教えてくれました。

を怠ってはならないことを

る今日 、災害 に対する 警戒

答弁を得ました。

ついての 活用 を検討 」との

ムラインの 中で利水 ダムに

知事 は不誠実 な答弁

また 、知事総括質疑 に お

かけ 、上川北部 を集中豪雨

今年 ８ 月３日 から ４ 日に
組み」として、
「ハザードマ

に対し、
「減災に向けた取り

各部審査 において 、総務部

問

ものは次のとおり。

ました。

いては 、１．地域振興条例

が襲いました 。幌加内町及

ップ策定の支援」、「タイム

し、より 実効 ある 避難対

問

なお、質問と答弁の主な

び名寄市 で１７３ ミリ 、士

ライン（事前防災行動計画）

策促進に向け支援する。

の新基準 に適合 した こと

私は、予算特別委員会 の

別市 でも １３０ ミリの 雨が

の策定」、「避難勧告のあり

問 避難勧告 の助言 につい

をもって、
「安全」が確保

４．原発 について 、などを

高橋知事 に直接質問 してき

川内原発 が規制委員会

されたと考えているか。

常に規制以上 の安全 レ

ホットラインの構築を

地域 ごとの 課題 を把握

市町村への支援は。
答

の見直 し、２．ＪＲ 北海道

降り、床上浸水 や農地 の冠

方」
、
「ダムなどの活用」
、な

ては、当該市町村長との

の安全管理、３．人口問題、

水など 、大きな 爪痕 を残し

どについて質問しました。

ハザードマップ 未策定

ました 。また 、広島県 での
土砂災害 では 多くの 犠牲者

答

ベルの 達成 を目指 すこと

図っては どうか 。

答 今後 、振興局長 と市町

により 、安全向上 に向け

ホットライン構築
道からは、
「避難勧告すべ

村長とが、より緊密に連

て不断 に取り組むべきも

が発生 し、礼文町 でも ２名

き市町村長 と振興局長 で、

携を図り、市町村におけ

の方が犠牲 になる 災害 が起

ホットラインで直接連絡」、

のと考えている。

こりました。
地球温暖化 などにより 、

る防災・減災の取り組み

発電ダムなどの利水目

じ考えで十分 としている

国は地元同意 を従来 と同

川内原発 の再稼働 で、

的のダムも治水の役割

が、ＵＰＺ 圏内 の意向 も

問

を担う仕組みづくりを

尊重すべきではないか。

関係機関と連携した効

共有を図り、国や市町村、

北海道開発局との情報

ラインの中で検討され、

真摯 な答弁 を得るには 至り

このように 知事 からは 、

て対応すべきだ。

べきであり 、責任 を持っ

国が関係自治体 へ説明す

再稼働 にあたっては 、

果的なタイムラインに

ませんでした。

答

ついて 検討 する 。

利水ダムなどはタイム

すべきではないか。

を支援 する 。

ダムなどの活用では、
「タイ

答

問

ゲリラ 豪雨 が頻繁 に発生 す

予算特別委員会の知事総括質疑で、人口減少問題や原発再稼働
について、知事の考えを質問（ 月１日）

創造宣言！
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洪水に発電ダム活用へ
防災にタイムライン策定し、事前行動計画を

