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厚岸町議会 平成１９年度条例審査特別委員会会議録

平成19年３月９日

午後２時01分開会

●議長（稲井議員） ただいまより条例審査特別委員会を開会いたします。

（ ） 。●議長 稲井議員 本委員会の委員長並びに副委員長の互選についてお諮りいたします

４番。

●小澤委員 議長の指名により決めていただきたいと思います。

●議長（稲井議員） ただいま議長指名の発言がありましたが、これにご異議ありません

か。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（稲井議員） ご異議なしと認めます。

それでは議長において、委員長には室﨑委員、副委員長には音喜多委員を指名したい

と思いますが、これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●議長（稲井議員） ご異議なしと認めます。

よって、委員長には室﨑委員、副委員長には音喜多委員が互選されました。

委員会を休憩します。

午後２時02分休憩

午後２時03分再開

●委員長（室﨑委員） ただいまより条例審査特別委員会を再開いたします。

議案第30号 厚岸町生活安全条例の制定についてを議題とし、審査を進めてまいりま

す。

進め方についてお諮りいたします。

逐条ごとに進めたいと思いますが、ご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「
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●委員長（室﨑委員） ご異議なしと認めます。

それで、最後に総体についてというのを入れます。

それでは、逐条ごとに進め、質疑をしてまいります。

まず、第１条、目的。

ございませんか。

12番。

●谷口委員 第１条に入る前に、この条例の制定について、それに至った経過についてち

ょっと説明をしていただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） お答えを申し上げます。

北海道が、実は平成17年４月から、北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり条例と

いうものを制定をいたしました。北海道、道民、事業所、それぞれが役割を持って協働

で犯罪のない地域社会づくりをしていこうという内容の条例でございます。

釧路管内の中では、この北海道の動きを受けまして、釧路市が平成17年10月から、市

民生活の安全に関する条例というものを施行をいたしました。それ以外の町村につきま

しては、18年段階ではまだ未制定の状況であるということでございます。釧路管内の町

村会の中で、ぜひ18年度中に、未制定のところについては制定をしていく努力をしよう

という依頼としての取り扱いがございました。それがありましたのが、８月の町村長会

議でございました。９月のそれぞれの９月以降の町村議会に向けて、それぞれが生活安

全条例というものを制定をしていくという作業がそこからスタートをいたしました。

現時点では、厚岸町、浜中町を除いて、先ほど出ました釧路市ももちろんであります

が、厚岸は浜中を除いて条例の制定が既に進んでいるという状況でございます。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 今の説明で流れは何となくわかったわけですけれども、今回この議会に提案

するに当たって、要するに、町内の関係者等との話し合い、そういうものがあったもの

なのかどうなのか、その辺のはどうなんですか。こういう条例が町内で必要だというよ

。 、 。うなお話はあったのでしょうか あるいは そういう投げかけをしてきたんでしょうか

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） お答えを申し上げます。

議案の説明資料としまして、Ａ３サイズの条文から説明というものを含めた資料を出

させていただいておりますが、第４条のところで、町の基本的役割についてという下の

部分であります。関係行政機関等として、厚岸町交通安全協会、あるいは厚岸町防犯協

会、厚岸町自治会連合会、厚岸町ＰＴＡ連合会、厚岸町小中高児童生徒連絡協議会など
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ということで説明をさせていただいておりますが、町長部局、それから教育委員会の行

政関係の事務局を担っている、あるいは業務として関係している部署については、事前

にこういった条例を制定をして、協議会を立ち上げさせていただくということについて

は、事前に情報提供をさせていただいて、協議会設立に向けたいろいろな相談をさせて

いただくということでしておりますが、例えば、個別に活動されている、例えば防犯パ

トロールの組織でありますとか、それから商工会も事務局として、防犯パトロールの取

り組みをそれぞれ商工会、それから湖北商連、商盛会等々の組織の中で自主的な活動と

して取り組んでらっしゃいます。

そういった自主的組織とは、事前の投げかけというのはまだしておりませんで、これ

から協議会の設立、それから協議会が立ち上がって具体的な活動展開になっていった段

階でお話をさせていただくというスタンスでしておりまして、委員おっしゃられるよう

に、全体として事前に協議の場を設けたということではございません。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 このような条例をつくる場合には、やはり協議委員挙げての取り組み、そう

