た

いと最初は、そういうことで言って来ておりますので、そこらについてはまた色々ご相談もしながらや

っていきたいと思っておりますが、出来るだけ離さないような措置はして行きたいと、そういうふうに

思っております。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第１、議案第２６号、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例の制定についての件を採決します。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 
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○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第１、議案第２６号、十島村議会議員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例の制定についての件は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

  

  

 

○議長（日高通君） 

  これより、１０分間休憩を致します。 

  １１時２０分にお集まり下さい。 

 

 

休憩 

 

 

 ○議長（日高通君） 

 休憩以前に引き続き会議を開きます。 

   

 

 

△日程第２ 議案第２７号 十島村天文台の設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例の制定に

ついての件      

 

 

○議長（日高通君） 

     日程第２、議案第２７号、十島村天文台の設置及び管理に関する条例の全部を改正する条例の制定に

ついての件を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

   議案第２７号についてご説明を申し上げます。本案につきましては、十島村天文台の設置及び管理に

関する条例の全部を改正する条例の制定でございます。今回の改正の主なものにつきましては、設置か

ら天文台の観覧者につきましては、広く広報をするということで、使用料を徴収していなかったものを

本年から一般観覧者について使用料を設定して徴収する、これを目的に改正をしております。また、使

用料の改正に伴いまして、条例の本文中の字句の訂正等が多岐に渡っておリますので全部を改正と致し

ました。昨今の村の財政の面からも、公共施設の使用料を徴収することについてご理解を頂きたいと思

っております。説明を終わります。 

○議長（日高通君） 

提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

３番、前田功一君。 

○３番（前田功一君） 

今回、こうやって徴収すると、その理由に対して維持管理費等に充てるとありますが、实際に今これ

を利用する人が何名くらいいて、これをすることによってどれくらいの収益があがって、というところ

までちゃんと考えているのかなと。でないと、大して収益も上がらないのであったら、お金を取らずに

多くの人に見てもらうという方がずっと良いのではないかと私は思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（日高通君） 

教育委員会総務課長、久保源一郎君。 
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○教育委員会総務課長（久保源一郎君） 

まず、天文台の関連としまして、資料の分で、昨年度平成１９年度の観覧者が３３５名おります。１

６年度が２１９名、１７年度が３１８名、１８年度が３３７名、天文台長をおいてから集計をさせてお

りますが、このような状況になっております。仮に、これの内訳としましては、ここの手元にあるのが

１９年度の分でございますが、一般者が３０１名、高校生が１名、中学生と子供で３３名、計の３３５

名と、通常の旅行者、並びに一般のお実様ということで、村民の方等の部分も若干入っておりますけど

殆んどが外部からの方だということできております。仮に、１９年度のこの観覧者の内訳を今回お願い

しています使用料の方に当てはめてみますと、年間で７８，８００円という金額的にはこのような形に

なるかと思います。それと、年間の維持費でございますが、１９年度の天文台の運営費でございます。

これは、台長等の報酬等は省いておりますが、施設にかかった部分で１，０４４，０００円、その主な

ものとしましては、毎年行っております天体望遠鏡の維持管理補修費ですね。これ等が９０８，２５０

円ということで、あとの分につきましては光熱水費、それから消耗品等、こういったもの等に関わって

くるかと思います。まあ、金額的にこういった施設等の維持というのはどうだろうかと、まあ１，０４

０千円、１００万以上の維持費がかかるのに年間に１００千円も満たないという条例の制定、こういっ

たのもあるかと思いますが、今のこの状況、公共施設いわば観光施設といいましょうか、そういったも

の等の部分は公共の部分でありますので利益を求めないという部分もありますけれども、何もなくて無

料で開放するという部分が時代の情勢にあまりそぐわないのではなかろうかと、若干でもそういった使

用料があるもんだということで、使用料をとるからにはそれなりの説明をする、それなりに施設の維持

をする、そういったもの等でやって行かなければならないとは考えております。それから、こういった

天文台の部分で県内の主な施設、４施設程あります。薩摩川内の宇宙館、それから輝北の天球館、スタ

ーランドＡＩＲＡ、それから鹿児島市立科学館と、だいたいこういった近辺の部分にございます。ちな

みに、薩摩川内の宇宙館ですが、これは展示审、観測审、プラネタリウム等がございますして、大人が

１回入場で５００円、子供が３００円という設定になっております。同じく、輝北の天球館もですが、

これも展示审、および観測审がございまして、ここも同じく大人が５００円、子供が３００円というこ

とになっております。それから、スターランドＡＩＲＡでございますが、ここはプラネタリウムがござ

います。いわば観測审はございません。これ等が、大人が２１０円、子供が１００円。それから鹿児島

市立科学館ですが、ここも観測审がございません。ただし、プラネタリウムと、それに伴う色々な宇宙

を体験できます展示审というのがございまして、大人が４００円、子供が１５０円ということでござい

ます。年間の入場者数とかいうのは把握しておりませんですが、まあ今回条例を制定するにあたって、

うちの施設の部分を勘案した時に、うちの場合は観測が出来なければ入れないと、入場しても入場でき

ないという部分で、展示审等も設けておりませんので、もう観測をするのみということを設定致しまし

て、歴民館の方の金額、入場料関係を勘案しまして、２５０円が妥当ではないかということで設定をし

ております。 

○議長（日高通君） 

  ３番、前田功一君。 

○３番（前田功一君） 

内容としては理解するところではありますが、であれば、もうちょっとアピールといいますか、もっ

と皆に見て下さいとかって、観光実の方なんかにそういう活動を今からもっともっとするべきではない

のかなと、なんか宝の持ち腐れにならないようにして頂きたい。まあ、来年は日食等もありますので、

それに対してはちょうど良いアピールになると思いますので、その辺りはよろしくお願い致します。 

○議長（日高通君） 

教育委員会総務課長、久保源一郎君。 

○教育委員会総務課長（久保源一郎君） 

その分につきましては、まず今、天文台を利用される一般の方達は同じ敷地内といいますか、近くに

歴民館もございます。歴民館と天文台とセットという形で、広報は従来よりやっております。ただ、天

文台の利用者数が、歴史民俗資料館５５３名あるうちに、天文台が３３５名、この差というのが結局気

象条件、そういった諸々の部分ですると夜間にかかるということで、若干同じようにセットとして動け

ない部分もあるんではないかなと思っております。それから、広報の部分でございますが、設置以来だ
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いぶ１５年かかっておりますので、本年度プレイベントの終了後ですね。天文台の主たる重要な部分で

あります反射鏡、６０ｃｍの反射鏡でございますが、これ等を再メッキするという工事を計画しており

ます。それと、施設は来年の皆既日食に向けてトイレ等の整備を考えております。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

まあ、これはこの２７号議案と２８号議案、いずれも教育委員会の関係で、管理者が地元の責任者が

同一の方なんですが、料金を徴収するという以上、やはりそれなりのサービスを提供して頂かないとい

けない訳ですよね。そういった部分において、やはり職員に対しての指導、そういったものを徹底して

頂きたい。特に、例えば今現在、この天文台の部分もそうですが、例えばこの後の２８号議案の部分の

中に出てくる歴民館についても、例えば入口付近にいつまでも馬の飼料が積んであったりとか、そうい

った状況が見られます。また、例えば本来ならば開館している時間帯に不在であったりする場合に、例

えば昼間の時間に歴民館に行って見ると、入口にホワイトボードで「外出中」もしくは「出張」「私用旅

行のための不在」ということで、お知らせしてあることはあるんですが、そこら辺について、車で行か

れる方は良いですけど、わざわざ上まであがってその場でそういうのを知らされてもどうしようもない

という状況はありますね。そういった部分において、もう尐し利用をし易いような環境を整備する必要

があるかと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（日高通君） 

教育委員会総務課長、久保源一郎君。 

○教育委員会総務課長（久保源一郎君） 

ご指摘の部分でございますが、館長が一人おりまして、歴史民俗資料館、それから天文台、それと天

然記念物でありますトカラ馬の給餌、この３つの仕事を任せております。その為に、時間的に不在の時

もあるかと思います。ただ、本人等の部分、私生活の部分、いわば通常の生活の上での部分は色々指摘

をされて、その都度注意をしております。ただ、歴民館での説明、それから天文台での説明、それ等に

ついては、まあそこまで喋らなくてもというくらい詳しく丁寧に話すということを観光者の方からは聞

いております。その辺は良いとしても、それに伴う施設の管理、維持、それから通常でのそういった島

民との関係、それから私生活に関する部分等が若干、色々島民から来るということは気にかけておりま

すが、今回、来年度ですね、大きなイベントもございます。そういった部分に向けて、外部からお実様

も沢山来るということを想定すれば、今後も尚一層の指導をして行かなければならないと考えておりま

す。それから、自分の勤務時間の動向ですね。３つを掛け持っておりますので、それぞれに変則的な動

き方になるかと思いますが、それにつきましても住民に分かり易いように、それから自分がどこにいて、

どこに従事しているか、そういったもの等を自分のこととして村民に知らせるよう、そういった指導を

して行きたいと考えております。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

この天文台に関しての使用料そのものは、私は妥当であろうというふうに思います。先程、３番議員

が質疑をしていたのと内容はほぼ同じような質疑になるかと思いますが、本村にこの天文台がどれだけ

の価値があるのかということを皆様が認識して、この運用辺りをしているのかなと、例えばフェリーと

しまに乗ったとしても、その天文台の、いわば見て頂きたい、星の観測をして頂きたいという、そのポ

スターすらそこに見受けられない。だから、離島の中でこういう施設があるというのはまれなんだと、

唯一トカラなんだと。皆既日食も含めてポスター辺りを作ってフェリーとしまに毎年貼らすんじゃなく

て、３年か５年は飾れるような、歴民館も含めてそういったアピールも私は絶対必要なんだと思います。

例えば、東京の全国離島センターに出向いて全国の離島のアピールを向こうでしている訳ですが、我が

村のカレンダーを持っていきます。離島センターに入ると各離島のアピールというんですか、ポスター

がどんと掲げてあります。我が村は一つもない。何か、その天文台にしましても、もし民間であればこ
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れを元手がかかっている、運営費がかかる、その中でもっとアピールをして元をとろうとする努力が当

然されるだろうと。こういう自治体のものだから儲かる必要はないという思いも、考え方もある以上は、

そういう施設を１００％、１２０％活用していくような流れをどうしても作らなくてはいけないんじゃ

ないのかなと、そういう思いがするんですが、せめて村営船のフェリーとしまの中に歴民館、あるいは

天文台のポスターあたりを費用がいくらかかるかわかりませんが、１メーターあるいは額のそれをドン

と張っても、私は決してマイナスにはならないと思うんですが、そういうようなアピールの仕方につい

てはどのように考えているか伺います。 

○議長（日高通君） 

教育委員会総務課長、久保源一郎君。 

○教育委員会総務課長（久保源一郎君） 

天文台設置時には細長いポスター等がありました。最初に作ったのがありました。現在は外しており

ますけれども、ポスターでなくても实際、天文台は稼動しておりますので、稼動した中で中之島の天文

台でやはり撮れた写真、星の写真、そういった機材等は置いております。常々観測する時にはそういっ

た記録を残すようにということで考えておりますので、指導しておりますので、例えば船内で貼るので

したら实際、中之島天文台で取られた星の写真を広げて、それを台紙に張って中之島天文台撮影という

形の方で、实際に物を見てもらったポスターというか、そういった掲示を考えていけば良いんじゃない

かと考えておりますので、早速担当者の方に指導しまして作成にあたらせたいと思っております。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第２、議案第２７号、十島村天文台の設置及び管理に関する条例の全部を改正

する条例の制定についての件を採決します。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第２、議案第２７号、十島村天文台の設置及び管理に関する条例の全部を改正する

条例の制定についての件は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

 

 

△日程第３ 議案第２８号 十島村歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の一部を改正 

         する条例の制定についての件  

 

 

○議長（日高通君） 

  日程第３、議案第２８号、十島村歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する 

条例の制定についての件を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 
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○村長（敷根忠昭君） 

     議案第２８号についてご説明を申し上げます。本案につきましては、十島村歴史民俗資料館の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定でございます。平成５年に制定した条例の一部を改正

するものでございます。今回の改正の主なものにつきましては、当館は設置時に使用料を定めておりま

したけれども、条例の中で当分の間使用料を徴収しないとなっております。しかし、昨今の村の財政の

面からも、公共施設の使用料の徴収について天文台同様に条例上の使用料の徴収することが望ましいも

のと考えて、条文の一部改正をしたものでございます。簡単ですけど説明を終わります。 

○議長（日高通君） 

提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

本案件に関しては、２７号議案と同様、活用を促進していると、ただ手を広げて待っているというこ

とだけではなくてそのアピールも含めて、その希尐価値というのか、希尐価値も含めてアピールしてい

く、我が本村の歴民館はどこにも例のない、こういうものがあるんだということをアピールするくらい

の情熱を持って、フェリーとしまの船内、あるいは内外にも含めて料金の徴収をすることももちろん、

アピールをしていくと、そんなにお金もかかることではないだろうという思いがするんですが、その点

も含めて教育委員会の考え方も伺っておきたいと思います。 

○議長（日高通君） 

教育委員会総務課長、久保源一郎君。 

○教育委員会総務課長（久保源一郎君） 

歴民館につきまして、今回、但書きをはずしまして使用料を徴収すると、一般観覧者の方ですけれど

も。そういった部分で、先程天文台の方でも資料としてお話した部分がありますので、歴民館につきま

しては、平成１９年度５５３人の利用がございました。２５８日間、年間開館しております。それと、

この使用料の方であてはめますと、年間で１１０千円くらいの収入になるということでございます。ち

なみに、歴民館は１９年度の維持費の方では１，９８１千円、館内の燻蒸とかそういったもの等を含め

ておりますが、こういった分も関わっております。小額でありますけど、まあこういった施設等の維持

という部分で徴収することに致しました。先程の分でＰＲ、広報。平成１５年、１６年度に県の特定離

島事業でリニューアルを開始しました。その後に、新しいポスターなり、そういったもの等を作ってお

りませんでしたが、こういった天文台のＰＲも含めてセットで船内の掲示、そういったもの等、实際实

物で撮ったもの等をすれば、それぞれに新しいものが入った都度入れ替えが出来るという形など考えな

がら、天文台同様、船内での掲示、それから一般の観光実の方達へのＰＲ、そういったものを含めて实

施して行きたいと思っております。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

７番、有川和則君。 

○７番（有川和則君）  

この条例には直接関係ないんですが、展示品あるいは預けている資料について、預けたままで今まで

亡くなられた方がかなりいると思われるんですが、その後のその対忚というか、村にどういう形で、資

料を預かっているというそれを伝えていますかね。 

○議長（日高通君） 

教育委員会総務課長、久保源一郎君。 

○教育委員会総務課長（久保源一郎君） 

それ等の分は、一忚預かりの部分で台帳が残っております。歴民館の方に残しております。カードを

作っていると思います。それ等で、もし預かったもの全部は今掲示しておりません。たぶん収蔵庫の中

に積んでいるんではないかと、棚の方に残していると思います。何せ、一人で学芸員等がいないもので

すから、まだ整理等はまだそんなに進んでないかと思います。ただ、預かりをしたという記録だけ残っ

ていると思います。もしそういった返品なり、そういったもの等。ただ、すみません、ただ掲示する場
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合、展示する場合は、誰々という形の部分は記録として展示する場所に張るようにはしております。で

すから、お孫さんとか、そういった預けた本人がいない場合は、そうですね、たぶん掲示する際には存

命かどうか確認をして、そういった対忚をして展示をしなくてはいけないかなとは思ってはいますが、

今の一人いる部分ではなかなか整理が進んでいないのが現状かとは思っております。ただ、預かったも

のですので、３年に２回ですね。燻蒸をしながら虫食いの無いように、そういった部分では対忚してい

けるかとは思っております。 

○議長（日高通君） 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

この料金の徴収関係について伺います。この徴収については、それぞれ、先程の天文台についてもそ

うなんですが、窓口というかその際に徴収するのかどうなのか。それから、その徴収した現金について

はどのような管理がなされて、役場の会計の方に納めるような形の体制になっているのか。それから、

例えばこの歴史民俗資料館の方については、高校生以上については１回につき個人の場合２１０円とい

う金額設定がなされていますが、端数がありますよね。１０円という。そういった中でお釣り等の関係

がやはり出てくると思います。やはり現金を扱う以上はですね。そこら辺についてどのように考えてい

るかお伺いしたい。 

○議長（日高通君） 

教育委員会総務課長、久保源一郎君。 

○教育委員会総務課長（久保源一郎君） 

まず、徴収でございます。現在、一年間の嘱託の契約をしております館長ですが、この契約の中に出

納員の発令をしてもらいまして、まずはそれで徴収をする体系を整える。徴収の部分につきましては、

その都度、現行では、条例上では前金となっておりますので、その場で徴収をして入場してもらう。そ

れから、その徴収した金額につきましては、船の一番近い上りの便で会計の方に収納するように指導は

して行きたいと思います。それから、そのお釣りの件ですが、出来るだけ、現状ではそういったお釣り

用のお金とかいうのは、教育委員会はありませんので、現状ではなるべくお釣りがないような形でお実

さんにお願いして頂けないかなと考えております。まあ、本人がどういった形で対忚するかわかりませ

んけど、基本的にはなるべくお釣りがないうような形で、それは事前に、お釣りがないようにという金

額等のＰＲとか方法とかいうのは、しっかりとしなくちゃいけないと今のところ考えております。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第３、議案第２８号、十島村歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定についての件を採決します。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第３、議案第２８号、十島村歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定についての件は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

これより、昼食のため休憩を致します。 
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  午後１時にはお集まり下さい。 

 

 

昼食 

 

 

○議長（日高通君） 

 午前中に引き続き会議を開きます。 

   

 

 

△日程第４ 議案第２９号 十島村手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についての件 

 

 

○議長（日高通君） 

  日程第４、議案第２９号、十島村手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題と

します。 

提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

議案第２９号についてご説明申し上げます。本案につきましては、十島村手数料徴収条例の一部を改

正する条例の制定でございます。まず、改正の理由ですけれども、昨年の通常国会で成立致しました戸

籍法の一部を改正する法律、これにおいて戸籍法が改正されまして、個人情報保護の観点から戸籍の公

開制度を見直すと。従って、戸籍の謄書本等の請求をすることが出来る場合を制限することとなったも

のであります。これに伴いまして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令において引用している戸

籍法の規定が変更される為に、戸籍法一部改正法の施行に併せて本村の手数料条例の改正が必要となっ

たものでございます。改正の内容につきましては、戸籍の交付請求を行うことが出来る範囲と、請求の

任に当たっているものを特定する為の方法等が詳細に示されるようになった為であります。裏面に新旧

対照表等を添付してございますので、これらを参考にしていただければありがたいと思います。説明を

終わります。 

○議長（日高通君） 

提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

この戸籍法の改訂にり、窓口での本人確認が大変厳しくなったんですかね。その関係で出張所の窓口

もそういったお知らせの文書等があったのを私も目にしたんですが、例えば本村において、この戸籍の

取扱について、基本的には本人確認をした上での取扱ということは大原則なんでしょうが、代理者等の

取扱、それからこれと戸籍と同様に例えば住民票関係についても、窓口での本人確認等がどういった形

でなされているのか説明をお願いします。 

○議長（日高通君） 

住民課長、池田清助君。 

○住民課長（池田清助君） 

今、２番議員さんからありましたように、戸籍、住民票とも同等の取扱となります。本村の場合は本

人確認というのが、普通の市町村、役場の窓口等に来られた場合は、本人確認をする為には写真つきの、

例えば国が発行した免許証だとか、海技免許証とか沢山あるんですが、そういうものであれば、写真つ

きのものであれば１枚で良いんですけど、写真つきでない、例えば写真なしの住基のカードとか、国民

健康保険証とか、そういうものの場合は２つ以上のものがなければ本人確認としません。ただし、例え
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ば十島村の窓口の場合は、殆んどの住民が、役場の職員が、本人確認が出来ますので、その提示は求め

ません。本人確認が例えば出張所であって、誰々さんが来た、この人は本人であるということが明らか

な場合は、そういう証明証の提示は求めません。というのは、申請書の中に本人確認は誰々がしたとい

う記載をすれば良いということですので、殆んど十島村の島の中で、こういう申請を出張所を通じてや

る申請については本人確認が、こういう免許証だとか国民健康保険証だとか、そういうものを提示しな

くても出来ますので、本村の場合では殆んどないのではないかと。ただ、外から来られる人につきまし

ては、村民以外の方につきましては、今回の戸籍が取れる人の個人情報の保護の観点から、取れる人を

制限しておりますので、そういう方につきましては、この人が兄弟だとか何だとかわからない方につい

ては、その証明を求めるということになります。また、代理人が来られた場合には委任状が必要になり

ます。代理人につきましても、窓口では同様の取扱になります。戸籍が取れる請求代は戸籍に記載され

ている方とか、その戸籍から除籍されている方、戸籍の中に載っている方、除籍の場合は×をしており

ますので、その方についても取れるようになっております。それと、戸籍に記載されている方の配偶者

は取れます。直系尊属の父、母、祖父、祖母等も取れます。直系卑属の子、孫等も一忚取れるようにな

っております。以上です。 

○議長（日高通君） 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

只今の本人確認については理解しました。それで、このことと直接的に関係するかはちょっと微妙な

ところなんですが、例えば一昨日のブロードバンドの関係の説明の中にもありましたが、例えばその島、

各出張所等の窓口で直接請求して住民票をその場で取れるような形のシステムの構築ですね。そういっ

たのは一昨日の説明の中では、それが、ブロードバンドが完成すれば出来るんではなかろうかというこ

とで説明資料の中にはあったかと思うんですが、今現在のシステムの中ではどうしてもそれは不可能な

ことなんでしょうか。というのが、例えば住基ネットワークの関係で２１年度からでしょうか、新聞で

先日見た部分については、鹿児島市内なのかどうなのか、全国の話の部分なのかどうかもわかりません

が、例えばコンビニ等でも住民票が近い将来、２１年度くらいにはもう個人が請求すれば取れるように

なるんだという、住基ネットワークのそのシステムの中で出来るようになるんだというのをちょっと見

かけたんですが、それぐらいまで進んできている中で、本村においてはなかなか出来ていないのは、不

可能なのかどうなのか、そこら辺の説明をお願します。 

○議長（日高通君） 

住民課長、池田清助君。 

○住民課長（池田清助君） 

前、昨年、総合振興計画をつくる時に、うちの職員が２名程沖縄県の竹富町に行った時に、竹富町の

方では住民票とか、そういう軽微なものにつきましては出張所の窓口で取れるということでしたが、う

ちの場合は、まだそこまで今のところ進んでおりません。総務課長から、ブロードバンドの整備の関係

でもありましたように、ブロードバンドを整備すれば、下と条例との改正を行えばやれるのではないか

と思います。現状では、もう送るとなるとファックスしかございませんので、今のところちょっと厳し

いのかなという気がしています。 

○議長（日高通君） 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

今年度分も今度提出される議案の中にそのブルードバンドの関係が出てくる関係で、２０年度で一忚

その整備される島については、出来ればその時に併せてそういったところまで進めていって頂ければな

と思いますので、そこら辺もまた今後対忚をよろしくお願いしたい。 

○議長（日高通君） 

住民課長、池田清助君。 

○住民課長（池田清助君） 

条件整備がされた場合に、全島一斉にしなければならないのか、そこら辺で住民間で不平等が生じた

りもするケースも出てきますので、そこら辺はまた部内の方で十分に検討して前向きに進めて行ければ
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なと思っております。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第４、議案第２９号、十島村手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定につ

いての件を採決します。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第４、議案第２９号、十島村手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について

の件は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

   

 

 

△日程第５ 議案第３０号 十島村生活改善施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定についての件 

 

 

○議長（日高通君） 

        日程第５、議案第３０号、十島村生活改善施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定についての件を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

議案第３０号の説明を申し上げます。本案は十島村生活改善施設の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定でございます。議案にも掲示しておりますように、諏訪之瀬島の農林水産物処理

加工施設が完成しましたので、これを追加するものでございます。裏面に新旧対照表を添付してござい

ますので参考にして頂ければありがたいと思います。説明を終わります。 

○議長（日高通君） 

提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

今回、この設置施設が出来た訳ですが、この施設内に今度設置された器具等について、住民の要望等

が十分反映されたものなのか、どうなのか説明をお願いします。それと、併せて１９年度の事業だった

と思いますので２０年の３月３１日にはもう完成ということだったんじゃないかと思うんですが、尐な

くともですね。その後の、結局今回この設置に関する条例の議会提出までの間のこの管理について問題

等なかったのか、その点について伺いたい。 

○議長（日高通君） 
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経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

