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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３月９日

午前10時34分開会

●委員長（音喜多委員） 条例審査特別委員会を開会いたします。

昨日に引き続き、議案第44号、厚岸町多機能共生型地域交流センター条例の制定につ

いてを議題として進めてまいります。

昨日の審議会は、第３条を保留とし、第４条まで審査を終えております。

本日は、本委員会において、議案第44号にかかわる事件の訂正請求が許可されており

ますので、その訂正に基づいて、第３条から審査を進めてまいります。

第３条、定義。ございませんか。

13番。

、 、 。●室崎委員 昨日は 精査するということで終わりましたので そこで止まっていました

それで今、精査した結果の事件の訂正請求書というものが出まして、そこで、副町長か

ら懇切丁寧な説明をいただいて、大体といいますか、なるほどということでわかりまし

た。目的に従った定義という形になるんだろうと思います。

それで、担当者のほうから、なお、もしつけ加えるようなことがあればご説明をいた

だければということです。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） このたびの障害者という定義につきましては、現在、作成中の

第３期厚岸町障害者基本計画、この考え方に基づき、また、障害者基本法等に基づいた

中で整理をさせていただいたところでございます。

施設の目的であることを再確認し、円滑な運営に努めてまいりたいと思います。

●委員長（音喜多委員） よろしいですか。ほか、この３条についてございませんか。

（な し）

（ ） 。 、 、●委員長 音喜多委員 次に進みます 第４条については 先ほども申し上げましたが

昨日審査は終えておりますが、今日、事件の訂正が参っておりますので、改めて質疑い

たしたいと思います。

第４条ついてございませんか。

（な し）
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●委員長（音喜多委員） ないようですので、次に進みます。

第５条、使用の許可。

10番。

●谷口委員 ここで、それぞれの部屋の使い方が示されて、使用許可について示されてい

るわけでありますけれど、議案第44号の参考資料で、活動室がどういうふうに使われて

いくのかということを質問したいと思います。

それで、特にお伺いしたいのは、地域活動支援センターの活動室と事務室が随分離れ

ているんですよね。それで、事業内容の説明資料を見ますと、常勤の職員は１名と言う

ことになっていますね。そうすると、事務室と活動室の距離を考えますと、職員が十分

対応できるのかどうなのかということが心配されるんですけれども、例えば電話が来た

とか、いろんなことがあった場合に、こういう離れたところにあることによって、事業

を展開する中で支障を来す心配がないのかどうなのか、そういうものは同時に考えて、

こういう部屋の配置をされているのか。

それから、物入れとありますけれども、これは何のために利用する部屋なんですか。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） まず、平面図のほうをご覧いただきながら話させていただきま

すけれども、２階でございまして、確かに離れている状況にあります。事務室には、文

字どおり職員が事務整理するといった、そういう場所が主な業務になります。実際の創

作活動等については、活動室に移って行ってやるというのが、まず基本的な考え方でご

ざいます。

現状の利用者は月に１人あるいは２人、そういうような状況の中で今、展開している

現状にございます。昨日も申し上げたんですが、この２年間は他の事業と抱き合わせし

た中で、事業展開ができるというふうにご答弁申し上げましたけれども、それ以降につ

いては、１名では確かに連絡等が欠けてくるだろうということは予測しております。現

状ではこの１名の他に地域福祉サポーターがここの事務所ですね、本来は地域活動支援

センターの事業ではございませんけれども、そこの電話番号だとか、常に他に誰かがい

るような形で現在、２年間やっていきたいとこのように考えております。

また、物入れですけれども、これは、隣にエレベーターがあります。そのエレベータ

ーと物入れの部分が改修前は保育室。地域活動支援センター活動室と同じような面積の

ある保育室でした。これを改修工事でエレベーターを作って残った部分、それを有効活

用しているということで、ここには物入れというふうに表示してございますけれども、

何とかボランティアの方々に来ていただいて、そのボランティアの方々の待機、あるい

は準備の場所、そのように活用していきたいというふうに考えております。

●委員長（音喜多委員） 10番。
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●谷口委員 今の説明でわかるんですけれど、きのうからずっとお話が出てますから、障