いうものを当然期待をしたものではないのかなというふうに私は思うんですよね。

そういう中で、ある意味上の方からつくっていって、みんな従えというようなやり方

というのは、私はどうなのかなと。本当にその地域その地域の安全や防犯について、そ

れで町民生活を守っていく上で力を発揮する、そういうものにはならないのではないの

かなというふうに思いますし、それから、もう一つは、やはり議会にも事前にある程度

の方向性みたいなものは示していただいた上でつくっていくというのも、やはり大事だ

ったのではないのかなと。出したからみんな従えというのでは、私は、少しやり方とし

ては乱暴過ぎないのかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 委員おっしゃられるような受け止め方をされる方も当然いらっ

しゃるということでは、私ども理解をいたします。ただ、今回制定をさせていただきま

す条例の制定の趣旨そのものは、この条例に基づいて、新たな組織、あるいは新たな事

業展開を全面的に町民の皆さんや事業者や、あるいはこれまで活動されてきている団体

の皆さんに押しつけるという性格のものではございません。

最大の目的は、町の内外に、厚岸町が事故や犯罪から町民生活を守っていくためにこ

。うあるべきという基本理念を宣言をさせていただくということが最大の目的であります

それで、去年、釧路管内、市も含めて自然の番人宣言というものもされておりますが、

形は宣言というものと条例という形態の違いはございますが、条例の制定趣旨そのもの

は、町の内外に町の取り組みについて、町の役割、町民の役割、それから事業者の方々

等の役割を、きちっとした取り組みの基本方向を示させていただくということが最大の

ねらいでございましたので、委員おっしゃられるような、つくって押しつけるという性

格のものではございませんので、その辺は御理解をいただきたいというふうに思ってお
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ります。

それで、この条例の中で設置をさせていただきます生活安全推進協議会でございます

が、これは、町長が筆頭に活動を進めております交通安全推進委員会、それから町の防

犯協会、これは町長が代表者で組織を持っております。

それ以外に、それぞれ自主的な活動をされている、あるいは児童や生徒を守るための

自主的な協議でありますとかされているという個別の団体の活動、あるいは個別の協議

会の活動を通して情報交換の場にまずしていこいうというのが、この協議会の一つの大

きな役割であります。そんな中で、町総体の取り組み、特にみずから取り組んでいくと

いう意識を高めていっていただければという期待を込めるものであります。

、 、 、それから もう一つ大きな協議会をつくることによっての効果としまして 今例えば

児童生徒の通学路、あるいは校外時間における変質者からの声かけ等々の情報、それか

ら高齢者の徘徊などによる所在不明等の情報が、ともすればそれぞれ所管している組織

の中で今現在取り組まれている、そういったものをもう少し広めるネットワークがつく

れないだろうかということを目的に進めていったらいいのではないかということで、今

準備をしているところであります。

そういった取り組みをこの条例、あるいは設置をしようとしている協議会の中でして

いって、個別に活動をされているそれぞれの団体、あるいは事業所団体の取り組みの底

上げになっていけばと、底上げという言い方失礼ですが、自主的な活動が進んでいく、

そういった環境を、この条例制定をきっかけに進めていきたいというのが主体の趣旨で

ございますので、その辺をご理解いただければと思います。

●委員長（室﨑委員） 14番。

●田宮委員 この生活安全条例というのをつくらないと、この厚岸町で安全に暮らしてい

けないということなんですか。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） お答え申し上げます。

これまでもそれぞれの団体を個別の目標を持って取り組みをされているということに

ついては、委員もご承知のことでありますし、この条例が制定されないことによって、

それぞれの活動がとまってしまったり、パイプが詰まってしまったりというようなこと

はあってはいけないことでありますし、それぞれの団体の取り組みの中で、これまでも

横の連携というものを課題にしながら取り組んできたんだろうというふうに認識をして

おります。

、 、 、その上で 今回の生活安全条例の制定そのものは 自治会に入っていらっしゃっても

地域の活動としてなかなか広まっていかない活動もある。それから、同じ児童を持つＰ

ＴＡの立場でも、活動のばらつきがあるというような状況の中で、ではモデル的な活動

も含めて情報交換ができないだろうかというようなことも、今回の条例制定の中では、

町民や町も努力をしていきますが、町民、事業者の皆さんも自主的な活動として基本理
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念に向けて努力をしていこうという方向性を示させていただくわけでありますから、今

