
女だから、ではなくて。男だから、ではない考え方で  
 普段の生活を見ていても、お互いの役割があるはず。 
女性､男性に限らず､違っていることを認めて､尊重し合うことが大切です。 
前回は自治会女性部の活発な楽しい活動のことを書きました。 
２月１１日にも研修会があり、午前中だけ参加させてもらいました。町全体

の自治会連合を構成している各自治会の中には、女性部のない所がある話も

伺いました。人数が少なくても、やってくれる人が少なくても、消極的でも

「場所」を作っておくことは必要かもしれません。時間的な、あるいは興味

の部分で参加してくれるきっかけがそこで生まれればいいのでは？と思いま

した。女性の社会参加のためにも、大切な場になると思います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  消費者協会の活動と「消費者の目線、暮らしの視点」の大切さ 
 
消費者協会！の役割って現在はとても広範囲です。 

そうした本来の活動と併せて、斜里町では消費者協会展が毎年、開催されて 

います。皆さん、行ったことありますか？リサイクルの方法、推進、斜里町 

のゴミ分別の解説、美味しい地元の食材紹介、健康的な生活のために・・と、 

いろいろな取り組みや情報を発信しています。 

大量消費の時代であっても、ものを大切に、無駄を省いて、そして豊かな生 

活を示す活動は、今だから必要な事だと思います。 

今度、開催の時はみなさん、もっと来てみてください。楽しいですよ！ 
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桜井あけみ 議会レポート            

男と女 

ひととひと 

 

暮らし 

・生活は

基本！ 

雪融けが進む知床の森の中

では、福寿草と同じくらい早

く花を咲かせるナニワズで

す。晩秋に蕾をつけて、じっ

と春をまち黄色い花を咲か

せます。（ジンチョウゲ科） 

みなさん こんにちは  やっと、春の気配になりました 
でも、あちらこちらに雪がたくさん残っています。 
 ３月議会が９日に終わりました。議会レポートのお届けま

で時間がかかりました。お許しください。 

今年は、改選の年です。これまでの任期４年間を振り返り、

次の任期をめざして、これまでのまとめや、検証、そして準

備に時間をかけていました。同時に、これからの活動方針な

どをまとめたリーフレットを作製していました。 

内容を話し合い、書いて、印刷したものを、今回の議会レポ

ートに同封させていただきました。 

レポートと合わせてご覧ください。 

４月の選挙に向けて、これからポスターも作ります。さらに、

選挙の時に使う車、スピーカーの準備・・ 

後援会のみなさんとの打ち合わせが続きます。 

体調管理をしっかりしながら、がんばります。 
議会の活動、動きなどを私の考えも含めてお知らせします。 
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       ３月の議会 実質５日間の開催 
 

選挙のある年は「骨格予算」・・つまり基本的な予算編成となります。 
とは言っても！けっこうな金額、そして私たちの生活に、町の事業に必要な予算です。 

予算の内容や、新しくできた計画などについてお知らせなど。 
 
＊ 常設保育所の時間・利用料が変わります 
国の決めた新しい「子ども・子育て支援制度」により、利用者認定制度 
が導入され、標準保育時間、短時間保育とに分けられました。 
これまで延長保育とされていた時間も標準になりました。 
でも、へき地保育所は、どのようにしていくのか検討が残されています。 
現在も保育時間の延長を希望している保護者のために、町独自で時間延 
長を実施してはどうかと思います。切実な問題ではないでしょうか。 
 
＊常設保育園の給食って 
学校給食ではアレルギー対応や、食材の産地表示を実施しています。 

子どもたちへの食の安全、安心は大切なことです。保育所でもぜひ、 

検討して欲しい事です。私立幼稚園の給食の対応はどうでしょう？ 

 
＊大腸ガン検診、無料クーポンの実施は？検診対象年齢をもっと下げては？ 
国が実施している大腸ガンクーポンの実施をするべきではないかと言う質問に対しては、検討して行

くとの答えでした。同時に、健康診断、人間ドック、がん検診などの対象年齢を引き下げてはどうか

と思いました。若いときから自分の健康管理を行うことって大切です。若いときから、さらには子ど

もの時から、健康についてしっかりと取り組むまちづくりって、大切だと思います。 

 
 
 