本施設は１８年度と１９年度と２ヵ年に渡って造りまして、１８年度にまずその建物を造りまして、

１９年度の中身につきましては担当が島に赴いて、それから県の農業改良普及ですかね、県の。そちら

の担当の方とも赴いて必要なものを島の方と話し合って決めて納入しております。それから、完成時か

らこちらの方への何か問題はなかったのかというご質問でございますけれども、契約そのものも問題な

く進んでおりますので、私の方では何ら問題ないと聞いております。 

○議長（日高通君） 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

まあ、４月にはもう完成ですよね。４月、５月、２ヶ月。今回この議案に出てくるまでの間は恐らく

村の管理の中での使用というのは可能だったんではないかと思うんですが、实際先日、諏訪之瀬島の地

元の方と話をする中で、この施設の使用に関して役場に問い合わせをしたんだけれども、なかなか色々、

まあ使用までの間のそのプロセスですね、その間に何といいますか、住民にしてみたら何でこんなに遅

いんだろうというぐらい時間がかかったと。結局、確かにこの設置条例であったりとか、指定管理者の

問題があったりする関係で、担当としても急々に貸し出すことに対して心配があったという部分も私も

わかるんですが、そこら辺やっぱり地元のそういった部分、使用したいという住民がいることに対する

そういった対忚ですね、それがあまりにも四角四面というか、もう尐し柔軟な対忚が必要ではないのか

なと、これはこのことだけではないんですけど、そういったものを感じたものですから、敢えて伺いま

した。今後の活用についても是非、積極的な活用をして頂きたいと。経済課の方としても、そういった

部分の活用にあたっても、指導なり、また住民からの色んな問題等出てきた場合には、ともかく速やか

な対忚をして頂きたい。そのように思います。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

島の方なんかが待ち望んでいた農林水産の加工施設、出来上がってから直ぐ、住民の方も使用したい

というのは切にわかります。担当の事務の色々な手続きで遅れたのかも知れませんが、また今後こうい

うようなことのないように、出来上がった施設においては速やかに利用が出来るような配慮をしたいと

思います。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

各島それぞれ、この生活改善施設が出来ている中で、住民からの要望等も踏まえて加工施設等を設置

してきたと。そういうような思いも、考え方も大事だろうと思いはするんですが、その後の施設の活用

について、ある意味においては指導をしていくというような体制も必要だろうと、指導が行なわれない

が為になかなか活用されていないというようなことも各島あるのではなかろうかという思いはするんで

すが、その加工施設の中身を、どのようなものを設置したかということ、その点も含めて資料があれば

提出をお願い致します。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

備品等の施設の中身については、後程資料を提出させて頂きます。県の農政普及課のそういう食品関

係の方がいらっしゃいますので、そういう方々と連携をとりながら、生活改善施設を有効に活用してい

きたいと思います。また、島で婦人の方々が色々な老人給食とかで、そういうので使いたいという要望

があれば、それは指定管理者でやっている訳でございますので、積極的なご活用をして頂きたいと思っ

ております。 

○議長（日高通君） 
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６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

平島での生活改善施設の備品類の設置にあたっては、設置後農業改良普及所から来てもらって、一つ

一つについてちゃんと实践を伴うような指導の仕方をしてもらって活用に至ったと。それでなければ、

設備だけボンと造って、後は自分達で活用して下さいではモノになっていかない気がしましたんで、そ

の点はちゃんと最後までやって頂きたいなと思います。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

  この改善のこの７島で全部整備されたのかなと思ったら、まだ小宝島が残っているようですけども、

これは要望がないのか、何か予定があるのかお聞かせ願えないですか。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

今のところは要望はあがっておりません。 

○議長（日高通君） 

５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

  計画もないということで理解してよろしいですか。村としての計画もないと。要望があって整備して

いると、同じ７つの島で何と言いますか、やはり必要なのかどうかははっきりわかりませんけど、大き

いにしろ小さいにしろ、それなりに敷地問題もあるかと思うんですが、要望等もあがってないというこ

とですが、今後また同じ施設かどうか分かりませんけれども、そういったことを検討、向こうからなけ

ればこちらから、もちろんお金がかかることですのですぐに出来ることではないでしょうけれども、や

はりそういういうことも呼びかけといいますか、計画をたてて進めて頂ければと思います。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

今、小宝島は診療所の横にある集荷場がございます。そこにある、本当に小さなやつですけど、今は

それで足りているということでございますので、もし要望等ございましたらもちろん検討をしないとい

けないと思いますけど、敢えてそういう施設があるのに、必要でないでしょうかとこちらの方から言う

のも、何か地域で地域興しになるような、そういう形で要望があがってくればこちらも考えますけれど

も、小宝島はないから造りましょうかというのでは、やはり要望があってのこちらの方の動きと思いま

すので、今のところ集荷場にそれがあって、それでもって給食等行っているようですので、はい。 

○議長（日高通君） 

５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

わかりました。要は、建物を造れということではない訳で、建物の中でしっかりとしたそういうもの

が出来るように、こちらからも、もう一度点検をして不足があれば、また要望があればそういったもの

を是非やって頂きたいと考えております。よろしくお願いします。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 



 71 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第５、議案第３０号、島村生活改善施設の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定についての件を採決します。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第５、議案第３０号、十島村生活改善施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定についての件は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

 

 

△日程第６ 議案第３１号 トカラふるさとづくり寄付条例の制定についての件 

 

 

○議長（日高通君） 

   日程第６ 議案第３１号 トカラふるさとづくり寄付条例の制定についての件を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

議案第３１号についてご説明を申し上げます。本案につきましては、トカラふるさとづくり寄付条例

の制定でございます。本年の４月３０日、地方税法の改正によりまして、ふるさと納税制度が創設され

たことはご承知のことと存じますが、この制度につきましては、ふるさとを忚援したい、あるいは、ふ

るさとに貢献したい、つまり地方で生まれ育ったものが東京や大阪の大都市で生活をしながら働き、そ

こに税源が集中している状況の中で、これを何らかの形で地方に移転出来ないかと、こういう狙いであ

りまして、税収の差額是正を計ろうとするものでございます。このふるさと納税制度を活用して、本村

においてもトカラふるさとづくりの寄付条例を設置しまして、新たな需要に対する財源確保に備えよう、

そういう狙いでございます。第１条に、本条例の目的を記載しておりますが、本村は２００９年７月２

２日の、ご承知のとおり今世紀最大級の天文ショー皆既日食がトカラの島々で約６分間起こる、天文が

もたらす自然現象とはいいながら、この事实を受け止めて本番に向けた来島者用のインフラの整備をは

じめ、また皆既日食を期に、トカラの地理的環境からなす自然、歴史、文化等の保全等対策に取り組む

為の財源確保を目的としているものでもあります。第２条については、基金の設置で、寄付者からの寄

付金はトカラふるさと基金という新たな基金を設けまして管理をしたいということであります。それか

ら、第３条につきましては、寄付金の基礎を規定するもので、寄付金があった場合それぞれの事業毎に、

第１号の２００９年トカラ皆既日食など天文現象に関する事業から、第７号の地理的特性を活かした地

域づくり事業までの７事業項目に、この寄付金を充てるものとしております。第４条で、寄付するもの

につきましては、自らの寄付金を前条に掲げる事業をあらかじめ指定することが出来るものとしており

ます。仮に指定がなかった場合には、村長が事業を指定することも規定しております。第５条につきま

しては、寄付者へ配慮して、寄付金の管理、処分、運用には寄付者の意思を十分配慮しなければならな

いものでありまして、そのことを挙げております。第６条の基金への積立規定につきましては、寄付者

が指定する事業への積立と、村長が必要に忚じて積み立てるものとしております。第７条につきまして

は基金の管理で、寄付者からの寄付金は金融機関への預金など有利な方法で保管管理しなければならな

いということを示してございます。それから、第８条につきましては、基金の収益処理で基金からの生

じる収益につきましては、一般会計予算に計上して基金に編入するものとするということで規定をして

ございます。それから第９条につきましては基金の処分で、財産上の寄付金の使途に掲げる事業の目的

の為に処分することが可能という規定をしてございます。それから第１０条につきましては、運用状況
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の公表規定であります。毎年度終了後６ヶ月以内に寄付金の状況、使途の内訳、基金の積立て処分等を

公表することと規定をしてございます。それから第１１条でございますが、規則への委任規定となって

おります。現在規則案として考えていることは、寄付者からの寄付金受入れによる寄付金申し込みの様

式、寄付金を適正に管理する為の寄付金台帳の様式、寄付金は一定額以上とした規定、あるいは運用状

況の公表等については村ホームページ等の交渉規定をそれぞれ定めようとしているものであります。尚、

このふるさと納税制度の創設に伴い、鹿児島県は県が主体となって市町村と一体となった、鹿児島忚援

寄付金推進協議会を設立致しまして、鹿児島県が窓口になって県外在住の県人会等を代表に寄付募集を

行うこととしております。県の考え方につきましては、このふるさと納税の主目的は県外、都市部から

の寄付金確保が最大の目的でございまして、個々の市町村間での活動については、また寄付金の取り合

い合戦をすること等々については、寄付者側への困難や効率的な寄付金確保の障害になるというような

ことで、窓口を一本化して県暫定で鹿児島県が窓口になることによって、大都市からの寄付金収集が最

大限発揮出来ること等を考慮しながら、県内市町村の承諾を受けて協議会を立ち上げたところでありま

す。県が収集した寄付金の配分については、県が４割、市町村が６割として、その６割の市町村分配分

の内訳につきましては、２５％が均等割、７５％が人口割とのことでございます。次に、このふるさと

納税制度により出身地など忚援したい自治体に寄付された場合の税法上のメリットとして、昨日も話が

出たと思いますが５千円を超える額、この５千円の寄付金控除の対象外、つまり５千円は自己負担とい

うことですが、住民税所得割の概ね１割を上限として翌年度の住民税、現在の居住地の市町村から特別

控除されるというものであります。尚、この特別控除を受けるには、その年度内に確定申告が必要とな

るものであります。参考までに、本村は平成１８年度より友好島民制度を設けております。既に４５０

人の方が登録をされておりますが、その中にはふるさと納税制度による寄付金を申し出て来る方もござ

います。その他、村の中学校卒業生約１，８００人、戸籍人口約１，８００人、それぞれ本村に関係す

る方が県内外に存在していることを考えますと、このふるさと納税制度による寄付金の収入は新たな財

源確保としてある程度見込めるものではないかと期待をしております。一忚、説明を終わります。 

○議長（日高通君） 

提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

实際、これはふるさと納税が实際その納税者の方から頂かないとわからない部分だと思うんですけど、

大まかな部分で、試算の中で収入の見込みであったりとか、そういうのがもし一忚あるんでしたら教え

て頂きたい。それから、先程村長の説明の中にもありましたが、友好島民４５０名の方の中にもそうい

う形で意思表明をして下さっている方もいらっしゃるということですが、例えばそういう方への協力依

頼というか、そういった形での広報活動を行う予定があるのかないのか。それから、同様に出身者の方、

それから今現在村内居住者の住民の方等にも、例えば親戚等に対してそういった形でのふるさと納税に

対する協力をしてもらうような形での、そういう広報活動等を村として考えているのかどうなのか、考

えていないのか。その点について伺いたい。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

まず、本村のトカラふるさと基金の関係ですけれども、その前に先程村長の方から説明がありました

とおり、鹿児島県と県内４６の市町村の中で、鹿児島忚援寄付金推進協議会というもの等を立ち上げた

訳ですね。５月の下旪だったですけれども。その中で、県の方の考え方は、個々の自治体で、つまり市

町村でふるさと納税に対する寄付金の広報活動は積極的にやってくれないかというのが県の方の考え方

なんです。と申しますのは、県の考え方は、県内の市町村の中で、その寄付金を取り合いすること等が、

むしろそのその寄付者に対しての混乱を招くと、最終的には鹿児島県全体に対しての寄付金が集まらな

いということ等があるから、パンフレット等についても出来るだけ作ってくれるなと。仮に、今既に４

月からふるさと基金を設けている団体もありますけど、そういうところ等につきましては、出来るだけ

配布するのも差し控えてくれというのが県の方の考え方です。それで、この寄付金を立ち上げる中で県
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内のそれぞれの組長の方も、かなり県の方に対して文句といいましょうか、その意義を唱えたというふ

うに聞いております。ただ、鹿児島県の方の考え方とすれば、先程申した形で県内での市町村下で取り

合うのは止めましょうと。あくまでも、県外にいる県人会の方々を対象にして鹿児島県が窓口になって

やりますからというのが本来の考え方だということです。ちなみに、鹿児島県というのは県人会がかな

り他の県よりも盛んに活動されているということを聞いております。例えば、関西に県人会が約１，５

００千人、関東に約１，０００千人存在すると言われているそうです。県の方で仮の試算の中でこの２，

５００千円の方が仮に１０千円寄付したと、その中の約３割の方がですね。そうした時に、県に窓口と

して集まってくる額が約７，５００，０００千円くらいくるんじゃないかということ等で、県の方はそ

の皮算用か何かわかりませんけれども、そういうふうな考えで一忚捉えている状況なんですね。それを、

先程の説明のとおり市町村に６割、県がまあ４割、そしてその６割の中の２５％が均等割、残りの７５％

が人口割ということ等で、その均等割の２５％を仮に試算した場合には、本村の場合約２０，０００千

円から２４，０００千円くらいは入ってくる試算ということになってくるかと思います。本村のような

自治体の小さな団体にとっては、むしろこの協議会を通じて寄付金を集めた方が本村にはメリットがあ

るのかなということ等を感じておるところです。それから、先程、友好島民が約４５０人の本村への登

録があるということ等である訳なんですけども、ただ本村の場合もホームページ上の中で、トカラがふ

るさと基金を設けましたということ等の周知はしたいと思います。もし、寄付をしたい方はこういう形

で本村の方へお願いしますというような形での広報は最低限の形でやって行きたいと思っておるところ

です。それから、村民への周知なんですけれども、これも広報誌等を通じて関係者の方がいた場合には

お願いをしたいという表現の中で、小さな広報というんでしょうか、そういう形をとるべきなのかなと

思っているところです。 

○議長（日高通君） 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

それから、具体的に例えばこの寄付金が入って来た場合に、運用にあたっては議会等の承認等を得た

形での運用という形になっていくんですかね、どうなんでしょうか。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

寄付金につきましては、この条例上の中の第３条ですね、この中で第１号から第７号に掲げて、ここ

に寄付される方は、その人を限定して寄付をされるような申し込みをしたいとか、それは寄付を一旦受

けた場合には歳入の中で受け入れます。今回の補正予算の中でも頭出しだけ、１０００円ですけれども

頭出しだけ一忚出しております。そして、それは使う場合には当然歳出上の中で、予算の中で出して行

きますので、敢えて議会の方への事前の合議、協議というのはないかと思います。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

  これより休憩を致します。 

  協議会に移します。 

 

 

協議会 

 

 

○議長（日高通君） 

  他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第６、議案第３１号、トカラふるさとづくり寄付条例の制定についての件を採

決します。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第６、議案第３１号、トカラふるさとづくり寄付条例の制定についての件は原案の

とおり可決することに決定いたしました。 

  これより、１０分間休憩を致します。 

 

 

休憩 

 

 

○議長（日高通君） 

 休憩以前に引き続き会議を開きます。 

   

 

 

△日程第７ 議案第３２号 十島村立墓地の設置及び管理に関する条例の制定についての件 

 

                  

 

○議長（日高通君） 

日程第７、議案第３２号、十島村立墓地の設置及び管理に関する条例の制定についての件を議題とし

ます。 

  提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

議案第３２号についてご説明を申し上げます。本案につきましては、十島村立墓地の設置及び管理に

関する条例の制定でございます。口之島に十島村立墓地として、口之島の野々頭墓地が設置された訳で

ありますが、これに伴いまして公衆衛生、および住民の福祉を増進することを目的として条例を制定し

ようとするものでございます。尚、この施設につきましては、口之島の自治会に指定管理を委任、委託

したいということで考えております。そこで、設置に必要な条項等を掲げている訳ですが、第１条の趣

旨、それから第２条の設置、それから第３条の利用目的、第４条の利用の許可、第５条の利用料金等、

第６条で料金の減免措置、それから第７条で利用料金の還付、第８条で利用者の資格、第９条で利用権

の承継、第１０条で工作物の設置、第１１条で利用者の管理義務、第１２条で利用許可の取消等、それ

から第１３条で原状回復、第１４条で復旧費用の負担、第１５条で指定管理者による管理等、それから

第１６条で委任ということで、１条から１６条までの条例になっております。附則として、この２０年

の７月１日から施行するということでお願いをしてございます。また、第５条関係で別表をうたってお

りますが、永代利用料と年間管理利用料を定めてございます。簡単ですけれども説明にかえさせて頂き

ます。 

○議長（日高通君） 



 75 

提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

１番、日高助廣君 

○１番（日高助廣君） 

私共の長年の要望であった墓地が設置出来たということでありますけれども、当然、永代利用料金の

１００千円が発生する訳でありますが、一部未整備のものがあります。水道の吸い込み、その他一部の

花等の処分に関する設備とか、そういうケースをどのように考えておるのかお答え下さい。 

○議長（日高通君） 

住民課長、池田清助君。 

○住民課長（池田清助君） 

植栽につきましては、今回の補正予算の中で植栽は計上しております。水道につきましては、今のと

ころまだ計画はない訳ですけれども、これ辺りは出来ましたら永代使用料等がありますので、その中で

自治会の指定管理をする訳ですから、その永代使用料の方で出来ることはやって頂きたいと考えており

ます。 

○議長（日高通君） 

１番、日高助廣君 

○１番（日高助廣君） 

水道の引き込み工事の概算を早急に出して、この使用料の範囲内で出来ない場合が生じた場合にどの

ように対処するのかお答え下さい。 

○議長（日高通君） 

  これより、しばらく休憩致します。 

 

 

休憩 

 

 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

口之島のこの墓地に関しては、場所的にも僕等は实際見ていないから分かりませんが、今までの墓地

とは全然違うところに設置したのかということが一つと、新しく設置したとなると集落の利用者は見込

みとして何軒くらいあるのかということがわかっていれば伺いたいと思います。 

○議長（日高通君） 

住民課長、池田清助君。 

○住民課長（池田清助君） 

現在の墓地がもう手狭で、全く埋葬する場所もないような状況です。それと、現在の墓地は口之島の

集落の真上にありまして、口之島の場合は納骨堂式ではなくて一人一人を埋葬するというような方法で

やっているものですから、その墓地が何百体という数で、毎年掘り起こして埋め戻しているということ

で、自治会の方からは危険地域に値するんでないかと、災害も起き得るんではないかという、このよう

な状態ではということの相談がありました。また、高齢者の方が墓参りに行くにも集落からだいぶ急な

坂でありまして、また歩いて行かないといけない。また墓石を建てる時もそれは並大抵な苦労で墓石を

建てますし、また土葬ですので亡くなった方を埋める時に上まで担いで行く若い人も尐なくなってきて、

そういう埋葬にも大変苦労しているという事情を聞きまして、候補地がないかということで自治会等も、

その在来の候補地を苦労して現在のところを探したような状況にあります。現在のところは東の方の山

のところで、ヘリポートがあるところの隣です。健康広場も有りまして、高齢者の方々もそこでゲート

ボールをしたりするような場所ですので、ゲートボールのついでに墓参りをしたりとか、そういうのも

可能じゃないかと考えております。この土地につきましては、村も若干お金をかけているんですけど、
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島の自治会の方でも相当お金を入れて開墾をして、我々行政側、役場の職員が行って見る時にはそこは

切り開いている状況で、ここに墓地を造るので役場の方も尐し手を貸してくれないかという相談があり

まして、その現地を見せて頂いたところが、海も見えるし良い場所じゃないかなということで役場の方

も村長以下決断をした次第でございます。現在、新しく納骨堂式の墓地を造ろうと計画しているところ

は、今のところ７５基を計画しています。ただ、もし希望はまだこれ以上増えた場合には、もう村費は

つぎ込まないで永代使用料というのを１００千円ずつとっておりますので、この予算の範囲内において

増設していくような形は取れるんじゃないかと考えております。また、島で急に亡くなったりとかした

場合に土葬も出来るようなスペースも十分ありますので、今後は増設、そして土葬のスペースというの

は十分確保できる面積がございます。以上でございます。 

○議長（日高通君） 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

口之島の状況は只今の説明でよく分かりましたが、それぞれ各島高齢化がだいぶ進んでいる中に、村

の方としても各島の状況も把握をしていかなければいけないというふうに思うんですが、その点はどの

ように把握しているのか、例えば小宝島。宝島は土地も広くございますし、また平島辺りでは全て納骨

堂を造っていて改装して納骨堂に納めていると、ところが地域で、もし急に亡くなったといった場合に

は土葬する場所もないという状況もあります。村としてそこら辺も把握しながら、今後の検討課題とし

て行かなければいけないんじゃないかと思いますが、その点について伺います。 

○議長（日高通君） 

住民課長、池田清助君。 

○住民課長（池田清助君） 

まあ、平島の墓地も村政座談会の折に何回か見せて頂きまして、道路の状況等もだいぶ悪いと要望を

受けているのはだいぶ聞いております。今のところどうするということは即答出来ませんけれども、や

はり住民が生活していく上で墓地というのはなくてはならないものだと、また思いますので、そこら辺

は年次的に出来ることから一つ一つやっていくべきなのかなと考えております。また、口之島でも自治

会辺りがだいぶ積極的に動いて、自分達で場所も見つけて自分達で開墾して一部村が賃金を出したり、

重機の燃料を出したりした部分はありますけれども、それぞれ地域でもまた、村だけの財源でやるので

はなくて、それぞれの地域も自治会の中で協力できることはやって欲しいと思います。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

今、議員が言われます既存の墓地については、村の方は公費は投入できないんですね。結局、今回、

口之島の方でも、村の公営墓地ということ等についての新しい墓地については税金は投入できますけれ

ども、既存の墓地につきましては法律上の中で神社、仏閣等については税金は投入できませんという規

定がある関係からしまして、今住民課長が言った平島の墓地の通路ですかね、についての墓地の一角と

いうことでとらえれば村の税金予算の投入は厳しいのかなということは考えられます。新しく墓地をつ

くる、口之島の方も従来の墓地について道路の要求もあったんですけれども、座談会の折にそういうこ

と等で村の予算は出来ませんということ等で申し上げた形で、新しい墓地を設けたということになりま

す関係からしまして、平島の方でそういう状況に置かれているのであれば新しい墓地ということ等が、

そういう方向で検討する方向になっていくのかなということが考えられると思います。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

小宝島の状況はですね、昔から墓地というやつがある訳ですけれども、あそこは珊瑚礁でなかなか埋

葬するのに掘れない、そういうような状況で島で亡くなった方々は風葬的なやり方をしております。最

近では、殆んどがやっぱし本土で亡くなって行きますので、そうした風葬的なものがありませんけれど

も、まあ島で亡くなるという事になるとそういうことになろうかと思うんですが、墓地としてはまだ余
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裕があるように、实際調査した訳ではないんですが、あそこから眺めてみるとそういうような状態だと、