よりも活動が綿密に、１歩前に進んでいくということを期待するものでありまして、こ

れまでの活動を否定するものでもありませんし、この条例の制定の趣旨はそこにあると

いうことについてご理解をいただければと思います。

●委員長（室﨑委員） 14番。

●田宮委員 説明されても納得なんかできるわけないんですよね。こういうものがなけれ

ば、安全に生活ができないというものではないでしょ。殊さらにこういう条例をつくら

なければならないという意図がわからないんですよ。必要ないというふうに私は思うん

。 、 。ですね 町民の役割なんていうのもありますけれども これはどういうことなんですか

町が実施する施策に協力する。町が実施する施策というのはどういう施策のことを言う

んですか。

それから、安全推進協議会、これは犯罪及び事故等の現状把握に努めると。生活の安

全対策について協議すると。こんなことをやらなければ暮らしていけないような世の中

ではないでしょ。これは生活の仕事ではないですか。違うんですか。全然理屈に合って

ないですよ、この条例は。答えてください。

●委員長（室﨑委員） 田宮委員さん、逐条でやっていきますので、その後の各本条につ

いては、またその都度発言の機会がありますので。

●田宮委員 大変失礼をいたしました。

（発言する者なし）

●委員長（室﨑委員） 最後のところで総体の議論やりますが。

（発言する者なし）

●委員長（室﨑委員） 私の方からお諮りしたときに言っていただきたいんですよ。それ

だから私お諮りしたんです、皆さんに。そのときに言わないで今言われると、どうしま

しょう。ちょっと休憩します。

午後２時21分休憩

午後２時22分再開

●委員長（室﨑委員） それでは、再開いたします。

田宮委員さん、今の件ですが、それぞれのところで今の個別の問題はよろしゅうござ

いますか。それとも、今の目的というところに意図を含めて、趣旨なり意図を含めて、
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ちょっとそこのところを、もし絞っていただければそのようにご発言をお願いしたいん

ですが。

（発言する者なし）

●委員長（室﨑委員） はい、わかりました。

第１条、目的に関しまして、他にございますか。

８番。

●音喜多委員 目的、この今回の第１条の目的でございますが、既にある防犯協会やら、

自主的なものかもしれませんけれども、社会を明るくする運動等のは、こういった目的

に沿った形で今日まで来ているのではないのかと。そういうことからすると、何かしら

また屋上屋を多く重ねるような条例をつくってしまうというか、そういう今まで持って

いた魂というか、そういうものを形骸化するような形でこういう条例をつくるのかなと

いうふうに思うんですが、その点いかがですか。

それから、もう一つは、防犯宣言というんですか、そういった宣言をする町とか、そ

ういうところもございます。そういったところで防犯宣言ですか、そういったところの

町もございますし、厚岸町としては過去にもそういったことを議論してきた経緯があっ

たのではないかなというふうに思うんです。各自治体において、過去にもそういう宣言

をされている町もございますし、そういった兼ね合いの中で、また新たにこういうもの

というか、そういった過去のものは過去のものにしてしまって、こういう形にするのか

どうなのか、なぜかしらまた屋上屋というか、同じようなものをつくってしまうのかな

と。それで、過去のそういった運動、あるいはそういった経過が時代に合わないという

認識で、こういう出し方をされるのかどうなのか、その辺はいかがですか。

過去というか、ずっと今までこういったことでの運動をしてきた人方も、どういう認

識というか、過去のそれこそ今までの運動が、そういうことが実が結ばないために、こ

ういう新しいものをつくるということになるのかどうなのか、私もその辺はちょっとよ

くわかりませんが、その辺のところはどのように認識されていますか。伺っていきたい

と思います。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） お答えを申し上げます。

１点目で、従来ある防犯の活動や、社会を明るくする運動の取り組みも従来あるでは

ないかというお話と、後ろの方の、２点目の後ろの方にありました、今の時代に合わな

くなってきているので、こういう新たなものを取り組むのかというところは、同じよう

なご意見だということに思いますので、その辺はちょっと重なるかもしれませんが、先

ほどのほかの委員さんからのご質問にお答えしましたように、この条例の制定そのもの

は、町内外に町の取り組む基本理念というものを宣言をさせていただくということが最

大のねらいであります。
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そういう意味では、音喜多委員がおっしゃるような防犯の事業、それから現在教育委