２ 

＊高齢者の外出支援としてのスクールバスの利用って？ 
学校の統廃合によって、これからはスクールバスの運行が増えてきます。

これまでも、地域の方がスクールバスを通院などに利用されています。 

スクールバス本来の利用に支障が出ては困りますが、運行可能な範囲内で

の利用促進が計られるべきです。また、現在の利用者の方にも利用方法、

時間などについてしっかりと説明を行うべきだと思います。今後実施され

るであろう、地域のコミュニティバスや福祉バス検討への、大切なつなが

りになっていくはずです。 

 
＊ 介護スタッフの不足でサービス提供ができない・・ 
介護職員が足りなくて、定員を受け入れられない状態があります。

この問題は、介護福祉施設全体の問題です。斜里町は介護職員就

労のための助成金を出していますが、なかなか人手不足は解消し

ません。仕事量、賃金などの課題も多く、全国的な問題です。 

施設はあっても働き手のいない状況。 

人材確保のために町ができることは何でしょう。大きな課題です。 

 
斜里町観光振興計画（案）が協議されました 
時間のない中で、良くまとめられていると思いました。まだ、内容を整理す

る必要はありますが、策定に加わってくださった町民の皆さんは大変だった

と思います。 

基本計画の中で「観光産業」と位置づけた部分、経済的効果が町全体に広が

ることを見えるような形に持って行くことが大切だと思います。同時に、よ

り具体的な経済効果の調査を担っていくことが町の役割かと思います。 

 
 

資格の取得だけでなく働く

環境、生活する環境など行政

ができる支援はどんなこと

があるでしょう？ 

知床の観光！ 
町の役割 

地域を結ぶスクールバス・

できる範囲で有効活用は？ 



 

２０１１年からこれまでの４年間 桜井の一般質問をまとめてみました 

 

６月 ・無線 LAN の設置を、町としても取り組むべきです 

    小児科常勤医師は？  ３５人学級の取り組みは？ 

    職員の人員体制は大丈夫か？ 事業の進捗状況の報告は必要 

９月 ・核に頼らないまちづくり 非核宣言の中で町長はどう考える？ 

    必要な地域に時間延長保育の実施を！ 

    命のバトン、早く取り組んで！ 

１２月・第５期介護保険事業計画の取り組みは？ 

    教育現場の連携と情報の共有が必要                  2011 年平成23年 

３月 ・知床自然センターの周辺整備計画は？ 

    ゆめホール・月曜日を開館しては？ 

６月 ・ピロリ菌検査の導入と公費助成を 

    防災会議に女性委員参画が必要です 

    ウトロ商業用地の売却と対応は？ 

９月 ・防災訓練はあれでよかったのでしょうか？検証について伺いたい 

    斜里町としての観光振興の体制と役割は？ 

１２月・未満児保育の充実が必要！ 

    雇用促進住宅の購入と利用は？ 

    学力向上対策の成果と対策は？                    2012 年平成24年     

３月 ・通学環境はスクールバスの充実で 

    移住定住者・人口減少抑止と活性化にプラス 

    幸福度調査の意義が見えてきません 

６月 ・風疹ワクチン接種に町からの助成を実施して！ 

    地域おこし協力隊、町も積極的に実施を！ 

    ２学期制を導入して５年目・検証は？ 

９月 ・胃がん予防に、ピロリ菌検査を！ 

    へき地保育所の統廃合・町の方針は？ 学力向上対策、現実的な対応を！ 

１２月・学校給食のアレルギー対応は？ 指定管理者制度に外部評価を組み入れては？ 

    WindowsXP サービス停止の対応は？                  2013 年平成25年        

３月 ・ウトロに児童公園を！ 

    市街地の除雪改善は協働で！ 

    臨時職員の雇用環境の改善を 

    学校図書活動に司書配置は必要 

６月 ・オロンコ岩駐車場の施設は恥ずかしい！ 

    障害者住宅・町の対応は？ 小中一貫教育、町の取り組みは？ 

９月 ・町の施設の利用と魅力アップを！ 

    介護保険制度の改正と町の対応は？ 

    ゴミ処理場の滞留水対策の抜本的な対応は 

１２月・計画の先延ばしは町にとってマイナス 

    ウトロのまちづくり計画は？  

    ぜひ、妊婦さんの事前登録を実施して                 2014 年平成26年 

● 質問は、言いっぱなしではなにもなりません。でも、回答を受けて､なるほどと思う事もたくさんあります 
＊以前の質問は、ホームページ（桜井あけみのページ）からレポート NO.22でご覧ください。 
 