害者自立支援法ですか、これ自体も今後どういう動きになっていくのか、あるいはこう

いう活動がどう進めていくことになっていくのかわかりませんけれど、当面は、この事

業をしっかり町としてサポートしなければならないと思います。

、 、 、そういう立場で この施設が本当に有効に使われるということになれば 使用者の方

実際今度は、それを使う側、センター事業を行っている団体等との話し合いはきちんと

行うかどうなのか。それから、町のほうの考え方が先行して、こういうふうでなければ

ならないから、始まっていることはないのかどうなのか、その辺で少し疑問があるんで

すよね。

、 。 、 、それで 物入れというのはどういう部屋なんですか 今 物入れとなっているけれど

ボランティアの人がどうのこうのと、そういう拠点の場所にしようとするのか、そうい

うスペースとして使えるようになっているのか、そうであれば、例えばセンターの事務

所をこちらに移すようなことは、これでは、支援センターのほうが事務室として狭いと

いうようなことからこういうふうになっているのか、その辺についてちょっと教えてい

ただきたいんですが。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） まず初めの、団体との話し合いといいますか、施設の運営につ

いて話し合っているかどうかということのご質問かと思います。

現在、地域活動支援センターを運営している事業所とは、この１年間、保育所に実際

に行ったり、あるいは「あみか」で、そういったことで地域の自治会、それから、子育

て支援センターの職員を交えて、たびたび検討をしてきております。

何を検討してきたかということでございますけども、まず第一には、施設をどのよう

に使っていくのか、いわゆるどのように改修しますよということで、どのように使って

いくのか、部屋の割り当てをどうするのか、そういうようなことを十分に話し合ってき

ております。その上で、備品をどう整備していくか、だれが整備するのか、足りないも

のはどうするのか、そういうようなことも話し合ってきております。

また、昨日出た交通安全上の問題、これについても話し合って、そのように順次、開

設に向けて着々と私どもは事業者も交えて相談をさせていただいております。

その中で、現状の利用者からすると、今の体制でいけるということであります。

それから、今たびたび出てきている、お年寄りでちょっと障害があってというような

話が出ましたけれども、そういった方たち等の利用について、これについては、今後で

ございます。現在は、まだまだ十分な相談等を行っておりませんので、今後の取り組み

としてなるわけですけども、そこら辺の取り組みについては、まず、現在、地域福祉サ

ポーター事業というのが走っておりますので、それの引き継ぎが２年後に出てくるだろ

うというふうに考えております。

ただ、難しいのは、地域福祉サポーター事業、もともと町はやりたかったんですけど

も、具体的な展開していなかった仕事なもんですから、なかなか事業者としては、どう

利用者と接していったらいいのかという難しさは聞いております。ただ、それは、この
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施設の機能として残していきたいと、やっていきたいという考えでございます。そこら

辺も話し合いの中でやってきているところでございます。

ただ、なかなか実際の動きだとか、そういったことがなかなか見えづらい。例えば保

健師との連絡調整だとか、あるいは医療機関との連絡調整だとか、こんなことがまだま

だ経験を積まなければならないということがあって、現実的な話としては、まだまだ今

後も引き続いて十分な話し合いが必要かと考えております。

もう一つ、物入れです。ここの図面に、物入れの左側に四角な線がちょんちょんちょ

んと入っていますけども、これは、旧保育室の児童の物入れです。これがそのまま残っ

ております。スペース的にも、この半分の広さですから結構な広さで、改修に伴って窓

をとることになっていたもんですから、窓が欲しいということで、西側に窓を一つつけ

てございます。

ただ、あと、ストーブとか、そういった換気の問題が、ここはそういった整備をして

おりませんので、本来から物置としてしか利用できないということでの設計で走ってい

ますので、事務室を持ってきて机とかストーブだとか、そんなものを置くスペースでは

ないというふうになります。

ただ、ボランティアの拠点というふうなことでございますけども、これは、私ども使

う側の立場に立って、この部屋をどう使うのかというものも重要かなというふうに思っ

ております。ボランティアの方々がここを拠点にするのか、あるいはここで交流をする

ために用具を置くだけなのか、そういった使い道についても、これはまだボランティア

の方が幅広くいらっしゃると思いますので、まだ具体的な話は詰めてございません。た

、 、 、だ いずれにしても ボランティアの方がちょっと心安らぐ場が必要かなということで

物入れと表示していますけれども、そういう待機する場所というようなイメージで使っ

ていただければなと。拠点というのは、今後そうなるか、あるいはならないのか、今後

の展開次第ということで考えています。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 説明されてわかりましたけれど、地域活動支援センターの活動、言ってみれ

