ゆうこう便り

道北歌謡研究会から花束を

郷土の想いを着実に

北口雄幸道議、「新春の集い」で成果を報告！

めるための医療を守る﹂と︑

その後の鏡開きでは︑
各界

合い︑岡田久俊士別市議会

﹁今年１年の発展﹂を誓い

の代表の皆さんとともに

が行われました︒

決意を新たにした道政報告

議長の乾杯で祝宴に入り︑

木村峰行道議︵旭川市︶
︑鈴

衆議院議員 ささき隆博

ため かを 忘れ て はい けま せ
ん︒私は︑常に皆さんの想い
を抱 きな がら 今 後も 活動 を
続け てい きた い と思 って い
ます︒
今の任期は９月までしか
なく︑半年を切りましたが︑
残さ れた 期間 を 全力 で頑 張
り︑再び国会でふるさとの想
いが訴えられるよう︑決意を
新たにしているところです︒
﹁故郷﹂を人一倍愛する北
口道 議と 共に ふ るさ と再 生
へ全力を尽くします︒

北口道議 とともにふるさと再生 へ

木宗男代議士の秘書である

北口道議の活動の幅広さが

来賓としてお越しいただい

受けた北口道議は︑
﹁一昨年

域医療の確保︑ドクターヘ

別グランドホテルで５００

た佐々木隆博代議士︑坂口

４月の当選以来︑この地方

五十嵐さんからメッセージ

収上川支庁長から激励のご

が元気になるよう活動して

リの導入など︑具体的な成

挨拶をいただき︑多くの仲

きた︒福祉灯油の増額や地

をいただき︑締めは中田實

間の道議から祝電も届き︑

果を得ることができた︒こ

伺えました︒

小貫勝太郎
北口 雄幸

士別市自治連会長の三本締

名の皆さんにご参加いただ

士別市後援会長
北海道議会議員

れからも︑基幹産業である

き︑盛会に開催されました︒
まず︑小貫 会長が 主催者

今度とも変わらぬご支援を
いただきますようお願いし、お
礼と致します。

めで集いを閉会しました︒

２月６日に開催いたしまし
た、
「北口雄幸と語る新春の集
い」に際し、多くの皆さんのご
参加をいただき、無事終了する
ことができました。心からお礼
を申し上げます。

松岡恭子後援会婦人部長︑ 農林業の振興と安心して住

お礼のご挨拶

取組成果 を報告

春の集い﹂が︑２月６日士

﹁ 北口 雄 幸 道 議と 語 る新

５００名 が来場

発行:北口雄幸事務所
士別市東３条北７丁目
Tel0165-22-3100
fax0165-23-4356

を代表して挨拶︒その後︑

また、恒例の野外で行われる
「青空の集い」は、７月 18 日
（土）に予定しており、多数の
皆様のご来場をお待ちしてお
ります。

２００５
年９月︑温か
いふるさと
の皆さんの
お力をいた
だき︑国会で仕事をするよう
にな って から ３年 半が 経 過
いたしました︒
この間︑私の政治の原点
は︑常に﹁現場﹂であり︑
﹁生
活者﹂であり︑
﹁ふるさと﹂
であります︒しかし︑今の自
民党政府は︑この原点を忘れ
ているようであります︒
政治は︑誰のためか︑何の
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昨年６月の 第２回 定例会

