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厚岸町議会 議案審査特別委員会会議録

平成22年９月16日

午後３時59分開会

●臨時委員長（髙橋委員） ただいまから議案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） ただいま年長委員一任の声がありますが、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。

委員会を暫時休憩します。

午後４時00分休憩

午後４時02分再開

●委員長（音喜多委員） 委員会を再開します。

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 これにご異議ございませんか
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（ 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、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。

●委員長（音喜多委員） それでは、議案第74号 釧路市との定住自立圏形成協定の締結

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。

進め方については、協定案を逐条ごとに審査を進めたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。

13番。

●室﨑委員 逐条で大いに結構だと思うんですが、ただ、この協定は、第３条がボリュームの

ほとんどを占めているんですよ。それで単純な逐条でもってやりますと、協定を一括審議し

ているのと大差ないと思うんです。

それで、第３条に関しては、(1)のア、イ、ウ、エ、オというような形になっていますが、

そのカタカナのアイウエオごとにやっていただければ大変ありがたいということで提言いた

します。

それから、最後に全体についてという項目をつけていただきたい、そのようにお願いしま

す。

（ ） 、 。●委員長 音喜多委員 ただいま13番委員さんから このようなご意見がございました

ほかには。

第３条については、(1)(2)(3)があります。政策分野がありますが、各政策分野ごとの

中のア、イ、ウ、エ、オで進めていただきたいということですが、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） 異議なしと認めます。

それでは、そのように進めてまいりたいと思います。

13番さん、第３条だけでいいですね。
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●室﨑委員 第３条だけでいいです。

●委員長（音喜多委員） ほかの条はいいですね。

●室﨑委員 それと最後に……。

●委員長（音喜多委員） 総体的にということですね。

それでは、それを確認して、進めてまいりたいと思います。

第１条、目的。ございませんか。

２番。

●堀委員 目的ということでなんですけれども、まず、定住自立圏協定を締結するのはという

ことで、いろいろと条件というものが中心市とそうじゃない周辺市町村で定められているん

ですけども、国が出したものの中では、通勤通学割合が0.1以上であることなどの要素も考慮

してというふうにあります。厚岸町から、今、協定を結ぼうとする相手方、釧路市への通勤

割合、通学割合というのは、過去の議会等の議論の中でもいろいろ資料等も出ているのでわ

かるんですけども、通勤割合というものがどのぐらいあるのかというものを当然押さえてい

ると思いますので、それを教えていただきたいというふうに思います。

それと、この協定を結んだ後というのは、今度、定住自立圏共生ビジョンというものをつ

くられると思うんですけども、このビジョンというのは、厚岸町と中心市である釧路市との

１対１のビジョンとなるのか。また、そうじゃなくて、釧路市は釧路町や浜中町、そして白

糠町とも同様の協定を結ぼうとしているんでしょうけれども、それら町村を含めた釧路市で

の協定というものになるのか。１対１なのか、それとも４対１なのかということを、まずは

この１条の中でお聞きしたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後４時07分休憩

午後４時08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） お答えをさせていただきます。

厚岸町と釧路市との通勤割合でございますが、この通勤割合を出すに当たっては、国勢調

査の結果からということで、直近では平成17年の国調の数値をもとに算出するということに

なってございます。厚岸町の場合、釧路市への通勤通学割合については、0.06となってござ

います。

それから、共生ビジョン、これは１対１のビジョンで策定をするのか、それとも釧路
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市が結んでいる各町村を交えたビジョンとなるのかということでございますが、共生ビ

ジョンにつきましては、中心市となります釧路市が策定するということになります。そ

して、この共生ビジョンは、圏域の将来像を明らかにして具体的な取り組み内容を示す

ということでございます。

以前にもご説明してございますが、定住自立圏構想につきましては、中心市と周辺市

町村が１対１の協定を結ぶと。その結んだ積み重ねによって構成される圏域ということ

でとらえてございます。ですから、釧路市が今結んでいる釧路町、白糠町、鶴居村、さ

らに浜中町、そういったところをまとめた釧路定住自立圏ということで釧路市が策定す

ると。そして、ビジョンの中には、それぞれの取り組みに応じて、その構成町村が何を

やっていくのか。ですから、ビジョンですべて同じことをやるということではなくて、

仮に厚岸町がその圏域に入ったとするならば、釧路市と厚岸町との協定を結んだ項目を

具体的に取り組んでいくのはどんなことかというものがそのビジョンの中に入りますけ

れども、厚岸町と釧路市だけのビジョン、あるいは釧路市と釧路町だけのビジョンとい

うことではなくて、釧路市が中心市となって構成する定住自立圏全体のビジョンという

形で策定をされるというものでございます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 まず、最初の通勤割合が0.06だと。通学割合は高いのであれなんですけど、総体的

に、そうすると基準であるところの要素となっている0.1以上はカバーしているというふうに

理解していいんでしょうか。

そうなると、まずビジョンのほうなんですけれども、厚岸町は釧路市が策定したビジョン

の中の厚岸町に係る部分だけを協定の中での責任を持つというか、責務を負うというか、そ

ういうふうに理解してよろしいんでしょうか。それ以外の部分というものが厚岸町に降りか

かってくるとか、そういうものというのはないというふうに理解していいんでしょうか。

●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） 厚岸町につきましては、釧路市との通勤通学割合が0.06

ということで、要綱で定めている0.1未満ということになってございます。ただ、そういった

ものを勘案しながら、考慮してするということで、0.1に満たないところについては、定住自

立圏構想の協定を結んでいけないだとか、圏域に入ってはいけないという縛りがあるもので

ございません。

それと共生ビジョンの中身でございますが、その中には、厚岸町がもし仮に入ったとすれ

ば、６市町村の圏域ということになります。その６市町村全体の釧路定住自立圏域の将来像

を定め、そして、各中心市と結んだ協定項目にのった具体の事業をそれぞれのまちはどんな

ことをしていくのかということがビジョンのほうに書き込まれるということですから、その

、 、 、中に厚岸町が入る部分は 厚岸町と釧路市が協定を結んだならば その協定項目に基づいて

どういった事業を進めるのかという部分だけが厚岸町に関係する部分で入ってくるというこ

とでございます。
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●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 そうすると、0.065というものは、0.1に満たないんですけれども、それでも勘案し