そんなふうに認識をしております。まあ、特に小宝島の住民から墓地についての云々は１回も座談会で

も聞いたことはありません。 

○議長（日高通君） 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

わかりました。ただ、現在の法律の中で風葬というものが認められているのかどうかということも、

私はその法的なことはわかりませんが、法的に許されるものなのかどうか、そこら辺も含めて、まあ村

としては対忚も考えなければいけないのかなという思いもするんですが、そこら辺は法的には何らかの

根拠があって風葬もいいですよという形で勝手にやって良いんですかね。その点はどのように解釈する

んですか。その、平島にしてもまあ墓地はもともと個人で造って、一角をこうしている訳ですが、その

中で今までの流れは鹿児島へ来て病院で治療して最終的には病院で亡くなって鹿児島で火葬して、そし

て納骨をするという形をつくっている訳です。ところが、もし地域で事故あるいは急患ヘリが間に合わ

なくて亡くなったという場合には、火葬場もない訳ですから当然土葬せざるを得ない。土葬をする場所

も無いというような状況も現实なんですね。そこを、村の方には、今の現在の墓地の一角だから、要す

るに予算が組めないよというような形で、そうしたらどうすれば良いのかということを今一度検討して

おく必要があるんじゃないかと。出来ませんでは済まされないことですからね。そういうようなことも

含めて検討する必要があるのかなと。法的にはどうなんですか、風葬というのは。土葬は大丈夫なんで

すよね。 

○議長（日高通君） 

村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

そこまではまだ調べた経緯はありませんけれども、保健所が過去は行ったりしてそういう指導があっ

たのかどうなのかはよくわかりませんけれども、保健所がちょこちょこはやはり行っておりましたから、

その辺は特に風葬してはいけないということはないんじゃないですかね。それはよく調べてになければ

わかりません。それから、平島の墓地については、これはもう古い話ですけれども、もう１０年以上に

なるかもしれませんが、座談会の折に今おっしゃるようなことで用地がないと、まあ下の方に竹やぶが

あったんですけど、そこらを切り開いてやってもらうと有り難いというような話もあったんでしたが、

今総務課長が言ったような法律的なもので、ちょっと出来ないというような返事をして、恐らくそのま

まになっているんじゃないのかと、まあそんなふうに思っております。それから道路にしても、私が村

長になってからも個人的に何回かそこの川の下のあそこじゃなくて、反対側のあそこから、もう尐しだ

から何とか出来ないのというような話もありましたけれども、それも何か名目を変えてつくる手段が出

来ればというようなことで、ちょこちょこ話をした訳ですが、なかなか、それがこうした方が良いとい

うようなものは出てなくて、その計画も出来てない訳ですけれども、また座談会辺りもありますので、

その時でも見せてもらって、何か良い方法はないのか、またそういう考え方もしたらどうなのかなと思

っております。以上です。 

○議長（日高通君） 

住民課長、池田清助君。 

○住民課長（池田清助君） 

只今の風葬の関係ですけれども、島で住民が亡くなった場合には医師の診断書が取れませんので法務

局で認められない訳なんですよね。そうした場合に、法務局の方には亡くなった配偶者とか看護師だと

か、身内の人たちの陳情書みたいなものを添付しなければなりませんし、また埋葬の様子を写真で写し

たりした報告書を提出しなければなりません。そういうことで亡くなったというのを認めて頂いており

ますので、過去にもそういう事例がいっぱいあったと思いますので特段問題がないんじゃないかと、確

約は出来ませんけれどもそういうふうなので許可を頂いておりますので、それが駄目だったら駄目とい

うことで今まで指示があって何らか方法をとるようにという指導も、もしだったらあると思います。今

のところそういう指導を受けた記憶がございませんので、そのような状況です。 

○議長（日高通君） 
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他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第７、議案第３２号、十島村立墓地の設置及び管理に関する条例の制定につい

ての件を採決します。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第７、議案第３２号、十島村立墓地の設置及び管理に関する条例の制定についての

件は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

 

 

△日程第８ 議案第３３号 指定管理者の指定についての件 

 

 

○議長（日高通君） 

日程第８、議案第３３号、指定管理者の指定についての件を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

議案第３３号についてご説明を申し上げます。本案につきましては、指定管理者の指定についてでご

ざいますが、先程議案第３０号で条例の一部改正をして頂きました農林水産物処理加工施設の指定管理

の管理者を指定しようとするものでございます。諏訪之瀬島農林水産物処理加工施設を諏訪之瀬島自治

会の会長、山木廣美を指定管理者に指定しようとするものであります。指名の理由としましては、指定

管理者の要件を満たす団体であることと、今後も施設の管理運営を遂行できる団体であると認めました

ので選考を致しました。指定の期間につきましては、平成２０年７月１日から平成２４年の３月３１日

までの期間としております。以上で説明を終わります。 

○議長（日高通君） 

提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

この指定管理者、および団体については何ら問題はないかと思うんですが、今後この指定管理者が指

定された場合に、指定管理委託料の予算計上なり、していかないといけないと思うんですが、その積算

にあたり、今回この諏訪之瀬島の農林水産物処理加工施設ですね、これは今までの他島と比べた場合、

違った点として、全くの別棟での施設が造られています。そういった関係で、他島、例えば中之島にお

いて言えば、開発センター内に今現在加工施設がある訳ですが、そういった部分における電気代、水道

代等も発生するんですが、そこら辺について指定管理者との公共料金の支払い関係の部分についてはど

のような形で指定管理の契約がなされているのか、説明をお願いします。 
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○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

諏訪之瀬島のその施設は今、２番議員のご指摘がありました通り、全然他の施設としていない、単独

なものですから、今回電気代、それから水道代、浄化槽、それからガスと計上してあります。電気代で

だいたい年間、今度の指定のこれで７０千円、それから水道で１０千円、浄化槽で３５千円程度計上し

ております。 

○議長（日高通君） 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

今、諏訪之瀬島についてはそういったものも積算の中に入っているということで良いんですよね。そ

れで、他島についてはどうなっているんですかね。例えば、中之島等、電気の使用料についてはどのよ

うな取扱がなされているんですか。まあ、中之島以外についても殆んどがコミセン等の中に併設されて

いる関係で、電気のメーターとかは確か、分かれて設置が出来ているのか出来ていないのか、そこら辺

についてどのように捉えますか。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

電気等のやつは分かれておりません。１つになっています。そして、その村の方で電気代とかそうい

うのは支払っています。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第８、議案第３３号、指定管理者の指定についての件を採決します。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第８、議案第３３号、指定管理者の指定についての件は原案のとおり可決すること

に決定いたしました。 

 

 

 

△日程第９ 議案第３４号 指定管理者の指定についての件 

 

 

○議長（日高通君） 

日程第９、議案第３４号、指定管理者の指定についての件を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 
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○村長（敷根忠昭君） 

議案第３４号についてご説明を申し上げます。本案につきましては、指定管理者の指定についてでご

ざいますが、先程議案第３２号で十島村立墓地の設置および管理に関する条例の制定をお願いしたもの

で、口之島の野々頭墓地が設置されたことに伴いまして、この施設を十島村口之島１番地、口之島自治

会代表の森崎博和を指定管理者として指定しようとするものでございます。指定の期間につきましては、

平成２０年７月１日から平成２４年の３月３１日までということでお願いをしてございます。説明を終

わります。 

○議長（日高通君） 

提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

１番、日高助廣君 

○１番（日高助廣君） 

管理者名の中で代表とありますが、自治会会長と改めた方が良いのか、代表ということになりますと

個人的な契約ということになるんですが、どうですか。 

○議長（日高通君） 

住民課長、池田清助君。 

○住民課長（池田清助君） 

ここは会長ですよね、そうしたら会長でお願いします。 

○議長（日高通君） 

只今、住民課長の方から申し出のとおり訂正をお願いしたいと思います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第９、議案第３４号、指定管理者の指定についての件を採決します。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第９、議案第３４号、指定管理者の指定についての件は原案のとおり可決すること

に決定いたしました。 

 

 

 

△日程第１０ 議案第３５号 権利の放棄についての件 

 

 

○議長（日高通君） 

日程第１０、議案第３５号、権利の放棄についての件を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

議案第３５号についてご説明を申し上げます。本案は、権利の放棄についてということでお願いをし
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てございますが、十島村肉用牛特別導入型基金条例、施行規則第２１条第３項により、導入牛の処分に

よる返還義務の権利を一部放棄するものでございます。放棄を受けるものは口之島９２番地の永田勇で、

債権放棄額は８４，７１０円であります。資料と致しまして、別途獣医師の診断書を添付してございま

すので参考にして頂きたいと思います。簡単ですけれども、説明に代えさせて頂きます。 

○議長（日高通君） 

提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

これよりしばらく休憩を致します。 

協議会に移します。 

 

 

協議会 

休憩 

 

 

○議長（日高通君） 

会議を開きます。本会議に戻します。 

他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第１０、議案第３５号、権利の放棄についての件を採決します。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第１０、議案第３５号、権利の放棄についての件は原案のとおり可決することに決

定いたしました。 

これより１０分間休憩を致します。 

２時５０分にお集まり下さい。 

 

 

休憩 

 

 

○議長（日高通君） 

 休憩以前に引き続き会議を開きます。 

 

 

 

△日程第１１ 議案第３６号 過疎地域自立促進市町村計画の変更についての件 
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○議長（日高通君） 

日程第１１、議案第３６号、過疎地域自立促進市町村計画の変更についての件を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

議案第３６号についてご説明を申し上げます。本案については、過疎地域自立促進市町村計画の変更

についてでございます。まずは、本村の過疎地域自立促進市町村計画につきましては、平成１７年度か

ら２１年度までの５カ年計画を策定しております。この計画の変更につきましては、過疎地域自立促進

特別措置法第６条第６項の規定によりまして、県知事と事前協議を行うことになっております。今回の

議会議決後、知事と知事並びに総務大臣に提出することとなっております。今回の変更計画につきまし

ては、例年同様、当該年度の事業、主に特定離島ふるさとおこし推進事業の確定に伴うものが変更計画

となっているものであります。過疎地域自立促進市町村計画の変更、これは別紙１で掲げておりますが、

１ページから２ページに記載するとおり、左欄が変更前現行計画で、今回の変更分を右欄に掲げてござ

います。新規計画を１１件、既存の事業の内容変更を２件、それぞれ促進施策区分ごとに見直したとこ

ろでございます。それから、３ページから１８ページの様式２の同計画参考資料につきましては、それ

ぞれの事業名と事業費を記載致しておりまして、平成１９年度までは实績、平成２０年度は予算額、平

成２０年度以降につきましては予定額で計上をしております。それから１９ページから２１ページの様

式３、これにつきましては変更計画による各事業の理由事項を記載しているもので、参考にして頂きた

いと存じます。説明を終わります。 

○議長（日高通君） 

提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

４番、平泉二太君。 

○４番（平泉二太君） 

この事業内容で、この変更後の小宝島地区の温泉施設の整備とありますが、これは以前お湯が出ない

ということでボーリングをして欲しいという、確か要望が事務調査の時にもあったんですけど、ここの

温泉のボーリングも含めての整備のことなのかどうか、お尋ね致します。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

これはボーリングは入っておりません。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

この施設につきましては、来年に皆既日食が迫っている中で、その今、小宝島の方で露天風呂がある

訳です。あの露天風呂の方のお湯を活用しまして、その陸側の方に快適なシャワーをつけようというこ

と等で、一忚この事業の中で約１，２００千円、小宝島の分で一忚入っているようになっております。

場所は、今の露天のある湯泊温泉の陸地側の方にアダンがちょっと生えているかと思いますけれども、

あの一帯を一忚考えるということで、地元の方から昨年の秋時期に、うちの皆既日食の関係で現地の方

に説明会に行った際に、地元の方から要望があって、そしたら、そういうようなシャワーを浴びられる

ような形の施設を設けましょうということで、今回の特定離島の中で整備したいというので計画したと

ころです。 

○議長（日高通君） 

１番、日高助廣君。 

○１番（日高助廣君） 

口之島の水道減圧弁の設置がある訳ですが、現在のタンクの設置の場所が民有地であります。利用費

の中に撤去の費用は入っているのかどうか。 
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○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

口之島のこの過疎地域自立促進のこの中には、水道の減圧弁のみしか入っていませんけれども、今回

の６月の補正でもってその撤去費はみております。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

  この中之島南まわり線の法面保護、この関係は後程出て来ます一般会計の中で予算の関係で出ている

んですが、まあ次の議案なんですが減額がされていますけれども、具体的にこの工事について今後の着

工予定等がもう組まれているんですか、どうなんですか。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

特定離島ふるさとおこし推進事業で、当初計画を出しておりまして、今度決定通知がきまして、それ

が減額という形で工法が尐々変わります。当初工法よりちょっとワンランク落とした形になります。本

年度で事業は出来ます。 

○議長（日高通君） 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

今年度中にということで是非お願いしたいんですが、どうしても、あのルートは牧場までの管理道路

でほぼ毎日誰かが通ります。そういった関係も含めて、車一台がやっとかっと通れるスペースしかない

ですので、また作業工事中における迂回ルート等は敢えて造るのは不可能だと思いますが、そこら辺も

含めて住民に迷惑がかからないような形での作業をお願いします。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

工事を発注した折に請負業者さんの方に、工事の進捗そのものを知らしめるようにしまして、いつ頃

からいつ頃まで交通の方が不便になる等の、交通の予告ですか、そういったものをさせるようになりま

す。 

○議長（日高通君） 

５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

さっき４番議員さんから出ておりました、この小宝島の温泉ですが、元造った施設はもう使用しない

で、露天ですか、総務課長が説明した。今回のみなのか、今までのも温泉施設は使わないで今後もそこ

を使っていくのか、今の露天風呂の方を使って行くのか、それから、さっき説明があったシャワーです

か、私もはっきり経緯的なことははっきりわからないのですが、住民とのあれはよく話はちゃんとされ

たのかどうか、確認はさせて頂きます。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

これは住民からの希望でそういうところに設置してくれということでございました。 

○議長（日高通君） 

５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

設置場所。場所、設置場所。そのシャワーの取り付ける場所。 

○経済課長（松下賢次君） 
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  さっき総務課長が説明した場所ですけど。 

○議長（日高通君） 

５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

シャワーを取り付ける場所、まあいくらか離れているんですよね。１０ｍなのか１５ｍなのかはわか

りませんが、そこはちゃんと地元とは話し合いが済んでいるというふうに、ですね。私はちょっと一部

の人から電話を頂いて、もっと傍に造った方がいいんじゃないかと言う話をしたら、台風で、それはそ

うだろうと理解出来る訳ですね。その台風の被害に遭わない為の方法があるのではないかということで、

なんか住民から提言があったんじゃないですか。例えば、これは出来るかどうかわかりませんよ。取り

外しが出来るような方法をして欲しいというふうに話をしたけれども聞き入れてもらえなかったという

ふうに電話をもらいました。その辺の話はなかったでしょうか。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

確かに私なんかも予算を県の方に要請する中で、そのことを私も確認をとったんです。これは、地元

の方からの要請の中で、こういうような工法でしたいということ等は、既にその場の中で協議付けした

上での数字だということで受け止めます。確かに議員が言われますように、当然台風というものが海岸

近辺はかなり強いものが来ますので、一発で吹き飛ばされるんじゃないかということで、私なんかも説

明を求めたんですけれども、それに関しては対忚出来るんだということ等で、出来るという話で通知が

きておりますので、それであれば１，２４０千円という予算、今回の補正予算の中に入れているという

ことになります。それから、最初の質問の中で、既存の温泉センターですけれども、当初昨年の秋時期

に温泉施設は井戸が枯れてしまって全く使えないんです、という話の中で、今回話が出て来た訳なんで

すね。ところが、最近の話ですと、また温泉が復活しているんだよという話を聞くものですから、そこ

の確認までちょっと取れていないんですけれども、現場の方は何かそのような状況だということで聞い

ているところでございます。 

○議長（日高通君） 

５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

その点は一忚理解致しました。この後、海水浴場なんですが、これも全島整備が終わったんですか。

中之島辺りも終わったんですか。全島終わったかどうか教えて下さい。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

平島と中之島の方はまだ整備が終わっておりません。 

○議長（日高通君） 

５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

悪石島も海水浴場として施設があるというふうに聞いておるんですが、これはレクリエーションでし

ょうかね。もし、これが台風で降りていく階段が、私の方は海水浴場だと聞いているんですけども、も

しかしたらレクリエーションかもしれませんが、いずれにしても、そこに通じる階段が災害に遭ってそ

のままになっていると、それで行きたいんだけど行けないんだと、わかりませんけれども子供達が１回

か２回使用したんだと、それでそのままになっているんだということなんですよね。その確認が１つ。

私、回数がもう何回も行っておりますので、今回の中には入っておりません。それから、私も宝島の方

の一周道路で、何回かあそこに行かれた方は、よく見たりとかしていると思うんですが、出張員、もし

くは地区総代からも要望があったのかなというふうに思いますが、今日もその災害が出そうだという話

なんですけども、名前は、城之山の一部なんですけれどもね、５ｍの道路でしょうかね。そこの半分以

上が陥没してズレるような格好になっております。そして今、出張員だと思いますけれども、工事用の

何と言うかわかりませんけれどもね、そこは通らないように。車、軽自動車は通れると、２ｔ車も通れ
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るんですかね。そういう状況なんですけれども、そういうのがまあこういうのに全く計上されていない

んですけれども、要望が全くなかったのか教えて下さい。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

先程、海水浴場の件が出ましたけれども、悪石島、おっしゃるとおり悪石島、今、荷積の方は今使用

できるような状態ではございません。それでまた、今のところ大変危険な状態であるが為に、一忚進入

禁止と、立ち入り禁止という措置をとっている状態でございます。それから、宝島の城之山のどの部分

か、ちょっと今回の調査に入っていたのかな、ちょっと私の方で担当の者にちょっと確認をとってみま

すので、ちょっと場所が限定出来ないものですから、今回の特定離島の方で島内整備ということであっ

ちこっちあげていますので、そこも入っているんではないかなと思うんですが、ちょっと今のところ手

持ちの資料がございませんので明確なご回答は出来ませんけれども、また後で調べさせて検討します。 

○議長（日高通君） 

これより協議会に移します。 

 

 

協議会 

 

 

○議長（日高通君） 

本会議に戻します。 

他に質疑ありませんか。 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

この計画の変更の中に、地上デジタルテレビ受信状況調査というのが入っていますが、これは難聴場

所辺りはＮＨＫの方で年間の調査をすると、申し込みがあれば調査をするということで、年間で１０億

円くらい予算を組んでいたと思うんですが、ただしその申し込みがあれば調査しますというような話だ

ったと思うんですが、その点とこれとはどういう関連があるのか。それからもう１点、平島の東之浜線

のことについて、港が整備が進んで接岸が可能になるという形になると、かなり道路も傷んで、今現在

でも傷んできていると。これから、まだ完成に向けて重機等が通行することによって非常に危険な状態

になるだろうと予想をしています。そこで、一部ヘリポート入口から東之浜線の１００ｍかそこらの県

単で改良舗装は一忚はしたんですが、後のその計画辺りはどういうふうに考えているのかと、地域から

の要望も座談会でされた経緯もありますから、計画にものっていないということは、どのように考えて

いるのかなと、その点について２点お伺いします。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

この変更の１ページに記載されております、地上デジタルテレビ受信状況調査と申しますのが、これ

が今年度の特定離島事業で、先の先日の、中之島の中継塔が整備されたということ等で、中之島の中継

塔の中から奄美大島の今電波を流している訳ですね。そうすると、本村の場合は口之島を除いて他の島

について、奄美大島の方の電波の中から直接逆送で入ってくるということ等があります。これを今年度、

受信点の調査を、これデジタルテレビ用の受信点の調査になりますので、それをどの位置に設置したら

良いのかということ等と、まあ、設計までやりましょうということで約６，０００千円の事業を今回投

入しようということで進めております。それで、先程議員が言われます、その難視聴の地域につきまし

ても、本村の方も一忚ＮＨＫの方に申し出しておりますけれども、十島村は今のところその難視聴に値

しないと、今の受信状況を見た段階では値しないということ等で申請はあげても無理だということ等で、

これはＮＴＴのＮＨＫの下請け会社が、ここに会社名を申しあげますけれども、ＮＨＫアイテックとい

うのがすぐ傍にある訳なんですけれども、そことの話の中でそういう話があった関係で、難視聴へのそ
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の申し出はしていないということになっております。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

東之浜港に通じる東之浜の道路の整備の件でございますけれども、今これから東之浜港は上部工とか、

そういうことで、まだ工事用の車とかそういうのが頻繁に通るような形になるかと思います。それが、

異形管が座るのがだいたい２２年以降とか、だいたいそういう計画で建てております。その間、そうい

う工事車とかそういうのがある程度落ち着いてからの方が、それを見込して計画を立てるということで

ございますので、今のところまだ２２、２３年くらいまでは上部工そのものが続くということでござい

ますので、今のところはまだこうして計画にあがっていない状況でございますけれども、東之浜港が供

用開始になる２年くらい前からは、そうして整備の計画を出していかなければならないかと思っており

ます。 

○議長（日高通君） 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

その地デジの受信の調査に関しては、向こうは私のところに説明に来た時には、平島地区は奄美から

飛ばすには電波が届かないであろうと、そこでＣＳ辺りはどうですかというような話をされた経緯があ

ります。いや、我が村では中之島のあそこへ中継基地を作るということを前提として、十島村が全て映

るんだということが前提であって、そんなＣＳなんてとんでもないというのを話をした経緯もあるんで

すが、そういうようなものに引っ掛けてＮＨＫからのそういうものというのは駄目なんですかね。もう

間違いなく映るということを、電波が届くということが大前提で予算はもらえないというふうに解釈し

て良いのか、私が聞いている範囲の中では平島は名瀬から届かないと、だからＣＳ辺りでどうですかと

いうような話もあったものですから、当然その難視聴の場所だろうというふうに指定されてもおかしく

はないんだろうと思うんですが、その点が１つ。それから、その東之浜線の件に関しては、地域の人も

話し合いの中で工事関係の重機類が走る間は舗装してもすぐに壊れるであろうと、今の現状では、補修

をしながら業者が同時に補修しながらやっている状況ですので、しばらくの間はそういう形で進むしか

ないのかなという思いはしております。ただし、単年度で長い距離全ては出来ませんので、住民が不自

由しないというような形で計画をもって、早めにたててやって、進んで行ければなというふうに思いま

す。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

アナログ放送の場合は、デジタル放送に比べまして、電波の方は若干強いらしいです。ところがデジ

タル放送の場合は電波が弱いということ等で、今回の中之島の中継局を整備する際に、電波の方向を、

奄美向けと、それから平島向けを、若干ちょっと設けております。それは平島だけではないんですけれ

ども、中之島の一部、里地区も現在は共同アンテナでやっている訳ですね。共聴施設ですね。それを解

消するということ、２つのねらいの中で、既に中之島の里地区と、平島の方まで電波を流している状況

になります。ただ、それがまだ試験的にどういうふうになっているかちょっとわかりませんけれども、

そして、もう一つは、奄美大島の方から受けようということ等で、今進めようとしている訳なんですが、

電波が弱いということ等で、例えばそれをカバーする中で、鉄塔をちょっと高くするとか、あるいはパ

ラボラのアンテナをちょっと大きなものにする等の調査を、この６，０００千円の事業の中でしたいと

いうことで今回出している訳ですね。それに併せて、その来年度２１年度に共聴施設の鉄塔を整備しま

すので、その設計まで一忚今回見込むという形でしております。この整備の中には、ＮＨＫ独自に整備

するもの、調査するものと、それから NHK のもとを、まあ NHK の場合は短時間に調査しますので、

この６，０００千円の事業については２４時間調査しますから、NHK の調査等、それは無償でやりま

す。今、既に申し出しておりますので。それで、今回の６，０００千円の中で２４時間調査の中で受信

点を正確な受信点の位置を探そうということで今回あげているということになります。 

○議長（日高通君） 
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２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

まあ、今後の話なんですが、この中之島港の改修工事の関係で、今後港湾の方の整備は県の方でやっ

ているんですが、船待ち施設、およびその荷役作業の倉庫ですかね、そういったもの、複合的な施設の

整備をして欲しいという住民からの要望もある訳ですが、こういったものについて、だいたい計画とし

て何年度くらいからそういった工事の計画があるのか、例えば、その港の供用開始が始まってから、ま

た別個工事に入るのか、供用開始時にはもう既にそういったものまで完了した上で、全体での供用開始

になるのか、そこら辺について計画があれば説明をお願いします。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

港湾整備そのものは県営事業でございますけど、その船待ち施設とか、そういうものは独自で整備し

なくてはならないということでございますけれども、まだ供用開始そのものになっておりませんので、

供用開始の一年後くらい手前くらいで計画を立てて行きたいと思います。また、今回村政座談会の折で

も、今うちの方で一忚思案がございます。その、どこにそういう船待ち施設ですか、そういうのをつけ

るとか、それから中之島港の色々な諸々に対してこちらの方で一忚考えていますので、そういうのもお

示し出来るかと思いますので、その折にまた住民の方とお話しいたします。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

７番、有川和則君。 

○７番（有川和則君）   

農業振興事業のところで、悪石島大峰牧場までの給水管施設がありますが、確か上集落から一番高い

ところまで３００ｍ弱あると思うんですが、これを見たら加圧ポンプ一式、あと１トンタンク一式とあ

る訳ですが、本当に加圧ポンプ１台であがると計算している訳ですが、本当にあがる訳ですかね。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