、員会サイドで事務局を持っていらっしゃる社会を明るくする運動もしかりでありますが

そういった個別の活動自体をこの条例にくくって、あるいは協議会の取り組みの中に全

部引っ張り込んで、新たな運動の展開ですとか、事業のそのものの検証でありますとか

というものをやっていこうというものでないことについては、ぜひご理解をいただきた

いと思います。内外に基本姿勢を宣言するということであります。

ほかの町のことですから、余り申し上げる必要はないのかもしれませんが、実は、条

例で設置をしようとしている推進協議会そのものも、釧路管内の中では、協議会を置か

ないで基本理念だけ宣言をして、条例だけで終わるという町も３カ所ございます。

では、厚岸の場合どうするんだという検討の中で、厚岸としては、それぞれ自主的に

活動されている団体の情報交換というものをもっときちっとやっていこうと。その中か

ら不足している分があれば、また協議会の中で出された推進すべき課題について団体に

お持ち帰りをいただいて、それぞれの団体の中で活動の前進を図っていく、図っていた

だければというような検証の場、研究の場として協議会を設置をしようという思いで、

要綱も今回資料として出させていただいております。

何がという話になるんでありますが、前段申し上げたように、今それぞれの活動の中

で把握をされている情報が、もっと団体ごとに、防犯だけの話ではありませんが、月に

２回それぞれ取り組まれております交通安全の街頭指導の問題も含めて、道路の安全性

の問題等々が、その分野では情報として持っております。

そういう意味で、交通、防犯トータルの中で、相互の情報交換というものができれば

という思いでおりますし、前段申し上げた緊急時の地域のネットワークというものを、

もちろん犯罪を絡む情報としては、緊急にそのときに出せないというものも出てくるか

もしれませんが、児童の安全のために、緊急に情報を隅々までお伝えしなければいけな

い。

あるいは、お年寄りが行方不明になって、そういったものを、例えば、さくらハイヤ

ーの運転手さんに情報提供をしておく。その結果、業務中に、いやいやあそこにいたぞ

というような情報をいただけるとかということも新たな課題として取り組んでいけるの

ではないかと。そういったより大きな地域のネットワークというものも、この条例の制

定をきっかけに協議会の場で研究しながらつくっていけるのではないか、そんな期待を

持って制定をさせていただこうということでありまして、従来の取り組みを否定をした

りという中身ではございませんので、そこはご理解いただければと思います。

●委員長（室﨑委員） ８番。

●音喜多委員 資料を出されている中で、ここに書かれているように、そもそもこういう

問題が列記されているような背景にはどういうことがあるのかという、そういうことを

、 、考えた場合 こういうものをつくらなければいけないのかなというふうに思うんですが

、 、 、もとの本当の根本は やはりこういう犯罪というか 町民生活に不安をもたらすような

あるいは日常生活の中で安心、それこそほかの食糧問題ではないですけれども、安心、

安全でいられるとうことができないという社会というか、そういう世の中になってしま
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ったのは何なの、そして、こういうものをつくって、ある程度規制していかなければい

けないのは何なのということに尽きるかと思うんですよね。

多くの学者というか、識者の言うことには、こういう犯罪学、あるいは社会的な構造

、 、 、 、から見れば 今の社会というか その会社 あるいは日本を代表するような会社の役員

そういった方々が巻き込んだというか、いろいろな、確かに外国人の犯罪や、あるいは

個人的に悪いことをする人もいらっしゃるようですが、そういった事件というか事故を

起こすような、組織ぐるみとか、軽々しく見つからなければいいだろうという、そうい

う安易な犯罪が余りにも多過ぎるというか、それに伴って、マスコミあたりが飛びつい

て、それをまねる、あるいは安易な気持ちになってそれを繰り返すと、そういうことを

大きなことを言われておりまして、非常に嘆かわしい時代になるという話は早くから言

われていたわけですけれども、こういった状況を出さざるを得ないという背景は、町と

して、出される執行者というか、そちらの方の考え方としては、どういう認識でこれを

出されるのか、基本的なところをちょっと伺っておきたいなと思います。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 犯罪や事故の社会的背景のお話もありました。一つ一つお話し

