
質 問 答 弁

一 水資源の保全に関する条例について

北海道水資源の保全に関する条例は、海外資本な
どによる森林の取得が、全道に急速に広がっている

中で、我が会派の問題提起に対 し、検討が進められ、
本年 4月 に、水資源の保全に関する施策を総合的に

推進 し、現在及び将来の道民の健康で文化的な生活
を確保することを目的として、全国に先駆けて施行
されたものであります。

この 10月 より、この条例に基づき新たに導入 さ
れる土地取引の事前届出制が開始されることになっ

ております。
そこで、条例施行後のこれまでの取組 と今後の施

策展開について、以下、数点にわた り伺つて参 りま
す。

(一)条例の普及啓発について
水資源の保全に向けた取組は、行政のみならず、

土地所有者や事業者、そして、すべての道民が同じ

思いを共有 して、それぞれの役割を果た していくこ

とが重要であると考えてお ります。
4月 に条例を施行 した後、どのように普及啓発に

取 り組んできたのか、伺います。

(二)新たな事前届出制について
1 事前届出制の意義について
この条例に定められた新たな事前届出制度につき

ましては、この条例のいわば 「柱Jと も言 うべきも
ので、水資源の保全 とい う観点で事前の届出制を導
入するのは、全国初 とい うことであります。

事前届出の対象 となるのは、市町村か らの提案を

受け、知事が水資源保全地域 として指定 した地域に
おける土地の取引であり、 10月 の制度開始に向け
て、 18市町村 53地域を指定 したところでありま

す。
どのような目的でこの事前届出制を導入 したのか、

その意義について伺います。

(土地水対策課長)

条例の普及・啓発などについてでありますが、道
といたしましては、条例施行後、この条例の趣旨や
内容について、地域の皆様に広くご理解をいただく
ことが大変重要であると考えまして、本年 5月 から
6月 にかけまして、14振興局ごとに条例に関する地

域説明会を開催 し、市町村職員や関係団体の方々な
ど約600名 のご参加をいただいたところでございま
す。

また、道政広報テ レビ番組の「ウィークリー赤れ
んが」や新聞紙面を利用 した広報であります 「みな
さんの赤れんが」、道のホームページなど広報媒体
も活用 し、本条例の周知に努めているところでござ
います。

さらに、この条例で新たに導入する事前届出制に
つきましては、パンフレットを 1万 7,000部 、ポス

ターを500部 作成いたしまして、市町村をはじめ、
不動産登記の窓日となります法務局など関連する国
の機関や、北海道森林組合連合会、北海道宅地建物
取引業協会、北海道行政書士会などの関係団体に配
布 しまして、10月 からの届出制の開始に向けまして、
制度への理解の促進に努めてきたところでございま
ナヽ
~。

(経済調査・土地水担当局長 )

事前届出制の意義についてでありますが、この条
例に基づきます新たな事前届出制は、水資源保全地

域に指定した地域内におきまして、土地取引を行 う
際にはその契約の 3ヶ月前までに売 り主である現在
の土地所有者の方に届出をしていただき、当該地域
の適正な土地利用について助言を行います ととも
に、買い主である新たな土地所有者になる方にその

内容を売買契約の前にお伝えいただくことによりま
して、権利移転後の適正な土地利用を確保 しようと
するものであります。

このような仕組みによりまして、水資源保全地域
の土地所有者の方々に水源周辺の土地の重要性など
を日頃からご理解いただきますとともに、適正な土
地利用を図るために、必要に応 じてまして、森林組
合などによる森林売買の斡旋や市町村による公有地

化の検討 といつた対応が可能となるものと考えてお
ります。
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2 指定地域内の土地所有者数について

分義墨むそよ尋電2履滋7藉蓬鑑後萬お≧見誹磐喜
の方々に制度を十分に理解 していただく必要がある

と
言λ島像 をした53地域においては、土地所有

者の方々は何名いるのか、また、北海道の森林は地

元に不在の所有者も多いと聞いておりますけれども、

その うち当該市町村に居住 していない方々がどの程

度いるのか、併せて伺います。

3 地元不在の土地所有者への制度の周知について

当該市町村に居住 していない方が全体の83.5パニ

セン トとい うことですが、土地所有者の方々対 してt

どのように制度を周知 し、届出制の実効性を確保 し

ていく考えなのか、お伺いします。
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5 地域指定の考え方について
この度の 18市町村 53地域の地域指定に当たつ