てというんですけれども、つまり0.1にしか満たないだけ、要は、厚岸町が釧路市に頼る部分

というのがないのかなというふうに、逆に言ってしまうと、思うんですね。そういったもの

の中までも国が0.1と定めているのは、要は、中心市というものが既にもう周辺市町村に対し

てのいろいろな生活圏とか、いろんなもので密接に関連しているからと、そういうことでこ

の定住自立圏を国がやろうとしているんだというふうに私は思っているんですけれども、そ

れが0.065しかないんであれば、逆に言ってしまうと、そこまでして結ぶ必要性があるのかと

いう、そういう疑問というものが非常に出てくるんですけれども、それについては、今後、

もし0.1以上に確実になるんだというものでもあるわけじゃないので、やはりここら辺は客観

的な数値でしか言いようがないんですけども、それがやはりいかないというものは、そうい

った中で焦って定住自立圏協定は結ぶ必要性というのが出てくるのかなというふうに私は思

うんですけれども、その点についてはどうなんですか。

●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） お答えいたします。

国の定住自立圏推進構想の中では、0.1、これを一定の部分として、そういう要素も考慮し

ながら自主的に判断するということになっております。それで、例えば0.1以上ある、例えば

言いますと、釧路町みたいなところはかなり高いわけでございますけれども、そういったと

ころは、要綱に基づいて、必ずしも協定を結ばなければいけないのかというのは、そうでは

ありません。あくまでも中心市宣言をした釧路市と周辺市町村が任意でやるわけですから、

その意思があれば、例えば１以上あったとしても、そういう意識がなければ結ばなくてもい

い。あるいは、0.1未満であっても、中心市との連携を図ることによって双方の市町村が定住

に向けた取り組みになるというものがある部分については、結ぶこともできるよという内容

でございます。

ですから、国の縛りによって結ぶ、結ばない、そういうものではなくて、それぞれの町の

意思に基づいて、中心市と連携すべき政策分野があるならば、それに基づいて進めると。そ

うしたときに0.1というものも考慮しながら、自主的な判断でというものになっております。

（ とりあえず、これ以上はいいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） いいですか。

（ ええ、以上です」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか。

10番。
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●谷口委員 お伺いしたいんですけど、前に、議員協議会で説明されたときに資料をいただい

ていますよね。それで、この資料５の中にありますけれど、何かこの資料を見ていれば、厚

岸町がかなり主体性ありそうに見えて、太い線が極めて強調されて書かれていますから、相

当厚岸の辺がこれに反映されていくんではないかと思うんですけれど、今回これに掲載され

、 。ていますもので この議会までにさまざまなことをやってこなければなりませんでしたよね

それで、事前協議だとか、そういうものは当然やってきていると思うんですけど、協議会に

説明をしていますけども、協議会からの意見募集はどういうふうに行ったのか。それから、

、 、 。町民からの意見募集 これ ８月24日から今月の６日まで行うというふうになっていますね

そして、厚岸町との協定内容、意見募集というのが町民のあれと同じような内容で、これは

釧路市のことを言うんだろうか。中心市街地の白枠というか、中の抜けた矢印、釧路市が対

応しているのか。こういうことが行われた、そういう内容等については、私たちには、この

議案を審査するに当たって、資料等があった場合には提出するようなものではないんでしょ

うか。どういう内容がこういうものに反映されているのかということを私たちにまず示して

いただきたいなというふうに思うんですが、そういうことができているのかどうなのか、お

伺いをいたします。

●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） ご答弁申し上げます。

まず、１点目、町議会からの意見募集、どういう形で行われたのかということでございま

す。

これは８月３日に議員協議会を開催させていただきまして、厚岸町における、これまでの

定住自立圏の取り組み、そして８月３日時点における協定内容の案、そういったものを議会

の皆様のほうに説明をさせていただきました。その際に、ここの表でもありますけれども、

議会の皆様にあっては、この協定案について何かわからないこと、あるいはおかしいと思わ

れること等々ありましたら、８月13日まで、まちづくり推進課のほうに意見を寄せてほしい

というお願いをさせていただきました。

どうして13日かといいますと、委員もご承知かと思いますが、この協定書というのは、双

方の合意があって初めて協定項目というふうになります。ですから、事前に13日まで議会か

らのご意見等を把握しながら、もし協定項目の内容に変更が生じるような場合には、当然、

釧路市との協議が必要になってくるということで、13日までとお願いをさせていただきまし

た。議員の皆様方からは、この協定案についての意見等、私どものほうにお寄せがなかった

ということで、これをもちまして、実は24日から今月６日にかけて、町民の皆様に対する公

表を行ったところであります。

ただ、この町民の皆様に対する公表、これにつきましては、インターネット上の町のホー

ムページで公開をさせていただくにとどまったと。これは大変申しわけないことでございま

すけれども、私ども、担当のほうの配慮が欠けていたということで、当然、インターネット

を見れる町民はどれだけいるんだと、あるいはどれだけの周知をしているんだということに

、 、なれば 私ども担当者の配慮が欠けていたという部分に対しては深く反省をしておりますし
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おわび申し上げたいと思いますが、そういった形で、６日の日まで意見募集を行い、その中

で意見が出てこなかったということで、それをもって厚岸町のほうも町内における意見はな

いと。釧路市も同様な形で、釧路市も市民に対する公表、そして意見募集を行ったところ、

意見は特にないということで、８月３日にお示しをさせていただいた、その当時の協定案そ

のものが今回お示ししている協定案というふうに正式になって、今回、議会のほうに上程を

させていただいたという内容になってございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 意見募集がこういうふうに行われたと。それから、これを示したときに議会の開

、 。 、 。催は 臨時会は23日を予定されておりましたよね ところが 開催されたのは27日ですよね

それで、この間に意見がなかったということは承知をいたします。ただ、町民の意見もやは

りきちんと押さえていかなければならないのではないのかと。それでインターネットに掲載

したと。現在、厚岸町のインターネットは、１日どれぐらいアクセスありますか。

（ 委員長、議事進行」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 14番。

●竹田委員 今、逐条ごとで、目的ということについてやっていますよね。目的の文言から、

今の質問というのは分けているんじゃないかと思うんですね。総体的な中でというんならわ

かるんですけど、目的の文言に対しての質問からちょっと拡大し過ぎていると思うんですけ

ど、その辺の仕分けはどうなんですか、委員長として。

●委員長（音喜多委員） 進めます。いずれ通っていかなければならない問題ですから、

進めます。

休憩します。

午後４時24分休憩

午後４時26分再開

●委員長（音喜多委員） 再開いたします。

総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 貴重な時間、大変申しわけございません。

町のホームページのアクセス数でございますけれども、直近の８月で9,256件のアクセスが

ございます。月別でございますけれども、おしなべて大体１万件以内のアクセスがあるとい

うふうに数字的には出ております。
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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） 済みません。先ほど、私、インターネットだけでと、町

