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厚岸町議会 条例審査特別委員会会議録

平成22年12月16日

午後４時40分開会

●臨時委員長（高橋委員） ただいまから、条例審査特別委員会を開会します。

本日は、委員会条例第９条第２項の規定により、年長の私が委員長が互選されるまで

委員長の職務を行います。

これより、本委員会の委員長の互選についてお諮りいたします。

12番。

●岩谷委員 年長委員指名において決していただきたいと思います。

●臨時委員長（髙橋委員） ただいま年長委員指名の声がありますが、これにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●臨時委員長（髙橋委員） 異議なしと認めます。

それでは、私から委員長には音喜多委員を指名したいと思います。これにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●臨時委員長（髙橋委員） 異議なしと認めます。

よって、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４時42分休憩

午後４時42分再開

●委員長（音喜多委員） 委員会を再開いたします。

これより、副委員長の互選についてお諮りいたします。

12番。

●岩谷委員 委員長指名において決していただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ただいま委員長指名の声がありますが、これにご異議ございま
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せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ご異議なしと認めます。

それでは、委員長においては、副委員長には菊池委員を指名したいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ご異議なしと認めます。

よって、副委員長には菊池委員が互選されました。

早速、審査を進めてまいります。

議案第94号 厚岸町中小企業振興基本条例の制定についてを議題といたします。

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）「

●委員長（音喜多委員） ご異議なしと認めます。

それでは逐条ごとに進め、審議をしてまいります。

まず、第１条に入る前に、前文がございます。前文ございませんか。

（ なし」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） なければ、次に進みます。

第１条、目的。

２番、堀委員。

●堀委員 第１条、目的なんですけれども、まず、中小企業振興基本条例ということで、

この条文の中に中小企業の振興というふうになっております。中小企業の振興とはどの

ようなことを指すのかを説明していただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 中小企業の振興ということでご説明をさせていただ

きます。

前文のほうでもいろいろ書かれているとおり、地域経済を支えるという部分において

は、中小企業の振興が何よりも大事だというようなことが書かれています。この中小企

業の振興とは何かということだと思います。
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厳しい環境にある社会的、経済的な条件に応じて、その目まぐるしく変わるそういっ

た環境の変化に柔軟に対応しつつ、これまで中小企業というのは頑張ってきて、今、厚

岸町においてもそういった部分に支えられているという状況は、皆さんもご承知のとお

りかと思います。そういった中小企業が、これからはまださらにグローバル的な社会に

なってきているという中では、これまでと同じような形で事業活動を進めていくという

部分では、かなり厳しさというのもまだ出てくるんだろうということは想定されます。

そういった中では、それぞれの事業者の方々が独自の創意工夫等々を行いながら、こ

の先も地域を担っていただけるような企業として、いろいろな活動を通じながら業績を

伸ばされ、そして地域の雇用、さらには厚岸町全体の地域経済を支える、そういった立

場をこれからも続けていくためには、そういったそれぞれのできることが、違うことも

あるかもしれませんけれども、そういった取り組みを通じながら基盤の強い中小企業者

を育てていく、これが総じて中小企業の振興になるんだろうというふうに思っておりま

す。

●委員長（音喜多委員） ２番、堀委員。

●堀委員 今、文言で云々かんぬんというふうにいろいろと目的、前文のところからも抜

粋されたようなことを言われたんですけれども、そもそも中小企業を振興しようという

ときに、何をどのようにとか、やはり目標・目的となる部分というものがなければ、中

小企業の振興というのは、非常にあいまいな言葉でしかないというふうにしかとらえら

れないんですよね。例えば、ほかの町村のことは言っても悪いのかもしれませんけれど

も、別海町とか帯広市とかということで、これは参考資料としていただいたものの中で

はあるんですけれども、その中では、やはり中小企業振興のための指針を定めるという

ふうになっているんですよ。厚岸町の中小企業の基本条例の中には、その指針云々とい

うものに対して一切出てきてないんですよ。そのような中で、やはり私は思うんですけ

れども、こういう指針を定め、目標値を定めることによって、この振興条例というもの

がより一層生きると思うんですけれども、それをうたわれなかった、盛り込まれなかっ

た理由というものは何かあるんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 厚岸町の中小企業振興基本条例、この中に他の先進

事例地の中には、指針等も示されているところもある。そういう中で、厚岸町において

は指針が定められていないが、そういった趣旨、具体的にどのような形で中小企業振興

を図っていくかということが、明確になっていないんではないだろうかというような趣

旨かと思います。

私ども、厚岸町の中小企業振興基本条例制定するに当たって、今回こういう形の最終

案つくるに当たって、近隣の町村のほうにも視察に行かせていただきました。そして、

、 、 。実際 中小企業者の方々ともいろいろな話し合いを通じながら 検討を進めてきました

そういった中で、精神的な条例制定する自治体が幾つか出てきておりますが、実態とし
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てどうなのかというところを見ますと、大層立派な条例をつくったとしても、実際、そ

、 。 、の制定後に動いていないというのが ちらほら見えてきたところもありました 私ども

こういった基本条例というのは、制定する、お飾りをつくるのが目的では当然ございま

せん。先ほど、ご質問者が言われたような中小企業振興を図るためにどうしていくのか

という部分を、この基本条例を定めることによって町民の方にも中小企業という存在、

あるいは役割というものをわかっていただく。中小企業者その方々も、また地域にとっ

、 、てどういう立場 どういう役割を果たしているかというのを再認識していただきながら

大企業者、町、それぞれが皆さんこぞって、こういった取り組みを皆さんで、一つに向

かって取り組んでいきましょうという基本理念でございます。

ただ、そうはいっても具体的なものが見えなければということで、実は私ども一番苦

労したのは条例を制定した後に、どのようにして制定した条例が生かさせていくのかな

という部分で苦労した点でもございます。そういった部分では、これは今現在、逐条で

、 、 、 、やっていますので 今 １条でございますが 後々出てくるようなそういった町の組織

あるいは民間の組織、その中間になる役場の組織、そういったものを通じて、この中で

下からも中小企業振興施策について検討をして、行政なりに上げてこれるシステム、あ

るいは上のほうからも考えて、上のほうからっとおかしいですね。行政サイドで考えた

物事を、地域の方々と一緒に話し合えれる、そういった組織立てもいろいろ検討させて

いただきながら、この基本条例をうまく回していきたいという思いでございます。

そういった意味では、厚岸町の今回の基本条例の中では、指針といううたい方はして

ございませんが、そういった中小企業を振興するための施策を講ずる際の理念、そして

町が策定するときの基本方針、そういったものを厚岸町のほうでは方針にかえて、条例

の中に位置づけるという形で組まさせていただいたところであります。

●委員長（音喜多委員） ２番、堀委員。

●堀委員 この条例が、できるだけほかの町村と違ってお飾りじゃない、実用性のあるも

のにしたいという思いというのはよくわかります。だからこそ、なおさら、その指針と

いうものがなければいけない。目標値がなければ、その対策、対応というものをどのよ

うに組み上げるのかというようなものが、甚だ見えてこないというふうになると思うん

ですよ。ただ、これはあくまでも基本理念条例だということの中では、そこまでうたわ

ないということの中で、そちら側のそのように言うのであれば、例えば、今後、この基

本条例に基づく各種目標値というのを私方が聞いたときに、その現状の数値と目標の数

値というものを示していただいた中での振興策というものを、私たちが聞いたときには

きちんと答えられるという、そういうふうにしていただけるんでしょうか。それについ

てどうなんですか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 厚岸町にとって行政、政策進める上で一番重んじな

ければならないもの、それは総合計画でございます。総合計画の中で、それぞれの分野
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にわたっての方針、それと目標、基本的なあり方も含めて明記させていただいておりま