ば、ここで事業として運営されるのは、子育て支援センターと地域支援センターの二つ

ですよね。あとは、子育て支援の方々が使ったり、地域の方々が使ったりということで

使われていくわけでありますけど、支援センターだとか子育て支援センターだとかが、

この施設ができてよかった、非常に使いやすい施設として、町のほうでそういう手だて

をとっていただいたと評価されなければならないと思うんですよね。

結果的に、事業を展開していく中で問題が出てきて、びちびちになってしまって、こ

れは、これではどうやっても事業を展開していくのに支障が来すというようなことが後

々出てきてはやっぱり困ると思うんですよね。そういう点では、開設までもう少し間が

あるわけですけれども、その辺はきちんと事業者のほうとの打ち合わせをきちんとやっ

た上で、お互い納得した上で進めていっていただきたいというふうに考えるんですけれ

ども、いかがでしょうか。
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●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） これは、もちろん重要な仕事の一部というふうにとらえており

ます。これまでも団体とか子育て支援センターとの話し合いの中でも、実際に交流する

わけですから、できるのかというような話も実は出てきます。そこで、重要と考えたの

は、お互いに支え合っていこうと、そういったまず気持ちを持とうということでござい

ました。

そういう中では、一つ挙げると、障害というものは何だろうということをやっぱり学

習しなければならないだろうなということでございます。また、子育ての悩み、それも

今のお母さん、お父さんたちはどういった悩みを持っているのか、そういったこともあ

らかじめ知ることで、こういった方たちが利用しているんだということをお互いに理解

し合うと、そういったことが大切だなということで話し合ってきております。

もう少しで現場の工事が終わりまして、見学等もできますので、そこで実際の利用イ

メージをいただきながら、再度、関係者が集まって、このことについて話を詰めていく

というふうに考えているところでございます。

●委員長（音喜多委員） 10番。

●谷口委員 最後にしたいんですが、その辺はしっかりやっていただきたいと。

それと、必要な備品関係ですよね、これについては、結果的に事業者で負担をすると

いうのはなかなか大変だと思うんですよね。そういうことに対するサポートといいます

か、そういうことは十分なのかどうなのか、お伺いをいたします。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） この備品の種類と数とか、具体的に施設利用をイメージして相

談をさせていただきました。その上で、町がそろえるべきもの、これは、具体的には、

今現在、事業者が持っていないものでございます。事業者が持っているテレビであるだ

とか、そういうものは持ってきていただくだとか、一つはテレビと言ってしまいました

けれども、そういったものによっては、使えるものを事業者が確保する、あるいは使っ

ているものを持ってくるという。町のほうでは、ロッカーであるだとか、そういったも

のを、事業者が持っていないもの、こういったもので必要だなとするものを町のほうで

整備するといったことでございます。

ただ、今後、利用者の方々のそれぞれの障害の状況等を考慮した創作活動等の展開を

しなければならないと思っております。そこで大きな備品類が出てきたとき、これにつ

いては、まだ具体的には事業者とどうするか、そこまではまだ話し合っていない状況で

ございます。

●委員長（音喜多委員） ２番堀委員。
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●堀委員 使用の許可、第５条第１項の部屋を使う場合というのは、規則で定める第３条

の、10日前までに使用許可申請書を町長に提出しなければならないというふうになって

いるんですけれども、例えば許可申請書を出す段階で、毎週何曜日の何時から１年間と

かという、そのような申請というものも受付可能なのか、できないという規定がないの

で、規定上問題ないのかなと思うんですけど、そこら辺の確認をしたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 法令等に照らし合わせれば、行政財産は、一般町民の利用に供