された分はそのとおりだというふうに思うんでありますが、特に、私どもが記憶に新し

いのは、平成13年に発生をしました大阪教育大学附属池田小学校の事件であります。不

審者による学校内の進入、殺傷というものが発生をいたしました。似たような事件がた

くさんあるんでありますが、奈良市におきましても、平成16年11月に、住宅街の通学路

上付近で、小学校１年生の子供の誘拐殺人というものが発生をしました。

この時点でも、それぞれ今現在取り組まれております、例えば、真龍小学校の防犯パ

トロール、見守り隊というんですが、いうものが、この事件をきっかけに活動が活発化

をするというようなことが進んできたというふうに思いますし、それまでありました子

ども110番の家、あるいは子供たちが危険を感じたときに立ち寄れるお店でありますとか

というものも、個別には組織はされておりましたが、こういった事件をきっかけに、い

ろいろな防犯パトロール隊の組織も発生をしてきました。

そういう意味では、個別の社会的背景について、私どもの認識を申し上げるよりは、

皆様方の方が知識も豊富でありましょうし、いろいろな取り組みの中で実感されている

んだろうというふうに思いますんで、個別の話はここでは省略をさせていただきます。

そういったいつでもどこでもだれでもが、危険な場面に立ち会うといいますか、ぶつ

かって、危険な場面に置かれるという状況を、先ほど言いました特に児童の悲惨な犯罪

から、我々は、では防犯活動としてどうしていこうかということがより強く進められて

きたんだろうというふうに思っております。

その傾向は、厚岸警察署管内の、いわゆる刑事犯としての扱いそのものも、ここ３年

間毎年減ってきているという状況がございます。件数ちょっと今ございませんが、毎年

減ってきている。その効果は、やはり事業者の方々が車にパトロールというステッカー

を張って回っていただく。それから、学校のＰＴＡの皆さんが、子供の通学時に街頭に

出て見守る。こういった一つ一つの活動の積み上げが、トータルとして刑事犯という取
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り扱いの件数そのものを減らしていく効果になっているのだろうというのは、警察署の

分析でもありますし、これは厚岸のみならず、北海道においてもそういった傾向が毎年

出てきている。窃盗も含めて、刑法犯が減ってきているという実態にあるというふうに

聞いております。

そういう意味で、今回の条例制定につきましては、個別のケースについて、この条例

に基づいて何をするということではなくて、厚岸町の取り組みの姿勢そのものを内外に

宣言をして、いままで活動していきている団体、あるいは個人の皆様につきましては、

これをきっかけに、さらにみずから活動できる分野として広めていっていただきたいと

いうこともありますし、今まで活動されてきている団体につきましては、さらに活動の

前進というものを図っていっていただければという期待のもとに制定をさせていただく

ものでありまして、何かにかえてこの条例が取ってかわるだとか、新しく設置する協議

会が新たな活動を担うということではございませんので、そこはご理解をいただきたい

と思います。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

第１条、目的に関して、他にございますか。

ございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

第２条の定義です。

12番。

●谷口委員 事業者のことなんですけれども、建物があってもここにいない人の土地、建

物、こういうものも含めて考えるというんですけれども、今回こういうものを制定しよ

うとしていますけれども、十分な理解が得られるようなことが、この条例からはできる

というふうに考えていますか。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） お答えを申し上げます。

今委員の方からお話ありました町内に住んでいなくて建物、土地を持っていらっしゃ

る方への基本理念でいきますと、努力していただく事項ですとか、町の取り組みに協力

をしていただくということが伝わるのかどうかというお話でありますが、理念として定

めておりますから、それはそれとしまして、具体的に、では所有あるいは管理をされて

いる建物、土地に、例えば建物が倒壊する危険があるだとかいう課題につきましては、

行政として所管する部署もございます。直接的には、今時点は建設課の建築を中心に、

所有者に建物の安全管理のために取り壊していただくという取り組みもその中で行われ

ております。
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ですから、条例に基づいて理念を示させていただいて、個別のケースになります場合