一忚、これはコンサルタントの試算で、これくらいの程度の高さであれば１基で十分であろうという

ことで、一番末端のところからその加圧ポンプをつけて３００ｍくらいですか、上まで行って、今既に

牛の飲み水のタンクがございますね、どっかあの辺くらいまでもって行って、それから自然流下という

形でもって行く計画でございますので、その水圧の計算というものは私共ではできませんので、コンサ

ルタントにお願いして計算してもらったところが十分だということでございました。 

○議長（日高通君） 

３番、前田功一君。 

○３番（前田功一君）   

今年度、村政座談会はどのようにまた計画しているのか、その辺りを教えて下さい。それから、もう

一つは蚊の駆除剤なんですが、各島からやはり要望があるかと思うんですが、もうちょっと早く送って

頂けないかなと思うんですが、なんか梅雤に入ってから薬剤が送ってきていたような気がしてですね、

もう蚊が凄い媒介する前くらいに１回ふった方が効果的だったんじゃないかなと思ったりしたんですの

で、来年度からそういう点は、もうちょっと早めに送る等の対処等をお願いしたいと思います。それと、

これもまた道路のことなんですが、宝島の、センゴから集落の中を通って行く道路がありますよね、あ

れも結構古くて何か所か結構路肩が壊れてきている状況だと思うんですよ、壊れてきているんですよね。

そこら辺りも、なるべく早くはしてもらいたいんですが、来年度辺りのこういう計画に載せられないの

か、お願いしたいんですが、いかがでしょうか。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

１点目の村政座談会の開催時期なんですけれども、７月の中旪、予定では７月の１４日出港便で、ち
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ょうど１３日が県知事の選挙ですので、その選挙を終わらせて１４日便で下る段取りで一忚考えていま

す。 

○議長（日高通君） 

住民課長、池田清助君。 

○住民課長（池田清助君） 

ご指摘のとおり、ちょっと遅いんじゃないのかなというのは感じていますけれども、今現在中之島の

ブヨ駆除の薬等ですね、一緒に入札をやっている関係で、ブヨ駆除がどうしても特定離島の事業でやっ

ているものですから、県の事業決定通知がいつも遅くなるものですから、それの関係でやっているんで

すけれども、蚊の分だけでも何とか早く出来ないのか、担当の方で協議は進めて行きたいと思っており

ます。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

道路の件でございます。これは、うちの道路の担当が出張員の方に、やはり来年度の皆既日食の道路

整備の為に各島の出張員と連絡をとって、どうしても優先順位の高いところからしないといけないとい

うことで今調査をしております。その中に入っておれば、本年度の事業で出来るかと思いますけれども、

まだ全体のやつをこちらの方でつかめておりませんので、詳細については今ここで話をすることが出来

ません。 

○議長（日高通君） 

３番、前田功一君。 

○３番（前田功一君）   

まあ、蚊の駆除剤についてはそのようなことでなるべく早く送って頂くようお願い致します。その道

路ですけれども、その道路は皆既日食というか、うちの方のマラソンのコースになっておりますので、

やはりそういうことも考えれば早めに整備した方が良いのではないかと。それでなんか、ちょっと話を

聞いたところが、日食の為の整備の範囲には入っていないというふうにちょっと聞いたんですが、だか

らなるべく早くこういう計画に載せて頂けないかなということで今言っている訳です。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君）   

今、話がありました、その皆既日食の為の安全対策、３月議会で早々に急ぐという形で予算計上し、

その中身につきましては、どのような調査をしたのかということまでちょっと議論になった経緯がある

のですが、その後、島へ帰って色々私なりに見るとガードレール辺りがつけてあったと、ところが、も

っと危険な場所があるのに、そういうところが取り付けてあったりというふうな感がいたします。それ

は、全て安全なところにわざわざ付けているという訳ではありませんが、もっと付けるべきところがあ

ったのにという思いも一つしております。まあ、あとロードミラー辺りが全然足りないという状況であ

りますので、そこら辺を、他の地域からも何らこれでは違うよと、これでは足りないよというようなも

のがあがってきた時の対忚の仕方はどのように考えているのか、その点を伺いたい。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

防護施設等はちょっと値もはりますけれども、ロードミラー程度であれば要望があれば原材料という

ものがございますので、島の方で立てこんで頂ければ賃金なりをお支払いして、早急にロードミラー程

度であれば出来ると思います。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 
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  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第１１号、議案第３６号、過疎地域自立促進市町村計画の変更についての件を

採決します。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第１１号、議案第３６号、過疎地域自立促進市町村計画の変更についての件は原案

のとおり可決することに決定いたしました。 

 

 

 

△日程第１２ 議案第３７号 辺地に係る総合整備計画の策定についての件 

 

 

○議長（日高通君） 

日程第１２、議案第３７号、辺地に係る総合整備計画の策定についての件を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

議案第３７号についてご説明を申し上げます。本案につきましては、辺地に係る総合整備計画の策定

についてでございます。この計画につきましては、平成１９年度から平成２３年度までの５ヵ年計画を

策定しまして現在取組んでいるところでございますが、同計画の変更につきましては、辺地に係る公共

的施設の総合整備の為の財政上の特別措置法に関する法律、第３条の第１項の規定によって、これも先

の過疎計画と同様に、知事と協議をしなければいけません。そういうことで、今議会を得て知事、およ

び総務大臣に変更の提出をしたいということでお願いしてございます。今回の変更にあたっては、１ペ

ージから５ページの関係で、各島、辺地雇用になっておりますが、アンダーラインで表示をしている地

域イントラネット基盤施設整備を新たに公共的施設の整備を必要とする事情欄に計画するものとして掲

げたところでございます。この地域イントラネット基盤施設整備につきましては、国庫事業と辺地対策

事業債を活用して村内のブロードバンド整備を促進する為に計画するものでございます。７ページから

８ページにかけて、平成２３年度までの各地区の年次計画表を参考資料として添付してございますので

参考までにして頂きたいと思います。説明を終わります。 

○議長（日高通君） 

提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

○議長（日高通君） 

７番、有川和則君。 

○７番（有川和則君） 

  各事業に、各島金額をみてみたら違うのはどういう関係ですかね。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 
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  これは先日の協議会の中でも申し上げたかと思うんですけれども、鉄塔、光があがっている箇所から、

中之島から例えば口之島に無線で飛ばす訳なんですけども、その際には口之島の方にも受け手の方にも

無線基地を設けるということ等で、その鉄塔が整備されるか、されないかということで事業費の中身は

変わっていきます。後は、各島内の公共施設の数的には殆んど変わりはないですので、金額の差という

のは、その鉄塔等が設けるということでの差になるかと思います。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第１２、議案第３７号、辺地に係る総合整備計画の策定についての件を採決し

ます。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

 したがって、日程第１２、議案第３７号、辺地に係る総合整備計画の策定についての件は原案のとお

り可決することに決定いたしました。 

お諮りします。 

本日の日程が順調に進んで参りました。明日、議会を含めました税務研修会等も予定されております

ので、明日予定されております議案第３９号、平成２０年度十島村国民健康保険特別会計補正予算第１

号と、議案第４１号平成２０年度十島村介護保険事業勘定補正予算第１号を本日の追加日程第１、追加

日程第２として直ちに議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

異議ないようですので議案３９号を追加日程第１、議案第４１号を追加日程第２として直ちに議題と

することに決定致しました。 

  これより１０分間休憩致します。 

  ３時５５分にお集まり下さい。 

 

 

休憩 

 

 

○議長（日高通君） 

 休憩以前に引き続き会議を開きます。 

 

 

 

△追加日程第１ 議案第３９号 平成２０年度十島村国民健康保険特別会計補正予算第１号につい

ての件 
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○議長（日高通君） 

追加日程第１、議案第３９号、平成２０年度十島村国民健康保険特別会計補正予算第１号についての

件を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

議案第３９号についてご説明を申し上げます。本案は平成２０年度十島村国民健康保険特別会計補正

予算第１号でございます。まず２ページの予算の総額ですけれども、ここに書いておりますように１３

４千円を追加致しまして歳入歳出予算の総額を、それぞれ８７，３４８千円と定めるということでお願

いをしてございます。それから、７ページの事項別明細でいきますと、まず歳入からですが国民健康保

険税につきましては、一般被保険者で平成１９年度に１名の滞納者が出まして、その額が４１千円でご

ざいます。その４１千円を２０年度の予算に増額計上をするということであります。それから、繰越金

につきましては、平成１９年度決算によるもので９３千円を増額して計上をしております。それから、

歳出ですけれども前期高齢者納付金で、これにつきましては納付金の限度額を超えた部分を前保険者に

按分をする納付金について１０千円増額をしております。それから、保険事業費につきまして特別旅費

から費用弁償への組み替えをしております。予備費につきましては、調整といたしまして１２４千円の

増額を計上してございます。平成１９年度の剰余金についてでございますが、平成１９年度国民健康保

険特別会計の収支決算見込みにつきましては、昨日ですか、申し上げましたように３,６９３,８８１円

の剰余金がありまして、この主な要因としては療養費８５０千円の減でありますけれども、保険税が４

７０千円増額されまして、その関係で調整交付金が３,０００千円増加したことが要因でございます。そ

の為に、剰余金につきましては、積立てを３,６００千円、それから繰越金で９３,８８１円ということ

でありますので、その分を補正として掲げてございます。説明を終わります。  

 ○議長（日高通君） 

  提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

○議長（日高通君） 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

  国保会計の積立金については、条例に定まった形で積算をして納めている形で理解してよろしいでし

ょうか。 

○議長（日高通君） 

住民課長、池田清助君。 

○住民課長（池田清助君） 

  その通りです。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから追加日程第１、議案第３９号、平成２０年度十島村国民健康保険特別会計補正予算

第１号についての件を採決します。 

お諮りします。 
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本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、追加日程第１、議案第３９号、平成２０年度十島村国民健康保険特別会計補正予算第１

号についての件は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

 

 

△追加日程第２ 議案第４１号 平成２０年度十島村介護保険特別会計（介護保険事業勘定） 

 補正予算第１号についての件 

 

 

○議長（日高通君） 

追加日程第２、議案第４１号、平成２０年度十島村介護保険特別会計（介護保険事業勘定）補正予算

第１号についての件を議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

議案第４１号についてご説明を申し上げます。本案は平成２０年度十島村介護保険特別会計（介護保

険事業勘定）補正予算第１号でございます。２ページに予算の総額を示しておりますが、まず追加金額

を４，２０２千円と致しまして、歳入歳出の総額が７４，３１３千円ということでお願いをしてござい

ます。今回の補正予算につきましては、平成１９年度決算見込みに係る剰余金の処分、および介護給付

費等の精算に伴うものでございます。まず、歳入から申し上げます。歳入については６ページに掲げて

おりますように、国庫支出金につきまして、介護給付費負担金で５９２千円の精算不足が生じておりま

して２０年度、国から精算交付されるものであります。それから、県の支出金につきましても、同じく

１，７９２千円の精算不足が生じておりまして、これも２０年度に県から精算交付されるものでありま

す。また、繰入金につきましては、村の負担分３１４千円精算不足が生じておりまして、一般会計から

繰入れるものでございます。次に、繰越金につきましては、平成１９年度介護保険事業特別会計の歳入、

歳出決算見込みが、歳入で７５，２００千円、歳出で７３，６９６千円、差引き１，５０４千円の決算

剰余金が出る見込みとなりましたので、これを２０年度に繰越すものでございます。次に、歳出ですけ

れども基金の積立金と致しまして、国庫支出金、県支出金、村繰入金分等を介護準備基金として後年度

給付分とするように３，２１９千円を積立てるものでございます。それから、諸支出金では支払基金か

ら介護給付費負担金として２８７千円超過収入がありましたので、これを返納をする為２８７千円を計

上致しております。繰出金につきましては、１９年度一般会計から繰入れた分の剰余金として６９６千

円を一般会計へ繰り出すというものでございます。一忚、説明を終わらせて頂きます。 

○議長（日高通君） 

  提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから追加日程第２、議案第４１号、平成２０年度十島村介護保険特別会計（介護保険事
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業勘定）補正予算第１号についての件を採決します。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、追加日程第２、議案第４１号、平成２０年度十島村介護保険特別会計（介護保険事業勘

定）補正予算第１号についての件は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

 

△日程報告 

 

 

○議長（日高通君）  

これで本日の議事日程は、すべて終了しました。 

明日は、午前１０時にお集まりください。 

 

 

△散会 

 

 

○議長（日高通君）  

本日は、これで散会します。 

お疲れ様でした。 
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６月１９日（木） 

 

 

△開議宠告 

 

 

○議長（用澤満男君） 

 おはようございます。 

これから、本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、お手元に配布しました議事日程表のとおりといたします。 

 

 

 

△日程第１ 議案第３８号 平成２０年度十島村一般会計補正予算第１号についての件 

 

 

○議長（日高通君） 

     日程第１、議案第３８号、平成２０年度十島村一般会計補正予算第１号についての件を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

 議案第３８号についてご説明を申し上げます。まず、本案は平成２０年度十島村一般会計補正予算第

１号でございますが、２ページに予算の総額を示してございますが、当初予算額に５９７，７５７千円

を追加致しまして予算の総額が３，４９１，８８８千円ということでお願いをしてございます。それか

ら、第５条で地方債の関係を示してございます。これについては後で申し上げますが、第５表で示して

ございます。それでは、まず今回の補正予算の主なものについて申し上げますが、ブロードバンド整備

となる地域イントラネット基盤整備事業、これが４９７，４９０千円と本年度の特定離島ふるさとおこ

し推進事業が確定した為、当初予算に計上した残り分の事業費、７２，４８５千円が主なものとなって

おります。この特定離島ふるさとおこし推進事業につきましては、行政報告の中でも申し上げましたと

おり、対前年度比３３％、９４，７６０千円の増額となっておりまして、この１年後に控えました皆既

日食対策が大きく影響をしているということでございます。また学校施設等の教育財産の補修費、９，

８０６千円、それから焼却炉、生ゴミ処理機の補修費、これ等が４，０００千円を増額しておりまして、

主な要因となっております。それでは、事項別明細で説明をして参りますが、まず１０ページから１４

ページにかけて歳入を申し上げたいと思います。まず、村税につきまして４，６００千円を増額してご

ざいます。増額の主な要因につきましては、個人村民税の特別徴収分が確定したことによる１，１４６

千円と、それから滞納繰越分の６３３千円、それから固定資産税の本年度賦課確定の減年度分と加年度

分の２，７２１千円が主なものとなっております。次に、使用料および手数料につきましては、２１９

千円の増額で、これは診療所使用料と村営住宅使用料の過年度分が主なものでございます。次に、１１

ページの国庫支出金につきましては、３３２，１５５千円を増額してございます。先程も申し上げまし

たけれども、ブロードバンド０（ゼロ）地域解消対策となる地域イントラネット基盤整備事業を３分の

２の補助で総務省が決定をしまして、３３１，６６０千円で实施しようとするものであります。また、

更正医療費に伴う国庫補助金、これは２分の１ですけれども４９５千円も計上してございます。次に、

県支出金につきましては４４，２３８千円を増額しておりますが、殆んどが特定離島事業の県費補助金

を計上しております。その内訳と致しまして、ブロードバンド対策事業、地上デジタル対策事業、塵芥

処理車導入事業、それから牧道整備事業、畜産振興機器整備事業、畜産振興施設整備事業、展望施設整

備事業、列島マラソン事業、トカラ馬放牧整備事業、中之島南廻線法面保護事業、それから山海留学事

業等を４３，９１１千円計上しているものであります。次に、開けて１２ページに財産収入ですけれど

も１，８８７千円を計上しております。内訳は過年度分の旧庁舎貸付け収入１，２４８千円と過年度分
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の産業振興資金、住宅貸付資金の未納によるものでございます。次に、繰入金につきましては、介護保

険会計の前年度精算処理による繰入金を６９５千円、また１３ページになりますが、本予算の財源調整

と致しまして、財政調整基金から２５，０００千円繰入れているところでございます。繰越金につきま

しては、平成１９年度实質収支額の中から、基金繰入れを除いた額を今回の補正財源として１９，５８

６千円繰入れたものであります。諸収入は３，５７７千円を増額してございます。主なものは産業振興

資金、それから住宅貸付資金の延滞金として５６３千円、それから過年度の定住促進貸付金、元金が８

５４千円、県有牛の貸付け個人償還金の過年度分８８２千円、受益者負担金として製氷施設、生活改善

施設、温泉施設の修繕に伴う一部負担金と、それから特定離島事業による受益者負担金を４０３千円計

上しております。それから、１４ページの村債ですけれども、地域イントラネット基盤整備事業の国庫

補助裏分を辺地対策事業債で措置する為に１６５，８００千円を計上してございます。次に、歳出に移

りますが、歳出は１５ページから２４ページでございます。まず、１５ページの総務費から順を追って

説明申し上げますが、総務費は５１６，５６９千円の増額となっております。主なものは、一般管理費

において公文書の集配業務を昨年度から外部委託しております。その経費分、１，４６４千円を当初予

算に計上漏れしておりました為に今回措置したものでございます。文書管理システムの保守点検と致し

まして１，４０７千円を見込んでおりますが、本村の公文書につきましては平成１５年度から文書管理

システムを導入しております。文書の共有管理を行っているものでございます。その管理を行うサーバ

ー機器が５年間の対忚しかないことから、入れ替えるものでございます。それから財産管理の工事請負

費につきましては５，１４９千円を計上しておりますが、十島会館のトイレ壁、それから水漏れ等の補

修と致しまして１４９千円、開発センターを本年度８月、皆既日食プレイベントの会場として使用する

こともございまして、空調施設を含む同施設内の補修と致しまして５，０００千円措置をしてございま

す。規格品につきましては、昨年度に引き続きブロードバンド対策に対忚する為に口之島、中之島、お

よび悪石島でパソコンとインターネット講習を計画する事業を２，５４７千円、それから地上デジタル

テレビの受信点調査等、同デジタル放送用共聴施設設置の設計費６，３８４千円を特定離島事業で予定

しているものでございます。次に、１６ページですが、地域イントラネット基盤整備事業が国庫補助で

先程採択されたことを申し上げましたが、これを４９７，４９０千円を工事請負費で計上してございま

す。今回のこの事業につきましては、先日もその概要をご説明申し上げましたとおりでございまして、

中之島、悪石島、宝島に現在海底ケーブルが陸揚げのところまでは来ておりますけれども、これを利用

して本庁と各公共施設、出張所、診療所、学校間をインターネットで結ぶことになります。また、小宝

島は宝島から無線を飛ばすことになると思いますが、残りの３カ島につきましては次年度以降に新たに

補助申請が発生することになっております。次に、１６ページの村長、村議会議員選挙費の６７９千円

の減額につきましては、選挙執行に伴う予算の整理でございます。１７ページですが、民生費につきま

しては村政医療による自立支援措置と致しまして、１名の追加対象者がありまして、それを９９０千円

を増額してざいます。それから、衛生費につきましては１２，１４５千円を増額してございます。主な

ものは、保健衛生総務費において中之島の医師住宅の雤戸が腐蝕しまして開閉が出来ない状況にござい

まして、その補修として５２０千円、また簡易水道会計の財源支援と致しまして１，３４０千円を計上

してございます。環境衛生費の工事請負費の１，０８４千円については村営墓地口之島、野々頭墓地の

植栽事業を計画しているものであります。次に、１８ページですが塵芥処理費でありますけれども、ゴ

ミリサイクル推進事業による分別ゴミ辞典、それからポスター制作として１，０００千円、中之島焼却

炉の補修費が３，５００千円、諏訪之瀬島生ゴミ処理機の補修費で５００千円を計上しております。ま

た、特定離島事業にて塵芥処理車を３，９２０千円で入れ替える為に、その為の予算を計上してござい

ます。それから農林水産業費でございますが４４，２３７千円を計上してございます。１９ページの畜

産業費につきましては、獣医師の報酬改訂に伴う増額として３６０千円と、特定離島事業で口之島地区

牧道整備、それから悪石島地区牧場の給配水管整備、農業用機材導入の事業費を３７，３３５千円計上

してございます。林業費につきましては、県営事業で中之島ケブシ地区の予防治山事業を行うため、そ

の村負担１割分の８００千円と、それから林道口之島線の未舗装部分の解消として２，５５０千円を計

上してございます。また、水産業費において、口之島製氷機に鮮魚の鮮度保持対策となる砕氷機の設置

と、それから諏訪之瀬島製氷機２基中１基が故障しておりまして、その補修費として２，８００千円を

計上してございます。次に、２０ページの商工費につきましては、３０，７５９千円を増額補正をして
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ございます。主なものは観光費において皆既日食を一年後に控えまして、その対策経費を当初予算で１

５，０００千円計上していたところでありますけれども、詳細に事業内容を詰めた結果１１，５１６千

円の事業費でプレイベント等受入対策準備委員会等の経費が賄えることが判明しまして、その整理を行

っています。プレイベントについては、本年８月１日受入対策につきましては民宿研修、あるいは準備

業務の委託等を計画するものでございます。それから、本年１１月１日開催予定の列島マラソン事業、

これが１，３７３千円、それから次の２１ページに宝島地区にトカラ馬牧場の整備として２，３６５千

円、２２ページに口之島フリイ岳展望整備、これが３０，０００千円をそれぞれ特定離島事業で計画を

しております。それから、単独で平島あかひげ温泉のボイラー熱交換機の補修費として２４２千円も計

上してございます。次に、２２ページの土木費でございますが２９，７９５千円の減額となっておりま

す。皆既日食に向けた集落内道路等の安全対策経費、側溝蓋、ガードレール、反射鏡等を当初予算で概

算見込みで計上しておりましたが、詳細設計の結果、事業費が１１３，７００千円となることから、そ

の調整を行ったものでございます。消防費は特定離島事業で小型動力消防ポンプを５台導入する為に７，

０２６千円を計上してございます。それから２３ページの教育費でございますが１２，０７３千円を増

額計上してございます。主なものは山海留学事業の確定による８５２千円を増額しまして、本年度の同

事業の事業費は７，０９２千円で留学生１３名を予定してございます。小学校費については、教育財産

等の補修経費と致しまして９，８０６千円、遠距離児童の送迎対策と致しまして２００千円等を計上し

てございます。また、本年度のファミリー劇場事業で９３０千円も計上してございます。２４ページの

予備費につきましては３，７５３千円を増額してございます。それから７ページに地方債の補正をやっ

ておりますが、地方債の補正を第５条で行っている訳でありますが、歳入歳出でも説明致しましたとお

り地域イントラネット基盤整備事業の国庫補助の残り分１６５，８００千円を辺地対策事業債で措置す

る為に本年度の地方債を補正するものでございます。従いまして、地方債の総額が３７７，２００千円

ということになります。一忚説明を終わりますが、また各項目についてのご質問等によって、それぞれ

の担当課でご説明を致させます。宜しくお願いを致します。 

○議長（日高通君） 

提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

１番、日高助廣君。 

○１番（日高助廣君） 

農林水産業費の口之島の牧場の整備の件でありますけれども、例年ですね、工事の発注が年度末に集

中致しておる訳でありますけれども、これをもっと早い時期に工事発注をお願いを致したいと思ってい

る訳でございます。といいますのが、冬場になりますと牧場に牧草がなくて牛の入れ替えを頻繁に行う

訳であります。であって、そういう皆様方の要望もありますので、なるべく早期発注をお願いを申し上

げたいと思います。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

例年、特定離島の内示が来るのが６月以降なものですから、まあ今回の場合はちょうど担当の者が口

之島に行く機会がございまして既に測量を終えておりますので、今度、まあ６月の方で補正も済みまし

て、これから測量は済ませている訳ですからこれから設計という段階に入って、どうですかね、９月頃

には発注は出来るんじゃないかと思っております。 

○議長（日高通君） 

１番、日高助廣君。 

○議長（日高通君） 

９月発注ということで皆様に色々とお伝えを申し上げておきますから、なるべく早めに発注をお願い

致したいと思います。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

５番、平田傳義君。 
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○５番（平田傳義君） 

改選後、はじめての議会ということで、既に３月議会等で決まったこともあるかと思いますので執行

部の方、または議員各位におかれましては、私は始めてですので、決算が出た部分もこの話の中に出て

くるかもしれませんがご理解の上、村長の方も各課長も答弁をお願いしたいと思います。まず１点目は、

この村長選においての十島村の財政について尐し聞かせて頂きたいと思います。１８年度、既に決算が

終わったものと理解しておりますが、村長選辺りで６，０００，０００千円とも言われ、これ借金の部

分ですね。７，０００，０００千円とも聞いております。まあ、この１８年度の決裁額を改めて教えて

頂きたい。また、それから１９年度における負債額が検討がついているならば、その分を、まあ１９年

度の分はこれからですからね、どれくらいになるのか予想がついていたら教えて頂きたいと思います。

その中で、村長は私の４年間の任期で適正化に向けるという言葉を語っておられたと思います。その計

画といいますか、目標について今の時点での考え方を教えて頂ければと思います。次にもう１点、中之

島の支所なんですが、これについての今度住民の方から何人か、どうしても聞いてきて欲しいと。自分

が座談会で話があったように聞く人もおります。まあ、そういう話があったよと。座談会の、去年の５

月の何日でしたかね、去年の。１７日、１８日頃でしょうか。宝島の方では行われていたようでしたけ

れども、その中でそういう話は聞いたんですと。しようと言ったのか廃止しますといったのかわかりま

せんけれども、そういう話があったと、だけれども、するということは聞いていないんだということで、

だから、まあ改めて聞いてくれないかということがございましたので、改めて。この広報の５ですかね。

１７３これにも、ごめんなさい。３の方ですかね。廃止しますということが出ていますので、ちょっと

支所に聞いたら「出張所」になっているということですので、そのことは間違いないんだと言うふうに

思いますが、まだ職員が残っていると、これは色々な事情があるそうですけれども、本当に民意を得て

廃止したのかどうかと、もう一度、どうだったのかと、廃止した理由を聞いてきて欲しいということで

したので、もう既に議決をされたものだと理解はしておりますけれども、教えて頂きたいということ、

とりあえず、その２点についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

１点目の方の１８年度決算額、並びに１９年度の負債額につきましては、ちょっと手元に資料を持っ

て来ておりませんので後程お答え致します。それから、２点目の方の、中之島支所から出張所への組織

変えの関係なんですけれども、これは座談会の場の中で住民には説明をし、それから議会の中でその議

決も頂いた上でのこの廃止措置ということになっております。その考え方につきましては、その中之島

だけの今の業務の内容、あるいはその村の財産管理の問題ということ等を、他の６カ島と比較した場合

にも、そんなに遜色はないと、いうこと等と、職員が本庁職員の方を、この５年間、４年間だったです

かね、の中で一般職員を４名も減らすという形を、職員の適正化計画の中で進めている訳なんですけれ

ども、やはり６４名の職員が現在５８名という形で、まあ６名の減員はある訳なんですが、その内２名

は用務員職を減らしたということ等で、残り４名をまあ一般職を減らさずを得ないとまあそれは再々言

われております今日の村の財政状況、それからその公務員の数を減らそうという全国的な動きの中での、

本村もそれに準じると申しますか、そういう組織の考え方を整理したということ等で今日に至っている

訳なんですが、その中で先程の中之島支所に職員を置く必要はないんじゃないかと、出張所の職員で十

分対忚出来るんじゃないかということ等の考えの中から、その組織替えをこの２０年の４月１日付けで

中之島支所を出張所に変えたというような形になっております。 

○議長（日高通君） 

５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

そのこともよく理解致しますが、さっきも言ったように座談会で話をしたんだと、１回だと思うんで

すけれども、その後のまあ住民とのどういう話があったのかわかりませんけれども、他のところからは、

そういうような今頃ですよ、私もこれを見て知ったんですけれども、今頃そういうことは、その後は各

議員さんもそうですけれども、そういう何故かというようなものは入っていないのかどうか、再度聞い

ておきます。それから、ちょっと勉強不足で申し訳ないんですが、支所じゃなければ、もちろん出張所
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となれば出張員を置くということはよくわかるんですけれども、支所としないと、やっぱりこれは職員