い地域づくりの推進に関す

及び障がい児が暮らしやす

組状況について︑高橋知事

で強行提案・可決して以来︑

る条例﹂が︑それぞれ可決

また︑平成

年度の予算

の考えを質しました︒

９ヶ月にわたっての混乱を

しました︒

日︶

経て︑道内地方四団体と今

日〜３月

案は︑原案どおりの一般会

︵２月

民主党・道 民連合 は︑代

定例会会期中に協議を重ね︑

年第１回定例道議
計２兆８７６３億円を可決

第一回定例道議会報告
平成
表質問︑一般質問を通じて︑
しました︒

◆支庁制度改革に関する決

採択 された決議・意見書

日から３月
当面する道政課題などの取

ま内容を大幅に変更し︑実

議▼雇用対策の充実・強化

とセーフティーネットの拡

支庁体制を

質的に現行の

維持する条例修正案が提案

行しないまま改正しようと

化する雇用対策や一度も施

年度の道予算をはじめ︑悪

今定例議会では︑平成

な食料・農業・農村基本計

農政部に対しては︑①新た

対し︑①林業振興について︒

会において︑水産林務部に

算を審議する予算特別委員

議では︑①地域振興条例の

れた総合企画委員会での審

地域振興条例案﹂を付託さ

に追加提案された﹁北海道

また︑
支庁制度改革と一緒

どについて質問しました︒

希望を持てる農業政策︑な

我が会派は︑今回の修正が

で︑議会運営は空転を重ね︑

与党の自民会派との調整等

修正検討の段階から︑知事

策部分を削除して提案され︑

協議で︑振興局地域の振興

ついても︑地方四団体との

また︑地域 振興条 例案に

和路線の抜本見直しを求め

書▼タクシー分野の規制緩

基本法の制定を求める意見

意見書▼肝炎対策のための

ための経過措置を要望する

件の改正に伴う激変緩和の

▼不採算地区病院の適用要

の安定経営を求める意見書

療の確保と公的医療機関等

充を求める意見書▼地域医

する﹁支庁制度改革﹂
︑地域

画︑②農家の経営安定化対

位置づけ︑②特定地域の位

地方四団体との合意に基づ

されました︒

医療の確保など︑重要な課

策︑③担い手対策︑④耕作

置づけ︑③特定地域の規定︑

年度の予

題が山積する議会でもあり

放棄地の実態調査︑⑤夢と

ました︒

る意見書▼﹁協働労働の労

議会に提出し継続審議とな

道民連合会派が昨年６月の

今回の定例会で︑民主党・

奇形﹂の難病指定を求める

める意見書▼﹁混合型血管

る人材確保対策の充実を求

意見書▼福祉・介護におけ

会﹂への構造改革を求める

を求める意見書▼﹁緑の社

いて修正されたとの観点か
⑥特区等を活用した地域振
興策︑などについて道の考

っていた﹁北海道地球温暖

意見書▼２０１０年ＡＰＥ

えを質しました︒

今議会が大 幅延長 を余儀

化防止対策条例﹂及び﹁北

混迷 の末 に修正可決
なくされたのは︑支庁見直

Ｃ分野別担当大臣会合の北

海道開催を求める意見書

海道障がい者及び障がい児
が原因でした︒

の権利擁護並びに障がい者

しをめぐっての知事の対応

議員提案 で２条例可決

④道内の過疎地域の実態︑

予算特別委員会で農業振興を質問する北口道議︵３月

日︶

働組合法﹂の速やかな制定

北口道議は︑

条例を一度も施行しないま

日間の日程で開

21

林業 と農業 、地域振興 を質問

北口道議、
予算特別委員会等で

24

⑤地域振興策の具体的手法︑ ら︑両条例に賛成しました︒

末ギリギリまでの審議とな

度改革などの議論で︑年度

が会期末でしたが︑支庁制

会されました︒当初は︑ 日

日までの

会は︑２月

21

りました︒

14

31
24

21
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牧野勇司士別市議「新年交礼会」
（1/30）

下川地区連合会「旗開き」
（2/10）

全日本スノーモビル和寒大会（2/8）

駅南自治会ミニ雪まつり（2/22）

鈴木宗男代議士「新春の集い」
（2/8）

プレス民主（号外）

15

︶

︶

21

写真で振り返る北口道議の活動記録（
１月～３月）

菅直人民主党代表代行と握手（2/1）

→温根別冬まつり︵３／

士別市議会議員の皆さんと意見交換（1/14）

←春山トレッキング︵３／

あかしや老人クラブ新年会（1/19）
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ログから抜粋してご紹介し