には、そういった図式になってくるというふうに思っておりますし、では、この条例を

制定をして、厚岸に住んでいない土地、建物の所有者の、あるいは管理者の方に事前に

こういう条例をつくりましたからという通知をするかどうかということについては、そ

こまでは考えておりませんで、広報紙でありますとか、チラシでありますとかという周

、 、 、知の手法をとりながら 個別の問題については 所管する行政機関等と協力をしながら

そこは所有者の方にも協力をしていただくということになってくると思っております。

●委員長（室﨑委員） 12番。

●谷口委員 私、倒壊するのは聞いていないんですよね。それもこれに入るのかどうかち

ょっとわかりませんけれども、税金も納めていただいておられない、あるいはその所有

も明解でない、そういうものだってあるわけでしょ、町内に。残念ながら。そういうも

のも含めて、ここにはこの条文に定義として載せられているんですか。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 今おっしゃられている内容については、当然条例の中身の趣旨

としては、税金がかかっていないから対象外だとかということではなくて、所有管理を

されている方として、危険があるんであれば、それは町から、あるいは近所から要請が

あったときについては、きちっと管理をしていただくという、いただきたいということ

が趣旨になっております。

ただ、この条例そのものは、罰則規定も何も持っておりません。そういう意味では精

神論としての規定でありますので、個別の問題については、それぞれ所管する行政機関

等の主導の中で進んでいくというふうにお考えいただきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（室﨑委員） 以上、定義について、他にございますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

３条、基本理念。

８番。

●音喜多委員 これがどうのこうのではないんですが、この基本理念からいくと、裏を返

せば、事故防止に配慮したと、あるいはそういった何かあった場合の犯罪及び事故から
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得た教訓だなんていう、経験だとか、そういった方で、直接の加害者以外の者に対する

配慮だとか、あるいは親族、あるいはそういった者に対する配慮だとか、いろいろな要

素が考えられるんですよね、これ。

そういった、逆に言えば、それこそ風評被害を受けるような、そういう被害者という

か加害者というか、そういうものまで巻き込むような形の考え方というか、本当に見た

目だけではちょっと、大きな問題というか、こういうことまでやらなければいけないの

かなというふうに、非常に事が事だけに、犯罪というか、例えば普通のその辺にある軽

犯罪ならばいいんですが、大きな事件になりそうなというか、それから、もう一つは、

予防に向けたというか、事前にキャッチしてそれんごと言って、事件を呼ぶようなとい

うか、そういったことも基本理念の守るガードから考えたら、そのことから第２次被害

というんですか、そういったことも想定されるなと思うんですが、その辺のところの配

慮というのはどのように考えていますか。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 個別のテーマについてのお話でありませんので、推測でちょっ