民の方への周知と言ってしまったんですが、実はインターネットと、それと役場庁舎、それ

と湖南地区出張所、そちらのほうに備えつけてはありました。それとインターネット上でも

閲覧をしてという形をとらせていただきました。済みませんでした。

●委員長（音喜多委員） 10番。

、 、 、●谷口委員 インターネットのアクセスは 9,200件というのは この定住自立圏構想の内容を

意見募集のためのところまで中に入っていってアクセスした数をカウントしたものではあり

ませんよね。そういうものをきちっと把握はできるんですか。このアンケートまでアクセス

しているのは何件ありますよと、それはできる仕組みなんでしょうか。

それから、今、まちづくり推進課長のほうで説明ありました役場庁舎、あるいは向こうの

出張所、そちらのほうで、例えばそれに必要な用紙を持ち帰った人が何件ぐらいいたのかと

か、そういうのも集約はできているんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

８月のアクセス件数9,256件というふうに申し上げましたが、インターネットの中身、例え

ばサイト、例えば総務部門、税務部門、多々ありますが、それぞれの分野にアクセスしたか

どうかのカウントではございません。厚岸町のホームページにアクセスした件数の８月が

9,256件と。

したがいまして、この定住自立圏構想の部分についてアクセスした件数が何件あるかとい

うことは、掌握できるところではございません。

●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） 役場庁舎、本庁舎、それと湖南地区出張所、それぞれ期

間に置いたわけでございますが、そちらのほうには協定書の案、並びに意見募集についてと

いう文書をつけて、そして意見を寄せるときの用紙も備えつけさせていただいたところでご

ざいますけれども、そちらのほうをどれだけの方が見たかと、さらには持ち帰ったという部

分は、確認できておりません。ですから、実態、どれだけの方が見ていただいてという部分

までは把握はしてございません。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 大体、その件についてわかりました。

それで、あと委員長にちょっとお伺いいたしますけれど、共生ビジョンだとか、そういう
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ものを釧路市の議会が議決をしますよね。そういうことに対して聞けるのは、どこで聞けば

いいんですか。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後４時30分休憩

午後４時33分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

13番。

、 、●室﨑委員 総体でやる論点かなと私は理解していたけど ここで出たから論点集約のために

私もここで言います。

今、要するにスケジュール等の関係なんですけども、結局、議会からの意見といっても、

議員協議会で一通り説明したときにそういうことをおっしゃっていたわけですね。私も年の

せいか耳が遠くなっているのか、それを聞き漏らしたわけですよ。全然記憶ないですわ。そ

んな文書が来ていたわけでもないですしね。それから、もし、本当に聞きたいんならば、も

う一遍議員協議会を開いてくれればよかったんですよね。この前説明したので、それについ

て皆さんの意見をもう一度集約したいんですがとね。だけど、要するに、そんなものは刺身

のつまでしょう。

それから、町民からの意見の聞き方にしてもそうですよね。今の話を聞いていても、ネッ

トにぽんと載せておいたと。あるいは本庁舎と出張所にぽんと置いておいた。私の友人、湖

南地区にもいる人たちに、こういうもので町民の意見を聞くという期間があったそうだが、

知っているかと言ったけども、だれも知りませんでした。その程度の周知なんですよね。

結局、町長は、いつも町民との協働とおっしゃるけれども、現実はこういうことでないの

かという気がするんです。その程度のものでこれはやっていくのかということです。そうい

うことなんです。

●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） 改めましてご説明させていただきます。

間違いなく議員協議会の際には、私のほうからそういう説明をさせていただいて、13日の

日までまちづくり推進課のほうにお願いしますという説明はさせていただいておりました。

ただ、再度という部分での配慮は足りなかったかもしれません。

それと町民の皆様への周知の方法、ネットで頼りにしているというか、さらには当初私ど

ももそういった部分では、なぜ役場庁舎と湖南地区出張所に配置をして意見募集を行ったの

かというのは、私ども、当然広報には間に合う時期ではございませんでしたので、新聞、あ

るいは防災無線等を生かしながら、このように備えているので、ぜひごらんになっていただ

きながら、意見をいただきたいという周知をするということで、内部の中では確認はしてい
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たところであります。

ただ、実際、いろいろな部分でそういった部分の手続が行われなかったということで、大

変町民の皆様にご迷惑をおかけしたということでは、深くおわびしたいというふうに思って

おります。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 迷惑をかけたという種類の問題じゃないと思いますけどね。

そうすると、防災無線でも言っていなかったということなんですか。そうですか。

それで、一般質問で私やったときにも申し上げたんだが、結局、これから各条の中でまた

お聞きしますけども、この定住自立圏推進要綱を見ますと、単に行政だけじゃなくて、いろ

んな関係機関や民間の団体や、あるいは民間でいろいろな仕事をしている人たち、一緒にな

ってつくっていくのが理想ですよというようなことが書いているんだけども、今回の厚岸町

と釧路市との協定は、要するに、今あるものをのせるだけにしようと。非常に限定された、

消極的な形でつくるということと相まって、行政の人たちだけでやったというのが実態であ

ると、そんな感じがするんですが、その見方は間違っているということでしょうか。

●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） 推進要綱の中でもあります関係機関、民間、専門的な方

々、そういった部分での位置づけもあります。こういったものにつきましては、共生ビジョ

ンを策定する際に、中心市である釧路市が、そういった分野の専門家等を交えた懇談会を設

置してビジョンを策定しなさいというふうになってございます。

その部分につきましては、釧路市のほうで第１回目の会議も開かれまして、そういった形

で行われており、さらには、圏域を構成する周辺市町村の中からも人を入れて、周辺市町村

の意見も反映するような形でビジョンを策定するようにということになってございます。

それで、協定の内容につきましては、その要綱の中で、協定部分について民間も入れた中

で云々という部分は特にありませんで、ただ、そういった協定案を結ぶ前に住民の方に広く

公表してという内容となっているものでございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 そこらがちょっと私と基本的な考え方が違うのかなと思うので、別に押し問答す

る気はないんですけどね。要するに、何のためにこういう定住自立圏構想というものが出て

きたのかということを考えますと、これは一般質問のときにも私申し上げたけれども、都市

機能が、要綱ではスピルオーバーなんて変な言葉を使っているんですが、要するにこれ、電

波漏れという意味ですよね。都市機能が周辺に及ぼしているその都市を利用しない手はない

と。そして、周辺の町村と中心市が一緒になって、そして、その地域をきちんとつくってい

こうじゃないかと。そのために国は力を貸しますよ、だからおやりなさいと、こういうこと

でしょう、簡単に言ってしまうと。
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その精神からいったら、行政の人たちだけでほとんど町民や議会もそうかもしらんが、意

見を言う暇もないような中でばたばたとできていくような印象を与えることは決してよろし

くないと、こういうことなんですよ。その要綱の中で、手順としてああしなさい、こうしな

さいの中には書いていなくても、より一歩ということを考えれば、やはり最終的には行政と

行政でやるんだけども、そこに至るまでの間には、いろんな意見を集約していったほうが本

来の効果が上がるんじゃないかというふうに私は思っていたんです。そういう意味で、今回

は何があったか知らんが、えらい急いでいるし、そして、そういう意味では拙速にすぎたか

なという感じがしますが、いかがですかという意味なんですよ。要綱の何条何項に書いてい

るとか、書いていないとか、そういう話ではありませんので。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狹町長） 私からお答えをさせていただきます。