をおかなければいけない訳でしょうから、残念なのが、歴史上役場として中之島にあったものが支所と

して残ったんだと私は理解しております。鹿児島に庁舎が移った時に。しかし、色んなこれから時代が

変化していくと、今色々事業をされているものを変わっていくことはよくわかっているんですが、十島

村の中の顔といいますか、そういったものが無くなっていくというのは非常に残念だという島の方も、

ある程度の年齢の方は聞いてきた訳です。まあ一忚、理由としては、一忚そういう説明をして参りたい

というふうに思います。また、その中で確か中之島辺りでは農業指導員を育てていくというものもあっ

たというように記憶しているんですけれども、そういった農業指導員も今はいらっしゃらないんじゃな

いかと思っているんですけれども、やはりそういったことが色んなものを作っていく中で大事じゃない

かとそう考えております。それから、１８日と１９日は後でということでしたので、村長の方でちょっ

と何かその計画といいますか、自分の空想というのがあったら、適正化するとおっしゃいましたよね、

確か。確認の為に、４年間で適正化するんだと、村長選の中で健全化を計ると、どうですか。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

１点目の方の中之島支所から中之島出張所に変わって、住民の方からその戸惑いというようなもの等

は私共の方には聞こえてきていないです。このことにつきましては、１８年度の村政座談会の場の中で、

一忚住民にはここの中之島に限らず、７つの村政座談会の場の中で、一忚こういうような考え方で進め

たいと。まあ、しかし議員が言われますように十島村の歴史をたどれば寂しいものもあるかと思います。

ただ、今日の村の財政事情を考えると致し方ないというようなことで、職員数を減らさざるを得ないと、

そうした場合にどこでその調整をするかとなった場合には、その支所の業務、これを出張所の非常勤の

職員で出来るんじゃないかという判断の中で、本村の行政改革大綱の中にも掲げております通り、一忚

そこは踏み切らざるを得ないということ等で、住民には確かに申し訳ないという気持ちはあるんですけ

れども、その現状を考えるとそういうような状況に至ったというようなことでご理解頂きたいと思いま

す。 

○議長（日高通君） 

村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

議員がおっしゃることは財政健全化のことだと思いますが、昨日、一昨日の所信表明の中でも申し上

げましたように、時代の変革に対忚した法律的な行政運営と財政の健全化に努めますと、こういうこと

を申し上げておりますが、本村の財政状況につきましては、ご承知のとおり村税等の自主財源が乏しい

ことから慢性的な財源不足になっております。近年の三位一体改革によります国の依存財源である地方

交付税の大幅な減額が影響をしております。かつてない厳しい財政状況になっております。その為に、

先程も総務課長が言いましたように退職者の不補充による人件費の削減、それから事務事業や補助制度

の見直し等、様々な歳出改革に取り組んでいるところでありまして、また实質公債費比率が早期健全化

基準を超えております。これを改善する為に平成１９年度から３年間かけて公債費の繰上償還、それか

ら借換等を行っておりますが、今後もこの財政健全化に向けての努力をしなければならない、そういう

ことを私は強調をした訳です。本村の財政の危機的状況につきましては、今後も継続していくものと思

われることから、国や県の政策動向等、本村を取り巻く環境を冷静に分析しながら行財政運営を進めて

参りますということで、所信を表明しております。 

○議長（日高通君） 

５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

今回も２１４，０００千円、本当に様々な知恵を絞って努力されてね、新しい来年度等々に向けてや

って行こうという姿勢を十分感じておる訳ですけれども、やはりそこにはそういった財政不足等々を今

後大いにお互いに議論をして、よりよい削減等を計っていかなければならないのではないかと思います。

出張所のことは、そのことを只今の説明を十分、聞かれた住民には説明をして参りたいと思います。あ

と、村内議会が全部終わっているのか、１ヶ所まだ残っているのかなというふうに思っていますが、こ
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れは实施させる予定があるのか、残っていればですね。それから、もう１つ、座談会昨日もちょっと中

で、１７日以降でしたか、その辺りと聞いて昨日説明を受けた訳ですけれども、この開催について理事

会とも相談をして、宝島の場合ですけれどもね。各島それぞれ事情があると思います。宝島の場合は、

昼間開催をして欲しいということを会長から聞いて参っておりますので、またその時点で、近い時点で

確認をとって是非そのようにお願いしたいと思います。次に、医師常駐の問題について尐し伺わせて頂

きたいと思います。上４島は既に常駐と、常駐といいながらも、やはり点在をしている４カ島のことで

すので、下３カ島の巡回医療、医師とあまり差がないのかなというふうに、中之島にずっといる訳でも

ないでしょうし、他の用事も、その先生も学会等々も色々あると思いますが、その状況も今はどんなふ

うになっているか、まずはお聞きをして参りたいと思います。その中で、まあ医師の確保は非常に難し

いということでしょう。国全体の中でもそういうことが言われているので、我々のところも当然、そう

いうことが難しいのだと思います。ただ、下３カ島については、計画としては月に２回あるんですかね。

たぶん、１回は实施、もちろん天候状況ありますけれども、やはり総会等多くなった中で、非常に宝島

の住民は心配と申しますか、不安と申しますかね、１回、診療、先生は参ります。まあ、大方の方はそ

こで診療を受け、恐らく持病等々そこで薬をもらう方はそこで薬をもらっています。しかしながら、や

はり、いざ心配、そこで、たまたま先生が来る時以外の心配が相当皆様あると、その中では色んな新し

い施策になったのかなと。「老人給食」が「いきいきトカラ教审」ですか、これに変わって私もちょっと

何回か参加させてもらいましたけれども、非常に良い雰囲気で皆様参加されていますが、まあまだやっ

ぱり放送だけの案内で、聞かなかった、たまたま居なかったとか、皆色々な事情がございます。もう尐

し、私達もそういったことでは、高齢者の方が来られない方は、出来るだけ集めてやっていこうという

ふうに考えていますが、放送がなかなか時間帯が合わなかったりで、聞かない人も出席しない方もいら

っしゃいます。そういうことで、健康を自分達で守ろうということで、指導者、講習を受けた方にやっ

て頂いております。その中で、やはりどうしても心配だということを総会でも数々の予防といいますか、

今度聞いて参りました。そういった中で、後で船の問題も入るかと思うんですが、今意味ある船の問題

を何とか２便、名瀬便に行ってもらえないかと、村長の方に、執行部の方に何か要望書か何か入ってお

りませんでしょうか。聞いていたら、ちょっと確認をお願い致します。それからもう１点、教育委員会

にちょっとお尋ねをします。教育委員制度の新しい法律が変わったようにも聞きますが、委員の中にど

うこうというのが、何か新しい法律が変わったように聞くのですが、もしそうであるのなら、そこら辺

を教えて頂きたいと思います。後、山海留学ですね。今年、もう決定してるということで予算が出てお

りますが、宝島にも３名ですかね、２軒の里親が預かっておりますが、教育委員会が地域で里親を募集

して地域で預かるという形だと思います。しかし、預かっている里親に対しても教育委員会から島に来

て、他の島はわかりませんが、何か困ったことはありませんかとか、どうですかというような声掛けが

なされていない。やはり、預けっぱなしということでは、次の山海留学の受入れの気持ちが沸いてこな

い。やはり、人様の子供を預かるということは大変なことだと、皆様ご理解いただけると思います。そ

ういうのがなされていないように思います。私も一緒に食事をしたりしておりますけれども、１回も、

課長も見えておりますが声掛けがされておりません。そういったことはやはり本当に、お金がないなら

気持ち良い言葉だと私は思っております。どうですか、という声掛けを是非、各島々いらっしゃると思

いますよ。じいちゃん、ばあちゃん、お孫さんを預かっている方、いると思いますよ。是非そのことを

实践して頂きたいと思います。 

○議長（日高通君） 

総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

まず、村内議会の、あと未開催の地域は小宝島が残っております。昨年の座談会の場で一忚、小宝島

の方には、あと１ヶ所残る可能性があるけれども、小宝島で設けられますかという話は、一忚住民には

投げかけております。ただ、問題なのは宿。当然、議員さん、あるいはうちの執行部の関係者が行くと

なると１７、１８名の宿の確保ということが問題になって来ますので、それはまあ今回のまた座談会の

場の中では一忚、地元の方にはその意見を聞いてみたいと思います。それで、まあ例年６月議会は村内

議会ということ等で、敷根村長の中でそういう方針を出しておりますので、今回は新しい改選というこ

ともあった関係で、来年からはそういう方向で持って行きたいとは考えております。それから、２点目
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の方の座談会の開催の時間帯の関係につきましては、毎年地域の方に一忚アンケートを取りまして、時

間帯はどの時間帯にしますかということで一忚聞いております。その時間帯に基づいて可能な限り地域

の事情に合わせるということで進めていきたいと思っております。 

○議長（日高通君） 

村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

医師常駐の問題が出ましたので申し上げますけれども、確かに医師が常駐すると住民は安心します。

これはもう私が言うまでもありませんが、これまでに、もう何年掛かりでしょうか、とにかく中之島に

常駐医師を頂いてから、その後ずっと叫び続けて来ております。先般も鹿児島地域振興局の村のそうし

た要望等の会がありました。その席でも申し上げております。ところが、これは今始まったことでもあ

りませんけれども、医師不足が叫ばれております。鹿児島県が今、医師を雇っているのが７、８名おり

ますけれども、その中で赤十字病院に４名を派遣しております。それは、十島と三島の為に医師を派遣

している訳でございますが、三島に１人、それから中之島に１人を常駐して、これ３ヶ月で交替する訳

ですけれども、あと残り２人がおりますけれども、この２人は我々十島の下３島の巡回診療に充ててお

ります。まあ、上４島の中之島常駐の医師が担当している地域も月に２回の割合でまわっておりますの

で、中之島におる時間はそんなに沢山はないと、そういうふうに思っております。そういうことで、下

の３島についても月に２回は行っている訳で、これは中之島以外の上３島も同じ２回になっておりまし

て、その回数につきましては平等にやっております。従いまして、まあ県の言い方は、その医師を増や

すことが出来ない。それが１つのやはり文言でございます。また、その今の方式で本当にいけないのか、

もっと具体的な状況辺りがあるんではないかと、自分達としたら、まあ人数も尐ない訳で、医師不足の

中でそこまでやらなければいけないか、さっき議員がおっしゃったように、おれば安心する。それは皆

様わかっていることで、今の診療方式でいけないとなれば、これがエスカレートして各島に１人と、そ

ういうようなこと等も言えるようになってくる可能性もある訳で、そうした諸々の考え方がやはりある

訳です。とにかく、鹿児島県が医師を雇って派遣している関係で、なかなかその要望に忚じることが出

来ないと、まあこういうことです。最近なって、２年くらいになりますか、その医師不足の関係を解消

する為に鹿児島大学とも、今医師派遣しているのはこれ自治医大の先生方ですが、鹿児島大学と提携を

してですね、今のその学生、鹿児島大学の医学部の学生に奨学資金をやって、それを卒業したら県の医

師にまた充てようかと、まあこういう対策もしておりますけれども、１年に１人か２人、そんなものな

んです。我々についても負担金を出しなさい。まあ、こういうことで３年前になりますかね、一昨年だ

ったかと思いますが、県の計画に従ってその十島村、三島も医者をもらっているから負担金を出しなさ

いと、まあこういうことがあった訳です。私は、下３島にもう１人医師が必要なんだから、それをくれ

るんなら負担金を出しますよ。と言って１年間ボイコットしたことがあります。それを言っている時に

医務課の課長が、三島と両方だったんですが、両村長はその医師を探したことがあるのかと、こういう

ことを言われまして、それは県が今、ちゃんと赤十字病院に派遣してやっている訳で、我々が勝手に医

師を探せば、あなた達はどうするのと、それはおかしい表現じゃないのと。今までかつてそんなことを

言われたことはありませんと言って、まあ喧嘩みたいなこともしましたけれども、そういうようなこと

で、なかなか今のところは難しい一面があります。そういうことでご理解を頂きたいと思いますが、健

康増進については住民課長の方から説明をさせます。 

○議長（日高通君） 

住民課長、池田清助君。 

○住民課長（池田清助君） 

  医師の問題につきましては村長の方から説明がありましたので省略させて頂きます。トカラいきいき

教审の関係ですけれども、これは昨年からこの事業に取り掛かりまして、この事業の目的というのが介

護保険でサービス、村では殆んどサービスの提供が出来ないということで、この事業を始めております。

今よりも尐しでも元気で、出来るだけ長く島で生活出来るようにということでこの事業を進めておりま

す。宝島の方では、十島村の中ではモデルになるような地域でございます。地域の方は、まあ我々役場

の方から毎回行くことが出来ませんので地域の方々で支え合うというのがこの事業の目的です。その中

で、まあそういう役場の職員が中心でやるとかいう事業でないものですから広報関係も末端までは徹底



 101 

されない部分も確かにあると思います。そういう中で、それぞれの島で住民同士が尐しでもカバーして

頂いて、これが底辺まで、末端まで浸透出来るような事業になって頂ければということで思っておりま

すので、これからもそういうことを目的としてこの事業を進めて行きたいと考えております。 

○議長（日高通君） 

教育委員会教育長、齊脇司君。 

○教育委員会教育長（齊脇司君） 

  教育に関するご質問がございましたのでお答えしたいと思います。年数等に若干記憶違いがあるかも

知れませんが、ある程度歴史的なものも踏まえながらお話させて下さい。戦後、教育基本法が制定され

た時に、日本の歴史、文化、伝統等、そういうものがあまり触れられていない教育基本法でございまし

た。国を愛する心というのもなかった訳です。平成１８年の１１月に、それじゃいかんということで、

かなり長い年月、色々と議論の末に成立したのが新教育基本法だった訳でございます。その中に、日本

の歴史、文化、伝統を重んじ、国を愛する心を慣用しようというのがあった訳ですが、これが新しい教

育基本法では大きなものであったのではないかなということを評価しているところでございます。その

中で、それを受けて今、議員がおっしゃった平成２０年の４月１日から施行ということで教育三法が制

定されております。この教育三法というのは、１つは教員の身分について、これを、かなり細部に渡っ

て例えば副校長をおくことが出来るとか、主幹をおくことが出来るとか、主任教員をおくことが出来る

ということ、そういう身分に関すること。あと１つが、免許制度の更新ですね、１０年毎に免許を更新

しなきゃいけないと、先生方も勉強をしてもらって、時代にあった教育をして頂く為に免許は１０年毎

に更新するということが２つ目。３つ目は、議員がおっしゃった教育委員会の有りようについてという

ことじゃなかったかなと思います。その教育委員会の有りようについての主なことは、定数は従来と変

わらない訳ですが、その教育委員の中に必ず保護者を入れなさいということは確かあったと思います。

それが変わった点だっただろうと思うんですけれども、本村にありましては教育委員の方々が教育長を

含めて５人おる訳ですけれども、その内のお一方は子供さんがいらっしゃる方でございますので、それ

に十分該当していると私は非常に嬉しく思うことでございました。やはり、家庭で子供さんをもってお

られる方が教育委員の中にいらっしゃるということは、家庭教育の重要さということが委員会の中で反

映されるということであるだろうと、そういう回答でご勘弁お願いしたいと思います。もう１点、山海

留学制度のことでございますけれども、自画自賛するのはいかがなものかと思うんですが、ここ３、４

年ずっと１５名で推移しておったところでございます。現在、我が村にはありましては小学生が３０名、

中学生が確か２７名、合計５７名だと思うんですけれども、その殆んどが現在山海留学生が１３名、そ

れで教職員の子弟がございますので、そういう人達のお陰で地元の子供達が色々な意味で良い勉強を

日々させてもらっていることだと思っております。議員がおっしゃるように、そういう山海留学生のこ

とについては色々配慮をする必要があるのではないかとおっしゃって下さっております。正に、そのと

おりだと思っております。人の子供さんを預かる訳でございますし、この人の子供さんというのは、そ

れぞれに背負ってきた生活の歴史がそれぞれ違う訳でありますね。そういう子供達を、今度はどっちか

というと里親の方々は高齢化しつつございます。その間に、人間関係のギャップだとか考え方のギャッ

プ等があって、必ずしも上手くいっていないところがあるということは十分承知しているところでござ

いますが、そういう里親さん方に、どのような具合にして教育委員会としては接しているのかというこ

とであったかと思うんですけれども、この方々には影から我が村を支えて下さっておられるという視点

で、私はそういう方々には非常に感謝しているところでございます。それで、私にしても課長に致しま

しても、それぞれ島に出張した時には里親さんの方々にお会いして、常に感謝の気持ちを込めたお礼を

言っているつもりでございます。それしか出来ないのかなと。ありがとうございますね。本当大変でし

ょうけども頑張って下さいと、そういう気持ちでしか私は課長も合わせて、それしか出来ないのかなと

思っております。人口がどんどん減ってくるような中で、山海留学生というのは非常に大きな私達の村

の人材になる訳ですし、それをまた支えてくれる里親さん方というのは、私に言わせれば神様だろうと

思うんですね。そういう本当にそういう人達に対して感謝の気持ちを持たなければ、これは罰が当たる

と思いながら、校長先生やら先生方にもそれを申しているところであります。答弁になったかどうか分

かりませんが、そういう心情でもって里親様方にも接しているということをご理解頂ければ有り難いと

思います。以上でございます。 
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○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長（松下賢次君） 

  先程、名瀬航海２便が出来ないのかという件でございますけれども、昨年まで月曜日便が名瀬航海で

ございましたけれども、名瀬に「としま」が行った場合、他の船と競合する為に真夜中に離港したりと

か、そういうことが諸々ございまして、やはり船員の労働条件等、そういうのが大変厳しくなってきて

おりましたことから、住民アンケートをとりまして金曜日便を名瀬に出来ないのかということで、それ

から名瀬の乗降実とも色々調べた結果、住民アンケートによっては別に金曜日でも月曜日でも構わない

ということで金曜日便に今したところでございます。まあ２航海、月曜日も２航海出来ないのかという

ことでございますけれども、やはり２航海すれば今の燃料の高騰とかそういうのを考えれば、今のとこ

ろは週２便とも名瀬に行くということは、ちょっと厳しい状況でございます。金曜日便で当面の間は就

航したいと考えております。 

○議長（日高通君） 

村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

ちょっと、名瀬便の２航海のことについて補足しておきますけれども、なかなか難しい問題がありま

す。これは赤字航路で国の離島航路整備法の指定を受けておりますので、国と県から補助をもらってい

ることはご存知のとおりで、そうした関係でやはり赤字が出ればそこらの解消は難しい、そういうよう

なことで過去何回もその話は進めておりますが、一旦週２便のうちの１便を削減した当時の経緯からし

ますと同じようなことを言われております。まあ、そういうことでなかなか難しい一面を迎えておりま

して、これの解決には当分はとても今のような原油高騰であればある程難しくなっていくということが

言えると思います。村独自でやるのであれば、これはそういうことはない訳ですけれども、国や県の補

助をもらっている、これが一番の要因になっておりますので、その辺はご理解を頂きたいと思います。 

○議長（日高通君） 

質疑の途中でありますけれども、各議員さんにお願いを申し上げます。議会の議員の発言の制限とい

うことを自覚して頂きまして、基本的には発言は原則的には自由であるが、会議の能率的運営と平等な

発言の保障、そして議会の権威確保の為に一定の制限が設けられています。その中で、発言は簡明に行

い、議題外に渡り、あるいは許可された趣旨の範囲を超えてはならないと、このような規定がございま

す。そういうことを十分踏まえて審議をお願いしたいと思います。 

○議長（日高通君） 

  これより１０分間休憩致します。 

  １１時２０分にお集まり下さい。 

 

 

休憩 

 

 

○議長（日高通君） 

 休憩以前に引き続き会議を開きます。 

総務課長、肥後政司君。 

○総務議長（肥後政司君） 

５番議員からの質問で、１８年度の決算額を申し上げます。歳入決算で３，８８８，０００千円です

ね。それから歳出決算で３，６７２，０００千円というような形になっております。それから１９年度

の起債額でございますけれども８６０，４００千円でございます。それと、もう１点、１８年度の地方

債の残高でございますけれども６，８９９，０００千円です。以上です。 

○議長（日高通君） 

５番、平田傳義君の本件に関する質疑は既に３回になりましたが、会議規則第５５条の但書きの規定

によって、特に発言を許します。 
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５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

ありがとうございます。今、色々お話をさせて頂き、また執行部からも説明を受けました。非常に全

ての面で毎日のように行政ですか、そういったものが法律が変わっている、非常に大変な苦労をされて

おられると思います。そういった中で、一生懸命やっているということも理解をする訳ですが、やはり

医療の問題は非常に、我々のように島に住むものは本当に尐しどこか具合が悪いと、それを拡大拡大、

悪く悪く考えてしますものですから、どうしてもそういう住民の意向が、船が行けば安心だと。船が名

瀬に２便行けば色んな形で、鹿児島に行こうが名瀬の病院であろうが、色んな際に安心が出来ると。ま

あ村長がよく言っている安心、安全の１つだと思うんです。非常に難しいこともよくわかりますので、

色んなまた形、もう駄目だと、国や県が駄目だと言っているということだけではなくて、また色々検討

もして頂いて、まあ座談会等でもまた話が出ると思いますので、十分また検討して頂きたいというふう

に思います。教育委員会と教育長先生も懇切丁寧にご説明頂きましたが、幸いにして１人そういう方も

入っているということでしたので、それに沿った教育要請が行なわれていると思います。まだ何点か考

えておりましたが、議長の方からお叱りを受けましたので取りやめます。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