とお話ししづらいところもあるんですが、前段ありました、例えば直接被害を受けた方

へのフォローの問題を委員からお話がありました。この条例、あるいは協議会の議論そ

のものは、起きてしまったものへのフォローというものは、専門的な機関であり、そう

いうところがすべきだろうというふうに思っております。後段で触れられていました予

防するためにどうしようかという情報交換が、基本理念に基づいた取り組みがこの条例

の趣旨だというふうにお考えをいただきたいと思います。

個別のお話になりますと、例えば犯罪性を伴うもので、今、では町の防災無線でこう

いうことが町の中で行われているということが出せるかどうかという問題も含めて、あ

るいは通学路における支持者からの声かけの問題が、今地域ネットを使って出すことが

いいのかどうかといったそういった判断は、私どもの協議会が直接するのではなくて、

主体的に地域防犯を取り組んでいらっしゃる警察署からの指導に基づいて、例えば教育

委員会がどうするだとか、地域の自治会にどうするだとかという個別のものが出てまい

りますので、総体的に予防の取り組みそのものが２次犯罪につながる等々のものは、取

り組みの経験の中でこういった場合にはこうだというようなものは、協議会として情報

収集をし、研究ができるのであれば、その中で事前にしていくべきものというふうに考

えておりますので、その程度の認識でやるのかというご不満もあるかと思いますけれど

も、これから進めていく中身でありますので、基本的には、協議会としてはそういうス

タンスでということで考えております。

●委員長（室﨑委員） ８番。

●音喜多委員 今言われたように、起きてしまったものは、それはそれなりの部署という

か、犯罪であれば警察ということになるんでしょうが、この目的は、すると予防と。予

防のことが逆に、これは予防ということは、第三者なりそういう想定のもとで、逐次そ
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の推移というか、移行を見ていかなければいけないわけですけれども、そのことによっ

て過剰に犯罪を誘導するというか、そういうことも起こり得ないかと普通心配するとこ

ろがあるわけですよね。

そんなことまでは考えていないというふうに認識していいのか、あるいはその予防が

前提になって、さらに深い深い、それこそ深みにはまるような問題というか、そういっ

、たものを掘り起こさないかどうかというところがちょっと疑問になるわけでありますが

いずれにしても、その線引きというか、これは先ほどから言っている状況から見ると、

それほど深くというか、考えていないと言ったら失礼ですけれども、ある程度の協議会

そのものが、要はつくればいいというわけではないんでしょうけれども、そういうこと

だというふうにこの基本理念の中に持っているんだということでいいのかどうなのか、

その辺ちょっともう一度確認しておきたいと思います。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 個別の事例に基づきます、このケースはこの協議会で取り扱っ

て、これは取り扱えないという個別の問題については、これから取り組んでいく中で協

、 、議会として何ができる どうしていけば個別の活動の支援になるんだろうという問題が

これから発掘されてくるというふうに私どもは思っております。

ただ、この協議会のスタートの皮切りとしては、取り組みのスタート段階としては、

冒頭申し上げました地域のネットワークというものをぜひつくっていく必要があるなと

いうふうに、私どもの段階では思っております。

それは、何回も出てまいりますが、児童生徒の安全の問題もしかりでありますし、そ

れから高齢者の徘徊に伴うネットワークというものも、組織としては厚岸町も持ってお

りますが、日常的な取り組みの突き合わせということになりますと、果たして十分なの

かどうかということも、もう一度検証をしていく必要があるのではないかと。それで、

それは高い机の上から言うのではなくて、今持っていらっしゃる、担当されている部局

として悩んでいることは何だろうというような題出しも含めて、していく必要があるの

ではないのかなというふうに思っております。

それで、児童生徒の安全の問題でいきますと、教育委員会のお話等も含めて、やはり

もっと広いネットワークができれば、児童の安全、事故から、犯罪から守るというケー

スとしては、非常にうれしいネットワークになってくるのではないかという期待もいた

だいておりますので、そこだけはきちっと入り口の取り組みとして、どこまでネットが

張れるんだということを課題にしながら、研究・推進していきたいというふうに思って

いるところであります。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（室﨑委員） ３条、他にございますか。
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（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

第４条、町の役割。

ございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 第５条、町民の役割。

よろしいですか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） 第６条、事業者等の役割。

８番。

●音喜多委員 いい例えの話でお聞きしているんですが、町民の役割、あるいは事業者の

役割なんかでも、今回この中には、警察も構成員として入るわけですね。その中で、こ

ういう町が条例をつくって推進委員会をつくるということになるわけですけれども、例

えば警察の交通取り締まり、それでその警察の交通取り締まりが、ある程度見えないと

ころと言ったらあれでしょうけれども、スピード違反なんかを取り締まるときには、死

角になるところというか、走行中の運転手、あるいは走行中の車から死角になるところ

に陣を張ってということをするわけですけれども、その敷地というか、個人あるいは事

業所の持っている敷地の中に無断で入るというか、それはかなり、今はどうかわかりま

せんが、以前は結構そういうことで、持ち主が憤慨していたということを伺っておるん

ですが、そういったことでのそれに対する協力というんですか、それもそういったケー

スとして、そういうのもこれらの協力関係というか、そういった問題も役割の一つとし

て盾にとられないかという思いがするんですが、その辺はいかがですか。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 今出されたお話は、全く私どもは条例や協議会の取り組みとは