この定住自立圏構想の協定を結ぶに当たりまして、いろいろなご意見を拝聴しなければな

らない、議会等の今ご意見もございました。特に、この定住自立圏構想は、民間の意見を重

要とするものでもございます。そういう意味で、今後の圏域をつくり上げるにとっては重要

なものとして私は認識しておりますので、特にこの協定は、毎年、さきの臨時議会において

議決をいただきましたけれども、変更に当たりましては、議会の議決が必要になってまいり

ます。といいますのは、新たな項目等が出た場合とか、その他の、またもちろん廃止という

、 、 、こともできるわけでありますが そういうことになっておりますので 私といたしましては

さきの臨時議会で谷口議員にも、この定住自立圏構想の特色について３点ほどお話しいたし

ました。そういう意味において、今後とも民間の意見を重要視していかなければならないと

いうことは当然のことでございますので、この点について深く、今後ともひとつよろしくお

願い申し上げたいと同時に、ご理解を賜りたいと思っておりますので、よろしくお願い申し

上げます。

●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） １条、目的で、ほかございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進めます。

２条、基本方針。ございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） ３条、連携する取り組みの分野及び内容並びに甲及び乙の役割
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分担。第３条の中で(1)生活機能の強化に係る政策分野の中で、ア、医療、この……。

13番。

●室﨑委員 協定ですから、厚岸町でこうしようと言っても、釧路市が嫌だと言ったらできな

いんですよね。ただ、厚岸町の姿勢というものを我々としては知りたいわけですから、でき

上がったものだけで、あとの部分には何も言いようがありませんと言われると、どうだった

んだかわからないんですよ。

それでちょっと踏み込んだ話をお聞きしますが、ここで医療については救急医療、広域救

急医療体制についてだけ記載されているんです。これ以外に、厚岸町としては、こういう形

でもって連携し、釧路市とこういう形でもって、いわゆる医療連携を行っていけば、より住

民のためになるというふうに考えて提言したものはありますか。

●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） 今、ご質問ありました、これ以外で釧路市のほうに提言

したというものについては、ございません。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 医療連携が非常に進んでいるところでは、地域連携パス、これは耳なれない言葉

なんですが、患者の治療、看護、介護、リハビリ等に多くの関係者が協議して、患者の情報

を切れ目なく受け渡して、それぞれの施設などにおいて的確な治療、処置が可能となり、地

域が一丸となってかかわっていくことを可能にする体制。地域連携パスを導入することで、

診療計画を協議して、計画の素案をつくり、それに基づいて患者の紹介をすることができる

と。これが今、厚労省のほうでも、ここまでもっていけるように医療連携を考えてくれとい

うことは出していますよね。

今すぐそれをやれというんじゃないですけども、それに至る一歩としては、もちろん広域

救急医療もその一つです。しかし、それ以外に、例えば医師間における連携、それから看護

師間におけるいろいろな研修から何から、医事の問題ですが、あると思います。そういう連

携。あるいは、看護師を含めてコメディカルという言い方をするんですが、このくくりがそ

もそももう時代おくれだということもあるけれど、それは勘弁してください。ＰＴとかＯＴ

とか薬剤師とか、そういう中でのまたいろんな連携があるわけですね。そういうものを目指

していこうやというような提言はなさらなかったんですか。もしなさらなかったとしたら、

それはなぜなんでしょう。

●委員長（音喜多委員） 町立病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） お答えをさせていただきます。

この定住自立圏形成に当たっては、課長会議を通じて担当課のほうから各課のほうに協議

を要請されておりますが、町立病院としまして、この定住自立圏形成協定の中で何ができる
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かということを当然検討させていただきました。その中で、広域で、あるいは釧路市との関

係で今すぐできる病院間だけの連携以外で、今おっしゃった地域医療連携パスについての検

討というのは加えてはおりません。

といいますのは、私が認識しているところの地域医療連携パスにつきましては、まだまだ

釧路管内的に見ますと、ごく限られた医療間で行われている実態と認識しておりまして、今

回この定住自立圏形成の中で、それを盛り込むにはちょっと難しい部分があると病院のほう

で協議をいたしております。

医療に関しましては、すべての部分で医師が関与しなければならないということでは、今

現在、厚岸町が釧路市に地域医療連携パスについて協議をし、病院として、実態として何が

できるかという部分につきまして、実際には、今現在、具体的にこの地域医療連携パス、あ

るいは研修部分につきましても、医師あるいは看護師、コメディカルの関係の研修、連携に

つきましては、個々の病院同士の関係でもう既に進められておりまして、この協定の中に具

体的に盛り込んででは、厚岸町が何ができるかという部分については、具体的な取り組みが

、そうそう簡単にはできないという意味合いで今回はその事項の中に盛り込まなかったという

これは事務方の考え方になりますが、そういう経過があります。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 地域連携パスというのは、いわば本当の到達点ですよ。100でなければゼロだとい

う話にはならんと思うと言うのかなと思ったら、最後に来て、看護師やその他のコーメディ

カルのいろいろな研修だとか、そういうところでの結びつきというのは病院同士であるし、

既にあるんだから盛り込まなくてもいいんだという言い方をした。そうすると、昨日の一般

質問やその前の議員協議会での説明と矛盾しますよね。既にでき上がっているものを今まず

とりあえずのせて協定をつくったというふうに言っているわけですよ。まちづくり推進課長

の説明ではね。だから、具体的に今協議を結んだから、がらっと変わるものは一つもない。

、 。 、既にできているものをのせてきていると こういうふうに言っているわけですね ところが

病院事務長は、でき上がっているものはのせる必要がないんだと、こういうふうに言ってい

たら、理事者不統一ですね。そこのところ、きちんと説明してください。

●委員長（音喜多委員） 町立病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 病院間で取り進める研修とか、そういった部分は、行政がとい

いますよりは、病院間同士のつながり、医師同士のつながりというものがメーンになって行

われているという中では、今回この定住自立圏形成の中に協定書として、協定案として、具

体的に盛り込むべきではないなと、そういうふうに検討した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 確認しておきます。病院間というのは、医師であると。医師のものがなければ、

コーメディカルだろうと、何であろうと、盛り込むべきではないと、そういう考えなんです
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ね。その点、確認をしておきます。

●委員長（音喜多委員） 町立病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 医師間同士のやりとりの中では、盛り込むべきではないという