まず、開発センターの改修工事ということで計画がされて、８月のプレイベントまでの対忚がなされ

るものと思っております。それに関連する部分で、開発センター横のグランドの中にあります公衆トイ

レですね、これの改修についても地元からもかなり要望があがっております。というのが、トカラ馬の

観察に来られる観光実の方等が、現場に行ってもトイレを使いたくてもトイレが周りにない関係で、住

民の方に何度か尋ねられたことが過去においてあるようです。その際に、グラウンドのトイレもあるん

ですけど、ただ今現在使える状況ではない。そういった部分で、来年のことも控えておりますので早急

な対忚が必要かと思いますので、また今後の日食に向けての改修工事等の中で必ず対忚して頂きたい。

それから、この特定離島の関係でパソコン教审を計画がされていますが、その内容と時期について具体

的に計画があれば伺いたい。特に内容につきましては、前回インターネットの体験教审ということで、

ここで１度だったですかね、中之島の方でも行なっておりますが、实際インターネットを使って情報を

取ることが出来るよという体験は、もう皆様、というか来られた方は大体はわかって頂けていると思い

ますので、活用方法について、もう尐し具体的な内容がもし検討出来るのであればそこら辺まで検討し

た上で、是非实施をして頂きたい。それと、この衛生費の中の医師住宅の雤戸の改修ですね、これにつ

いては、今現在恐らく腐蝕ということですので、雤戸自体金属製のものなのかなと思って聞いていまし

たが、今回どのような形での補修工事がなされるのか、特に海岸端で塩害が特にひどい場所にあります

のでどういった形の工事になるのか、具体的な説明をお願いします。併せて、衛生費の中の塵芥処理車、

これはどこの島の対忚になるのか。それと、農林水産業費の中の予防治山、中之島ケブシ地区における

事業が計画されていますが具体的にどういった形での工事、それから時期的なもの、そういったものが

分かっていれば教えて下さい。同じく、農林水産業費の中の工事請負費の関係で、口之島製氷の砕氷機

設置工事および諏訪之瀬島製氷機設置工事、これに対して２，８００千円の内訳、並びに受益者負担が

それぞれいくらになっているのか、その点をお伺いしたい。それから商工費の関係で、まあ明日また協

議会がありますので、もしその際に触れられるのであれば今回特に詳しくではなくて良いんですが、プ

レイベントの関係、触れるんであれば明日また詳しく聞きますので、その点の確認だけさせて下さい。

それと、「ななしま」の運航についてですが、今現在、宝島を母港にして運航している訳ですが、基本的

にはななしま船長が１人での運航体系だと思っております。そういった中で、例えばそのお実様によっ

ては高齢者の方が含まれていたりする中で、お実様の安全確保の面で、船長１人の対忚ではかなり危険

を伴うような部分があるように感じております。实際、先日私も頼まれてちょっと乗ったんですが、そ

の際来られたお実様が、高齢者の方がおられて誰かが手をとってあげないと歩けないような状況のお実

様もおられました。そういった中で、過去においては島内の方の利用でしたが、ある程度船に慣れてお

られる方でも港での乗り降りの際に、危うく海中転落になるような冷やっとするような場面に立ちあっ
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たことがあります。そういった中で、今現在の１人体制の中で今後そういった危険が生じる恐れがある

と思うんですが、そこら辺の対忚について具体的にどのように考えているのか伺いたい。最後に、学校

の教育費の関係で、給食費の関係で原油高騰に伴い色んな部分での資材、給食資材の高騰も重なってい

る関係、給食費についても値上げ等が色々マスコミでもとり立たされておりますが、本村においてはど

ういった形になっているのか、伺いたい。また、ここ最近で給食費の値上げがあったのか、もしくは今

後またそういったものも検討される時期になっているのか、その点について伺いたい。以上です。 

○議長（日高通君） 

 総務課長、肥後政司君。 

○総務議長（肥後政司君） 

１点目のパソコン教审の関係ですけれども、これは昨年度、１９年度からの継続事業ということ等で

県の特定離島事業で進めている訳なんですが、今年度２０年度につきましては口之島、中之島、悪石島

ということ等で進めております。これは、基本的にはパソコンに慣れてもらうということ等で、これは

今２番議員が言われます、ある程度パソコンに精通された方はこの講習には、なかなか初歩的な形にな

りますから、ちょっと退屈というんですか、そういうことになるかも知れません。ただ、島民の中には

殆んどパソコンに触れていない方がおりますので、そういう方々を中心にした形での講習になります。

基本的には昨年もお願いしました、鹿児島大学の先生にもお願いしようということ等で、この先生方に

つきまして約１週間現地の方に滞在して頂こうというようなスケジュールを考えております。開催時期

につきましては、極力大学の夏休み期間中ということになりますので８～９月期になることになってい

るんじゃないかと思います。現在の講習内容につきましては、先程触れましたとおり基本的なパソコン

の操作、それからインターネットのやり方等が中心になるかと思います。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

○経済議長（松下賢次君） 

中之島のケブシ地区の県営事業負担金のあがってますこの事業でございますが、これはまた後で確認

をさせて下さい、場所については。それから、口之島の製氷の砕氷機の設置工事です。これは今、諏訪

之瀬島の砕氷機の設置工事です。これは今、砕氷でしているんですけど、これはやっぱり魚に傷が付く

ということで、口之島の製氷の方はこれを細かく砕くような製氷施設をもつということで、口之島の方

が負担金が３分の１ですので３３３千円、それから諏訪之瀬島の製氷機のこれが設置工事が３分の１で

すので６００千円、これは入札でもって、また額は変動があるかと思います。それから、プレイベント

の件でございます。これは明日協議会がございますので、その折に説明させてください。「ななしま」の

１人体制でございますが、運航するが上には１人で充分なんですけれども、やはり離接岸の時にそうい

うご高齢の方とか不自由な方がいらっしゃった時には、まあ時化ている時なんかはやはりちょっと心配

な点もございます。その時は、やはり見送り、というかその離港する場合は出張員なり、そういう方な

んかも来ていますからそういう方の加勢をもらって安全に乗降して頂くような配慮をしたいと思います。 

○議長（日高通君） 

 総務課長、肥後政司君。 

○総務議長（肥後政司君） 

「ななしま」の関係で補足致しますけれども、今まで２名の職員がおった訳ですけれども、その中で

も職員がいなかった場合には中之島の住民の方にお願いして、補助員という形で乗船して頂いたという

ことなんですが、宝島に今、仮の定係港ということで置いているんですけれども、なかなか宝島の方の

協力体制というのがイマイチだということを聞いております。その際には、うちの出張員にも日帰りで

あれば極力そこに乗っていって補助員としてお願いしたいということ等は申し上げているんだけれども、

なかなか泊をともなう航海になった場合には宝島からの住民の利用が出来ないと、活用されないという

こと等で船長も投げているような状況であります。そのような時は他の島から、中之島あるいは悪石島

ということ等も考えて船員を確保しなさいという指示を出しておりますので、それと、もう１つは行政

で動く場合には１名で良いんじゃないかと。観光実、あるいはその全く関係ないような人等が来た場合

には、必ずもう１名は乗せた上での運航をしなさいというような指示は出しております。ただ、何せ先

程申したような形での、人が確保されずらいというのが宝島の实態です。 
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○議長（日高通君） 

  住民課長、池田清助君。 

○住民課長（池田清助君） 

  中之島地区につきましては、塩害の被害が住宅が相当多くて、過去に村営住宅におきましても雤戸が

動かなくなったと言うことで、木造に変えております。そういうことで、医師住宅につきましても、も

う真中で止まってしまって動かないような状態になっております。台風もこの時期襲来しますので木造

で建築するように計画をしているところであります。それと、塵芥処理車の件ですけれども、それにつ

きましては口之島の方から塵芥処理車を要望してるものですから、既にブレーキとかクラッチのところ

が穴が開いて落ちるような状況でやっと運転しているような状況ですので、配備する予定にしておりま

す。 

○議長（日高通君） 

  教育総務課長、久保源一郎君 

○教育総務課長（久保源一郎君） 

委員会関係の質問の部分について、まず中之島のグラウンドですが、高尾の地区にあります公衆トイ

レ。設置して以来、あまり私の方も利用したことはないんですが、使用不能という形が続いて      

いたかと思います。今回、そういった観光実向け、そういった外来者からの要望という部分も有ります

れば、今度また来年度の皆既日食に対して使用する可能性も強いと思いますので、その分につきまして

は、ちょっと検討させて、改修を含めて検討させて頂きたいと思っております。それから、本村の各小

中学校の学校給食の給食費用ですが、平成１９年度から平成２０年度にかけて値上げをした学校は小宝

島分校のみということで報告が来ております。ただし、小宝島分校につきましては、小学校２３０円、

中学校９０円値上げをしておりますが、他の６校の学校と比べて小宝島だけはまだ安いという形になっ

ております。他の島は、平均的に小学校で３，２００円、中学校で３，５００円が平均の給食費という

ことになっております。ただ、現状ではパン食、米食ありますが、小麦等そういったもの等の値上げに

よりましてパン食の場合仕入れ値が上がると、そういった場合は若干の値上げも出てくる可能性がある

かと思います。それぞれの単独調理校でございますので、それぞれの学校で独自の会計で値段を設定し

ております。まあ、なるべく上がらない方が良いんでしょうけど、小麦なり原料が上がれば仕入れも上

がっているという可能性は含んでいるかと思っております。 

○議長（日高通君）  

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

答弁いただいた部分については大半は理解致しました。１点だけ、今の１回目の質問に対して再度質

問ですけれども、例えば諏訪之瀬島の製氷機設置工事ですね。これは受益者負担の部分がおよそ６００

千円ということで、今経済課長の方の答弁があった訳ですが、私はこの話しを聞いた時に实際に諏訪之

瀬島の方に、こういったことがあって实際受益者負担として６００千円くらいかかるよということで説

明を受けたんだけどと。島内において、この製氷場を利用される方が戸数にして大よそ１０戸ですかね、

戸数にして。それで、１個平均にした場合が６０千円の自己負担になるんだと。となった時に６０千円

は果たして本当に出せるかなあという話で相談を受けたんですよ。これは、指定管理者に移行していま

すよね。指定管理者のその契約の委託管理の中で、確かこういった機器の入れ替えであったりとか、そ

ういった場合の負担割合については３分の１という形で確か決まっていたのかなと、いうふうに思って

いるんですが、その部分で６００千円という数字が出ているんだと思うんですが、例えば、その機器の

入れ替えに関して、まあ今現在になって思える部分が、例えば指定管理者に移行する段階で、新規入替

があって、それでまた新たに入れ替えですよという部分での３分の１はわかるような気がするんです。

ただ、以前からずっと継続してきている部分も含めて、全てに対して３分の１となった時に、そこの部

分が一律で本当にいいのかなと、ちょっと引っかかる部分を最近ちょっと思っております。それで、实

際この６００千円の負担だと地元では対忚し切れないという部分で最初聞いていたんですよ。それで、

实際その話はどうなったんですかと、この間伺った際に聞いたら、来年度の事業の中でしてもらうよう

な形で話は決まったからと、いうふうに私は聞いていたものですから、今回ちょっと予算で上がってき

て、どういったことだったのかなと思って。そして受益者負担の割合の６００千円という数字も、最初
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相談を受けた段階と変わっていないものですから、そこら辺は地元の理解がちゃんと得られて上で予算

化されたものなのかどうなのか、再度その点を確認したい。それと、先程聞き落とした部分なんですが、

住民課の環境衛生費の関係で、ブト駆除の関係です。昨年だったですね、確か。地元の方お２人お願い

して、今現在も毎月対忚して頂いております、中之島の方も。お２人とも大変な作業の中でして頂いて

いるの充分承知しております。ただ、ここ５月、６月ですね、地元でのブトの発生数がかなり以前と比

べて、まあびっくりするくらいの発生数だと思っております。实際、私もちょっと仮払い作業をしてい

る中で、ここ１時間、２時間の間で６箇所、７箇所ですかね、ブトに喰われて、なんか本当に昔に何か

戻ったなというような感じの中で作業をしています。そういった部分で、せっかくブト駆除対策で地元

の方して頂いているのはわかっているんですが、なかなかその効果が、何故ここにきて表れてない。表

れていない訳ではないんでしょうけど、何故ここに来て急に増えたのかなと。例えば、今梅雤の時期で、

新たに川の治水が増えたとか、そういった部分は、過去にそういった部分での原因じゃないかという部

分は語られて来てはいるんですが、５月からこちら、梅雤に入る前からの段階でしたので、そういった

形での新たな川の治水が増えたとか、そういった部分ではないような気がしています。そういった中で、

やはり地元の住民の声の中にも、本当に適切な防除作業がなされているかという疑問をやはり皆様抱い

ております。お互い、島に住んでいる人間同士、やはり言いたくても言えない。本当にしてもらってい

ることに対して、過去に住民課の方からも、そういう形で個人の方にそういう形で苦情なりがいった場

合に、本人様達がもう手を引くよとなったら困るのは住民ですよねと。それはわかっています、私達も。

だけど、今現在のこの状況を考えると何らかの原因があると思うんですよね。その原因が何なのかと。

再度、その撒き方なのか、どうなのか、そこら辺はちょっと詳しいことは分かりませんけれども、何ら

かの理由があるから今増えているんだと思っております。そこら辺について、先般担当の方も来ておら

れて作業されているのは知っているんですが、そこら辺について何かその原因になるようなものとして、

今時点で住民課として何か捕らえているのかどうなのか、その点について伺いたい。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

○経済議長（松下賢次君） 

先程の製氷機の件でございます。これ確認させて下さい。 

○議長（日高通君） 

 住民課長、池田清助君。 

○住民議長（池田清助君） 

ブヨ駆除の件なんですが、私が情報を頂いているのは日の出地区の方は発生していると。すみません、

下の方の情報は私のところには届いていなくて、またそういうのがありましたら今後も情報を頂ければ

と思います。それと、今のそのブヨの件なんですけど、担当者が实際きちんとした投薬をしているのか

どうかという情報もありますが、私共も前任者に色々情報を頂いたりして、撒き方はこうこうだったと

いうような情報も担当の方でとっております。それで、こういう水の多い時期には薬の散布量を増やす

とかを考えております。今の薬が、实は来年くらいから製造されないという情報も届いているんですよ。

それで、鹿児島大学の方に色々お願いしてブヨに効く薬の調査も今、進めているところです。それと、

实際中之島の日の出地区の調査をしたところです。今、個体調査を今やっている段階です。中之島と口

之島はやっているんですけれども、日の出地区の水源地ですか、水源地のところが結構多いらしいんで

すよ。それで、水源地にその薬を撒いた場合に身体的な被害はどんなもんだろうかと。水源地のちょう

ど上の方から結構量が多くて、その他はそうないんです。人体的には特別被害はないというんですけど、

やはりそこに撒くというのは問題があるだろうということで業者の方からも指摘を受けまして、現在の

ところ手がつけられない状況にあります。今後のブヨの撲滅に向けて、やはり県の方も特定離島で延々

とこの事業を県が支援していかないといけないのかというようなことを言っております。それで、村の

方として、鹿児島大学の先生に色々調査をお願いしているんですけれども、殆んどボランティア的な形

で協力を頂いているんですけれども、先生の話によりますと、实際今散布していない川もいっぱいあり

ますので撲滅に向けて取り組めるかどうか、まあ危惧しているんですけれども冬場の水量が尐ない時期

に徹底的に薬を散布してやったらどうだろうかというような案が出てきております。その時期に撲滅を

計れば何とか対忚出来るんじゃないかというような意見を頂いてますが、やはり实際撒いていない川も
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まだあると思います。そういうような形で、今後も色々検討して行きたいと思います。ただ、中之島の、

その先程言われました日の出の方もですけれども、ちょっと島の裏の方に撒いている薬も、薬に制限が

あるものですから、どっちを優先するかという形で、日の出地区で撒いていないところの箇所をちょっ

と増やそうということで計画をしています。その分、裏の方で撒いていた分を若干減らすということで、

当分の間対忚をして行きたいと考えております。また、長期的な面では冬場の撲滅に向けて先生の意見

を頂きながら対忚して行きたいと思います。今、中之島よりも口之島の方が個体数は結構多いんですよ

ね、調査では。ですから、中之島はそんなに、昨年調査した時点では昔からすると減っているのかなと

いう気がしていたんですけれども、また担当者も本当に大変な仕事だと思います。私も、なって頂く方

がいないものですから頭をさげて何とかお願いしますということで依頼しているところで、お気持ちは

充分わかるんですけれども、私共も担当者を疑ったりした場合に、もうしないと、ただでさえやり手が

いない仕事ですので、そこら辺は感情的な面もありますので担当者の方には優しく指導しながらお願い

をして行きたいと考えております。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

○経済議長（松下賢次君） 

先程の負担金の件でございます。それを、私は３分の１というふうに私答弁しましたけれども、その

３分の１の、今度はこれは新規にかえるということですので、修繕の場合は３分の１なんですけれども、

新規にかえるということですので、その３分の１の、その４分の１。ですから１３５千円でございます。

諏訪之瀬島の場合。それから、口之島の砕氷機ですか、これが７５千円でございます。 

○議長（日高通君） 

  昼食の為にこれより休憩を致します。 

  午後は１時にお集まり下さい。 

 

 

休憩 

 

 

○議長（日高通君） 

 午前中に引き続き会議を開きます。 

   経済課長、松下賢次君。 

 ○経済課長（松下賢次君） 

   午前中に２番議員さんのご質問のあった中之島のケブシの位置でございますけれども、これ中之島港

から東と西に行く、ちょうどケブシ崎の前の道路がございますけれども、それを西の方にちょっと行っ

たところの１００m ぐらい行ったところの山手の治山工事だということです。 

○議長（日高通君）  

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

  先程の中之島のその運航の関係で、例えばそのツアーのお実様とかは、そのツアー料金の中に恐らく

独自の保険なりがかけてあると思うんですよね。まあ、その事故の関係についてはそこら辺でもカバー

が出来るのかな。ツアーとは別で例えばチャーター等で入った場合のその運航ですね。その中での事故

等が発生した場合、その本人の過失を伴えないもので、例えばその運航の中での事故だったりとかとい

った場合、そういったものが発生した場合に、例えば、今「ななしま」のその旅実運賃というか、そう

いったものをとっている中に、そういったものに対する保険なりというのはかけられているんですか。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

 ○経済課長（松下賢次君） 

 保険は入っておりますが、その限度額等は今、ちょっとこちらの手元の資料はございません。 

○議長（日高通君）  
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２番、永田和彦君の本件に関する質疑は既に３回になりましたが、会議規則第５５条の但書きの規定

によって特に発言を許します。 

○２番（永田和彦君） 

それと、最後になんですが、「ななしま」の定係港が宝島に移ったという関係で、今、半年くらい経

過する中で、今現在、中之島における漁船の数、それから大型化が進んだ関係で、氷等の積み下ろし作

業にやはり支障を生じる場面があるようです、实際漁師の方等の話をきいているとですね。ですから、

将来的には漁港についても県も再度改修というか、するということで話は伺っていますが、また是非座

談会の折等に現場も見て頂いて、今後のそういう県の計画の中で、是非活かして頂けるような形の村か

らの意見としても、また県の方にも繋いで頂きたいと思いますので、そこら辺の現場の視察も宜しくお

願いしたいと思っております。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

 ○経済課長（松下賢次君） 

この前も、県のその港湾関係の方々と話をするにおいて、その、まだ中之島港が済んだ後のまだ要望

はございませんかということで、今、２番議員のおっしゃられたことをうちの方としても要望としてあ

げております。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

消防費について１点伺います。消防ポンプの購入、今現在それぞれの島でポンプがある訳ですが、ど

ういう形で導入しないといけないのかという理由と、ポンプは５基でしたかね。どこどこに配備するか

ということが１点。後ですね、１９ページの畜産業費の中の備品購入、トラクターあるいはカッティン

グロールベーラー、これはどのような活用、どこにおいてどのような活用を図ろうとしているのか、そ

の点について伺いたいと思います。 

○議長（日高通君） 

 総務課長、肥後政司君。 

 ○総務課長（肥後政司君） 

まず、消防ポンプの件でございますけれども、本村に今消防団が各７つの分団に消防ポンプを配置し

ておりますのが１６基あります。そのうちの５基が、もうかなり古いということ等で、年１回、消防ポ

ンプの点検をレントゲン便に合わせて实施している訳なんですけれども、实施している業者の方からも

もう製造する部品もないということ等も聞かれております。いざ有事の際に使えないということも想定

されるものですから、今回また５基入れ変えようというところで県の方にお願いしたところでございま

す。配置先につきましては口之島、中之島、平島、諏訪之瀬島、悪石島というところに一忚予定してお

ります。そして、現在の古いものにつきましては、もうこの入れ替えと同時に処分というような形にな

るかと思います。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

 ○経済課長（松下賢次君） 

特定離島の機械器具費でございます。これトラクター、それからカッティングロールベーラー。トラ

クターは約５０馬力程度のやつでございます。設置する島は口之島を予定しております。 

○議長（日高通君） 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

このトラクター、あるいはカッティングロールベーラー、これ辺りは、例えば中之島では使えないの

か、あるいは宝島では使えないのか、口之島だけで、特定の島だけで使う為に購入するということなん

ですかね。過去においても、まあ高い機械を各島にずっと揃えていった、ところがその管理倉庫辺りも

出来ていない状態で、その地形によっては全然活用されないような備品等も、機械等もあって、そうで
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あればどこかの島に１台おいておいて、ある程度まわして使うというような方法もあるんではないかと

いう議論もされた訳ですが、まあその点も難しいですね。どうなのかと、活用を図っていくために、１

ヵ島だけしかおいて使えないのかどうかということもあります。そこら辺は、よく中身はわかりません

が、他にも使いたいというところがあれば、そっちへ動かすという方法も是非考えるべきではなかろう

かと。それから、消防のポンプとは別な話なんですが、過去においても、それぞれ地域の消防分団の備

品等をチェックするにあたって、各島々バラバラでありまして、その備えているものがですね。そこで、

例えばバッテリーの充電器あたりが１個で済むものが２個もあったりとか、確かに、この備品台帳辺り

をきちんと整理していけば、まあ何年度に購入して何年度で廃棄するんだとか、色んな形でもっと効率

よく備品辺りが古くなったものは処分、あるいは２個も必要ないものが、これは１個で良いとか、そう

いうものが整理出来るんじゃないかと思うんですが、各島の分団の備品台帳辺りは整備されているのか

ということも含めて伺います。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

 ○経済課長（松下賢次君） 

先程の機械器具のトラクターのご質問でございます。これは口之島の畜産組合の方から要望があがっ

て、こういう機械を購入したいということで要望があがりました。今もご承知のとおり、村も財源不足

でございますので、それならこれは補助が７割でございます。３割は村負担です。その３割の負担のう

ちの４分の１を畜産組合の方でもってもらえますかという、今、機械器具等は、そういう４分の１とい

うこと、４分の１をもって下さいということを話していますので、４分の１、その畜産組合の方でもて

るということでしたので、今回口之島にこの機械を設置する予定でございます。 

○議長（日高通君） 

 総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

   消防備品につきましては、過去にも議会並びに監査の方からもかなり指摘を受けまして、その後各分

団長を通じて台帳の方の整備の方は一忚とり行なったということにしております。ただ、耐用年数での

そこの調査までは確認はとれておりませんけれども、その分団の方からその消防へ出たような備品等に

ついての取り換えについては随時連絡が来て、その都度財源に忚じて補助するというような形をとって

おります。 

○議長（日高通君） 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

畜産の振興の為のこの機械辺りは、口之島辺りは畜産組合も大きい、その中で活用も充分されるだろ

うというふうには考えます。ただ、その中で、もちろん平島辺りでは全然地形的に使うことはないんで

すが、宝島辺りで欲しいと、その今まで過去に要望もしたこともない。だけど、欲しいんだけれども村

の財政状況からして我慢しているというところもあるんじゃないかなと、そこで、もし口之島へこれが

導入された場合に、じゃあ宝島も、僕らも欲しいとなってきた時に、あるいは、今度は組合の財力がな

ければ、その４分の１ですか、その手出しが。出来なければ買えないというようなことをするよりは、

私は村の特定離島で１基仕入れて、そしてそれは宝島でも、あるいは中之島でも使えるようなパターン

をとった方が、私は効率的で、もちろん畜産の飼料の高騰、あるいは牛の価格の下落等の中でも、経済

的にはだいぶ良いんじゃなかろうかなという気はするんですが、そこら辺はどのように。今後の畜産振

興の上からもその方が良いんじゃなかろうかなと思うんですが、その点についていかがですか。口之島

の畜産組合からは手出しはせずに、宝島でも中之島でも使えると、そういう方向で考えるべきでないの

かと思うんですが、その点についていかがですか。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

 ○経済課長（松下賢次君） 

 トラクターというのは多岐に渡って色々な利用が出来ます。そのトラクターを今回は口之島でそうい

うふうに、購入希望があって買った訳でございますけど、また他の島の方で使いたいからよこしてくれ
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とかいう場合は、やはりトラクターそのものが利用頻度が高いと思います。まあ、聞いて見れば畜産組