３ 

４年前の福島原発事故
は、本当にショックでし
た。現在もまだ収束して
いない状況です。安全と
安心が生きる基本です 

観光のためにも、災
害時の情報収集の
ためにも Wi-Fi の
設置は現在は積極
的に進んでいます 

防災会議には女
性部からの参加
ができるように
なりました。 

ウトロの雇用促進
住宅は町の賃貸住
宅としてどなたで
も入居が可能にな
りました。 

学校給食はアレルギ
ー対応のガイドライ
ン、さらには産地表示
など子どもの健康に
積極的に取り組んで
います。 

児童公園は計画が
進んでいます。工事
はいつから始まる
のでしょう？ 

新図書館では司書
の数も増えて、学校
図書の司書活動も
はじまります。。 

観光振興計画も策
定される予定です。 
観光施設について
もこれから改修や
検討が始まるはず 

女性議員の
集いがきっ
かけで実施
出来る取り
組みです。 



 そして 

今期最後の

一般質問は

こちらです 

■ ホームページみてください。 http://akemichan.net /        桜井あけみ 議会レポート 
■ ブログ 「ふつう」の生活から http://akemiburogu.sblo.jp/    コメントを待っています。         
「桜井あけみ後援会」099-4351 斜里町ウトロ香川１０４ ℡24-2826    メールは koe@akemichan.net へ 

 
ツイッターやフェイスブックをやっています。興味のある方は､是非、参
加してみて下さい。いろんな考え方があって楽しいですよ。＊メールを送
って戴くときにはお名前、連絡先を書いてください。お願いします。 

４ 

＊＊＊＊さて、私ごと いろいろ＊＊＊＊ 
 
議会レポートも３４号になりました。 
８年前に、議会で活動できるようになり、常に「生活する視点」

で質問、発信を続けてきたつもりです。 

４年前は「あんたの応援はできないけれど、議会レポートは送

って欲しい」という声もいただき、まずは、議会でのやり取り

や状態を知ってもらうことがまちづくりにつながると思い、発

信を続けてきました。 

 

斜里町は良い町です。 

この町を作ってきた先人の力を大切にしながら、次は若い世代

の時代です。若い人達が、積極的に活動できるように、子ども

たちが健康で安全で安心できる環境で育っていくために、すご

く小さな力でしかありませんが、これからも、私にできること

を、がんばっていこうと思います。 

３期目にむけて、これからも皆さんの声を臆することなく町政

に発信していきます。  どうぞよろしくお願いします 

 文中の誤字脱字につ
いては、お許しくださ
い。発見できないこと
あるのであらかじめ、
ごめんなさい。 

議会での質問は、何を聞いても、何を言っても良いという訳ではありません。

議案の内容に関係すること以外は認められていません。でも、一般質問は、

議案に関係なく質問することができる場です。斜里町議会は質問時間が三十

分・ちょっと短い気もしますが、要点をまとめて、分かりやすくが原則です。 

高齢者の外出支援と公共交通活性化・バス利用への助成制度を！ 
 市街地へ通院だけではなく、買い物、講演会､外食などへ出かけること。 
運転免許証を返納された方への足の確保。自立を促す取り組み。そして、 
地元での消費にもつながる社会参加など、いくつもの「参加」「自立」 
「いきがい」などにつながると思います。 
しかし、こうした気軽な利用にはバス運賃は高額な料金であることも事実 
です。北見市などは７０歳以上のバス運賃は無料です。現在運行している 
路線バスの利用から、できる部分から始めてもいいのではないでしょうか？ 
 
 ふるさと納税制度をもっと活用すべきでは？ 

 時々、聞かれます。「斜里町へのふるさと納税の特典商品ってなんですか？」

商品が欲しくて応援納税をするのが本来の目的ではありませんが、この制度

をもっと利用して、町の特産品などの PR と、現在町が実施している１００
平方メートル運動・森のトラストの周知、啓蒙をすすめるためにも、もっと

積極的に活用してもいいのではないかと思います。前町長の時にも同じ質問

をしましたが、同じ回答でした。せっかく知床ブランドなどがあります。斜

里町の森のトラストに反するものにはならないはずだと思うのですが・・ 
 

あら、美味しそうなも

の！あれ？この町はこ

んなことやってるん

だ！ってことにも！ 

自分で、仲間で、

お出かけするっ

て楽しいです！ 

これからも 
約束を守って 
まじめに 

がんばります！ 