ことではなくて、そういった要素が強いと。

（ 同じことじゃないか」の声あり）「

●病院事務長（土肥事務長） 定住自立圏形成を協定書に個々の具体的な事項として盛り込ん

で、それによっていろんな弊害と申しますか、そういったものを考えた場合には、個々のも

う具体的に進んでいる病院間の取り扱いの中で運用したほうが、それはスムーズにいくと、

そういうふうに考えてございます。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 やめようと思ったんだけども、今ちょっと大変な話が出てきたので。

協定に盛り込むと弊害が出るというふうにおっしゃったので、これは私のほうの今後

の資料にしたいので、弊害とは何なのか、それ、教えてください。

●委員長（音喜多委員） 町立病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 弊害という言葉を使いましたけれども、個々医師間のつながり

の中で、自主的な研修ですとか、そういう取り組みというのがこれまでも多数進められてき

ている中では、協定書に文言を盛り込むことによって、その自主的な運営に支障が及ばない

のかという懸念もあるという意味合いにおいて、そういう言葉を今使わせていただいており

ます。

（「 。 。 、 」わかりました 支障があるということですね はい わかりました

の声あり）

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 この医療のところでちょっとお伺いしたいんですが、取り組みの内容について、

圏域内の広域救急医療体制を確保するため病院と診療所の役割分担、連携、及び初期救急と

二次、三次の救急医療体制の連携などということがずっと言われておりますけれど、重症患

者の24時間体制での二次救急医療の確保を図るというふうになっていますよね。このｂにつ

いては、ここに書かなければならない理由というのは、今ないんですか、こういう体制は。

できていないんですか。協定を結ばないとこれはできないことなんでしょうか。今どういう

体制になっているんですか。二次救急はどういうふうになっているのか、三次救急はどうな
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っているのか、ちょっと説明してください。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） お答え申し上げます。

広域救急体制につきましては、現在もこの定住自立圏形成協定の文言云々ということでは

なくて、現時点でも釧路圏域、それから根室圏域の二次救急医療、それから三次救急医療の

医療確保体制というものを整備してきているところでございます。あえて二次救急医療、三

次救急医療というふうに分けておりますのは、三次救急医療につきましては、圏域の拠点病

院が市立釧路総合病院という位置づけでありまして、その三次救急医療を確保するためのい

ろんな事業展開が市立病院の体制確保という意味でとられているということでの分け方でご

ざいまして、二次救急医療につきましては、その他の総合病院、例えば労災病院、日赤の釧

路病院という規模の大きい医療も含めた中での夜間救急でありますとか24時間救急ですとか

という体制のことをいっているわけでありまして、あえて二次と三次と分けて記載をされて

いるということにつきましては、そういう意味で受けとめていただければというふうに思っ

ております。

先ほど申し上げましたように、今現在進んでおります体制は、釧路、根室の複数圏域の救

急医療体制ということでございまして、21年度までは夜間、休日の救急医療という位置づけ

でございました。22年度からドクターヘリの運行の問題も含めての体制整備もあったんであ

りますが、釧路市において24時間の救急体制を確保するというふうに充実をされてきている

というのが現状でございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 この二次、三次の救急医療について、私が聞きたいのは、定住自立圏の協定に入

れるわけなんですよ。何でここに、今までもう体制としてはできていると思うんですよね。

、 、 、それに基づいて こういう場合は浜中町の人でも厚岸の町立病院に搬送するけれども ただ

その場合にここでは無理だという場合には釧路、あるいはそれ以上無理な場合にヘリだとか

ジェットだとかという時代にもうなっていますよね。そうすることになっているにもかかわ

らず、この定住自立圏の協定に入れなければならない理由は何なのかということなんです。

●委員長（音喜多委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） まちづくり推進課のほうからの説明の時点に戻ると思うんであ

りますが、この定住自立圏形成の構想をしていく段階では、今現在ある体制についてのせさ

せていただくという大原則がスタートからございました。そういう意味では、釧路、根室の

複数圏域といえども、その体制整備が今現在維持されているのは、釧路市の医療機関でござ

います。委員もご承知のように、産科、婦人科のドクターの不足の問題も含めて、今、医師

の確保、それから医療技術者の確保という問題がこのまま安泰な話ではない、いつ崩れるか

わからないという現状の中で、双方、救急医療体制の確保も含めてどうするかというのが課



- 19 -

題でございます。そういう意味では、今回の定住自立圏形成の中に、この体制を確保してい

くんだというそれぞれの役割というものはやっぱりのせるべきだろうということでございま

す。

（ はい、いいです」の声あり）「

●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） アの医療関係はございませんか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 次に進みます。

イの福祉。

13番。

●室﨑委員 資料をいただいた中には数字が出ているんですけども、ここで保育所の広域入所

ということについて１項目上げているんです。資料はたしか２名ですか、釧路市の保育所に

通っている厚岸町のお子さんがいるというふうになっていましたね。そういうふうに読むん

じゃないかと思うんですけど、資料の読み方はそれでいいんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 資料につきましては、説明資料２になります。Ｈ22の欄の広域入所

者数、計５とありますが、この……。

。 。 。失礼しました 釧路市に行っているのは２名ということでございます 失礼いたしました

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 釧路市から何人来ているんですか。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 釧路市のほうから厚岸町の保育所を利用している児童は、ゼロでご

ざいます。

●委員長（音喜多委員） 13番。
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●室﨑委員 今後、この数字が大きく増えるという可能性ありますかね。いや、浜中町と厚岸

町とか、釧路町と厚岸町というんならわかるんです。釧路市と厚岸町ということになれば、

間に一つ挟んでいるわけで、あること自身がむしろ不自然な気がするんですよね。何か特別

な事情があるんだろうなということなんですよ。それをこういうところに、広域入所につい

て連携に努めるとあえて書く理由はどこにあるのか。これからどんどん増えてくる可能性が

あるから、ここでもってこういう協定を結んでおかなければならないとか、やっぱりそうい

う理由があるからだと思うんですよ。その点、説明してください。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 広域入所に関しては、厚岸町の実態、釧路市へ通わなければならな

い実態については、近年、働き方の多様化といいますか、夫婦共働き、場合によっては片方

が釧路市の勤務場所、片方が浜中町の勤務場所と、そういったそれぞれの働く地域によって

居住する場所をご夫婦の中で選択されると。そのときに厚岸町が通勤上適地であるという関

係から、厚岸町に定住、一時的な定住かもしれませんが、場合が今回実はございます。そう

いったことが釧路市、釧路管内といいますか、釧路市を含めて同じ保育環境で子供を預けら

れるということが公表されることによって、安心した子育て支援に役立つのではないのかな

と、そういうふうに理解し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 そうすると働き方の多様化とか、勤め先の、昔は考えられなかったような状態が