合じゃなくても、まあ畜産組合で今回購入する訳ですけど、他の農業をやっている方なんかが使いたい

ということであれば、その畜産組合の方で時間辺りの利用料金を決めてそれを徴収するということを伺

っておりますので、やはりトラクター、まあバックホーとかそれはございますけれども、それは空きの

時に使える訳でございますけれども、トラクターの活用そのものというのは、やはり他の島に移して使

えるようなものではないのではないかと、まあ鹿児島の辺なんかの農業されている方は殆んど個人でも

っている形でございますので、口之島にそのトラクターが導入された折にも、その利用価値というのは

相当高くなるんではないかと思っておりますので、他の村で全部買い上げて、他の島も利用するという

ことは今のところはちょっと考えておりません。 

○議長（日高通君） 

６番、用澤満男君の本件に関する質疑は既に３回になりましたが、会議規則第５５条の但書きの規定

によって特に発言を許可します。 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

課長の説明ですと、これはトラクター辺りは、やはり他の島へ移動して使うというのは難しいという

ような話なんですが、他の島のことは全然考えてないということですか。また、別に新たにこういう予

算を組んで、要望があればしますと、私はそれであれば非効率だと思うんですよね。まあ、使えないも

のはもう仕方がないです。例えば、これはよくわからないけどカッティングロールベーラー辺りはどう

いうようなものなのか分かりませんけれども、ちょっとすっきりしない思いがするんですよ。他の島の

ことも含めて考えてやっていこうとすればですね。例えば、特定離島で過去においていれたロールベー

ラーとか諸々の機械を平島では殆んど活用していないと、そこで宝島からの要請があって、今非常に忙

しいから貸してくれないかと、それで宝島へ送り込んでそれは宝島で使ってます。そのようなやり方を

出来ないことはないだろうなと思うんですよね、トラクターとしても。特定の地域の人しか使えないよ

うな品物ではないのではないかという思いはするんですが、その点については私の解釈の違いなのかな。 

○議長（日高通君） 

  これより休憩を致します。 

  協議会に移します。 

 

 

協議会 

休憩 

 

 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

３番、前田功一君。 

○３番（前田功一君） 

指定管理のことについて、ちょっとお伺いしたいんですけど、もうこの指定管理の方に移行して２年

経って、今年で３年目に入るのかな。お金が何というか、収益が入るところはその各部署で収益の収入

と言うか、そういうのが出てきていると思うんですが、ちょっと私が言いたいのは、始まる時に確かレ

クリエーション施設等においては、補助金を出すレクリエーション施設もあれば、全然無い施設もあっ

たと思うんですよね。それが、２年経過した時に实際にそれが適正であるかどうかというのを、ここら

辺りでちゃんと精査すべきじゃないかと思うんですが、その辺りはどのようにやっているのか、ちょっ

とお伺いしたい。 

○議長（日高通君） 

 総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

本村の公共施設を指定管理として導入してから、もう既に３年目に入りました。今、議員が言われま
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すとおり。それで、この指定管理につきましては、毎年の３年間並びに５年間の協定を結びまして、毎

年、年度協定をまた締結すると。その年度協定の中には、その１年間にいくらの負担を村が出しましょ

うと、委託料で出しましょうということ等の項目になるかと思うんですが、それに先立つものとしまし

て、決算後つまり３月３１日後、６０日以内に村長の方に前年度の实績を提出するということになりま

す。その实績に基づいて、その年度協定という額そのものが変わるというような形になってくるかと思

います。 

○議長（日高通君） 

３番、前田功一君。 

○３番（前田功一君） 

ただ、それを見ていたら今のところそれで変更があったようなのがあるのか实際に。まあ、収益があ

るから今年度はちょっとこれぐらい額を下げてですね契約しましょうとかって、逆に言うと、もう全然

ないから、ちょっと委託料を上げましょうとかというようなのが発生しているのは、たぶん十島会館く

らいかな。もう発生していない、額は同一でずっとやっているということなんですかね。だから、实際

に宝島なんかレクリエーション施設は、最初始まった頃には収益が結構上がっていたと思うんですけど、

ここ数年きいてみると、もう利用者が減ってきているということで、あそこなんかは全然委託料とかも

もらってなくて運営している訳ですので、もうちょっとその辺りもちゃんとしていかないと何か不公平

が生じるんじゃないかと思うので、ちゃんと１回それを精査して、もう１回、何というか額というか、

そういうものを適正なものにして頂きたいと思いますので、そのあたりを宜しくお願いします。 

○議長（日高通君） 

 総務課長、肥後政司君。 

○総務課長（肥後政司君） 

昨年、中之島の生活改善施設の指定管理の中で、ちょっと私の記憶がちょっと正しいかどうかはっき

りしませんけれども、前年度の収益が悪すぎだということ等で、１９年度の年度協定の中では委託額の

方を増やしたということになっております。しております。当然、まあ議員が言われますように、仮に

そういう状況であれば、当然その前年度の決算を見た上で、また村の方もそれの対忚をするということ

では変わりはないと思います。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

７番、有川和則君。 

○７番（有川和則君） 

悪石島の大峰牧場、配水管施設ですが、この工事はいつくらいに発注するのか。それと、皆既日食を

目の前にして悪石島で露天風呂の整備と、それからタンクの設置等があるんですが、地元でやる関係上

どうしても重機の力が必要なんですよね。それで、その重機を使うのにも今、实際悪石島に１台あるん

ですが、もう故障して殆んど使えない状態です。まあ動いても３０分動いたらもう、すぐ止まってしま

うとか、そういう状態なんですが、これを早急に整備してもう１回また送ってもらえるような手続きを

して頂きたい。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

 ○経済課長（松下賢次君） 

悪石島の大峰地区のその配水管工事でございます。６月の今度の補正で計上してあります。県の方の

内示も今来ている訳で、それからまだ測量しておりません。測量をしておりませんので、測量をしてか

ら設計という形になりますので、やはり８月、９月頃になるのではないかと思います。それから、重機

がそういう状態であれば早めにあげて頂ければ修理そのものを鹿児島の方で致しますので。宜しいです

か。 

○議長（日高通君） 

７番、有川和則君。 

○７番（有川和則君） 

いいですよ。それで、私が言うまでもなく、ちゃんと経済課の方から、島の方には出張員がいる訳で
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すから、そっちから連絡とった方が良いんじゃないですか。 

○議長（日高通君） 

  他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第１、議案第３８号、平成２０年度十島村一般会計補正予算第１号についての

件を採決します。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第１、議案第３８号、平成２０年度十島村一般会計補正予算第１号についての件は

原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

 

 

△日程第２ 議案第４０号 平成２０年度十島村船舶交通特別会計補正予算第２号についての件 

 

 

○議長（日高通君） 

日程第２、議案第４０号、平成２０年度十島村船舶交通特別会計補正予算第２号についての件を議題

とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

議案第４０号についてご説明を申し上げます。本案は、平成２０年度十島村船舶交通特別会計補正予

算第２号でございます。まず、歳入歳出の総額ですけれども４，５９２千円を追加致しまして、歳入歳

出の総額が９８５，９７７千円ということでお願いをしてございます。７ページのまず歳入から申し上

げますけれども、運航収益で１，５０２千円を増額してございます。それから、これは郵便航送料にな

りますが、これは平成２０年４月３０日をもって日本郵政公社九州支社と、郵便物運送委託契約が満了

となっておりまして、新たに郵便事業株式会社と郵便物運送委託契約を締結する際に、本村から委託料

の改定を依頼した結果、月額１３６，６２６円の増額の改訂内容で契約を締結した為に増額分が出たと、

こういうふうにご理解頂きたいと思います。それから、次の営業外収入ですが、１千円を計上しており

ます。これは、定期船の切符購入後のキャンセル手数料等を計上してございます。それから、国庫補助

金で２，０３９千円を計上してございます。これについては、第２号補正に要する財源のうち運航収益、

それから営業外収益、県補助金を除いた額で２，０３９千円で財源調整を行なっております。それから、

県支出金で１，０５０千円を計上しております。これにつきましては、特定離島ふるさとおこし推進事

業で行なう観光物産宠伝対策事業のボゼツアー、これを８月の１５日から１７日に实施する予定でおり

ます。この事業の補助金として１，０５０千円を計上したところでございます。次に、８ページの歳出

ですが、営業費用で４，５９２千円を増額してございます。これの主なものにつきましては、委託料で

１，５００千円を計上しておりますが、これにつきましては歳入でご説明しましたとおり、ボゼツアー
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の委託料を計上しております。本年のボゼツアーにつきましては、８月の１５日～１７日の２泊３日行

程で实施する予定にしております。それから、負担金で２，６４０千円を計上しておりますが、これに

ついては６フィート郵便コンテナの腐蝕が激しい為に、九州運輸振興センターの補助により６個を制作

することとしております。この制作費の３０％を計上したところでございます。尚、新たに導入します

この６フィートコンテナにつきましては、郵便コンテナと一般貨物の兼用で使用する予定としておりま

す。それから、利子で３７９千円を計上しておりますが、これについては船舶特別会計の資金繰りの為

の９月の予定で２００，０００千円を一時借入を行なう予定がございます。その利子分が不足するとい

うことでお願いをしてございます。以上で説明を終わります。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

 ○経済課長（松下賢次君） 

 只今、村長の方からご説明がありました、これの２ページの平成２０年度十島村船舶交通特別会計補

正予算第２号というところをお開き下さい。これの３行目の、歳入歳出予算第１条で、歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ４，５９２千円を減額としてありますけれども増額にお改め下さい。すみませ

ん。 

○議長（日高通君） 

提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

 先日の行政報告の中で、このフェリーとしまの運航に関しての事故が２件ほど報告があった訳ですが、

１件のボルトのナットの締め付けトルクの関係は、まあその直接的に人為的なある種ミスなのかなと。

それから、バウスラスターのフィンにロープが巻き込んだ部分についても人為的なミスも重なった部分

もあるんじゃないのかなと、私なりに考えたところなんですが、特にこの巻き込み事故に関して何故こ

ういった事故が起きたのか原因の究明、並びに今後のそれに対する対忚策、例えばそういうことに関し

まして各島の荷役組合等への伝達事項等がなかったのか、それでまた、そういったことをしなければな

らない部分はないのか、そこら辺について詳しく説明をお願いしたい。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

 ○経済課長（松下賢次君） 

 ボルトの件に関しましては、これは振動とかそういうのによるものだと思います。それから、例のバ

ウスラスターの吸い込みです。これは明らかに人為的ミスでございます。ロープを投げた後確認もせず

に、すぐ次の行動に移った為にそれがバウスラスターの中に引き込まれてしまってそういう事故にあっ

てしまいました。これは、その担当者も呼んで厳重に注意致しております。 

○議長（日高通君） 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

 只今の説明によりますと、船側の担当職員のミスということでございますが、例えばですね、实際過

去に中之島でもあったと思うんですが、接岸の為に入港した際にメインのプロペラ軸に一度にロープが

やはり同じように巻き込んだ事故があったと私は記憶しております。实際、私共もロープ取りの作業に

従事している中で、気象条件等にもよるんでしょうけど、特に中之島のようにそのまま入港してきて、

そのまま横付けになりますよね。その時に、充分スピードを落として入ってきているんであれば、そこ

までいつまでもプロペラによるペースダウンをかけての制動作業というものをしなくても良いんでし

ょうけど、たまにスピードがのっていたりとか、うねりが入っている時に、いつまでもペースダウンが

かかって、逆にどんどん吸い込まれる訳ですよね。後から前に出す訳ですから、それでロープが巻き込

まれたんではないのかなと、その事故自体も。それで实際そういうふうになりそうになったこともあり

ます。实際、私もロープを引いていて体ごともっていかれそうになったこともあります。そういった部

分で、やはりその接岸作業、離接岸もそうですけれども、そこら辺の安全確認、それから今回のミスに
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ついても単純なミスからの発生ですけれども、そういった部分について、やはり運航の面、それから作

業に従事する者、そういったものに対しての安全確認、そういったものを必ず徹底して頂きたい。その

ように思います。それと、ここ最近ずっとそうなんですが、この原油高騰による燃料費の相当な燃料費

自体が増額になっていると思うんですが、实際その運航に係る部分で、年間でのその赤字の推移ですよ

ね、实際の赤字。燃料、要するに運航してその航海辺りで収入が入るんですけれども、そこら辺で発生

する实質の赤字の推移というのがどういった形になっているのか、もし分かれば教えて頂きたい。また、

その仮に赤字額が恐らく増えてきているんだろうと、まあ先日、昨日だったですかね、総務課長も触れ

ましたけれども、かなりの額になってますという部分をちょっと触れられておられましたが、そういっ

た部分において、例えば国や県からその補助を頂いている部分がある訳ですが、そのことに関して何ら

かの更なる自助努力を求められるようなことは今現在ないのか、また、もし今後そういったものを求め

られるとなるとどういった対忚を考えていこうとしているのか、その点まで併せて伺いたい。 

○議長（日高通君） 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

   バウスラスターの巻き込み事故ですけれども、これは本当にお互いがきちっと気をつけてやれば、あ

りっこない事故なんです。先程、経済課長が申し上げましたように、船長以下関係者を呼んで、二度と

そういう事故を起こさない、そのシステムをきちんとつくりなさいということで、厳重に注意をしたと

ころであります。本当に、その担当者が他の人達が引っ張る、それも見ないで繰り出してやる、そうい

う安易な考え方、そこが一番ミスだったと、船の方も言っております。そういうところをもっとしっか

り、ちゃんと責任をもってやるように、そういうようなことをして注意はしております。まあ、二度と

そういうことがあってもらっては困ります。我々も一層、気を引き締めてそうしたものにも注意をして

行きたいと、そういうふうに思っております。それから、その原油高騰の関係ですけれども、今のとこ

ろ国や県からのそういうものはございません。ただ、離島航路のその国の補助金の関係で、こんだけ油

が値上がりすれば国が今もっている予算ではとても足りない訳です。毎年、補正予算で二ヵ年程補正予

算でもらっておりますが、これには自民党の国会議員でつくる離島振興委員会、これらが一生懸命活動

をやって頂いて、今回のこの道路財源、これが一般財源になるということで、その道路財源をこれに充

てるような仕組みは出来ないのか、今一生懸命それをやっているようです。情報としてはそういうもの

が入ってきておりますけれども、そういうようなことで我々のところに自助努力をしなさいというよう

なことは今のところ入ってきておりません。二、三日前ですかね、鹿児島県の旅実船協会、これは離島

航路をもっている船会社が集まって旅実船協会をつくっている訳ですけれども、この中で、どうしても

利用者に高騰分を出してもらわないといけない、もう運営がとても出来なくなる、こういうことで共通

した値上げをしようと、こういう問題が出てきておりましたけれども、一般の会社はそうしても良いだ

ろうけれども、我々みたいな地方公共団体の場合は、これはとてもそういうことは出来ないということ

で、我々、三島、十島、鹿児島市、桜島関係ですけれども、それから屋久島、永良部の関係があります

けれども、こういうところはですね、今のところはそういうことは出来ませんということで、我々の分

はちょっと除外して下さいということで相談をしております。ですから、今のところは住民の方に負担

をかけるというようなことは考えておりませんけれども、船を造った時に、あれは何年でしたかね、そ

ろそろその船運賃の値上げをするんだという約束をしているんですよ。ですから、そういうことがある

ものですから、その本来のこれは油高騰と関係はありませんが、そういう時期にも来ておりますので、

何か国か県からのおとがめが来るかもしれません。今のところは、そういうような話し合いは部内では

しておりますけれども、どうしようという結論には達しておりません。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

３番、前田功一君。 

○３番（前田功一君） 

 先程５番議員さんからもありましたけれども、同じような質問をしたいと思いますが、まあ何回も何

回も同じような質問で、耳にタコができて嫌かも知れませんがちゃんと聞いて頂きたいと思います。や

はり宝島というか、宝島、小宝島、悪石島の３カ島については、名瀬便についてはやはりもっと真剣に
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考えてもらいたい。私らも、確かに住んでいる人達にとっては、燃料の高騰とか、そういうのも確かに

分かります。だけど、やはり安心というものにおいては、何事においても変えられないという、そうい

う思いがあります。ですから、そういう点において、やはり私らは毎回事ある毎にこのことについて要

望するということは重々承知していて頂きたいと思います。それで、たまにちょっとこの、今、日食の

関係等で私ちょっと考えたんですけど、日食で今度、人を入れ込む時に、特別便として結構名瀬を利用

しているかと思います。その理由は何故か、その理由を逆に問いかけたいんですけれども、何故、名瀬

をそんなに利用するのと、それは名瀬から入れる方が効率的に人を入れることが出来るということです

よね。そしたら、今それをやらないということは、効率的に名瀬から人を入れ込む意思がないのかとい

うふうに私は捉えてしまう。例えば、今十島村は今の時期は釣り実で、「としま」に乗ると観光実が沢

山います。だけど、そのお実様が宝島まで来ているお実様というのは殆んどいません。ほんの数名。殆

んど、だいたい諏訪之瀬島辺りまで来ているお実様ということですよね。だから、上の島はそういう観

光業で潤うかもしれませんけど、下の島にとっては全然そういう潤いというものがない訳です。それこ

そ、同じ十島村なのに何でこんな不公平が生じるのかと。これが、实際に奄美にそういうふうに２便行

くようになると、そういうものも解消されるんではないかということもある訳です。だから、公平とい

う立場にたって言うのであれば、やはりそういうことは必要ではないかと思いますので、毎度いつもい

つも同じ事ばかり言っているよと思わずに、やはり真剣にそこら辺りは国との折衝もして頂きたいと思

います。以上です。 

○議長（日高通君） 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

 まあ、耳にタコが出来る程、過去何回も聞いておりますが、５番議員さんの方にも答弁申し上げまし

たように、なかなか難しい問題です。６０年に「としま」が、前の船ですけれども、これが出来た時に

ですね、たぶん赤字が出るから、船は大きくしても良いけどというような約束事で１便減をした経緯が

ある訳です。そう思っておりますが、一旦そうしてやってしまうと、後のその復旧というのがなかなか

出来ない。お実がおってのことであれば完璧なんですけどお実がいない。ですから、その实績をやはり

つくって欲しいという事を申し上げて、代理店の里見の方にも色々注文をしたりしてやってきた経緯も

ありますが、なかなか１０名そこらのお実様ではらちもないと。こういうことで、その運輸局辺りはし

ぶっている訳です。私も、東京に出た時は本庁、国土交通省の海事局内航課にちゃんと行って挨拶をし

たりして、そういうことも言っておりますけれども、なかなかそういうことで、そうしましょうと言っ

てくれない。まあ、原因は赤字の関係ですので、赤字が増える見込みが立たない限り、これはもう、と

ても、いくら言っても通用しないと言うことが言えると思います。おっしゃる通り、不公平であること

は事实です。下り便は、宝島は半日しかありません。他の島は、まあ一日半、充分あったり、そこらに

近いところもある訳ですけれども、悪石島から南の島々はそうしたことで時間が本当に制限されていて、

そういうような中で、宝島まで下りでくるお実様は尐ないだろうと、そんなふうに思っておりますが、

赤字の解消をはかる工夫をしない限り、これは、ちょっと週２便とも名瀬というようなことは今の状況

では不可能だと、しかし継続して要望はして参ります。そういうことでご理解を頂きたいと思います。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

５番、平田傳義君。 

○５番（平田傳義君） 

 先程から、なかなか金のかかることばかりで本当、私達も気の毒だと思って、こうやって質問する訳

ですけれども、なかなか難しいという面でも努力をしているということですので、是非まあ色々なケー

スを考えて努力をして頂きたいと思います。先程の一般会計で申し上げたとおり、医師の確保は、もち

ろん村長が説明しましたが、７島の島に医師を置けということではない訳で、そういう為に、その確保

が出来ない為にこういうような船を利用出来ないかという、我々の総会の中で、まあ話が要望としてあ

がってきてなかったようですけど、まあ聞いてみましたら、出す予定になっていたということですけど

何か間に合わなかったということでしたので、尐なくとも小宝島、悪石島を含めてですね、３カ島住民

の意思統一、要請、要望をしていこうという総会の決意がなされていますので、座談会等辺りでまた言
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ってくると思いますが、色んなケースを考えて、是非まあもちろん、1年後 2年後という、もちろん確

約は出来ないと思います。そして、また村長がいう赤字がと言いますけれども、走っていない船の増実

というのは見込めないと、今３番議員が言われるように、走って始めて実が乗ったか乗らないか、尐な

くとも一年でも良いから試行運転をするような方法を是非交渉を継続して続けていって頂きたいと、再

度同じ要望をさせて頂いて終わりにします。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第２、議案第４０号、平成２０年度十島村船舶交通特別会計補正予算第２号の

件についての件を採決します。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第２、議案第４０号、平成２０年度十島村船舶交通特別会計補正予算第２号につい

ての件は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

○議長（日高通君） 

  これより１０分間休憩致します。 

  ２時１０分にお集まり下さい。 

 

 

休憩 

 

 

○議長（日高通君） 

 休憩以前に引き続き会議を開きます。 

 

 

 

△日程第３ 議案第４２号 平成２０年度十島村簡易水道特別会計補正予算第２号についての件 

 

 

○議長（日高通君） 

     日程第３、議案第４２号、平成２０年度十島村簡易水道特別会計補正予算第２号についての件を議題

とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

  議案第４２号についてご説明を申し上げます。本案につきましては、平成２０年度十島村簡易水道特

別会計補正予算第２号でございます。予算の総額を２ページに示してございますが、４，１４０千円を
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追加致しまして、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ４１，３５０千円とするということでお願いをして

ございます。７ページの歳入から申し上げますが、歳入では県補助金で２，８００千円を計上してござ

います。これは特定離島ふるさとおこし推進事業で、口之島地区に減圧弁を設置するものでございます。

それから、繰入金で一般会計から１，３４０千円を繰入れるということで計上してございます。これに

つきましても、口之島地区に減圧弁を設置する為の村費として７００千円と、既存の減圧槽撤去処分費

６４０千円を計上したものでございます。次に、開けて頂いて８ページ歳出ですけれども、工事請負費

として減圧槽撤去処分費で６４０千円、それから簡易水道関連施設改良工事費で特定離島ふるさと分の

口之島の減圧弁が３，５００千円、工事請負費として１６，７８２千円を計上してございます。以上で

簡易水道特別会計の説明を終わらせて頂きます。 

○議長（日高通君） 

  提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

○議長（日高通君） 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

  この水道会計の部分で、昨日もお尋ねした部分と重なるんですが、例えば今後将来的な計画の中で、

中之島地区においても改良工事等を行なわなければいけない部分があると思ってますが、そういった中

で今現在、その特に日の出地区におけるその水道施設ですね、例えばろ過の部分の問題であったりとか、

それから先程のブトの関係と関連するんですが取水口が川の中流付近なんですかね、そういった関係で

徹底的なブト対策等が出来ないという部分があるようなんですが、そこら辺も含めて、将来的な今後中

之島における水道改良工事の大まかな考え方というのを伺いたい。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

 ○経済課長（松下賢次君） 

  中之島のその、緊急における水道工事等、そういうの、例えば突発的な断水、それから漏水、そうい

うことが起こればすぐ様に修繕に向け修理しなくてはいけないんでございますが、今の高尾地区の今の

貯水池と、そういうのを前、これは治山施設ということで、水の関係のダムで出来ないかということで、

それは補助事業なんですけど、そっちの方に向けて１回、林務の方として、林務の方も現地にいらっし

ゃったんじゃなかったですかね、松田さんと。見て頂いたんですけど、その採択要件には満たないとい

うことで、今断念した状況でございます。今するにしても、単独では相当な金額があがるし、補助事業

に乗せこもうと思っても、そういう見ていただいたところはちょっと採択要件に満たないと言うことで

ございますので、また何らか補助事業でもあればその改良の余地はあるかと思うんですけど、単独です

ぐすぐにはする計画はございません。 

○議長（日高通君） 

２番、永田和彦君。 

○２番（永田和彦君） 

  それと、諏訪之瀬島地区における淡水化施設ですね、それの例えばその交換フィルター、樹脂交換の

その淡水化を通した後の水道水ですね、それの関係で、そのフィルターの交換作業をして、しばらくは

水自体、普通に無色透明はもちろんですけど、無臭というかそういう感じらしいんですけど、それが１

ヶ月、２ヶ月なんですかね、早い時は。それぐらいで独特な臭いというか、諏訪之瀬島の水道水はする

んですよね。それで、この間話を聞いていたら蛇口をひねって出てきた水をそのままは、なかなか飲み

たくないと、衛生面は問題ないんでしょうけど、臭いというか、そういうものがある関係で、ですから

もうペットボトル等に粉末のお茶を入れて、そういった形でお茶にしてでないとなかなか飲む気になら

ないというか、そういう話を伺いました。その原因が何なのか、その交換して、そのもの自体の対忚期

間というのはその１ヶ月、２ヶ月では来ないと思うんですけれども、何故そういったことが起こるのか

なということをおっしゃっておられました。まあ諏訪之瀬島と小宝島とそういう淡水化施設があるんで

すが、衛生面等の問題はクリアしているんでしょうけど、例えばそういった問題等が实際どのような形

で経済課の方には、もしそういった問題があるのであればどういった形で捉えているのか、その点を伺
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いたい。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