す。中小企業、これはかなり、かなりというか、本当に広い範囲に及んでいる部分でご

ざいますから、それで目標数値を何をもって目標数値にするのかというのは、大変厳し

い、難しい部分でございます。そういった中では、商業分野、工業分野、水産、農業、

それぞれの部分で総合計画という部分では、可能な範囲でのそういった目標数値も上げ

ているという状況の中では、総合計画で掲げているそれぞれの分野と連動する形で、厚

岸町の行政・施策というのは当然進めていくという部分でございます。

ただ、そういった中で、行政が考えるだけではなくて、中小企業者、あるいは町民の

、方々からの意見をできるだけ中小企業振興施策のほうに反映していきたいという思いで

こういった基本的な条例も定めながら、思いを一つにしながら厚岸町の経済、そして町

民の方々の福祉の向上、こういったことを図っていこうという目的で、この条例を策定

をさせていただくというものでございます。

●委員長（音喜多委員） ２番、堀委員。

●堀委員 そうすると、総合計画の中では製造品の出荷額というものが、現状、平成20年

度で169.4億円と、目標値が平成31年で171億円、とりあずこの基本条例に基づく指針と

なる、もととなるものはこの数字だというふうに私たちは理解しておけばよろしいんで

しょうか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） この条例に基づく指針、目標ということではござい

ません。あくまでも厚岸町は、この総合計画の実現に向かって、それぞれの施策を組み

ながら、町民の福祉の向上等々を図っていくという目的で行っておりますが、例えば、

今、言われた製造業のそういった部分の指針という部分は、今、言われたような数字が

上がっていることは承知しておりますが、そういったものを目標にすることは、厚岸町

としてはこれは当然のことでございます。この基本条例に基づいてという質問からすれ

ば、それとイコールということにはなりませんけれども、あくまでも総合計画の目標値

は、町のこれから向こう10年間を目標とした目標でございます。ただ、中小企業振興基

本条例については、何年をめどにというそういった目的数値を持ってということではご

ざいません。あくまでも基本理念を定めるという部分でございますので、ご理解してい

ただければと思います。

●委員長（音喜多委員） いいですか。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほかございませんか。
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（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

第２条、定義。

13番、室﨑委員。

●室﨑委員 今回、中小企業振興基本条例という形で、この条例が制定されるわけですけ

れども、私は基本的に町の執行の基本理念を条例化していくと、基本条例をつくってい

くということは、非常に大事なことだと思っていますので、その意味においては大変い

いと思っております。それでせっかくつくるんですから、なるべく完璧を期したいし、

玉に瑕というようなことがないように、いわば絹のハンカチで玉を磨くような思いで審

議に臨んでおりますので、その意は十分わかっていただきたい。

その上でお聞きしますが、まず第２条の場合には１号ということですかね、中小企業

者というのは中小企業基本法に書かれている中小企業者であって、町内に事務所、もし

くは事業所、または住所を有するものということですね。事務所と事業所と二つ並べて

書いてあるんですけれども、これは事務所は釧路市にあるけれども、工場が厚岸にある

というようなことを考えればよろしいんですか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 今、ご質問のありました町内に事務所、もしくは事

業所があるもの、という部分の意味合いからすれば、今、ご質問者が言われたとおりで

す。

●委員長（音喜多委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 要するに、中小企業基本法に記載されている中小企業者だけではだめで、厚

岸町に事務所とか事業所があるという形で、いわば根をおろしているか、足をかけてい

るというものが、ここでいう中小企業者であるということですね、本条例でいう中小企

業者。次に、中小企業団体というものも商工会及び中小企業団体組織に関する法律でい

っている中小企業団体や中小企業者を構成員とする団体のうち、同様に厚岸町に本所が

あるということでいいんですよね。それで３番目の中小企業者等というのは、これは文

面を簡単にするための定義ですから、１と２を足したものというんでいいんですね。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 委員、おっしゃるとおりでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番、室﨑委員。
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●室﨑委員 それで、４号では大企業者というのがあるんですね。これは中小企業基本法

にいう中小企業者でも、厚岸町に住所も事業所もない企業者というのがあれば、その事

業者といったほうがいいかな、そのときは、それは大企業者なんですね。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） この４号でいっている大企業者につきましては、中

小企業者以外ということで、ここで中小企業者といっているのは、中小企業基本法第２

条第１号各号に規定する事業所以外の会社又は個人という定義というふうに私どもは解

釈しております。

●委員長（音喜多委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 ダブルスタンダードはだめですよ。定義事項の１号でもって、中小企業者を

この条例で定義しているでしょう。１号の中小企業者以外のものは、中小企業者以外の

会社ということで、ここに来るんじゃないですか、条文を読むときはそう読むべきです

よ。だって、その前の時には中小企業基本法にいうところの、規定するところの中小企

業者であってと１号では書いているでしょう。４号では、中小企業者以外の会社と書い

ているでしょう。そうしたら、本条例でいうところの中小企業者以外の会社でしょう。

違いますか。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後５時01分休憩

午後５時26分再開

●委員長（音喜多委員） 再開いたします。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 大変貴重な時間をいただきまして、申しわけござい

ませんでした。

第２条、定義で、第１号で中小企業者ということの定義をうたってございます。この

中では、中小企業基本法第２条第１項各号に規定する中小企業者であってと、まずここ

でくくりをしています。中小企業者であって、かつ町内に事務所もしくは事業所を有す

るものという規定をさせていただいております。ですから、この時点でいわゆる大企業

というものは除かれているという解釈でございます。そこで第４号の部分でいっている

、 、 、大企業者の定義の部分で 中小企業者以外の会社 あるいは個人であってという部分は

解釈としては第１号でいっている定義、中小企業基本法で規定する中小企業でありなが

らも町内にということで、ここで中小企業者に限定しているという解釈のもとに、第４
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号でいう大企業には厚岸町に事業所等を有していない中小企業者、これについても大企

業に入らないというもので、また、この中小企業振興基本条例そもそもの目的趣旨から

しても、中小企業の振興に資するための条例であり、大企業という部分は町内の大企業

者に特定することが、この中小企業振興基本条例の趣旨に合致するとは思えず、町外の

大企業についてもここの規定する大企業者には含まれるという解釈をしてございます。

●委員長（音喜多委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 何を言っているかさっぱりわからんですね。そんな難しい論理使わなくても

いいから、単純にいきましょう、単純に、書いていることを素直に読めばいいんです。

そうすると、１号の中小企業者というのは法律に書いている中小企業者であり、かつ厚

岸町に事務所等を持っているということになりますよね。そこで、この条例でいう中小

企業者とは何ぞやということが決まったんです。そして４号で、中小企業者以外の会社

というんです。だから、資本金３万円で釧路に事務所があって、厚岸町に事務所のない

人は、大企業者ですねということになるわけでけすよ。違いますか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 改めて、また、ご説明をしますが、中小企業基本法

の中で、今、言われているような資本金・従業員の数等々で中小企業の範囲が定まって

おります。それ以外のものすべてが、それ以外、以下のものが中小企業という部分でご

ざいますが、第１号ではそういった中小企業者であって、そして町内に住所、事業所を

持っているものを厚岸町の基本条例では、中小企業者としますという定義を１号ではさ

せていただいています。この段階で、中小企業者であってということでございます。で

すから、この時点で大企業については除かれるということと、それと……。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後５時31分休憩

午後５時32分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 申しわけございませんでした。

４号でいっている大企業者、中小企業者以外の会社という部分で、ご質問者は、それ

であれば釧路にある中小企業者これが大企業に入るんでないのと、入るんでないかとい

うことだと思いますが、あくまでも第１号のところで中小企業者、中小企業基本法でい

っている資本金、あるいは従業員等で中小企業者という定義をしてございます。なおか
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つ、その基本法でいっている中小企業の中であって、厚岸町に事務所等を持っているも

のは、第１号の中小企業者という定義をさせてもらっていますが、４号でいっている部

分のところは、第１号定義でいっている中小企業者であってという定義ありますよね、

それを以外の部分といっていますので、厚岸町に住所がなくても中小企業であれば、こ

この大企業には当たらないという解釈でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 自分で熱い思いが先に走って、論理的に破綻をしているんじゃないかと。１