出てくるから、これからはどんどん増えるんだということでここに記載したんだというふう

に理解していいわけですね。

それでもう一つお聞きしますが、ここでは福祉というのが子育て支援センターの相互利用

と保育所の広域入所に関することしか書かれていないんですよ。先ほどの病院じゃないけれ

ども、例えば、保健師の研修などというものについては、やはり釧路市のような大きな都会

では保健師の数も多いし、そこには保健所もありますし、いろんな意味でやりやすいんじゃ

ないかと。そういうものを連携してやっていこうかというような発想は、今回は、厚岸町は

持ったけど、釧路市が断ったんですか。その点についてお答えをいただきたい。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 前段のご質問の、今後もそういう働き方の多様化で釧路市への保育

所利用児が増えるのかの考え方でございますけども、これまで釧路市への利用というのは、

本年度を含めて過去４年間で初めてでございました。したがいまして、これは一時的な人数

ではないのかなと押さえていますが、現時点のところ、今後、そういった多様化で厚岸町に

定住するだろうという考えは、根拠を持った考えを持っているところではございません。実

際には、そう増えないのではないのかなというふうには思います。
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（ それをわざわざ書いたの」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 総務課長。

●総務課長（佐藤課長） 今、保健師等の研修等についてご質問がありましたが、24ページに

なりますが、３号のア、宣言中心市等における人材の育成、それからイの圏域内市町村の職

員等の交流、これらで網羅できるというふうに認識し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 そちらでもう一度きちんとお聞きします。

それから、この広域入所なんですが、今の話聞いていたら、これからどんどん増えるだろ

うから書いたのでもない。突発的に二つ出ただけでまたすぐ消えるだろうということになっ

ていると、ここのところにわざわざのせた説得力というのは非常に少ないんですよね。

ただ一つだけ考えられるのは、釧路市が共生ビジョンをつくるに当たって、広域入所とい

うものを盛り込みたいから、各町村との間のところには必ずこの１項を入れておくというよ

うなことでもあったのかなと。もし、そういう札を入れてみるとぴたりと合うんですよね。

どういうことなんでしょう。そういうものにもおつき合いしていこうと、こういうことでし

ょうか。

●委員長（音喜多委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 済みません、広域入所の関係でございますが、どういう方がお

互いの市、あるいは厚岸町の保育所を利用されているかというのは、恐らくご存じの上

で質問があると思いますが、例えば、夫婦共働きで厚岸町に住所を有している方が、特

に奥さんですが、奥さんの職場が釧路市にあると。そのお子さんを厚岸町に預けてしま

うのは、自分の仕事の関係上まずいというふうに判断をされて、釧路市の自分の職場の

近くの保育所に入所をしたいんだということで、厚岸町から釧路市に入所をお願いする

と。その逆もまたあるわけです。釧路市に住所を有していて、特に女性の方が厚岸町で

お働きになって、厚岸町に職場があるということで、子供さんが朝連れてきて、厚岸町

の保育所に預けてという、そういうやりとりがあった場合に、保護者から広域入所の要

請があったときに、互いの自治体で協定を結んで、広域入所の措置をとるという形は、

これはこの協定書にあるなしにかかわらず、平成11年からそういう実態があって、ずっ

と続けてきたものであります。

したがって、先ほど福祉課長が今後も見込めないやの発言をしましたけども、それは

その状況によって増減はあるということで補足をさせていただきたいと思います。

（「 。 、 。最初からそう言っていただければいいんです はい わかりました

結構です」の声あり）
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●委員長（音喜多委員） ほか。13番さんはいいですか。

（ 私は、ここの福祉はこれでいいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進めます。

ウの教育。

２番。

●堀委員 教育で、ここでも先ほど来ずっと同じなんですけど、スポーツのことでしか書いて

いないので、とりあえずスポーツのことで聞きますけれども、釧路市と厚岸町民が同一の条

件で使えるというふうに具体的に書かれているんですけども、厚岸の場合は、乙の役割とい

うことで施設名を書いているんですね。ただ、釧路市については、釧路市のスポーツ施設と

いうふうにくくってしまって、どこをどのような条件で使えるのかというのが全然わからな

いんですよね。これについてはどうなっているのか、教えていただきたい。

あとやはり、ちょっと資料では出してもらったんですけども、どうしても釧路市のス

、 。ポーツ人口に対する 釧路市のスポーツ施設というのがどのぐらい充足されているのか

余っているのか、足りないのかというものが全然この資料だとわからないんですよね。

それについてはどうなのかと。

当然、競技というのがいろいろとあります。野球からバスケットボール、バレーボー

ルからハンドボール、フットサルとか、剣道や柔道その他いろいろあるんですけども、

それらの人口がどのぐらいあって、施設がどのぐらいあるのかというものがわからない

と、協定を結んで、お互いがお互いで同一条件だといっても、やはり人口の多いところ

。 、にどうしても引っ張られてしまうような懸念を私は覚えるんですよね その点について

こういうふうに協定を結ぼうとしているわけですから、そういう危険性というものを十

分理解した上で結ぼうとするわけですから、当然そこら辺の調べはしていると思います

ので、教え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） 今、ご質問のありましたスポーツ施設の部分でございま

すけれども、実は、釧路市が中心市宣言を行った際に、中心市宣言書の中に釧路市のスポー

ツ施設ということで、体育館、陸上競技場、野球場、プール、スケート場と、こういった項

目が上がっております。この施設については、釧路市民と同じ条件のもとで厚岸町民も利用

できるようにしていただくと。

、 、 、それと一方 厚岸町の役割の部分で 厚岸町の部分についてはスポーツ施設ということで

Ｂ＆Ｇ、あるいは勤労者体育センター、温水プール、宮園公園体育施設ということで特定を
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させていただきました。これは、今現在、厚岸町民以外であっても、料金の設定に差のない

施設名を、協定を結ぶ当初はこういう形で記載をさせていただいたと。当然、ここにそれ以

外の部分を入れますと、既存の条例等におきまして町外の利用については差があると。そう

いう部分については条例改正を見込んで、見込める状況があれば、こういった文言について

新たに加えるということになろうかと思いますが、今現在、条例等に縛りのないこういった

施設については、釧路市民についても厚岸町民と同じ状況で使えますから、ぜひ利用してい

ただきたいという思いも込めて、このような協定項目の内容に加えさせていただいたという

ことでございます。

●委員長（音喜多委員） 休憩します。

午後５時16分休憩

午後５時17分再開

●委員長（音喜多委員） 再開します。

体育振興課長。

●体育振興課長（髙根課長） 釧路市のスポーツ人口及び充足率については、調べております

ので、よろしくお願いします。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 充足率がわからないと、要するに釧路市内、沢山人口がいて、施設が足りないとし