するということでありますから、その上で、一定の条件とか制限は付せれるわけでござ

いますけども、基本的に、長期独占というものは禁止されておりますので、今おっしゃ

られた１年だとか１カ月だとか、そのような利用の許可はできないというふうに。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 ただ、やはりサークルとかをやろうとしたときに、例えば毎週水曜日の午前10

時から11時までの１時間とかというふうに決めないと、それが都度都度変わってしまう

んであれば、なかなか今度サークルに参加する人方というものもやはり大変だと思うん

ですよね。ある程度そういうものをしていただかなければならないと思うんですよね。

それは、長期独占として、365日を常に使用し続けるということじゃないですから、そう

いうような意味では可能なのじゃないのかなと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） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） ただいま申し上げましたけども、この施設の実際に利用が始ま

って、利用状況が徐々にわかってくるところでございますけども、基本的には、先ほど

言いましたように、長期的に一定期間確保するという利用の許可は、その内容と理由、

規模、そんなものも勘案しながら、逐次、法令を勘案して許可を出さざるを得ないとい

うところでございます。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 そうすると、１回の使用について１申請というのが原則だというふうに考えて

よろしいんでしょうか。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 大変時間をとらせて申しわけございません。後段のほうで言わ

れた週１回のサークル、やはりサークルですから、集まりやすい時間等、あるいは相談
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して決めるんだろうと思います。そういったことですから、今後の予定を立てるために

場所の確保ということも必要だというのも理解させていただきます。

その上で、この利用に当たっては、日々の利用申請ということではなく、こういった

週１回の利用の確保、こういったことも対応しなければならないのかなと。

ただ、最低限、予算等の関係もあるかと思いますんで、一旦年度で切るだとか、そう

いったこと。

それからもう一つ、基本的には一般利用が原則なものですから、他の利用者も当然利

用が入ります。そういったことの一定の制限というのも、利用者にもご理解いただくこ

とになるかな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 そうすると、最初のほうで、先のほうで質問したときには、そういう週１回、

それを１年間というものはなかなか認められないけどもということだったんですけど、

今の答弁では、考慮していくということなんで、若干変わったのかなと思うんですけれ

ども。そこで心配になるのが、一つ、交流ルールというのは、従来、旧奔渡保育所のと

きにも選挙の事務、投票所として使用されていたわけですよね。そういうような場合、

先に、仮に使用許可申請がされた場合、１カ月前とかであれば、選挙の日程というのも

だいたわかるんですけども、３カ月前とかになれば、衆議院の選挙とかであれば、なか

なか見通しが立たないようなとき、そういうようなときには、３項のほうで、使用の変

更をするということで、許可があったものでも、そういう場合については変更されると

いうふうに理解していいのかどうか、それについて聞きたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 選挙の場合ですとか、多分日曜日だとか、そういった日程にな

るかなと予想したときには、基本的に日曜日は、あそこは子育て支援センターと地域活

動支援センターは利用しておりませんので、まず日曜日は、他の利用がなければ申し込

み入ります。それが選挙ですから、場合によっては日程が変わるということもございま

す。

、 、 、そういった場合 やはり投票所 これもたくさんの町民が扱う投票所になりますので

先に例えば誰かが予約していたと、そこに投票日が来たとした場合には、やはり一定の

条件、そういったことがあるよというようなことの前提条件で、やはり使用の許可を出

さざるを得ないということもご理解していただくことになるのかなというふうに思って

います。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 この施設、地域活動支援センターと子育て支援センターが併設される施設なん

ですけれども、それら両施設においても、例えば交流ルームや調理場、集会室を使うよ
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うな場合というものが生じるのかなと、そういうような、例えば何かしらの行事的なも

のとかをやろうといったときに、そういうような場合も、やはり第３項の規定として活

用されるのか、それとも、第４条では、地域の活動というものも認めますから、そこを

逸脱しない中では、そちらが優先するのかということを、どちらがというか、中に入っ

ている両施設の使用がまず優先するのか、そこら辺について聞きたいと思います。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 第５条第１号から第４号までは、一般の利用に供する施設とい