ては、まず、市町村長から提案をしていただき、有
識者の意見を踏まえ検討 してきたとい うことですけ
れども、なぜ、市町村長からの提案を基本 としたの

か、その考え方について伺います。

6 地域指定の拡大について
地域指定については、今年度中にも第 2回 の指定

が予定されてお り、全道を見回す と、指定が必要な

市町村や地域は他にもあるのでないかと考えてお り
ます。

市町村においては、それぞれ認識の違いもあるも
のと受け止めてお りますが、道 として、今後、全道
的にどのようにして指定地域を拡大をしていく考え

なのか、伺います。

泉資籐 量鰍 亀嬌葛 込 国に先駆け
~Ctll定

した

条例であります。これをきつかけに水資源の保全に

関する条例の制定や検討が全国に広がりつつあると

問いてお りますが、現時点で他の府県の状況はどの

ようになっているのか、伺います。

産課税台帳の活用につきまして、関係機関と連携を

図るなどして、無届出者の把握に努めて参 りたいと

考えてお ります。

(土地水対策課長)

地域指定の考え方についてでありますが、水資源
保全地域は、現に公共用の水源 として利用している

取水施設の周辺区域を指定するものでございまし
て、上水道などの取水施設を管理 している市町村か

らご提案いただくことを基本 としたところでござい

ます。
なお、指定に当たりましては、道が 「水資源保全

地域に関する基本指針」として全道に共通した基本
的考え方をお示しするとともに、市町村からいただ
いた提案につきましては、各分野の専門家で構成い

たします「北海道水資源保全審議会」におきまして、
この指針を踏まえたご審議をいただいたうえで、地

域指定を行つたところでございます。

(経済調査 :土地水担当局長 )

指定地域の拡大についてでありますが、本条例に
基づきます事前届出制は、水源周辺地域における適
正な土地利用を確保するため、民有地の土地取引の

動向などを事前に把握しようとするものであります
ことから、道といたしましては、水源周辺地域に民

有地がある市町村におきましては、地域指定の提案
を検討 していただきたいと考えているところであり
ます。

なお、市町村に対する調査では、およそ半数の市
町村から水源周辺地域に民有地があるとの回答をい

ただいているところであり、本年度中に行 う予定の
2回 日の地域指定に向けまして、より多くの市町村
にご提案をいただくよう働きかけるなど、水資源保
1全地域の着実な拡大に取 り組んで参 りたいと考えて

|お ります。

(土地水対策課長 )

他府県の動きについてでございますが、本道 と同

様 に、すでに水資源の保全に関 しま して、事前届出

制を含む条例を制定 している県は、埼玉県、群馬県、

茨城県の 3県でございます。
また、今年度中に条例の制定を予定 してお ります

県は、山形県、福井県、山梨県、長野県の 4県でご

ざいまして、さらに、制定に向けて検討や調査を行
っている県も複数あると承知しており、今後、さら
に、全国に広がっていくものと考えているところで
ございます。

(総合政策部長)

水資源の保全に向けた連携など、今後の施策展開
についてでありますが、水資源の保全のためには、
国、都道府県、市町村が適切な役割分担のもとで連

携協働 し、それぞれの責務を果たしていくことが何
よりも重要であると認識 しております。

このため、国に対しましては、これまでも水資源
の保全のための法整備などにつきまして、道独自の

要望活動はもとより、北海道東北知事会を通じた要
望活動を行ってきたところであり、さらに今年度か

らは、道の働きかけもございまして、全国知事会と
しても初めて要望を行ったところであります。今後
も他府県と連携しながら、あらゆる機会を通じまし
て、国に働きかけを行つて参りたいと考えておりま
す。
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部長もおつしやつていただいたように、北海道の

豊かな水資源が次世代に渡つて引き継いでいかれる

ように、取 り組んでいただきたいと考えてお ります。

また、委員のご指摘にもございましたように、ニ

セコ町や東川町のように、町独自の条例によつて水

資源の保全に取 り組んでいる市町村もございます。
こうした地域め実情に即 した取組が進むことは大変
重要と道としても考えてお り、水資源の保全に関す
る情報提供や振興局における相談機能の充実を図る

など、市町村との相互連携を深めて参 りたいと考え

ております。 
・

いずれにいたしましても、水資源の保全につきま
しては、全道的にもtま た全国的にも、その必要性
の認識が高まってお ります。こうした課題に先導的
に取 り組んで参 りました道 として、市町村や他府県
と連携を強化することでこの条例の趣旨、すなわち
豊かな水資源の恩恵を現在 と次の世代が享受できる
ようにするとい うこの考え方、これに基づく取組が

できますよう、積極的に取 り組んで参 りたいと考え

ております。
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