、 。たときに 厚岸町のほうに当然利用申請というものが来るようにもなろうかと思うんですよ

同一条件の中でといえば、ますますそういうものが多くなるといったときに、当然、町民の

ほうの施設利用というものに制限が加わってしまうおそれがある。

、 、これは私 議員協議会のときにもそういうおそれはないのかということで聞いていたので

それについて的を射た資料となっていないんですけども、やはりそこら辺は調べておいた上

で出してもらわなければ、いざ結んだはいいけれども、釧路市の人ばっかりが使うようにな

ってしまって、全然１週間の中で施設が使えなくなってしまったとかいうふうになってしま

ってはいけないと思うんですね。しっかりとした数字がない中でこのような協定を結ぼうと

いうこと自体が、大変私としては不満なところがあるということなんですね。

それがない上で結ぼうとするといった中で、万が一そういうような想定があったとき、議

員協議会のときには、町内の町民の利用は優先するというふうになっていますけど、協定書

の中にはそういうものは一切ないわけですね。厚岸町民の利用が釧路市民よりも優先すると

いうふうなのがないわけですから、そういう懸念に対してどのように対処するのかというも

のを教えていただきたいというふうに思います。

●委員長（音喜多委員） 体育振興課長。
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●体育振興課長（髙根課長） ただいま質問者がおっしゃった、例えば釧路市民の方がかなり

利用が多くなるんでないか、そういった懸念でございますけども、これにつきましては、毎

年、年２回、４月と10月でございますけども、体育館や野球場などの施設利用に当たりまし

て、学校関係、またスポーツ少年団、あとサークルの関係者と集まりまして、利用調整会議

を開催しておりまして、そのときに利用に係る各団体の曜日、または時間帯を割り当ててお

、 、 。りますので そういった部分 釧路市民の方が多くなるということはないと考えております

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 だから、こういう協定を結ぶと、当然、利用調整会議の中にも釧路市のスポーツ団

体とかが入っての調整というものが当然行われるべきというふうになると思うんですよ。そ

の利用調整会議に釧路市の人方を外しておいて、また厚岸の団体も釧路市で行われるような

利用調整会議とかがあれば、そちらのほうにも参加した上で利用するようになると思うんで

すよね。それが片っ方締め出しておいて、片っ方は入れてくれというふうにはならないと思

うんですよ。ということは、当然、施設の使用に支障が出ると思うんです。そういう点はど

うなんでしょう。

●委員長（音喜多委員） 体育振興課長。

●体育振興課長（髙根課長） 確かに、今、質問者がおっしゃった同一条件の分でございます

けども、ただ、私ども今考えておりますのは、同一条件の考え方としましては、料金につき

ましては、今、町内、例えば体育館とか、そういう施設については料金の格差がございませ

ん。したがいまして、釧路市民が仮に使った場合、厚岸町の料金で使用が可能となります。

ただし、従来は、使用に当たっては、厚岸町民が優先で使用可能であったんですけども、今

後、例えば、厚岸町民、また釧路市民問わず、受付順となりまして、いわゆる早い者勝ちと

なるんですけども、ただし、あくまでも、この場合は、私ども考えているのはフリーの時間

帯や利用がないとき、またキャンセルとかなった場合、そういった部分を考えておりますの

で、釧路市民の方は余り利用が出てこないというか、そういったことを考えております。

●委員長（音喜多委員） いいですか。

（ とりあえず。これ以上聞いても同じだから」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ウの教育でございませんか。

13番。

●室﨑委員 教育というところがスポーツ施設の利用しか書いていないんですよね。教育って

非常に広い分野だと思うんですけども、厚岸町としては、この教育の分野で提携して何かを

やろうというようなことについて、ほかに何か考えなかったんですか。それとも、考えたけ



- 25 -

れども、釧路市は全部嫌だと、そんなもの協定なんか結んでやるのは嫌だと言われて、結局

実を結ばなかったんですか。そのあたりについて、中身を説明してください。

●委員長（音喜多委員） 生涯学習課長。

●生涯学習課長（稲垣課長） 質問者言われるとおり、スポーツの施設しか出ておりません。

。 、 、文化施設等も教育の施設でございます 文化施設に関しましては 厚岸町の海事記念館なり

郷土館、それぞれの条例で利用料金が決まっております。

また、釧路市に関しても、大きな施設によりますと、遊学館ですか、あれらが文化施設に

なるわけですけども、遊学館の料金も当然条例のほうで決まっておりますけれども、それぞ

れの町民、例えば厚岸の町民が釧路市の遊学館を利用した場合、釧路市の市民と料金の格差

があるかといったら、ございません。逆に、郷土館なり海事記念館を釧路市の市民が利用し

た場合、厚岸の町民と同じ料金で利用できるというふうになっておりますので、協定のほう

には載っかってこないという形になっております。

それと厚岸は本の森情報館なんですけども、釧路市は釧路市図書館という施設がございま

す。それぞれ入るのに料金はかからないんですけども、それぞれの厚岸町、釧路市の身分が

証明できるんであれば、それぞれ利用できるカードも作成できますし、また、図書館法でい

います、図書館の奉仕という条項が図書館法の第３条にございます。その第３条の中には、

それぞれの図書館がまた業務の関係で協力するとか、ない図書についてはそれぞれ提供する

とか、そういった図書館法で決まりがございますので、情報館の条例なり、釧路市の図書館

の条例の中では、その辺を網羅して、それぞれが対等な立場で利用できるという形をとって

おります。

●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） 今、生涯学習課長がご答弁したところをちょっと補足を

させていただきます。

私どもも釧路市との協定案を検討する中で、厚岸町の持ついろんなそういった施設の利用

の拡大も含めて、あるいは他町村が先駆けていろいろな協定を結んでいるもののほかに、厚

岸町独自で釧路市との協定を結べるものがないかということで、実は生涯学習課からも話が

あったような部分を釧路市のほうにもご相談をさせていただいたということがあります。実

は、釧路市は厚岸町と結ぶ場合に、もう既に５つの町と協定を結んでいるという経過もあり

ます。そういった中で、釧路市のほうでは、文化施設のほうについてのやりとりも議会の中

であったかと聞いております。そういった過程がある中では、釧路市のほうからは、これま

での既に他の町と結んでいる協定項目と歩調を合わせる形で当初は行わせていただきたいと

いう趣旨があって、厚岸町のそういった申し出については、今回は何とか次の変更の時点で

検討をさせていただくという意向も働いて、今回の協定書の案にはないというものでござい

ます。

●委員長（音喜多委員） 13番。
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、 。 、 、●室﨑委員 何というか 協定の限界というのが出てきましたね １対１なんだ 対等なんだ

