ゆうこう便り
進 まない復興
東日本大震災から１ 年半
が経過︒大きな被害を受け
た東北地方を中心とする被

第３回定例会で一般質問

エネルギー政策などを質疑
遊休道有地でソーラー発電活用を提案！

では︑原発の再稼働が見通
せない中で︑冬期の電力需
給見込みが論議されました
が︑道の対応も︑国や北電
の対応を見極めるとするば
かりで︑道民に広がる不安
や不信を解消するには至り
ませんでした︒

対応は︑まったくと言って

わけ︑福島原発の事故後の

﹁国に厳格な安全審査を求

針を表明しました︒道は︑

の大間原発の工事再開の方

が青森県下北半島で建設中

また︑会期中に︑電源開発

不安に応える対応になって

はじめとする道民の大きな

合う道南の自治体や住民を

をはさんで同原発に向かい

工事再開 の暴挙

いいほど進んでいません︒

める﹂などとしましたが︑

いません︒

補正 に 億円

可決された 補正予 算は︑

億円な

万

万円の

億８千

道投資単独事業費

ど一般会計

円︑特別会計４千

化する懸念もある中︑原発

は︑一般会計２兆７千

で︑道の

億

億円となり

算は︑形式収支で

億８千

年度の一般会計決

い道立病院の事業改革プラ

億４

議論を行いました︒

安全・安心などについても

財政運営が続いています︒

て黒字決算となる綱渡りの

創造宣言！

災地の復興は進まず︑とり

そうした対 応の遅 れに伴

建設自体の凍結や中止を求

不安増 す対応
い︑国の原発政策も明確さ

大震災被災 や未曾 有の原
めるまでには至らず︑海峡

万円︒これ

一辺倒で進められてきたエ

円︑特別会計５千

億２千

ネルギー政策について︑広

合計３兆２千

年度予算の規模

範かつ抜本的な論議を続け

ました︒

億円︑
ていきます︒

合計

53

100

357

万円という︑かろうじ

万円︑実質収支で

千

平成

904

24

23

ン︑ O- による大規模食中
毒事件発生を受けての食の

また︑経営 改善が 進まな

500

547

発事故への関心が徐々に風

95

94

600

今冬の電力見通しを検証

に欠けています︒今定例会

日︶

900

44

11

95

原発なしでも乗り切れる！
157

元気な郷土（ふるさと）

北電では、今年の冬の電力需給において、
「現在停止中の泊原発が再開される見込み
がないと、運用に最低限必要な予備率を確保
できず、安定した電力供給ができないおそれ
がある」と発表しています。
私たち道議会民主党会派は、北電のデータ
等をもとに、今年の冬の電力需給状況を検証
しました。その結果、今夏の節電効果８％の
半分程度である４％の節電に協力していた
だければ、原発を再稼働させなくても、７％
〜15％の予備電力を確保できることが明ら
かになりました。
ではなぜ、北電は泊原発を再稼働したがる
のでしょうか。それは、安全よりも会社の経
営のためと考えられます。皆さんはいかがお
考えですか？

100

発行:北口雄幸事務所
士別市東 7 条 9 丁目
Tel0165-22-3100
fax0165-23-4356

第３回定例会一般質問でエネルギー政策などを質問︵９月
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第３回定例道議会報告
︵９月