号は、あなた中小企業者であってというとこだけ抜き読みしているけれども、そうじゃ

ないんですよ。第２条１号各号に規定する中小企業者、わかります。中小企業って国語

辞典に書いている言葉は、ここのところにつけてもだめなんです。言っている意味わか

りますね、だから１号で既に中小企業というのは、この条例ではこれをいうんですよと

いうことを規定してしまったんです。これは何かというと、法律でいう中小企業者の上

にもう一個要件がついて、住所なり事務所なり事業所なりがある会社ないし個人、それ

をこの条例でいう中小企業者なんですよと決めたんです。それは、だから定義事項なん

です。これはこれでいいと思うんです。

そうであれば、４号では中小企業基本法にいうところの中小企業者以外の会社とは書

いてないんです。どこまでも中小企業者以外の会社と書いているんです。そうすると、

当然、１号で規定された本条例にいうところの中小企業者以外の会社ということになり

ますわね。そのとき世間では中小企業者というのは、こういうふうに考えているからな

んていうんであれば、定義事項なんというのは世の中に要らないんですよ。だから、論

理的に破綻しているんではないかと、これがまず１点です。

それで、委員長、まことに申しわけありませんが、定義事項ですので、この話をする

ときに、それが使われている条文の話をしなければ説明ができないので、その意味で広

。 、 、がりますからお許しいただきたい それで大企業というのは 大企業という法律用語は

私は知らないんですよ。でも、今、商工の会社部分というのは、会社法という別の法律

になりました。その会社法の２条の24号、これも定義規定ですが、そこにはきちんと書

かれているんですね。

大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表上、以下のいずれかの要件を満たす会社

をいう。資本金として計上した額が５億円以上、負債として計上した額の合計額が200億

円以上、それを大会社というという大会社の規定が、今、条文は不確かなのでちょっと

ここのところは抹消させてください。会社法の中に規定されております。そうすると、

、 、 、今の世間的な話でいいますと 大企業という言葉がぽんと条例に出てくると 世の人は

これは会社法にいう大会社を言うなというふうに思うのが、むしろ素直ですよね。そう

すると、この条例おかしくなってしまう。

それからもう一つ、答弁を待っていたなら時間かかってしょうがないから、私のほう

で全部手の内さらけ出しますから。４号の大企業者という定義が、そもそも必要なのか

なという気がするんですよ。その意味で拙劣な条例のつくり方だと言わざるを得ない。

３条の４号で町中小企業者等。中小企業者等というのは、２条でいう１号と２号を足
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したもんですね。それから、大企業者及び町民の協働により行われること、これ大企業

者なんていう定義をして言わなくても、町内で事業を営むものとでも言っておけば、そ

れで十分じゃないですか。大であろうと小であろうと、厚岸町で事業を営む人には、こ

の中小企業振興基本条例の理念に沿って協力してほしいということでしょう。何も大企

業者なんて面倒くさい言葉使わなくたっていいわけです。

それから、第６条、大企業者は事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一

員としての社会的責任を自覚するとともに云々、大企業者は中小企業の振興が本町経済

発展に果たす役割の重要性を理解し云々、大企業者が地場産品を取り扱い云々、なって

いますね。これは２条の１号にある中小企業者や２号の中小企業団体でも、ダブったっ

て何も問題ないわけですよ。そうすると、町内において事業活動を行うものはというぐ

らいのことを言っておけば、十分意は通じるわけです。それで、もう一度２条に戻りま

すが、ここでは中小企業者以外の会社及び個人という言い方で、どこに事務所があろう

と、どこで事業をしようと大企業者になっちゃうわけですね。

アフリカで、自転車の後ろにあめ積んで、あめ・あめとは言わんだろうけれども、何

語で言うか知らんが、スワジリ語でもって言ってあめ売って歩いたって、大企業者にな

っちゃうわけでしょう、これ。やっぱり厚岸町で事業してなければだめでしょう。この

条例の適用というか、適用ですな、それを受けるために。そうすると、この大企業者と

いう定義そのものが何も要らないんじゃないかと、つくることによって、えらい難しい

話をして説得しても、なかなか相手を説得できないようなことしか言えないんなら、削

。 、 。除したほうがいいんじゃないでしょうか そのほうがすっきりしますよ どうでしょう

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狹町長） 私から、経緯等含めてお話をさせていただきたいと思いますが、既

に室﨑委員ご承知のことと思いますが、中小企業基本法ができましたのは昭和38年でご

。 、 。ざいます その当時は 大企業に関する法律も同時に制定をされておるわけであります

ですから、同率、要するに大企業の下に中小企業があるという系列から、主たる法律で

あったわけであります。しかしながら、平成11年に今日の新しい中小企業基本法ができ

たわけであります。ですから、38年の基本法当時は、大企業の中小企業も国の責任で、

その振興の施策をするというのが基本であったわけであります。しかしながら、平成11

年の新法は大企業は国の施策、中小企業は地方公共団体の責務であるというふうに改正

をされたわけであります。

そこで定義として、ご承知のとおり、(4)に、あえて大企業者ということを明記をして

いるということでございますので、その経緯についてご理解いただければ、あえて(4)の

大企業者という定義について、ご理解がいただけるものではなかろうかと、私はそう思

いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 歴史の話はわかりましたが、条例の条文として大企業者というものが何もそ
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ういう話はついていませんよ。何とかをいうところの大企業者なんていうことも言って

いませんよ。中小企業者以外の会社としか言ってないんですよ。そうしたら、そのとき

はこの条文は、この条例だけで解釈しなければなりません。世に、こういう法律があっ

て、そこで大企業者をいっているといったって、それなら何も書かなきゃいいんです。

わざわざこの条例で定義したということは、世の中では猫を猫とは言うけれども、この

条例では猫を犬と言うんだというふうに定義することなんですよ。ただし、こんな極端

な違う定義したらだめですよ、誤解招くだけですから。

そうすると、ここでいう大企業者は、ほかの法律や条例で何ていっているかは別にし

て、中小企業者以外の会社を言うんだと、だから以後、ここに出てくるときは、そうい

うふうに考えてください、そう読んでくださいというのが定義事項です。こういう法規

をつくるときに、そうすると、それは文面で読むより方法はありません。そうしたら、

１号で中小企業者、定義しているんですから、だからまずＡとはこういうもんだ、Ｂと

はこういうもんだ、Ｃとはこういうもんだ、ＤとはＡ以外のものを言うと、こういう定

義の仕方よくありますよ。それに習っているだけだというふうに思うんです。そうする

、 、 。と やっぱり大企業者というのは何なのという話になってしまう まずそれが１点です

それともう一つは、じゃ、そこまでして定義事項を置かなければならないようなもの

かということです。立法技術として。そうしたときには、ここでこの定義を置かないと

物すごく条文が長くなるとか、ぐじゃぐじゃになるとかということがないですから、厚

岸町で事業を営むものというぐらいのことを描いておけば、それで十分意が通じるわけ

です。というのは、もっと言うと、大きかろうが小さかろうが厚岸町に事務所も何もな

いけれども、この町に来て事業をやる人というのはいるわけでしょう。この場合、人と

は自然人も法人も言いますよ。そういう人たちにも、この理念に基づいて地場産品を使

、 、ってもらうとか あるいはそれぞれの中小企業の振興の寄与をしていただくような形で

事業をしていただきたいという思いので書いているわけでしょう。そうしたら、それで

いいじゃないですか、ということなんですよ。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） この条例を議論したときに、条例というものは基本的な考え方

として属地主義を唱えると、いわゆる厚岸町にかかわる住んでいる人等をこの条例の適

用になるという考え方。ここで、あえて大企業という定義を持ってきて、しかもなおか

つ６条で大企業の役割というふうな条項を持たせていただいたのは、中小企業の振興条

例であると、中小企業を振興させるための基本条例であると、それと中小企業以外のと

ころと対比させて、それ以外の役割というものを明記しておく必要があると。それは厚

岸町で言いますと、例えば、大企業というふうに言われる企業はどういうものなのかと

いいますと、ＪＲでありますとか、クロネコヤマトでありますとか、銀行等がございま

す。それらの企業について、室﨑委員ご指摘のとおり、冠をかぶせ、わざわざ主語を持

ってこなくても全部に適用できる話じゃないのかというのは、そのとおりかもしれませ

、 、んけれども あえて基本条例と中小企業の振興のための基本条例とを対比させるために

大企業の役割というものを定義させていただいたという内容でございます。
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第４号の解釈でございますけれども、中小企業者以外のという、第４号で明記をして

いる中小企業者、これは２条１号で規定した中小企業者でございます。したがって、釧

路市にあって、こういう会社は、じゃ、ここに入るのだなということは、既に１号で規

定している中小企業基本法２条１項各号に規定する中小企業ということに限定されてき

ますから、そうすると、それらの中小企業基本法で２条１項で各号に規定されているの

は、その業態によって資本の総額、あるいは従業員の数、これらが規定されております

から、必然的にそれは除外されるというふうに解釈をできることだというふうに考えて

おります。

●委員長（音喜多委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 今、最後に必然的に除外されると言ったんですが、どういうものが何から除