うことでございまして、子育て支援センターと地域活動支援センターは、おっしゃると

おり事業ということで、専用室として使うわけでございます。

そこで、その両者が人の事業で、憩いのサロン、あるいは交流ルーム、集会室、そう

いったものを使うところは、今のところはないのかなと思っております。ただ、あるの

は、今、委員おっしゃったとおり、一つには、交流目的の行事でございます。こういっ

たことでは、双方相談しながら、どういった行事をやるのか、そのためには、適切な場

所はどこなのか、その選定の対象として、この１から４号が候補になるのかなと。そう

いった利用は十分に考えられると。

●委員長（音喜多委員） ２番。

●堀委員 ですから、そのときは優劣、許可に対しての優劣というものが、どこがつくる

のかと。優劣自体は条例や規則のほうにも載ってませんで、例えば子育て支援センター

の使用が優先するとか、そういうようなものもないので確認をしたいんですけれども。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 大変どうも失礼いたしました。答弁漏れでございます。

事業のほうは、あるいは行事のほうは、あいている日に計画をすると、そういうこと

で、重なることは避けられるのかなというふうに考えています。

●委員長（音喜多委員） よろしいですか。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） この条で、ほかございませんか。

９番。

、（ ） 、（ ） 、（ ）●菊池委員 地域活動支援センターの事務室と 1 憩いのサロン室 2 交流ルーム 3

集会室 （4）調理室、そのほかに、子育て支援センター、それから、活動室、相談室と、

あるんですけども、これの連絡体制は、事務室といつでもできるようになっているんで
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すか、外線式と内線式。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 中に、何電話というのですか、部屋と部屋をつなぐ電話、そう

いった電話が各部屋に一つずつついておりまして、お互いに通話できる設備となってお

ります。

●委員長（音喜多委員） ９番。

●菊池委員 それから、利用予定人員は24人になっているんですけども、最大入場利用人

員というのは、24名以上入れるんですか。

それと、地域活動支援センター、厚岸町多機能共生型地域交流センターと長い名前な

んですけども、愛称の公開もしておいたほうがいいんでないですかね。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） ただいま委員おっしゃった24人というのは、44号の説明資料で

お配りしている中の数字でございますけども、この利用予定人員というのは、人の数と

いいますか、全体で24人が現在、利用の対象者といいますか、登録しているといいます

か、そういった方たちでございまして、この方たちが一堂に集まって利用するというこ

とは現実的にはないんでございます。このうちの数名が日々通所なさるということで、

現在は、１日１人から３、４人と、そういうような状況が続くのかなと思います。

保育所の保育室ですから、人数的には、24人入って、これはちょっと一つの部屋で活

動するのは困難でございます。そういうような面積ございませんので、活動のイメージ

としては、地域活動支援センターの部屋では数名が活動すると、そういった利用になる

と思います。

それから、愛称ということでおっしゃっていただきました。この施設、非常に長い名

前でございまして、私どもは、まずは、多機能共生型ということで、私どもはこれで何

とか、多機能、子供と大人とか、障害者とかそういうようなイメージを持っていただけ

ればなと、共生という難しい言葉でございますけども、共生というのは、実は、国から

いただく交付金の補助メニューといいますか、このようなことも歴史として題名に残し

ていく、そのようなことを考えさせていただいた。

また、地域交流センター、交流するセンターですということで、結果的に名前になっ

たわけでございます。これを日々、町民が利用に当たって、厚岸町多機能共生型地域交

流センターに行こうだとか、それはちょっと日常的には不便な題名でございます。私ど

もは、地域の自治会、それから、子育て支援センター、そして、地域活動支援センター

の職員、利用者と相談しまして、愛称を募集しないかということで検討をさせていただ

いた結果、町もそれがいいと判断させていただきまして、町といいますか、私がそう考

えまして、地域の近隣の自治会の加入者とか、老人クラブの加入者とか、あるいは地域

活動支援センターの職員、それから利用者、そして、子育て支援センターの職員と利用
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者に対して、名前の応募をさせていただきました。愛称をつけてくださいということで