前回の一般質問のときに町長もおっしゃいました。だから、ほかがどうだとか、こうだとか

って関係ないんですよね。厚岸町と釧路市の間において、双方の市民、町民にとって一番い

いのは何だろうというはずの協定が、釧路市はほかとはやっていないものはおまえのところ

とはできない、ほかのところと歩調を合わせなければできないという形で、こっちの出した

提案をけっ飛ばすということがあったんだということなんですね。やっぱりそこにこういう

ものの協定の限界というか、そういうものが見えてくるわけですね。

この点については、これからの課題として、やはりきちんと厚岸町は押さえていかなけれ

ばならないだろう、そのように思いますけど、いかがですか。

●委員長（音喜多委員） 町長。

●町長（若狹町長） お答えをさせていただきます。

全くそのとおりなんです。スタートに当たりましては、今、錯誤といいましょうか、いろ

いろなご意見が出ていますが、あります。しかし、釧路市と厚岸町の場合は対等です。１対

１なんです。そのとおりなんです。しかしながら、双方の合意がある。何とか必要な事項に

もなっているわけでございまして、厚岸町といたしましては、今、担当課長から文化施設に

ついてのお話ありましたが、そういうものも含めて、今後さらに新しい協定項目としてお互

いにまた理解を求めていかなければならないということでありますので、今回の協定項目に

入っていなかったという経過等については、ご理解いただければと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 それで、今、経過については町長のお話でよくわかりましたので、その話はもう

やめますが、ただ、ずっと聞いていますと、教育というのは施設の相互利用だというふうに

聞こえるんですよね。だから、スポーツ施設の相互利用については書いたけども、文化施設

の相互利用についてはこれこれでもって書けなかった。どこまでいっても施設の相互利用な

んですよ。こういう協定でいう教育というのは、施設の利用のことだけなんですか。

●委員長（音喜多委員） 指導室長。

（ ） 、 、●教委指導室長 辻川室長 ただいまのご質問なんですが この協定の中身を検討する中で

実は学校適応指導の関係も検討の中には入っておりました。いわゆる不登校、学校不適応の

児童の指導についてのことなんです。釧路市には適応指導教室というのがありまして、例え

ば不登校の子供をそこに通わせるというようなことも可能かどうかということを検討してお

りましたけれども、今現在の関係でいきますと、距離的な部分もありますし、送り迎えも保

護者が行うということもありまして、非常に物理的な難しさもあるだろうということもあり

まして、ここの部分からは外させていただきました。
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それから、教員の部分で、研修のほうもあるんですけども、これにつきましては、釧路教

育研究所というところがありまして、釧路市、あるいは管内の教員すべてに同じように研修

の機会が与えられておりまして、その中で厚岸町の教員も参加できる体制ができております

ので、あえてここに盛り込む必要もないかなというふうな判断をしております。

そのほか、学校ごとに教育研究大会というような研究会を行うこともあるんですが、これ

についても、釧路市の学校が開く場合には厚岸町にも案内が来ますし、もちろん厚岸の学校

が開く場合には、釧路市の学校のほうにも案内を出すというようなことで、相互の関係が成

り立っているということもありまして、この項目からは外させていただいたと、そういう経

緯がありますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 13番。

●室﨑委員 今回書いていないからいかんとか、そういう話ではもちろんない。まず、やれる

ところからやったんだということは何回も聞いていますから、それはいいんだけども、どう

もソフトというと研修程度で終わって、あとはできた施設をお互いに利用しましょうという

ぐらいのところに何か発想が行ってしまっているような気がしてしようがないんですよ。も

うちょっとノウハウとでもいうんですか、そういうものを釧路市は釧路市で持っているし、

厚岸町は厚岸町で持っているものがあると思うんです。

例えば、今ちょっと出ていましたが、支援を必要とする子供が入学してきたときに、どう

いう支援をしたらいいかということで、いろいろとやりますよね。保育所や幼稚園から見て

。 、 、いた保育士さんや幼稚園教諭の意見まで入れてやっているわけでしょう これは かつては

いわゆる釧路管内というか、一緒にやっていて、それで、はい、次、はい、次というような

ことでやらなければならないから、それではうまくないというので、厚岸町は独自にやりま

すよということになりましたよね。そうすると、それでもちろんいいんだけども、そういう

ふうにして、釧路市は釧路市でやっているし、厚岸町は厚岸町でやっている。そのときに、

例えば専門家やそういうような人たちを厚岸町に、現在もそういうふうに応援と言ったらな

んだけども、中に入って一緒になってやってもらっていると思うんです。こういうものは、

やはり行政同士がきちんとしたこういう連携をつくって、それぞれやっていけば、より充実

するんじゃないかとかね。

さっきの図書館の話のときにも、どっちも使用料はかからないんだから、あえてそこで言

う必要はないだろうという話になったんだけども、それは施設利用の問題であって、今度、

図書館の運営というかな、図書館はこういうふうにして事業展開していくんだというものに

関しては、一般質問でもちょっと私言ったけども、厚岸町は非常にいいものを持っているわ

けですね。釧路市さえ一緒になってやろうやと言えば、こっちで提供できるものも相当ある

かと思います。また、何もてんぐになる必要はないわけですから、厚岸町が受けるものもあ

ると。

博物館だって同じですよ。こっちの海事記念館は博物館なんでしょう。釧路市には釧路博

物館というのがあるわけでしょう。そこには厚岸の学芸員よりもまだ細分化された高度な学

問的資質を持った学芸員もいるわけでしょう。そういう中でもっていろいろに共同しながら

事業展開するということだってあるでしょう。
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こういうものは、これからの課題として、そして、やはり考えていただきたいんです

が、いかがでしょう。

●委員長（音喜多委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 今おっしゃった部分、当然、釧路管内での横の連携というのはあり

ますし、逆に申しますと、釧路市との協定というよりは、釧路管内のそれぞれの教育委員会

の間での連携をとりながら、先ほどの就学指導委員会について申しますと、釧路市を除いた

町村の中の厚岸と浜中が独自にやっておりまして、それ以外のところは、釧路市を除いて連

携をとって実施しています。

また、教科書採択においても、また別の形での当然連携を持っておりますし、先ほどおっ

しゃっていただいた就学指導の部分でいうと、白糠学園であるとか、釧路市の特別支援の学

校等が道の機関としての責務として十分協力をいただいて、私どもも支障のないように仕事

ができているというふうに思っております。

ですから、今回の部分とは別に、もう既にでき上がっている釧路市とうちということでは

なくて、釧路管内としてのいろいろな連携というのは当然でき上がっているというふうに考

えていますし、それ以上、この協定の中に盛り込むことではないのかなというふうにも考え

ます。

ただ、先ほどおっしゃっていただいたように、いろいろなソフト面での連携ということに

ついては、今後の課題とさせていただければというふうに思います。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） よろしいですか。

ほか、この教育でございますか。

（な し）

●委員長（音喜多委員） それでは、相談ですが、きょうはこのウの教育を終わらせて、

あす、産業振興に入りたいと思いますが、よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） それでは、本日の会議はこの程度にとどめ、あすに延会したい

と思いますが、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、本日の委員会はこの程度にとどめ、あすに延会いたします。



- 29 -

午後５時36分延会

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９月１６日

議案審査特別委員会

委員長