外されるんですか。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

（ ） 、●副町長 大沼副町長 中小企業基本法でいう２条１項各号に規定する中小企業者以外

これは除外されるものだというふうに考えます。

●委員長（音喜多委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 何から除外されるんですか。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） それら以外というふうに転用させてもらっていますから、中小

企業者からは除外されるというふうに解釈できると思います。

●委員長（音喜多委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 何を言っているかさっぱりわからないです。これ、厚岸町の条例ですよね、

そしてこの基本条例の適用があるものの話ししているんですよね、それ以外って書いて

あれば、この条例から除外されるんですか。あなたの言っている除外されるんです、除

外されるんですと言うけれども、どんなものがと言ったら、法に規定されているものが

と言いました。何から除外されるんですかということですよ。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） つまり、ここで説明しているとおり、大企業から、今、言う中

小企業者というのが除外されると、そういう意味でございます。
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●委員長（音喜多委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 何か話が同じところぐるぐる回っているんですよ。中小企業者以外というか

ら、中小企業者は大企業から除外されるんですと言っているだけでしょう。私、そんな

ことを聞いているんじゃないのですよ。ここでいう大企業者というのは、中小企業者以

外の会社だったかいと私は、その中小企業者というのは中小企業基本法で規定されてい

る者プラス町内に事業所、事務所のあるものというふうに、要件二つにして中小企業者

という言葉の定義をしたんですよ。それなのに４号になった途端に、中小企業者という

言葉、全然違う話始める。それなら、また、ここでもって中小企業の基本法に定める中

小企業者以外のものと書けばいいじゃないですか、書いてないんですよ、そんなこと。

法は法でもって定義事項を持っています。資本金の額と従業員の数でもって決めていま

すよね、あれだって広辞苑に書いていることとは違うんですよ。世の中で普通にいうと

きの話は違うんですよ。中小企業基本法という法律では、これを中小企業というんです

よといって書いているわけです。ここの１号は、それプラス町内に事務所のある会社を

本条例にいうところの中小企業者というんですよと書いているんです。それなのに４号

に来た途端に、その話は全部崩れる、そんなことにはならんですよ。

それから、確かに町内に入ってきて仕事をする、全国展開のような大きな会社もあり

ますよね。それについても法的効果があるかどうかは別にしても理念としてしばりをか

けたい、協力してほしいという熱い思いを持っていることはよくわかります。ただ、思

いだけで条例はつくれない。だからここでもって、もしそういうんであるならば、だれ

がどう解釈してもほかの解釈ができないようにきちんと書かなければなりません。それ

は立法技術というものです。そのときに、ダブルスタンダードやってしまったら、これ

、 。は立法技術としては拙劣だというふうに 評価されてしまいますよということなんです

それから、もう一つ私が懸念があるのは、今、そんな名前を、副町長のほうでお出し

になったから私も出すけれども、ＪＲだとかクロネコだとかって言ったけれども、ほか

にもいろいろあるでしょう。そういう大きな会社、大会社ですよね、会社法に言って、

それだけが町内の秩序ある事業をやっていただけばいいもんではないと思うんです。１

号にいうところの中小企業者には当たらないけれども、中小企業基本法にいうところの

中小企業者には当たるような会社が来たときでも、それからあるいはもっと小さなとこ

が来たときでも、やっぱり秩序立てた事業してほしいわけでしょう。大きいところに限

らないんですよ。そのときに大企業者というような定義でもってやっていくと、誤解招

くことになりかねませんよ。

極端な話、自転車の後ろにあめ積んで、あめ・あめと売って歩くのが、私の子供のこ

ろはそういう人がいましたけれども、そういう事業であったって何らの形でやっぱりこ

の事業、この理念の中には入ってほしいですね、大だけじゃないんです。そういうこと

を言ったときに、じゃ、そういうものはどこに入るのってことになるんですよ。ひっく

り返して言うとね。そうすると、１号は町内に事務所や事業所がないと当たらないんで

す。すき間できてしまうでしょう。今の話で言うと。違いますか。
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●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） お言葉ですが、違うと思います。中小企業者以外の第２条第４

号で規定している大企業者の定義の中で、中小企業者以外というのは第１号で規定して

いるもの以外でありますから、ここでは住所要件が排除されてしまいますね。この大企

業については、住所要件をかぶせる必要がないだろうということで、第６条を規定させ

ていただいております。

それから、後段のすき間ができるのではないかという話でございますけれども、２条

１項各号では何々以下、中小企業基本法の２条１項各号、これでは以下というふうに規

定をされています。したがって、それら資本金、あるいは従業員、それら以下のものは

すべて入るというふうに解釈できるのではないでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 やっと答えらしい答えが出てきましたね。１号以外のものは全部大企業なん

ですよね、今、そういうふうにおっしゃった。後段の話は言う必要までもないことです

よね。１号以外、厚岸町に住所のある、あるいは事務所のある会社以外は全部大企業な

んですね。あなたは、今、前段でそういうふうにおっしゃいました。そういうことでし

ょう。だから、すき間ないんです。それで私のほうで申し上げますね。ということにな

れば、資本金３万円で、釧路に事務所があって、厚岸には時々仕事をしにやってくると

いう方は、大企業なんです。余りにも世の常識の言葉と離れた定義になってしまうんじ

、 、ゃないですか 本条例では犬を猫というというような定義はやるべきでないというのが

その意味です。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） ですから、２条１号の中小企業者の定義規定で、中小企業基本

法２条１項各号に規定する中小企業者であって、なおかつ町内に事務所、もしくは事業

所、又は住所を有するものというふうに規定をさせていただいているところでございま

す。

●委員長（音喜多委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 「であって」というのは、もう一つなければならないということですよ。ま

たはじゃ、ないんですよ。及びなんですよ。及びというのは、ＡとＢと二つの要件がな

いとだめなんです。ＣはＡ及びＢを言うといったときには、ＡとＢ二つの要件を必要と

するんです。これは立法の基本です。それをあなたは、いやいや中小企業というのは中

小企業の基本法でもって中小企業の定義しているんだ、その上でやっているんだから、

ここでいう中小企業にも当たるんだと、そういうふうにおっしゃるけれども、それは無

理というもんだということなんですよ。



- 18 -

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） ここで規定している 「又は」とか「若しくは」とかというもの、

は、これは一件一件の話でつながっていく文章であろうというふうに解釈をしておりま

。 、 、 、す 何々であって 何々であってというのが前段にかぶさってきますから そうすると

、 、 。例えば資本金３万円の業態の事業者というのは 当然 中小企業者の中に入ってしまう

それを第４号で、その中小企業以外のというふうに規定をさせていただいておりますか

ら、今、言われた釧路のそういう業者というのは、これから除外されるというふうに解

釈できるものだというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 それならば、何で１号のときには中小企業基本法にいうところの中小企業者

であってと書いているんですか。何で４号のときにはそういうことを書かないで、いき

なり中小企業者以外のと書くんですか。中小企業者って決まったものがあるのではない

んですよ。どこまでも定義事項で定義しているんですよ。おかしいですよ、その考え方

は。中小企業の基本法にいうところの中小企業であって、町内に云々と言っているわけ

でしょう。１号でね。だから要件二つ要りますよと言って、そしてそれが中小企業者で

すというふうに規定しているでしょう。あなたたちで。だから４号のときには、その中

小企業者というものだなというのを読むのが、素直な解釈じゃないかと言っているんで

す。それをいやいや、そのときは中小企業基本法がまたぴゅっと出てくるんだと言うん

なら、４号の前に中小企業法の基本法でも手に入れとけばいいんです。違いますか、お

かしいですよ。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 先ほど、国内の法令で、大企業という言葉の定義を検索してみ

ました。どこにも載っていません。中小企業というものについては、中小企業基本法で

定められて、それらを除外していると、除外して４号で大企業として規定をさせている

と、させてもらっているということでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 中小企業というものの定義が、法律上あると言ったからって、それならば何

も１号で最初から中小企業基本法にいうところなんて書く必要ないでしょう。当然なら

ば。中小企業者であって、町内に事務所の有するものと書けば、それでいいんじゃない

ですか、あなたの論理ならば。それが１号のときには、こういう法律に書いてある定義

の中小企業者であって、なおかつこういう要件のあるものを本条例にいうところの中小

企業者というと、わざわざ言っているんです。だから、さっきからダブルスタンダード
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だと言うんです。１号でいっている中小企業の定義と、４号でいうときの中小企業の定