あります。

その結果 「コアぽんと きらく」ということで、その相談の中で、たくさん応募あっ、

た中から選んでいただいた。それを町が最終的に名前を決定させていただいた。コアと

。 。 。いうのは片仮名で書きます ぽんとは平仮名で書きます １字あけてきらくと書きます

「 」 、 、この コアぽんと きらく という名称は 道路面に面した建物に表示することよって

町民に親しまれる施設と、名称をもっていただきたいなということでございます。

●委員長（音喜多委員） ９番。いいですか。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） 他いませんか。進みます。

第６条、使用の制限。

（な し）

●委員長（音喜多委員） なければ、進みます。

第７条、使用許可の取消し等。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 進みます。

第８条、使用料。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 第９条、使用料の還付。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 第10条、使用者の責務。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 第11条、損害賠償。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 第12条、管理人。
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（な し）

●委員長（音喜多委員） 第13条、委任。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 附則。

（な し）

●委員長（音喜多委員） 総体的にありませんか。

13番。

、 、 、●室崎委員 今回の交流センターというのは なんていうんですかね 設備といいますか

建物の部分よりも、そこで何をしようとするのか、何をねらっているのかという点で、

非常に新しい発想ではないかという気がいたします。

それで、いわゆるあそこの町、ここの市、ここの村というようなところで、こういう

ものがもうどんどん行われているという状況ではないですよね、非常に厚岸町が先頭を

走っていると思うんです。

ただ、こういう形とはちょっと違うんでしょうけれども、似たようなところというか

な、それをねらって現に動いていて、しかも全国から注目されている活動施設、これが

釧路市でありますよね。それで、実際に行っている団体名はちょっと今忘れましたが、

冬月荘、これは譲ってくれた、会社が何かが持っていた社員寮の名前をそのまま使って

いるという話聞きましたが、これが何カ月か前に福祉関係の大きな会議が釧路でありま

したが、そのときに一つのモデルとして発表されておりました。

そのときに映画のような形で、こういうことをやっているんですよというのを見せら

れたんですが、例えば不登校になって、全く学校にも行かない、それこそ中学生になっ

、 、てからはほとんど行ったことのない子供なんていうのが出てましたが そういう子供が

これはたしか「高校へ行こうプロジェクト」とかというのを、そこが、施設がやってい

て、そういう子供たちを集めて教えるんですね。そこに出ている。

、 、 、 、それから 今度 その先生役をやっている人の中には 全員がそうじゃないんですが

定年になってから、いわゆる地域の中でのおつき合いも何もないし、どういう家庭環境

か知りませんが、すっかり引きこもりになっちゃった。そういう人に先生役をお願いし

て、今度そういう方が出てくる。それでもって、生きがいで、この人もまた非常に生き

生きとしてくるというようないろんな形の、それぞれある意味で心に傷を持った人たち

が集まって、自分の役割というものを見つけることで、何ていうんですかね、活力を持

っていくというようなことを、その施設を中心にして行っているというような発表があ

りまして、感激して見たわけですが。

今回のこの共生型地域交流センターというものも、例えばこの図面で見ますと、ここ
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の部分は何とかサロンであって、ここの部分は何とかセンターの部分であるというふう

にはもちろんなってますけれども、きょうは交流事業だから、その枠を超えて皆さんい

らっしゃいと、きょうは交流事業はないから、この壁からこっちへは出てはいけません

というような施設ではないですよね。

そうすると、ここのところに集まってきた人たちが、お年寄りはお年寄りの何とか会

というようなもんで来たかもしれないし、こっちはこっちでもって、例えば子育て相談

に来てたかもしれない。あるいは、そういう不登校の子供が何とかサロンのところにぷ

らっとやってきてたかもしれない。そうすると、子育て相談でもって来ていた子供をお

年寄りがちょっと見てあげるとか、あるいはその中学生がずっとお手伝いするとか、こ

っちの調理場でもって何かつくっているのに、こっちに来てた人たちが 「ちょっと手伝、

ってちょうだい」と言って、ジャガイモの皮をむくとか、そういうようなイメージを、

これから行っていくものがやっていくんだというふうに我々は考えていればいいのかで

すね。今すぐそんなことができるという意味じゃなくて、そういうところをねらってい

るんだというようなイメージでとらえればいいのか、その点についてもちょっとお聞か

せをいただきたい。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） 実は身近な町に、そういった全国的に評価されている、すばら