日〜

月５日︶

10

れるよう取り組む︒

会を設置し ︑建設促 進さ

地域住宅協 議会に専 門部

大するとと もに︑関 連産

地産地消の 取り組み を拡

ためには︑ エネルギ ーの

答 地場産業の振興を図る

きでは︒

合は︑積極的に支援すべ

寺子屋などを運営する場

ている︒地域で学習塾や

年度道補正予算︑﹁大間

第３回定例道議会は︑平
知事並びに教育長の見解を

力向上対策︑などについて
ンの作成に あたって は︑

が必要︒こ うした取 り組

た市場の創 出・拡大 など

業が有する 技術を生 かし

業の立地の 促進や道 内企

派遣を検討 するなど ︑地

ト事業にお ける大学 生の

ボランティ ア学習サ ポー

答 市町村と連携し︑学生

病院改革 は地域協議 を

成
求めました︒以下︑質問と

地域としっ かり協議 して

次期道立病院改革プラ

原発の建設再開に抗議し説
答弁内容について︑主なや

域における 学習支援 の取

問

明責任を果たすよう求める

みを通じて ︑地域経 済の

遊休道有地をメガソー

ていく︒

採択 された決議・意見書

ラーなどに活用する場合︑ ●大間原発の建設再開に抗
議し説明責任を果たすよう
優先的にそ の利活用 を図
求める決議●北海道におけ
るべきでは︒
る今冬の電力需給に関する
答 未利用道有地のうち︑
意見書●中小企業に対する
メガソーラ ーとして １メ
金融対策の充実を求める意
ガワット以 上の発電 が可
見書●消費者のための新た
能な２万㎡ 以上の土 地は
な訴訟制度の創設を求める
全道で ヶ所あり︑その
意見書●高齢者施策を担う
シルバー人材センターに関
適性を調査 し︑道の ホー
ムページに掲載するなど︑ す る 意 見 書 ● 我 が 国 の 領
土・主権の護持等に関する
未利用地の 有効活用 に向
意見書●配偶者暴力︵ＤＶ︶
けた取り組みを進める︒
被害者支援の一層の推進を
求める意見書●配合飼料価
地域 での塾 などの支援 を
格の高騰対策に関する意見
問 学習塾のない小さなマ
書●私学助成制度に係る財
チでは子どもたちの学習
源措置の充実強化に関する
意見書

問

遊休道有地 の利活用 を

り組みを積 極的に支 援し

進めるべきでは︒
答 地域における医療提供
体制につい て︑地元 市町
村などとよ り具体的 な議
論を深め︑ 次期プラ ンを
策定していく︒

エネルギー政策 を柱 に
ネ︑再生可 能エネル ギー

活性化につなげていく︒

り取りを紹介します︒

冬の電力需給に関する意見
書﹂などを可決しました︒
円高ユーロ安で道産丸

太の在庫が過剰の状況だ︒

問

一般質問に登壇︒道産木材
川下対策と して︑公 共建

日︵金︶に

の利用促進︑道立病院改革
築物をはじ め︑さま ざま

私は︑９月

プランの取り組み︑エネル

な分野で地 域材の利 用促
答 公共建築物はもとより︑

の分野を北 海道の政 策の

北海道において︑省エ

住宅や農業 用施設へ の利

柱として明 確に位置 づけ

問

用︑森林バ イオマス のエ

課題として ︑全庁挙 げて

を引き続き 道政の最 重要

答 エネルギー分野の政策

るべきでは︒

地域材の利用促進につ

積極的に展開する︒
エネルギー施策の展開
と地場産業の発展を見据

問
答 道及び市町村が建設し

えた取り組みを進めるべ

にあっては︑地域の振興
た木造公営 住宅の事 例集

きでは︒

すべきでは︒

町村におい ても建設 促進

ながる木造 公営住宅 を市

問

っかり取り組む︒

材の利用促 進につい てし

ネルギー活 用など︑ 地域

進を図るべきでは︒

ギー政策︑地域における学

21

木造公住 の建設促進 を

決議﹂︑﹁北海道における今

一般質問における主な質問と答弁内容

11

を作成する ほか︑北 海道

支援の人材確保に苦労し

15

24

道議仲間と秋田県上の岱地熱
発電所を視察︵５月 日︶
11

創造宣言！

元気な郷土（ふるさと）
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工事休止している大間原発を視察（7 月 10 日）