義がずれている。そうしたら、最初から決まっているんだったら、１号で断る必要なん

かないでしょう。何で１号のときには丁寧に断ったんですか。４号のときには断らない

ですか、そういうことですよ。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

（ ） 、 。●副町長 大沼副町長 定義規定といいますのは さまざまな解釈をされる要素がある

そのものをこの条例の中で、どういう解釈をしたらいいのかということを規定するため

に、定義規定というものを設けております。中小企業者というものを限定的にとらえる

ために、中小企業基本法というものを法律をもって、限定的な解釈はできるものだとい

うふうにとらえまして、この条文の中に法の条文を引用させていただいているというこ

とでございます。第４号は、それを除いたということでございますので、ご理解をいた

だきたいと思います。

（発言する者あり）

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狹町長） それぞれ平行線といいましょうか、議論がかみ合っていないような

ことでありますが、後ほどの条例にも関係してくるわけであります。というのは、第６

条なんです。６条に、大企業者の役割というのがあるんです。あえて６条にのせてある

んです。後ほどまた議論になるかわかりませんが、そのことも当然、第２条にも関係し

てくることでございますので、この点についてもご理解、ご承知をいただきたいと存じ

ます。

●委員長（音喜多委員） よろしいですか。

（発言する者あり）

●委員長（音喜多委員） ２番、堀委員。

●堀委員 いろいろと定義のところで入っていったんですけれども、私は、第２の中小企

業団体というところですね。中小企業団体の組織に関する法律第３条第１項各号に掲げ

る中小企業団体と、あとその他これに類する中小企業者を構成員とする団体でというふ

うになっているんですけれども、その他これに類する中小企業を構成員とする団体とい

う中に、例えば農業協同組合とか漁業協同組合とか森林組合とか、そういう他の条例と

かで公共的団体というふうによく言われるそういう団体というものが、ここに入ってく

るんでしょうか。
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●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） お答えいたします。

中小企業団体ということで、商工会のほかに中小企業団体の組織に関する法律第３条

第１項各号に掲げる団体ということで、まずそちらのほうでいきますと９号まであるわ

けでございますが、厚岸町内には現在のところ事業協同組合、それと企業組合、この一

つずつの組合があります。そのほか、これに類する中小企業者を構成とする団体という

趣旨のものは、主として中小企業の振興を目的とする団体を指し、任意の団体も含みま

すということでございますので、今、質問者言われたような農協、漁協、あるいはその

ほかにも建設業協会であるとか、そういった任意の団体を指すというふうにしておりま

す。

●委員長（音喜多委員） ２番、堀委員。

●堀委員 そうしたときに、第２号の中で、その主たる事務所が町内に有するというふう

になっています。厚岸町の中には、トライベツ地域のように浜中町農協に所属して、主

たる事務所が隣の町にある農家さんたちというのが、トライベツ地区、別寒辺地区のほ

うにおります。そうなったときには、そこで、この条例に基づいて何かしようとしたと

きに、いやいやその団体は厚岸町に事務所を有してないから、そこではできませんよと

かと、そういうふうになってしまうんでしょうか。それはどうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 基本的には、この定義の部分では、中小企業団体の

範囲についてを規定しているものでございます。国の基本法もそうでございますけれど

も、こういった範囲の趣旨を踏まえて、各それぞれ中小企業振興施策というものが今度

組まれていくわけですが、その際に、具体的な対象者というものが明記されるかという

ふうに思ってございます。ですから、今、トライベツの事案で、例示で言われました際

には、浜中農協というのは厚岸町に住所を持っていないと、そういった部分では浜中農

協は対象にならないかといえば、今のこの部分の範囲からは基本的に外れるということ

になろうかと思いますが、この条例、あるいは中小企業振興施策を個別具体に検討する

中で、明確にそれらの範囲というものはそれぞれ位置づけられるだろうというふうに思

っております。基本的な範囲をここで示しているということでございます。

●委員長（音喜多委員） ２番、堀委員。

●堀委員 基本的な範囲というのは明らかにしておかなければ、今後、何をやるにしても

やはりそこに行き着かなくなるわけだと、私は思うんですよ。今、言った中では、この

中小企業団体の中には浜中町農協は、この条例でいうところの中小企業団体には入りま

、 、せんと言ったときには 本当にあの地域で何かをやるとかというような今後法人化とか
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ある団体で、団体行動、活動とかそういうものをやろうとしたときにも、何らこの条例

の中で酌み取れないというふうに私は思うんですよね。ここで入っていないものが、別

なほうで入るというふうにならないと思うんですよね、それについてはどうなんでしょ

うか。

あと、一緒に聞けばよかったんですけれども、第４号の大企業者というところ、先ほ

ど来いろいろと議論があったんですけれども、第６条に大企業者の役割というふうに飛

んでくるんですけれども、先ほど来の議論の中でいろいろとあったんですけれども、第

６条の定義というものがあるんですけれども、ここで言うと、厚岸町には何ら関係のな

い大企業者もこの条例の務めに網羅されてしまうと。例えば、沖縄で1,000人以上の、こ

こでいう中小企業から外れ、企業としましてそういうものがいたって、厚岸町に全然関

係ないとかといった場合においても、例えば厚岸町の中小企業がそこで何か物を売ろう

と、大企業を介して売ろうとかといったときには、そこにはすべてこの条例の範囲とい

うものがふくまっているから、協力してくださいよと。そういうような言い分になると

思うんですけれども、その点についてはどうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 中小企業団体等の先ほどの解釈の部分でございます

が、ここはあくまでもそういった中小企業の振興基本条例の趣旨・目的を実現するため

の中小企業団体等の位置づけ、範囲を示しているものでございまして、先ほども申し上

げましたが、浜中農協、例えで出されているかと思いますが、その場合には町内に主た

る事務所を有しないという部分では、この時点では対象になるということは説明はでき

ないというふうに思っております。

ただ、こういった趣旨・目的に基づいて中小企業振興施策を具体に検討して、実施段

階へ移す段階においては、その対象者がどこまで及ぶかという具体的な部分は、明確に

示さなければならないんだろうなというふうに思っています。ただ、ここで言っている

のは、そういった基本となる範囲をお示しをさせていただいているという部分でござい

ます。

それと、大企業等という部分で先ほどの解釈の部分、まだご理解いただいていない部

分もありますけれども、副町長、先ほどの答弁にもありましたとおり、条例というのは

属地主義ということでございます。ですから、この条例の範囲の及ぶものにつきまして

は、属地、厚岸町に住所を有するという部分でなければ、その拘束力というか、努力義

務、役割という部分が及ばないものだというふうに解釈しております。

●委員長（音喜多委員） ２番、堀委員。

●堀委員 余り堂々めぐりの議論はしたくないんですけれども、これは理念条例、基本条

例ですよね。ですから、ここでまず抜けたものが今後何か新しい施策をやろうとかとい

ったときには、当然、ここには、この中には入らないし、この基本条例からでき上がっ

た条例を何かつくろうといったときにも、すべてはここでもう排除されているから、ほ
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かのところで入れようがないと思うんですよね。それだけ、この基本条例、理念条例と

いうのは大事だと、私は思うんですよ。理念条例というのは、すべて網羅してなければ

ならないと思いますし、これからこれをもとにつくられる条例というもののときに、い

、 。やいやここには入ってないけれども 入るんだというふうにはならないと思うんですよ

例えば、トライベツ地域の人方は浜中町農協に属していますけれども、でも事業とし

ては厚岸町、構成員としては厚岸町に住んでいるわけ、厚岸町の住民です。そういう人

方が入らないというふうには、ならないというふうに思うんですよ。それと、また４号

、 、 、のほうでは大企業というところは 今度 属地主義だからあれだと言うんですけれども

それじゃ、厚岸町で何かをやろうという事業者というものが、入らないのかという形に

なると、何か属地主義・属人主義っていいますけれども、そこが変な解釈にいっている

んじゃないのかなと。

例えば、私であれば、先ほど来の議論というものはいろいろとあると思うんですけれ

、 、ども 第４号中小企業者以外の会社及び個人であって事業を営むものをいうという中で

厚岸町で事業を営むものをいうとか、やはりそういうようなうたい方をすることで、第

６条のほうの属地主義というものは、カバーできるのかなというふうには私は思うんで

すよね、その点についてもどうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 先ほど、私、属地主義という部分でご説明させてい