しい事業展開をしている町がございました。私もその話を聞いて、それぞれの地域の必

要な取り組みが先進的に取り組まれた事例だなというふうに評価をさせていただいてい

るところでございます。

このことについても、我々福祉課の内部職員で、厚岸町でできるんだろうかと、必要

なんだろうかということも話をしております。その中では、否定的な意見はないんです

が、何分小さな町でございます。十分な周りへの配慮、そういったこともやっぱり大き

、 、 、な町と違って 考えなきゃいけないのかなとしながらも そういった展開はやはり今後

地域福祉づくりとして必要なものだというふうに考えております。

そういう意味で、先ほどの10番委員のお話の中で話させていただきましたが、現在、

地域福祉サポーター事業というのをやっております。これは、残すところ２年間、国の

採択いただければ継続的に実施可能な事業でございます。この目的の一つに、要は福祉

制度のはざまにある物事、これを福祉的に解決できないか、その方法を探る事業でもご

ざいます。

、 、そういう中で 今おっしゃられた問題が出てくるものというふうに考えておりまして

今後そういった事業展開、町が進めるのか、あるいはＮＰＯであるだとか、ボランティ

アの方々が自主的に進めるのか、それは別でございますけども、交流施設ですので、目

的に沿った事業展開としては実施できるのではないのかなと、そのように考えておりま

す。

●委員長（音喜多委員） 13番。
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●室崎委員 わかりました。もちろん今すぐそれが実現するというようなことを言ってい

るんではなくて、一つのこういうものを使って持っていく理想型として、そういうイメ

ージを持って、どうそれに近づくかということだろうと思います。

その上で、２点、それを進める上でお考えいただきたいと思うのは、現状の中では、

これは仕方のないことだと思うんですが、先ほど地域活動支援センター、それからもう

一つ、子育て支援センターでしたか、これが土日は休みになってしまうというお話があ

りましたですよね。今のようなものをイメージしていくというと、ちょうど「あみか」

が、実際に声を聞くんですよ、相談に行きたいんだけども、土曜と日曜日は閉まってい

るというような、これは仕方がないということで、官庁だからどうにもならないという

ようなことが後につくんですけどね。あいてると便利なんだけどねというような声もご

ざいます。

それで、こういうようなところでは、土曜、日曜日だから鍵かかるよということを前

提にしないやり方はどうできるのかというようなことも検討事項に入れていただきたい

ということです。

それから、厚岸町は本州の方の町と違って、げた履きで15分歩いたら隣町に行くとい

うような小さな面積ではないですよね。したがって、例えば上尾幌にいる方が「コアぽ

んと」まで行くというのは大変なんですよ。そういう意味で、利用者が行きやすい足の

、 、確保をどうするかということも これもまた大きな要素であるというふうに思いまして

この２点については、今すぐどうこうせというふうには申し上げませんが、非常に重要

な検討課題かなと思いますので、そのあたりについてのお考えがありましたらお聞かせ

をいただきたいと。

●委員長（音喜多委員） 福祉課長。

●福祉課長（松見課長） １点目の休館日、休館日というふうに言わせていただきますけ

ど、休館日の利用、相談、十分に想定してございます。このことについては、事業者と

検討させていただきたいと思います。

もう１点の足の確保でございます。これについても考えてございますけども、足を確

保すればいいということではなくて、利用者がどうここに到達するのか、そういった利

用者の気持ちを考えながら、必要であれば送迎、そういったことも考えていきたいなと

いうふうに考えているところでございます。

（ 結構です」の声あり）「

●委員長（音喜多委員） ほかございませんか。

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定することにご異議ありま

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。

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44号、厚岸町多機能共生型地域

交流センター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。

午前11時23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３月９日

条例審査特別委員会

委員長