徳永エリ参議院議員とサンルダムを視察
（7 月23 日）

TPP 交渉参加反対で民主党へ要請（8 月 27 日）

駒ヶ岳を登山（8 月 18 日）

創成自治会お年寄りを祝う会（9 月 8 日）

幌加内町「新そば祭り」に参加（9 月 1 日）

16

→ 福島 県 川 内 村 の子 ど も を 迎
える﹁士別 にコラッ セ夏学
校﹂開校式︵７月 日︶

←きたごりんファームでの
稲刈り作業︵９月 日︶

天塩川まつり千人踊り（8 月 17 日）

24

元気な郷土（ふるさと）

創造宣言！

写真で振り 返る北口道議の活動記録（７月～９月）

士別神社例大祭（7 月 15 日）

第 32 号（3）

皆さんがお越しいただき︑

天塩町長︑宮本幌延町長の
ら

チームが参加し︑上川

気の高揚を目的に︑道内か

いただいた▼道北歌謡研究

からそれぞれ激励の言葉を

農振興などについて︑要請

林水産副大臣とともに︑酪

管内からは深川地区消防事

では︑
﹁２期目当選以来︑北

会から花束を受け道政報告

らに︑町内唯一の高校であ

を受けることとなった▼さ

北口ゆうこう奮闘日記
北海道縦貫自動車道﹁士別
務組合幌加内消防団が出場

での閉校が決まっており︑

剣淵〜名寄間﹂の整備促進

の発展に努力してきた︒農

農業を中心としたマチづく

http://y-kitaguchi.net/

◆８月５日︻道政報告﹁青空

業が元気にならなければ︑

る中川商業高校も今年度末

の集い﹂
︼▼今日は︑道政報

議会議長と中川町の課題等

︻ひとりごと︼

りを目指す中川町の思いを

海道の基幹産業である農業

塩川治水促進に関する要望

日︻秋味まつり︼

▼今日は︑柏谷慧二さんに

◆９月

ていただいた︒
︵後略︶

や課題についてお話しさせ

北海道は元気にならない﹂

し︑５位と健闘しました︒

号

◆７月４日︻道北期成会から
︵サンルダム建設凍結解

実現できればと思っている︒

に関する要望︵ミッシング
リンク解消︶
︑一般国道

の要請︼▼今日は︑道北地域
除︶
︑陸上自衛隊名寄駐屯地

と︑農業の果たすべき役割

北口道議の 奮闘ぶ りをブ
ログから抜粋して紹介しま
線名寄・稚内間規格の高い

の各種期成会の皆さんが民
の体制維持・拡充に関する

す︒
︵７月〜９月分︶

主党北海道を訪れ︑ミッシ
要望をお受けした︒
︵後略︶
大会︼▼今日は︑江別市に

案内をいただき︑
﹁なかがわ

行い︑私も同席してきた▼

ある北海道消防学校で行わ

について懇談させていただ

▼﹁狼が出たぞ！﹂と少年が
叫ぶが︑村人は知らんぷり︒
そのうち︑本当に狼が出て︑
羊が 食べ られ る とい う童 話
に︑
﹁オオカミ少年﹂がある
▼今 冬に おけ る 電力 の需 給
の見 通し で電 力 会社 や経 済
界は︑
﹁原発を再稼働しない
と︑今年の冬を乗り切ること
はできない﹂と︑原発再稼働
を訴える▼しかし︑本当にそ
うなのだろうか︒私たちは︑
北電 や国 が示 し たデ ータ を
もとに︑今年の冬の電力需給
状況を検証した︒道民に︑今
夏の 半分 の節 電 をお 願い す
れば︑電力は十分足りること
が判 明し た▼ こ こに 来て 北
電は︑
﹁火力発電所の異常停
止を想定しなければ﹂という
始末だ︒信用できる正確な情
報開 示を 望む の は私 一人 だ
ろう か⁝ ︒ ︵ ゆう こう ︶

創造宣言！

道路整備に関する要望︑天

ングリンク解消やサンルダ
◆７月

今日の要望には︑牧野勇司

れた北海道消防操法訓練大

告﹁青空の集い﹂を開催︒

いた︵中略︶▼また︑明日

秋味まつり﹂に参加︒川口

士別市長をはじめ︑加藤名

会に参加した皆さんを激励

小雨の中︑多くの皆さんに

精雄中川町長や佐藤輝雄町

寄市長︑工藤稚内市長︑安

させていただいた▼この大

日︻消防操法訓練

ムの凍結解除などの要請を

30

斉下川町長︑山口美深町長︑

６回目を迎える青空の集い
は︑前日からの雨というあ
いにくのお天気で︑野外で
の焼肉は中止と判断︒肉は
引き替えとし︑テントで懇
談しながら集いを進めさせ
ていただいた▼冒頭︑小貫
勝太郎連合後援会長が挨拶︑
続いて牧野勇司士別市長︑
佐々木隆博農林水産副大臣

10

秋味まつり会場で柏谷さん、川口町長と

元気な郷土（ふるさと）

14

月１日には︑佐々木隆博農
大会に参加した幌加内消防団の皆さん

ご出席いただいた▼今年で

19

会は︑消防技術の向上と士

道北期成会の皆さんからの要請

倉兼美深町議会議長︑浅田

小雨模様の道政報告「青空の集い」

40
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