ただきました。例えば、厚岸の町民が厚岸で物事やるときに、例えば札幌の条例の部分

は全然影響はしないと。ただ、厚岸の町民が札幌に行って何か業をやろうとしたときに

は、札幌市の条例なり、規制なり何なりを受ける。例えば、たばこポイ捨て、たばこを

吸うだとかそういったものは、厚岸ではまだ条例ないですからいいんですが、その町民

も札幌の中央区に行って外でたばこ吸ったりすると、罰則だよというような形で、先ほ

ど言われたような沖縄の大企業者の方が、厚岸に来られて商売をしようということでこ

ちらに来たときには、第６条でいう大企業者の役割という部分では、この条例の適用を

受けるということになります。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 申しわけございません。

浜中町農協、独自に何かやろうしたときの部分ではなくて、トライベツの方々がとい

う部分であれば、中小企業者という部分の定義の中で、農家個々の方々も中小企業者と

いう位置づけにはなります。そういった中小企業者という範囲の中で、中小企業振興基

本条例の適用を受けながら、支援をさせていただくということになろうかと思います。

●委員長（音喜多委員） ２番、堀委員。

●堀委員 事業申請何かというのは、農協の名義で来るでしょう。農家個人が草地整備を
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したいとかということで出してくるわけでも、それは農業関係であるとは思いますけれ

ども、何かをしたいとかという形でないと思うんですよ。やはり所属している団体とい

うものと、常に厚岸町というものは産業振興という中では、いろいろな協議とかが進ん

でやっているわけなんですから、当然に申請、じゃ、そちらでは主としては協議は浜中

農協とやっているけれども、じゃ、申請はここは浜中町農協では、この条例の中には入

らないで個人で出してくださいと、そういうふうに言うしかないというふうに理解して

よろしいんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） ですから、個々具体の振興策で、そういった部分に

ついては制度要綱がきちんと明確になってきます。その段階で対象者についても明確に

なってくるということでございますので、この中小企業振興基本条例が制定されたから

といって、それに基づいた施策が明確にこうであるというわけではなくて、この趣旨に

基づいた中小企業振興施策がこれまでも行って、きてないというわけではございません

けれども、新たなものもまた出てくることも想定されます。そういった中で、そういっ

た対象者というのは明確になりながら、あるいはこういった趣旨の部分を反映させる形

で、中小企業振興施策が練られながら制度設計がされ、実施されるというふうに思って

おります。

●委員長（音喜多委員） ２番、堀委員。

●堀委員 この条例が、どの位置にあるんだということになると思うんですよ。私は、中

、 、 。小企業振興の基本条例 あくまでも基本条例 理念条例と先ほどから言われていました

一番上にあると思います。その上で、いろいろな事業要綱とか何かという、補助事業と

か何かも出てくると思います。先ほど来言った中小企業の振興という大くくりのなかで

やったときには、それらもすべては、これが条例があって、その下に出てくるもの。こ

の条例ではじかれたもの、あと下のほうで入れるということが、規定的に私はできない

と思うんですよね。

、 、 、何か条例をつくるにしても 第何条第何項で定める中小企業団体を定めるとか 当然

各いろいろな用語の定義とかでもすべてはここに来ると思うんです。ここではじかれた

ものを、どうやって入れるんだという話なんです。これについてもどうも理解していた

だけないというか、議論がかみ合わないなというふうに私は思うんですよね。

堂々めぐりもあれですから、もう１回だけ課長のほうからの答弁をいただいて、私も

ほかにもありますから、ここで時間は使いたくないんで、第２条については課長の答弁

で終わっていただきたいなというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 中小企業振興基本条例、これは中小企業者をどうや
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って振興させながら、そして厚岸町の地域経済、そして町民の福祉の向上という部分に

結びつけていこうかという趣旨の条例でございます。ですから、中小企業者を振興させ

るため、その振興させていくために、それぞれの役割というものを明確にしていきまし

ょうということで、中小企業団体という役割も明確にさせているという部分で、この条

例は中小企業団体をどうかして育てていきましょうという趣旨のものでは当然ありませ

、 、 、んので そういったことでございますので こちらのほうについては範囲ということで

そして行っていく際の施策のときに、それらの部分を必要に応じた明確に位置づけをし

ながら、この中小企業振興を目的とした条例が、実現できるような施策展開が図られる

ように、配慮をしていくということになろうかと思っております。

●委員長（音喜多委員） よろしいですか。

10番、谷口委員。

●谷口委員 法律的なことはなかなか私自身難しいので、ちょっと一般的にお伺いしたい

んですけれども、中小企業、大企業と分けていますよね。それで厚岸町内で事業を行っ

ている方々が、中小企業というのはどういうのを言うのか、それから１号でくくろうと

する中小企業は、例えば商工会だとか中小企業家同友会ですか、そういうもろもろの団

体に所属する人たちをいうのか、そうでなくて事業をやっている団体に入ろうが入るま

いが、どんな団体にも属さない人も含めて、中小企業者としてこの条例の恩恵を、ある

。いは責任を負わなければならない団体をいうのかどうなのかということをお伺いしたい

それから、厚岸町内にさまざまな、先ほど副町長がおっしゃったような企業が事業を

展開している、おりますよね。そのほかにも例えばドラックストアだとか、コンビニみ

たいなだとか、あるいは家庭家具だとかそういうものを売っている大きな店があります

よね。そういうのは、ああいうのは大企業と聞いたことがないんですけれども、そうい

うのも今回のいう大企業に属するのか。

それから、先ほど農協・農家のことが言われておりましたけれども、そのほかの生産

者団体みたいのもありますよね、シイタケなんか、そういうのも含まれて条例の中でく

くろうとしているのかということ。

、 、 、それと 厚岸町に事務所はないけれども 厚岸町の業者との連携なんかをとりながら

厚岸で事業展開をしている業者もいるわけでしょう。そういうのもろもろあるんですけ

れども、それらをもっとわかりやすくここで分類すべきではあったんではないのかとい

うふうに私は思うんですが、その辺ではいかがなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

（ ） 、 、 、●まちづくり推進課長 湊谷課長 まず 中小企業者の定義でございますが その前に

質問された中でそういった企業というのは商工会であるだとか、中小企業家同友会、そ

ういったもの入っているものが対象になるのか、関係ないのかという部分でいくと、ま

ず最初に、そういった団体に所属しているしていないは一切関係ありません。それを前

提にして、中小企業者の定義という部分は、基本法の中で業種ごとに分かれて、規模が
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変わってきております。製造業、建設業、運輸業とその他の業種という部分でございま

すが、資本金又は出資の額が３億円以下の会社、そして並びに常時使用する従業員が300

人以下の会社及び個人ということになります。

それと、２号の部分でいっているのは卸売業の場合です。卸売業の場合には、資本金

又は出資の額で総額が１億円以下の会社、それと常時使用する従業員の数が100人以下の

会社及び個人ということになっています。それと、サービス業に属する事業を主たる事

業として営む場合には、資本金又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用す

る従業員数が100人以下の会社及び個人ということです。

最後、４号でございますが、小売業に属する事業を主たる事業として営む場合には、

資本金の額又出資の総額が5,000万円以下、そして常時使用する従業員が50人以下の会社

又は個人という定義がなされています。こういった以下が、すべて中小企業だという位

置づけになってございます。

それと、例えばキノコみたいな生産者団体、こういったものはということでいくと、

私どもの今回の定義からいきますと、中小企業の振興を目的する団体、中小企業者を構

成員とする団体ということになります。ですから、これにつきましては、中小企業団体

に含まれるという解釈になります。

さらに、町内の事業所はないけれども、事業展開をしている物産というのは厚岸に入

ってきていますよね。そういった部分は、適用になるんですかという部分でございます

が、中小企業基本条例でいって中小企業の振興に資すようと思っている中小企業者につ

いては、先ほども議論になりましたが、あくまでも町内に事務所、事業所を有するとい

うことに特定をさせていただいておりますので、町内のほうに、例えば釧路のほうから

来ているような事業者の場合には、ここでいう中小企業には入らないという解釈でござ

います。

答弁漏れありました。それと、町内でいう大企業と言われる部分でございますが、先

ほどの中小企業という基本法の定義からいきますと、製造その他の業種という部分で言

えば、郵便局、あるいは北洋銀行さん、ＪＲさんというようなところが入ってくるとい

うことになります。あるいは小売業でいきますと、大きな大手の電器屋さん、ベスト電

器さんであるだとか、イオン、ポスフールさんですとか、ドラックストア等々が入りま

す。あと、車屋さんも資本金の額に応じては、入ってくる業者もあるということでござ

います。サービス業の部分では、レンタリース会社等も入ってくるところもあろうかと

思いますが、今、つかんでいるところは、そういったところでございます。

●委員長（音喜多委員） いいですか。

ほかございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

第３条、基本理念。

13番、室﨑委員。
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●室﨑委員 第３条の４号についてお聞きします。