想定をしておりません。これまでも警察署の活動としてされてきているんでしょうし、

これからも、例えば土地を借りてスピードの取り締まりをするというようなものについ

ては、警察署と土地の所有者との関係の中でされていくというふうに思っております。

、 、ここで町民の役割 あるいは事業者等との役割というふうに表記をさせていただいて

協力をして努めるものとすると、協力をしていただきたいというお話は、防犯、それか

ら事故のない地域社会づくりのためにこうあるべきだという基本理念に基づいて、例え

ば施策として、町民がみずから通学途中の道路に出て子供たちを見守ってほしいという



- 17 -

施策を出したとすれば、それに協力いただけませんかというたぐいの話でありまして、

協力しないことによって、あなたがどうだとかという性格のものには当然なってきませ

んし、スピードを出さないで走りましょうということも、理念として協力をしていただ

きましょうと。それで、間違って80キロで走ってスピード取り締まりに捕まれば、それ

は個人の問題でありますので、それはそうならないようにそれぞれ努力をしよう、ある

いは協力をしていただくという、個別の課題でいくとそういう話でありまして、建物を

無断で使う、あるいは断りもなしに町が行って、所有者の了解も得ないで何かをするだ

とかというものとは異質なものであると、別なものであるということでございます。

●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

６条、事業者の役割、他にございますか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

第７条、生活安全推進協議会。

14番。

●田宮委員 協議会のこの生活安全推進協議会ですね。２項では、犯罪及び事故等の現状

把握に努めるとともに、生活の安全対策について協議するものとすると。これ警察の仕

事でしょ。何やるの、これって。協議会が。逮捕するのかい。

●委員長（室﨑委員） 町民課長。

●町民課長（久保課長） 生活安全推進協議会の７条の２項でありますが、同時に資料と

して、協議会の設置要綱もお示しをさせていただいております。７条の２項で想定をし

、 、 、ております協議会の扱うものというのは 要綱の第２条でありまして 所掌事項として

協議会は次の事項について連絡協議を行うんだということを書かせていただいておりま

す。１項から５項までございます。

それで、やろうとすることが警察の業務ではないかというお話でありましたが、そう

ではありません。やはり住みよい町をつくるために、行政それから町民、事業者の方々

が予防のためにどうするんだという当然の義務まではいきませんが、そのために安全な

まちづくりのためにそれぞれが何をしようという役割というのは、理念としてうたわせ

ていただきましたし、そこに向けて今活動されている団体、個人の方々それぞれが、協

議会の場で情報交換をしたり研究をしたり。それで、こういう新たな取り組みも必要で

はないかというテーマについてＰＲをしたりということを、協議会の場で、ではＰＲは

どこの団体でしようかというようなことも含めて交通整理をしながら、今それぞれ自主

的に取り組まれている活動の一歩前進というものを協議会の中で求めていきたいという

のがこの中身でありますので、ご理解いただきたいと思います。
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●委員長（室﨑委員） よろしいですか。

続けますか、14番さん。まだ質問続きますか。

●田宮委員 いや、いいです。総体的にやって終わります。

●委員長（室﨑委員） ８条やってから３時で休みにしますか。ここで切りますか。ここ

で一たん切りますか。

休憩いたします。３時半。

午後３時01分休憩

午後３時30分再開

●委員長（室﨑委員） 再開します。

休憩前に７条が終わっていますので、８条から入ります。

第８条、委任。

ございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） なければ先へ進みます。

附則、ございませんか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） それでは、総体について、ございませんか。

全体についてですが、ございませんか。

よろしいですか。

（な し）

●委員長（室﨑委員） それでは、なければ以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか。

（ 異議なし 「異議あり」の声あり）「 」

●委員長（室﨑委員） 異議ありの声がありました。

それでは、起立により採決いたします。

原案に賛成の方の起立を求めます。



- 19 -

（賛成者起立）

●委員長（室﨑委員） 結構です。

賛成多数と認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で、条例審査特別委員会に付託されました議案第30号 厚岸町生活安全条例の制

定についての審査は終了いたしました。

よって、条例審査特別委員会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。

午後３時32分閉会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成19年３月９日

平成19年度条例審査特別委員会

委員長