北口道議の 奮闘ぶ りをブ

http://y-kitaguchi.net/

にも︑来るべき総選挙は絶

ていただいた皆さんのため

だただ感謝である︒集まっ

静かに聞いていただき︑た

とても寒いと思うのだが︑

だいた︒真冬の街宣だけに

激励とお話しを聞いていた

﹁昨年は豊作であったが︑

山田委員長がご挨拶に立ち

回定期総会が札幌市内の

︵山田富士雄委員長︶の第

期総会︼▼北海道農民連盟

◆２月

政策をめざす総会となって

業を続け︑持続できる農業

加させていただいた▼冒頭︑ さんが夢と希望をもって農

ホテルで開催され︑私も参

ほしい︒

な総会である︒担い手の皆

けた闘いの基点となる大事

年の総会は︑政権交代をか

私もご紹介いただいた▼今

表などの来賓挨拶があり︑

員長︑鉢呂北海道民主党代

ただいている︒これからも︑

てくれ︑力強いご支援をい

も多くの皆さんが駆けつけ

新春の集いや青空の集いに

いただき︑士別で開催した

当選して間もなく設立して

れた▼当麻後援会は︑私が

の皆さんと親しく懇談をさ

士も駆けつけてくれ︑当麻

来賓として佐々木隆博代議

名もの皆さんが駆けつけ︑ った︒
︵要請文は省略︶

ます︒
︵１月〜３月分︶
対に負けられないと︑佐々

飼料や肥料対策の一年だっ

日︻北海道農連定

◆１月４日︻新春街宣︼▼早
木代議士とお話し︑決意を

北口ゆうこう奮闘日記

朝９時に自宅を出発︒佐々

れ︑引き続き山本副知事︑

して頑張ろう﹂とお話しさ

持続可能な農業政策をめざ

いて提言させてもらった︒

年暮れ︑真の農政改革につ

く必要がある︒道農連は昨

今後の政策に組み込んでい

1２

道議会を代表し大谷農政委

集いが開催され︑地元の小

貫会長︑木内事務局長とと

もに参加させていただいた

名以上の皆

▼吹雪で厳しいお天気にも
かかわらず︑

▼先 日の 議会 で 長年 の懸 案
だっ た支 庁制 度 改革 が成 立
した︒しかし︑地域への事前
説明や相談が不足し︑議論は
混迷 を極 めた ▼ つく づく 感
じることだが︑何か問題が発
生すると︑正確な情報の収集
と迅速な対応が必要だ︒とこ
ろが︑今回の道の混迷を見て
いると︑それが不十分だった
ので はと 感じ る ▼高 橋知 事
の指導性とあわせ︑側近が正
確に 地域 の想 い を伝 えて い
たのか⁝▼いずれにしても︑
道民の幸せのため︑心をひと
つに して 取り 組 んで ほし い
ものだ︒
︵ゆうこう︶

︻ひとりごと︼

ていきたい︒

皆さんのご期待を裏切らな

新たにしたところだ︒

木隆博代議士とともに︑朝

いように︑自分を律しなが

◆２月４日︻丸井今井の件で

た︒特に肥料対策は今年度
◆３月７日︻当麻後援会 春限りの単年度の対策であり︑ の集い︼
▼北口雄幸当麻後援

日町︑下川町︑美深町へ新
知事に要請︼▼先日１月

らまじめに議会活動を続け

春街宣活動を行い︑２００
日に丸井今井が民事再生法

会︵千葉幸雄会長︶の春の

９年の年頭にあたっての決

意と道政国政報告をさせて

いただいた▼自宅を出発し

てから︑朝日町の伊藤隆雄

市議に電話すると︑現地で

多くの皆さんにご連絡をし

の手続きを開始したことに
より︑雇用や地域経済に対
する影響が大きいことから︑
民主党・道民連合として︑

さんが集まり︑私に対する

激励をいただいた︒そして︑
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当麻後援会「春の集い」での道政報告

29
会派として嵐田副知事に要請

緊急に知事︵嵐田副知事代

30

ていただき︑早朝で寒い中︑
佐々木代議士と雪の中の新春街宣

36

13
理︶に対して要請行動を行

総会で挨拶する山田道農連委員長
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