「協働 、協力して働く協働、この対象となる人たち、町がそうですね、中小企業者等」

というのは、第２条の１号、２号を足したものですね。大企業者というのは、先ほどの

副町長のご答弁によりますと、中小企業基本法にいうところの中小企業は省かれるわけ

、 。 、 、ですね それと町民ですね このうち町ははっきりしていまかね 厚岸町のことですね

中小企業者等というのは定義規定でぴたっと決まっていますから、これもよろしいでし

ょう。町民というのも何だかわからないという人はいないでしょうね。それで大企業に

ついてお聞きするんですが、厚岸町に事務所を持たない中小企業基本法の適用を受ける

事業者は、協働の輪の中に入るんですか、入らないんですか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 基本理念で言っている第４号、ここの部分につきま

しては、大企業者という解釈のことから、町内に住所を持たない中小企業者につきまし

ては、該当しないと、入らないという解釈でございます。

●委員長（音喜多委員） よろしいですか。

（ はい、いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ２番、堀委員。

●堀委員 私もこの協働という部分でちょっと引っかかったんですけれども、基本理念、

中小企業の振興はということで、次に掲げる基本理念にのっとりということで推進され

なければならないと。１、２、３、４とあるんですけれども、この規定をされると、中

小企業の振興を図ろうとしたときには、１、２、３、４すべて網羅されているものじゃ

ないと、中小企業の振興とは言えないのだというようになるのかなというふうに私は思

うんですけれども、それについてどうなのか。

そうしたときに、協働、特に町民も含めた協働により行われるというふうになってお

ります。じゃ、例えば、第４号が一番問題ですので、町が入るほうがいいんでしょうけ

れども、中小企業者が抜けたと、大企業者が抜けた、町民が抜けたと、そういうような

中小企業の振興策をとろうといったものもここに入らないのか、どうなのかという話に

なると思うんですけれども、その点についてどうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 第４条の部分、基本理念ということで中小企業を振

興を図っていくための基本となる理念をここでうたっております。ですから、１号から

４号に掲げている事柄が生かされるような形で、町が行う中小企業の振興については進
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。 、 、めていくという理念をここに掲げている ですから 町が行おうとする部分については

中小企業者、あるいは中小企業団体等含めて協力をいただけるような基本的考えを持っ

て施策を進めていくという基本的な理念を定めているということですので、これが入ら

なければ施策はできないということではございません。

●委員長（音喜多委員） いいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほかございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

●町長（若狹町長） 委員長。

●委員長（音喜多委員） 町長。休憩ですか。

休憩します。

午後６時33分休憩

午後６時34分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

次、第４条、町の役割。

２番、堀委員。

、 、 、●堀委員 この第４条が 今回の中小企業振興基本条例の一番の要なのかなと 平成22年

これは要約版として議案第94号の参考資料その３というものをいただいているんですけ

れども、また、参考といたしまして私方のところには、過日行われた産業建設常任委員

会が、厚岸町商工会の２階会議室で、企業家同友会等の聞き取りというものをやったと

いうような中の記録というものもちょっと見てはいるんですけれども、要するにこの基

本条例をつくる企業家同友会としてもこれを要望した一番のあれは、ここで言うところ

の地元業者の受注機会の増大というものが、一番これが厚岸町に図っていただきたいん

だという切なる願というものがあるのかなというふうに思うんですよね。そうしたとき

に、要するに厚岸町の本気度というものがどのくらいなんだという中で、第２項に町は

工事の発注、物品及び役務の調達等に当たってはということであって、中小企業者の受

注機会の増大に努めるというふうになっております。
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そうすると、これは中小企業者がどうのこうじゃなくて、今、この条例を提案してい

る厚岸町ですから聞くんですけれども、今現在、地元への受注機会というのがどのくら

いあって、この条例をつくって、じゃ、それで振興策をすることによって受注機会はど

のくらいまで、調達率をどのくらいまで上げようとしているのかという、それについて

お聞きしたいんですけれども、お願いします。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 今、ご質問があった中小企業受注機会が、今現在ど

のくらいあって、それをどの程度増やそうとしているのかと、そういった本気度を聞き

たいなというような趣旨があったようでございますが、町の役割としては、やはり中小

企業を振興させていくという部分では、公の公共事業の発注の際に当たっても国のほう

では官公需という部分で言われていて、いろいろな地元のほうにの配慮という部分もい

ろいろ協力願も来ているところでございますけれども、厚岸町もこれまでもできるだけ

予算の適正な執行という部分で、法に照らして逸脱しない範囲で、できるだけ地元企業

育成という立場で、地元発注に心がけてきているということが、ご質問者もご承知のこ

とと思います。

、 、 、 、これから 中小企業振興施策で新しい施策を組むこともあるでしょうし 例えば 今

国のほうで出てきている国の補正予算等々ありますが、そういった際にもできるだけ地

元のほうに受注ができるような配慮をするだとかということも含めて、今まで地元中小

企業者に対する受注機会増大に向けての配慮はしてなかったということではありません

けれども、これまでもしておりましたけれども、これをあえて町の役割ということで明

確に位置づけさせていただくというものでございます。

ですから、今現在、何％あるものを何％上げていきましょうだとかという具体的な数

値は持っておりませんけれども、こういった基本条例を定めるわけですから、いろいろ

な施策、あるいは工事発注・物品購入等々は、町職員もこういった条例の趣旨を理解し

ながら、こういった部分に配意をして、事務事業執行に当たっていくという姿勢をここ

で明確にしたということでございます。

●委員長（音喜多委員） ２番、堀委員。

●堀委員 だから、現状がわからないと、どのようにやったのかというものの結果なりに

対して、検証ができないと思うんですよ。例えば、今現在が20％あるものを来年度の当

、 、 、初予算の中では 議論する中では例えば21％にしましょうとか 22％にしましょうとか

そういった目標値を持つことによってこういう基本条例というものが、より一層生きや

すくなるというふうに私は思うんですよね。今現在の調べてもいないということなんで

あれなんですけれども、この条例ができて、この条例自体は４月１日からです。という

ことでお願いするんですけれども、新年度予算のときには厚岸町発注の地元調達という

ものが何％あるのかという、それを事細かくすべて出してください。

また、指名競争入札とかにおいては受注者が厚岸町以外、要は指名として厚岸町以外
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の業者にも当然、指名とかというものを出すと思うんですけれども、そういうものが何

％あるのかというものもわかるように出していただきたいと。それを含めた中で、新年

度の中では中小企業の振興方策というものが、どのように図られていくのかというもの

を私方は判断したいと思いますので、これを今すぐ出せとは言いませんので、これは新

年度予算の中へ出していただきたいなというふうに思うんですけれども、どうなんでし

ょうか。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） せっかく資料の要求がありましたけれども、お答えすることは