 ○経済課長（松下賢次君） 

  諏訪之瀬島の淡水化の同一分解装置は３月の下旪に全てリニューアル交換しました。その後、私の方

には、そういう水が出るような報告は一切きておりません。それも、今年の３月ですので、もうフィル

ターというか、あれは電気の膜を通ってくるんですが、膜そのものも全部前のが駄目でしたので新たな

ものに全て替えていますので、そういうことは起きないのではないかと思いますけれども、私も今聞い

てびっくりしております。 

○議長（日高通君） 

  これより休憩を致します。 

  協議会に移します。 

 

 

協議会 

休憩 

 

 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

１番、日高助廣君。 

○１番（日高助廣君） 

水質の検査の状況を確かめたいと思うんでありますけれども、現在、大腸菌を含めまして何項目の検

査を行なっておるのかということが１点と、現在の検査方法で安心なのかということですね。２点目が、

水源地の安全管理なんですが、水源地の水の安全を守るには、やはり網をはってですね、安全な水の供

給を行なうのが妥当じゃないかと思うんであるんですけれども、まだまだ未整備でありますのでその点

が１点とですね、もう１点が、水道の事業の維持管理の件ですけれども、島内に維持管理の担当がおり

ますけれども、専門的な技術をもっていない皆様が担当であります。もう１点が、指定業者がおります

けれども村外ですよね、業者はですね。緊急を要する場合に、なかなか住民の力にはなっておりません。

ですから、今後、技術をですね、住民の中で意欲のある方を育成を致しまして、業者をですね、育成す

るのが僕は当然じゃなかろうかと思っておりますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

 ○経済課長（松下賢次君） 

  検査項目は今、支所・出張所において毎日、次亜塩素の検査をしております。それから、月１度の４

項目の検査。それから、年に１度の５０項目、ちょっと中身はちょっと今ここでは言えませんけれども

色々な菌の検査とかそういうのがあります。それから、年に４回２１項目をやっております。それから

水源地の安全管理でございます。これは、島によってなんですけれども、島ではちゃんとネットを張っ

ているところはあるんですけれども、どうも口之島の場合はどうしてもネットを張る余裕とかそういう

のがございません。まあ、点検の為の小さな小窓があることはあるんですけれども、そこが施錠がして

なかったんですかね、施錠は出来るような状態であったんですけれども施錠はしてなかったと思います。

とにかくフェンスそのものがちょっと取り付けられる状態じゃないので、他の島は出来るところはそう

してやっておりますけれども、中には施錠をしてなかった場所もありますけれども、一忚安全管理はや

っている状態でございます。それから、維持管理の先程のその指定業者がいないということで育成しろ

ということなんですけど、それは、やはり二級施行管理技師とか、そういう免許が必要です。どこそこ

単純なる水道のどこかの工事店かどこかで働いていた方がいらっしゃれば、そういうのも可能じゃない

かとは思いますけれども、まあ今で、もう昔から簡易水道に入る前から島の方なんかで漏水とか、そう

いうのは行なってきていますので、まあ余程の緊急を要する限りでない限りは今の状態でも宜しいんじ
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ゃないかなとは思っていますけれども、免許そのものがないものですから、ちょっと完璧な工事が難し

いことがありますけれども、大きな、どうしてもこちらの方で電話でやって、その担当の方が、いや自

分の方ではちょっとお手上げだという時は、うちの方のまあ出入の業者さんですか、そちらにお願いし

て、こういう状態なんですけれどもちょっと行って頂けませんかということで、その業者さんは結構尻

の軽い業者さんですので、よくまた昔からうちの簡易水道の水道管の位置とか、そういうのもやってい

た方ですので、だいぶ詳しいです。その方を今頼っている状態でございますので、意欲のある方の育成

というのはちょっと厳しいんじゃないかなと思っております。 

○議長（日高通君） 

１番、日高助廣君。 

○１番（日高助廣君） 

  １番目の水質の件ですが、ちなみに鹿児島市の場合は１０８項目くらい实験されています。ですから、

本当に安全なのか、そこら辺をはっきりと示してもらわないと、これは大事なことですからこれは。お

願いします。 

○議長（日高通君） 

 経済課長、松下賢次君。 

 ○経済課長（松下賢次君） 

  水道には、簡易水道事業と上水道事業というのがあります。それで、鹿児島市くらいになるともちろ

ん上水道事業ということで、水道管理者なりに厳しく法の管理があります。項目そのものもこんだけや

れと法で決められております。うちの場合は簡易水道ですので、このぐらいの検査で大丈夫ですよとい

うことで、法で定められた範囲内の検査をしております。 

○議長（日高通君） 

１番、日高助廣君。 

○１番（日高助廣君） 

   であれば、安全と理解して良い訳ですね。はい、大丈夫ですね。人材の育成でありますけれども、い

ないから駄目だと、出来ないと。だったら、永遠と村外の業者にばっかり委託する訳ですよね。管工事

の免許と上水道設置の免許をとれば出来るんですよこれは。そうですね、前向きに、もうちょっと、い

ないから駄目だということは、僕はならんと思いますよ。ですから、やっぱり住民の人材育成というの

を僕は大事だと思いますよ。ですから、いつまで経っても十島村は業者が出来ないと言うのは、そこな

んですよ。どうですか。 

○議長（日高通君） 

執行部の答弁者は誰ですか。 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長(松下賢次君) 

まあ、住民の方にその施行管理技師とか管工事とか、そういう免許をとるようには、こちらの方で指

導というんですかね、それははっきり言って取ってしまえば業者になる訳ですよね。そういう免許その

ものというのは、業者の方がとっての、それで、いえば営利目的とか、そういう形をとる訳でございま

すので、こちらの方から育成となれば、もちろんこちらからお金を出すとか、そういう形になるかと思

うんですよね。そういうところに行って勉強したり研修したりするという形になりますので。だから、

そういう点、私は厳しいのではないかと思うんですが。 

○議長（日高通君） 

  これより、しばらく休憩致します。 

  協議会に移します。 

 

 

協議会 

休憩 

 

○議長（日高通君）   
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本会議に戻します。 

他に質疑ありませんか。 

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

只今の、管理のあり方といういうことでは、特別会計に移行してからは、そんなに時間も経っていな

いということで、その管理辺りがきちんと出来ていないというのは確かだと。各島は、それぞれバラつ

きもあるでしょうし、またその管理者に委託していて、指導辺りもどこまでしているのか、あるいは、

その委託者がどういう意識をもって管理にあたっているのかということも含めまして、指導・研修は通

常の会議よりも、研修も含めてやるべきではなかろうかなと。先程も言いました、その安全管理にしま

しても各島バラバラなんです。だから、そこら辺の把握もまずしていないと、特別会計はですね。です

から、そういうことも含めて１つ１つしていかなければ、ただ特別会計をつくっているだけというよう

な形でなんか、このまま５年も１０年も進んでいくような、進みそうなそういう気が致しますので、そ

こら辺も含めて早急に検討すべきことだろうと。その研修、それから人材育成、そういうことを私の方

からもお願いしたい。また、渇水期の時期に、この間も話しましたが、その水量辺りも把握していない

と。どのくらい水量が出ているのか。渇水期じゃない時にどれだけの水量が出るのか。そういうデータ

すら残っていない状況。あるいは、また水道のパイプが破れた時の修理をする道具そのものも完全に揃

っているかどうかというのも疑問な点もありますので、そこら辺も再度チェックをしながら指導も重ね

ていって頂きたい、そう思います。それから、この歳出の中で、口之島のこの減圧施設新設工事、これ

は口之島の水道工事の改修はこの間大規模な形でやられたということで、全て終わったのかなというふ

うに、私はそんな感でおりましたが、改めてここに前やったものを撤去をする工事、それから新しい新

設という形の、この中身について説明を求めます。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長(松下賢次君) 

水道の修理用具そのものというのは、その簡易水道に移行する前に水道の担当者にきいて、その時、

私も前の担当者から引き継いだ訳なんですけれども、そういう道具なんかどうなっているかということ

を聞いたところが、簡易水道で引き継いだ時にある程度のものは揃えたと伺っております。それから、

水量そのものというのは２年前に認可をとる為に、全部その時は１年を通してではありませんけど、行

った時期がいつに行った時期はわかりませんけれども、ある程度の水量の把握はしております。時間当

たりどのくらいの取水があるかというのは。それが１年を通してではありませんので、夏場だったか冬

場に計ったかわかりませんけど、一忚そういうデータは出ております。各原水地の。それから、先程言

った口之島の減圧槽です。これは、前の国庫補助では対象外でございましたので、今回はふるさとおこ

しでやっていることでございます。これは、今ついている減圧槽そのものが民有地にあるものですから、

民有地にあってフェンスをしている状態でございます。また、そのフェンスそのものも壊れて危険な状

態でございますので、マンホール程度で済む減圧弁に変えた訳でございます。 

○議長（日高通君）   

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

口之島のこの工事のことは説明の中で理解できました。その各島の水道施設の管理については役場で

こっちの方で、どこの島にはどういう工具が置いてあると、そのまあ備品台帳みたいなものも作って把

握もしているのかどうか。また、その水量の方もだいたいわかっているという話なんですが、各島との

連絡連携が、私はうまく行っていないせいなのかな。この前、平島が断水した時にも指示そのものもち

ゃんとされていないような感じだし、そしてまた担当も動いてない。皆様非常に困った困ったという話

をしている。このままで良いのかなということでは、私の方からもかなり電話をして指示をした経緯が

あります。本来であれば、村役場から、担当からこっちへ連絡が来て指示をするということが出来なけ

れば、それで水量はいくらなの、いくら出ていて足りないのかということすらも把握出来ていない訳で

すよ。そこを管理していくのがこれから急務なこと、急ぐことだと思うんですが、それを今わかってい

ますと、何もしなくても良いような状態の答弁に聞こえたんですが、今のままで全て管理運営が出来る
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と受け止めて良いんですか。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長(松下賢次君) 

私が言ったのは、管理運営の源水地において時間当たりどれくらいの水量が出ているのかというのは

把握しているということです。全島、前認可をとる為にコンサルタントで全部調べてもらったことを今

申した訳でございまして、それから断水の件については、島の方で、断水があったらすぐ役場に報告せ

よということで、諏訪之瀬島、中之島と、すぐ連絡が来ます。どこどこで断水があったということで。

それから、こちらの方も水道の業者さんと打ち合わせをしまして、こういう状態で今なっているんだけ

どということで相談して、それをまた水道の係の方に、こういうふうにしてやってくれということで指

示しております。断水はとにかく、生活そのものに密接な問題ですので、断水だけは気をつけるように

しておりますので、すぐ報告するようには、その水道の係の方には言っております。 

○議長（日高通君）   

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

担当課長には私の言いたいことが伝わっていないのか、それとも現地の様子が把握されていないのか、

どちらかだと思います。じゃあ、平島のこの間の断水の時に、第二水源のポンプアップをしようと、第

二水源があるのを知っているでしょう。ポンプアップをしようとした時にポンプが動かなかった。そこ

で、あなた報告受けていますか。それを、僕らが行って修理をしてそして動かした。ところが、その水

が第二水源から水が日産、どのくらい流れてくるかということのデータがどこかありますか。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長(松下賢次君) 

第一水源の方はわかっていますが、第二水源の方はつかまえておりません。奥の方のあっちの方は。 

○議長（日高通君）   

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

それは把握もしていないでしょう。そういうのを全て洗いなおして行かなければ、そのままでは駄目

だと言っているんですよ。私が言っているのは。今のままでは駄目だと。今のままで大丈夫だというふ

うに私は受け止めますけれども。貴方の答弁では。 

○議長（日高通君） 

質疑途中ですけれども、発言に対する趣旨が捉えられていないようですので、これより協議会に移し

ます。 

○議長（日高通君）   

６番、用澤満男君。 

○６番（用澤満男君） 

答弁を受け止めましたが、私はもっとこういうことをすべきでないかということを言ったことに対し

て、何らする必要はないというふうに私は受け止めたんですが、その点の答弁を１回してから協議会に。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長(松下賢次君) 

私は、先程から言っているように、これで全てだということは一言も言っておりません。ただ把握を

しているということだけで、前に認可を取る為の源水地に行った時のそれだけは把握しているというこ

とでございます。源水地の量はどのくらい出るかということです。 

○議長（日高通君） 

  発言は議長の許可を得てから行って下さい。 

これより休憩致します。 

  協議会に移します。 
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協議会 

休憩 

 

 

○議長（日高通君）   

他に質疑ありませんか。 

７番、有川和則君。 

○７番（有川和則君） 

２０年度から悪石島の水道工事がはじまる訳ですが、この前ですね、３週間くらい前に断水したんで

すよね。その際に水が正常に戻るまでに約１５日位かかっているんですが、出張員やら係の人の話では、

その水源地のタンクの水漏れということで話を聞いているんですが、そこら辺を再度その調査をする必

要があるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（日高通君） 

経済課長、松下賢次君。 

○経済課長(松下賢次君) 

結果的には何かエアーが入っていたということで水が通ったようでございます。それで、まあ源水を

みたところが、通常よりだいぶ減っているということで、どこか漏れているんじゃないかという話は聞

いております。それで、今回、悪石島の方が導水管敷設換えの工事がございます。その為に、もちろん

測量委託が入りますので、今、補助申請をやっている途中でございますので、その補助申請が終わり次

第委託をかけて、どっちみち源水地には赴いて、延長から今の状況とか把握しなければいけませんので、

その際にまた判断したいと思います。 

○議長（日高通君） 

他に質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第３、議案第４２号、平成２０年度十島村簡易水道特別会計補正予算第２号に

ついての件を採決します。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第３、議案第４２号、平成２０年度十島村簡易水道特別会計補正予算第２号につい

ての件は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

 

 

△日程報告 

 

 

○議長（日高通君）  
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これで本日の議事日程は、すべて終了しました。 

明日は、午前１０時にお集まりください。 

 

 

 

△散会 

 

 

○議長（日高通君）  

本日は、これで散会します。 

お疲れ様でした。 
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６月２０日（金） 

 

△開議宠告 

 

 

○議長（用澤満男君） 

 おはようございます。 

これから、本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、お手元に配布しました議事日程表のとおりといたします。 

 

 

 

△日程第１ 同意第１号 監査委員の任命について同意を求める件 

 

 

○議長（日高通君） 

     日程第１、同意第１号、監査委員の任命について同意を求める件を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

同意第１号についてご説明を申し上げます。本案は監査委員の選任についてでございますが、現在監

査委員が平成２０年の６月２６日付けを持ちまして任期満了となります。その為に、監査委員の選任を

しようとするものでございます。皆様方のご同意をお願いしたいということで提案をしてございます。

まず、住所が、鹿児島市明和２丁目１８番３号、大原博昭。生年月日が昭和９年９月２５日であります

が、現在本村の監査委員として活躍中でございまして、非常に熱心な方で、また経歴等も県の OB であ

りまして、色んな経験を持った方でございます。そういうようなことで、継続してお願いをしたところ

継続で頑張りますという返事も頂いております。是非皆様方のご同意をお願いしたいというものですの

で宜しくお願いしたいと思います。学歴、職歴については同意書の裏に添付してございますので、その

辺参考にして頂ければ有り難いと思います。説明を終わります。 

○議長（日高通君） 

提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第１、同意第１号、監査委員の任命について同意を求める件を採決します。 

この採決は、無記名投票で行います。 

議場の出入口を閉めます。 

 

（議場を閉める） 

○議長（日高通君） 

 ただいまの出席議員数は７名です。 

○議長（日高通君） 



 125 

 次に、立会人を指名します。 

  会議規則第３２条第２項の規定によって、 

立会人に５番、平田傳義君及び６番、用澤満男君を指名します。 

○議長（日高通君） 

投票用紙を配ります。 

  念のため申し上げます。 

  本件に賛成の方は、｢賛成｣と、反対の方は、｢反対｣と記載願います。 

 

（投票用紙の配布） 

○議長（日高通君） 

 投票用紙の配布漏れは、ありませんか。 

 

（「漏れなし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

 ｢配布漏れなし｣と認めます。 

○議長（日高通君） 

 投票箱を点検します。 

 

（投票箱の点検） 

○議長（日高通君） 

 ｢異状なし｣と認めます。 

○議長（日高通君） 

 ただいまから投票を行います。 

  １番議員から順番に投票願います。 

○議長（日高通君） 

 投票漏れはありませんか。 

 

（「漏れなし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

 ｢投票漏れなし｣と認めます。 

○議長（日高通君） 

 投票を終わります。 

○議長（日高通君） 

 開票を行います。 

  平田傳義君及び用澤満男君、開票の立会いをお願いします。 

 

（ 開 票 ） 

○議長（日高通君） 

 開票の結果を報告します。 

   投票総数７票 

     有効投票７票 

   有効投票のうち 

     賛成７票 

      

   以上のとおり賛成が多数であります。 

   したがって、日程第１、同意第１号、監査委員の任命について同意を求める件は、同意することに

決定しました。 
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○議長（日高通君） 

 議場の出入口を開きます。     

（議場を開く） 

 

 

 

△日程第２ 同意第２号 監査委員の任命について同意を求める件  

 

 

○議長（日高通君） 

     日程第２、同意第２号、監査委員の任命について同意を求める件を議題とします。 

本件については、３番、前田功一君に直接の利害関係のある事案であると認められますので、地方自

治法第１１７条の規定によって除斥とし、３番、前田功一君の退場を求めます。 

（３番 前田功一君 退場） 

 

○議長（日高通君） 

 提案理由の説明を求めます。 

 村長、敷根忠昭君。 

○村長（敷根忠昭君） 

同意第２号についてご説明を申し上げます。本案につきましても、先の同意第１号と同様でございま

して、本村の監査委員が平成２０年の６月９日付けを持ちまして任期満了となります。後任の監査委員

を選任をしようとするものでございますが、本案につきましては、前の同意第１号は識見の方でしたけ

れども、第２号につきましては議会代表ということになります。従いまして、十島村宝島５３番地、前

田功一。生年月日が昭和３７年１０月２０日でございますが、識見の大原様の指導を得て、大変熱心に

村の監査もやって頂いた経緯がありまして、再度前田功一君を監査委員としてお願いしようとするもの

でございます。皆様方のご同意をどうぞひとつ、宜しくお願いを申し上げたいと思います。宜しくお願

いします。 

○議長（日高通君） 

提案理由の説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから日程第２、同意第２号、監査委員の任命について同意を求める件を採決します。 

この採決は、無記名投票で行います。 

議場の出入口を閉めます。 

 

（議場を閉める） 

○議長（日高通君） 

 ただいまの出席議員数は６名です。 

○議長（日高通君） 

 次に、立会人を指名します。 

  会議規則第３２条第２項の規定によって、 
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立会人に７番、有川和則君及び１番、日高助廣君を指名します。 

○議長（日高通君） 

投票用紙を配ります。 

  念のため申し上げます。 

  本件に賛成の方は、｢賛成｣と、反対の方は、｢反対｣と記載願います。 

 

（投票用紙の配布） 

○議長（日高通君） 

 投票用紙の配布漏れは、ありませんか。 

 

（「漏れなし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

 ｢配布漏れなし｣と認めます。 

○議長（日高通君） 

 投票箱を点検します。 

（投票箱の点検） 

 

○議長（日高通君） 

 ｢異状なし｣と認めます。 

○議長（日高通君） 

 ただいまから投票を行います。 

  １番議員から順番に投票願います。 

○議長（日高通君） 

 投票漏れはありませんか。 

 

（「漏れなし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

 ｢投票漏れなし｣と認めます。 

○議長（日高通君） 

 投票を終わります。 

○議長（日高通君） 

 開票を行います。 

  有川和則君及び日高助廣君、開票の立会いをお願いします。 

 

（開  票） 

○議長（日高通君） 

 開票の結果を報告します。 

   投票総数６票 

     有効投票６票 

   有効投票のうち 

     賛成６票 

      

以上のとおり賛成が多数であります。 

したがって、日程第２、同意第２号、監査委員の任命について同意を求める件は、同意することに決

定しました。ありがとうございました。 

 

○議長（日高通君） 

 議場の出入口を開きます。     
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（議場を開く） 

 

 

 

△日程第３ 十島村農業委員会の選任による委員の議会推薦委員についての件  

 

 

○議長（日高通君） 

日程第３、十島村農業委員会の選任による委員の議会推薦委員についての件を議題とします。 

お諮りします。 

議会推薦の農業委員は１人とし、別紙推薦書のとおり敷根忠昭君を推薦したいと思いますがご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、議会推薦の農業委員は１人とし、敷根忠昭君を推薦することに決定いたしました。 

  （ありがとうございました） 

 

 

 

△日程第４ 発議第１号 議会広報調査特別委員会設置の件  

 

 

○議長（日高通君） 

日程第４、発議第１号、議会広報調査特別委員会設置の件を議題とします。 

お諮りします。 

発議第１号は会議規則第３９条、第２項の規定により趣旨説明は省略したいと思いますがご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認め、発議の趣旨説明を省略します。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

  「質疑なし」と認めます。 

これで質疑を終わります。 

 次に討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」との声あり） 

○議長（日高通君） 

「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。 

それではこれから発議第１号を採決いたします。 

お諮りします。 

議会広報の調査について、７人の委員で構成する議会広報調査特別委員会を設置し、これに付託し調

査することにしたいと思いますがご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、議会広報の調査について、７人の委員で構成する議会広報調査特別委員会を設置し、こ
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れに付託し調査することに決定いたしました。 

お諮りします。 

ただいま設置されました議会広報調査特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第７条、

第１項の規定によりお手元に配布しました名簿の通り指名したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、議会広報調査特別委員会の設置は、お手元に配布しました名簿の通り選任することに決

定いたしました。 

お諮りします。 

議会広報調査特別委員会の調査期限につきましては調査終了までとしたいと思いますが、ご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、議会広報調査特別委員会の調査期限につきましては、調査終了までと決定いたしました。 

これで、発議第１号、議会広報調査特別委員会設置の件を終わります。 

 

 

 

○議長（日高通君） 

 ここで、ご報告をいたします。 

兵庫県西宮市、日本熊森協会 会長 森山まり子より提出されました｢鳥獣被害防止特措法｣ 関連予算

を、鳥獣捕殺ではなく自然林復元と被害防除に使うこと等を求める意見書提出に関する陳情第１号、及

び、東京都江戸川区 合資会社｢緑源｣ 社長 諸 百合子より提出のありました｢過剰な農薬取締法によ

り、植物からなる農業用有機資材を締め出す不法な行政指導の改善を求める意見書｣意見書の、陳情第２

号。この２件の取扱につきましては、議会運営委員長より｢議員配布｣と決定し議員配布した旨、報告が

ありましたのでご報告を申し上げます。 

 

 

 

△ 日程第５ 議員派遣の件  

 

 

○議長（日高通君） 

日程第５、議員派遣の件を議題とします。 

派遣目的、派遣期間、派遣場所、派遣議員等につきましては、お手元に配布した通りでありますので、

口頭説明は省略します。 

これから、日程第５、議員派遣の件について採決いたします。 

お諮りします。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、日程第５、議員派遣の件については原案のとおり可決することに決定いたしました。 
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△ 日程第６ 議会運営委員会閉会中の所掌事務調査の件  

 

 

○議長（日高通君） 

日程第６、議会運営委員会閉会中の所掌事務調査の件を議題とします。 

議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配りました｢本会議の会期日 

程等議会の運営に関する事項｣について、閉会中の継続調査の申し出がありました。 

 お諮りします。 

  委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（日高通君）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

 

 

△日程報告 

 

 

○議長（日高通君） 

これで、本日の日程は、すべて終了しました。 

  

 

 

 

△閉会宠告 

 

 

 

○議長（日高通君） 

会議を閉じます。 

平成２０年第２回（６月）十島村議会定例会を閉会いたします。 

お疲れ様でした。 

 

 

 

 

  

 