できないと思います。といいますのは、受注の機会の拡大を図るという問題について、

一言言わせていただくと、例えば厚岸町で生産されて、厚岸町で製造できるもの以外の

ものもあるわけです。受注の機会というのは。ほかのところで生産されて、ほかのとこ

ろで製造されて、それを厚岸町の業者さんを介して、我々は調達をするというような場

合もございます。さまざまなケースがございますから、それを事細かくすべて出せとい

うのは無理がございます。それが１点。

それから、あくまでも先ほどから、まちづくり課長が言っておりますように、これは

基本理念を定めるものでございまして、具体的に何％のものを何％に引き上げるだとか

何とかというそういう議論は、ここでうたわれている審議会でありますとか、その下部

組織であるものでよく吟味をしていただいて、その中でケース・バイ・ケースさまざな

まケースをピックアップしていって、議論をしていっていただくということが必要では

ないかとそのように考えておりますので、ただいま要求のあった資料については提示が

できないということをご理解いただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ２番、堀委員。

●堀委員 そうすると、審議会の中では、そういう資料というものが出された中で、振興

施策というものがどのようにされるのかというものは、審議会の中ではやっていけるん

だというふうに理解してよろしいということだと思うんですよね、今の副町長の答弁か

らいくと。それはわかりました。

次に、３項なんですけれども、ここで学校教育における勤労観及び職業観の醸成がと

いうことであります。児童・生徒に対する職業に対する体験の機会の提供、その他の必

要な施策を講じるよう努めるというふうにあるんですけれども、ここでうたうんですけ

れども、私はこれに不満というか、これには子供の学力向上というものがまず一番最初

に来て、その上で児童・生徒に対する職業に関する体験の機会とか、提供、その他の必

要な措置を講じるというふうにしてもらわなければ、これが上に来て、授業機会の学力

向上というものが二の次になってしまうのは困ると思うんで、やはり少なくとも子供の

学力向上というものが、まず一番上に来るというふうにしていただきたいなというふう

に思うんですけれども、この点についてはどうなんでしょうか。
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●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） 何度かお話もしているかと思いますが、これはあく

までも中小企業を振興するための条例でございます。そこで第４条で町の役割というこ

とで、学校教育においても職業観であるだとか、勤労観等々のそういった中小企業者が

人材を得るために、そういった部分にも努めていきますよという考え方をお示しをさせ

ていただいております。

ご質問者言われるとおり、学校教育というのは、趣旨がそもそもこういった、今、４

条の３項で掲げているのが目的として学校教育というのはありませんので、今言われる

のは、最もそれは学校の基本的な考え方がまずあるわけでございますけれども、町の役

割として中小企業の振興策を図る一面においては、こういった部分にも留意をしていき

たいということで掲げているものでございますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） ２番、堀委員。

●堀委員 ですから、第４条の中の冒頭でも言ったとおりに、これは中小企業とかどうの

こうのというものでの言えるじゃないと、あくまでも厚岸町だからこそ、厚岸町の役割

としてなっているから言うんだということで私は前置きしているんですよね。当然、厚

岸町がこのように考えていれば、そちらのほうにも影響が出てくると私は思うから聞い

たんですけれども、そうやっていろいろと聞いても、どうやっても厚岸町の本気度とい

うものがどうも見えないと。指針を設けるかと思えば、全然、指針も設けない、目標値

も設けないよと。受注機会の増大に対してはどれだけ配慮するのかと言えば、それだっ

て全然わかりませんと、来年になったらば減るかもしれないとかというような感じで、

それが減ってもそれを検証する機会、方法すらもないとかといった場合では、大変この

条例自体が、まだこれは第４条の段階ですけれども、非常に不満だというふうに思うん

ですよ。せめて町の役割ぐらいはもっと具体例をもってやらなければ、他の中小企業者

や町民に対しても、この振興策をもって中小企業の振興を図りたいんだというふうに言

えないと思うんですけれども、この点についてはどうなんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 先ほど、受注の機会等を拡大することが、この条例の一番の目

的だというふうに堀委員の解釈、それは堀委員独自の解釈であります。私どもは、その

ように思っておりません。これは厚岸町の中小企業を振興させるための基本的な理念を

ここでうたう、私どもは何が大事かというと、その振興策について町民皆さんでよく話

し合いましょうと。どうしたらいい、どうしたらその企業が発展していくんだと、この

町が活性化につながっていくんだということを議論をした上で、具体的なじゃ、ここに

電気をつけようだとか、ここに広場をつくろうだとか、ここに駐車場をつくってお客さ

んを呼ぼうだとか、そういう具体的な話というのが、そういう会議の中で出てくるもの

だと思います。それを今度は斟酌して、町の予算等に反映していくというのは、その後
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の話であります。そういうことでご理解をいただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） いいですか。

（ はい、いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（稲垣課長） ただいまの３項のご質問でございますけれども、教育委員

会では、平成16年度から中学生の職場体験支援事業として、毎年中学生が自分の将来を

イメージし、積極的に課題解決を図れるように、教室授業では学べない生きた体験学習

の場として、自分の住む町のさまざまな職業を体験できるよう支援しているものでござ

います。各中学校では、総合的な学習の時間に職場体験を実施したり、地域と学校の円

滑な連携を図るために、教育委員会では支援可能な町内企業の一覧表を作成し、各中学

校での職場体験の支援に努めているところでございます。今後についても、その取り組

みを継続してまいりたいと考えております。

以上です。

●委員長（音喜多委員） 次に進みます。

第５条、中小企業者等の役割、ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 次、第６条、大企業の役割。

13番、室﨑委員。

●室﨑委員 先ほど町長もちょっとおっしゃっていた。一つの試行実験ということで申し

上げます。中小企業基本法にいうところの中小企業者でないものが大企業者だという言

、 、い方をしましたね 中小企業基本法でいうところの中小企業者に該当するといったって

中小企業といったって随分大きいんですよね、原則としては３億円以下、300人以下です

からね。だけれども、うんと小さいほうを考えたほうがいいでしょう、この町ではね。

例えば、資本金100万円で従業員10人ぐらいの会社があった、それは厚岸町内には事務所

や事業所は持っておりません。それが厚岸町に来て商売やっています、事業をやってい

ますというのがあったとする。このときは、事業活動行うに当たっては、地域社会を構

成する一員としての社会的責任を自覚するとともに、中小企業者等というのは何遍も同

じことを言うけれども、第２条の３号ですから１号と２号を足したものですね、との連

携協力に努めるものとするいうこの条文には該当しないわけですね。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。
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●まちづくり推進課長（湊谷課長） 今、言われたように町内に事業所、事務所等を有し

ていない、例えば釧路にある中小企業者については、ここで言う第６条の大企業の役割

には該当をしないという解釈でございます。

●委員長（音喜多委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 ただですね、中小企業基本法の適用を受けると、税制面やいろいろな面で有

利なんですよね。したがって、自分のとこは301億になりそうだ、従業員は305人になり

そうだというような会社は、よくいろいろなテクニックを使って３億円以下にしてしま

。 、 、うのです あるいは従業員も 特に今は派遣会社だとかいろいろなものがありますから

。いろいろなテクニック使って中小企業基本法の適用を受ける会社に置いておくんですよ

やっていることは、この厚岸あたりから見たら、それこそわきに富士山が立っているぐ

らい大きな会社ですよね、そういうもの幾らでもあるんですよ。そして、そういうとこ

ろが販売業や何かでもって、厚岸町に入ってくることはいっくらでもありますよね。そ

ういうものは本条にいうところのこれはあれですよね、いろいろな事業を行うに当たっ

て厚岸町の中小企業をつぶしてしまうようなそういうことはやめてくださいと、秩序だ

った営業をやりましょうよと、一緒に、という条文でしょう。

３条のほうは、厚岸町の中小企業を育てましょうという話だったから、ちょっと違う

んでしょうね。その６条には、そういうものが入らないんですね、中小企業振興基本条

例の適用外なんですね。でも私に言わせると、私が思うには、質疑だから余り私の話し

してはいけないんだけれども、そういうとこだって一緒にやってほしいんですよね、こ

こに当たらないで、どこに当たるんですか。

●委員長（音喜多委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（湊谷課長） この第６条の解釈の部分でございますが、あくまで

も第２条第４号の定義が生きてきますので、今、言われたような中小企業、大企業ぎり

ぎりの会社であっても、厚岸町のほうに事務所を置いていない中小企業と言われる部分

については、この大企業という適用は受けないという解釈になります。

●委員長（音喜多委員） 13番、室﨑委員。

●室﨑委員 この条例をつくる意味からいって、それは適当なことなんですか。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狹町長） ちょっと時間をお願いします。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。
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午後６時55分休憩

午後７時47分再開

●委員長（音喜多委員） 委員会を再開いたします。

ただいま、13番委員の質問に対し答弁調整中ですが、町長から、事件の撤回請求があ

り、これを許し、委員会を閉じさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございま

すが。

（ はい」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 異議なしと認め、議案第94号 厚岸町中小企業振興基本条例の

制定については、条文精査のため、撤回いたすことに許可いたします。

以上で、委員会を閉会いたします。

午後７時48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２２年１２月１６日

条例審査特別委員会

委員長