第三回定例道議会報告
第３回定例道議会は、９

（９月９日～

月３日）

ます 。広島市 や礼文町 での
土砂災害 に際して 表面化 し
た、道内 での 土砂災害警戒
区域 の指定遅 れなどが 課題

の電気料金値上 げ幅の見直

数条例改正案、
「北海道電力

年度道補正予算 、道議会定

業経営 が圧迫 される 状況 が

よって 、道民生活 や中小企

誘導策 、物価上昇誘導策 に

ベノミクス ”に基づく 円安

安倍政権の、いわゆる“ア

への 対応 で、高橋知事 が推

合型 リゾート 構想 （ＩＲ）

安が根強 いカジノを 含む総

い道州制法案 の扱いや 、不

また、
自治体から反発の強

となり 、道としても 対策 を

し等に関する意見書」、「土
生じています 。厳冬期 を前

進方向 と見える 動き方をし

円安 で格差拡大

砂災害防止対策 の推進 に関
にしての 燃油価格 の上昇 、

ていることについて 、認識

月９日（火）に開会、平成

する意見書」などを可決し、
加えての 電気料金 の大幅再

や対応 を質疑 しました が、

した。

することなく 「幅広 い観点
からの 論議 が必要 」との答

席しました。

依然厳 しい道財政

補正予算 は、 道投資 単独

６％と、依然 として 厳しい

状況が続いています。

採択 された決議 ・意見書

●北海道電力株式会社 の電
事業費 ５１ 億円 など
一般会
気料金値上 げ幅の見直 し等
計７８ 億７００ 万円 、特別
に関する 意見書 ●土砂災害
会計 １億６００ 万円。これ
防止対策 の推進 に関する 意
で、平成 年度道予算は、
見書 ●東日本大震災 からの
２兆７２７８億円、
一般会計
復旧 ・復興 のための 財政支
特別会計 ６１１５ 億円 の合
援の継続等 を求める 意見書
計３兆３３９ ３億円 とな り
●魅力 ある 地方創生 へ向け
ました。また、平成 年度
た施策 の推進 を求める 意見
書●軽度外傷性脳損傷 に係
北海道 の
は、
一般会計決算
る周知及 び適切 な労災認定
形式収支 で４３ 億４１００
に向けた 取り組みの 推進 を
万円 、実質収支 で２８ 億１
求める 意見書 ●私学助成制
６００ 万円 の黒字 。地方公
度に係る財政措置 の充実強
共団体財政健全化法 に基づ
化に関する 意見書 ●義務教
く健全化判断比率 は、実質
育未修了者 の実態把握 と教
公債費比率 が２１ ．３％、
育環境 の整備 を求める 意見
書

将来負担比率が３２０．

創造宣言！

急ぐよう求めました。

月３日（金）に閉会しま
値上 げ方針 によって 、さら

知事 は自らの 姿勢 を明確 に

電力再値上 げで支援

なお 、知事 は、体調不 良

弁が繰り返されました。

する 「福祉灯油 」への 電気

を理由 に本会議 を２日間欠

北海道 は、市町村 が実 施
料金対応 の加算措置 への 支
援や中小企業向 け制度融資
の医療機関等 への 活用 、中
小企業 への 省エネコンサル
タントの 派遣等 の対策 を並
べました が、いずれも 小粒
であり 、地域 との 連携 によ
る実効性 のある 対策 を求め
る論議を行いました。
道内 でも 局地的集中豪 雨
等の気象災害 が相次 いで い

道議会では、議員定数のあり方
を検討していましたが、今議会に
おいて、104 名の定数を「3 増 6
減」し、101 名とする条例案を可
決しました。
この見直しによって、１票の格
差は 3.82 倍から 2.81 倍に改善
されます。
しかし、人口が集中する札幌の
定数や人口減少が続く地方の声を
どう吸い上げるかなど、大きな課
題も山積しており、今後このよう
な課題について、議論することと
しています。
◆定数を減らす選挙区
・後志管内（３名→２名）
・胆振管内（２名→１名）
・釧路管内（２名→１名）
・函館市 （６名→５名）
・留萌市 （１名→０名）
留萌管内と合併
・紋別市 （１名→０名）
オホーツクと合併
◆定数を増やす選挙区
・千歳市 （１名→２名）
・岩見沢市（１名→２名）
・オホーツク管内（２名→３名）
オホーツク管内は、定数を増や
した上で、オホーツク東（１名）
とオホーツク西（２名）に分割

元気な郷土（ふるさと）
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10

に影響が拡大します。

10

真摯な答弁を避ける高橋知事

議員定数を３名削減！

26

26
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民主党会派による中央要請行動（7 月 25 日）

ソチ五輪報告会に参加（7 月 23 日）

ゴーク米国首席領事と懇談（８月４日）

林活議連による中央要請行動（7 月 30 日）

まなびとくらしのフェスティバル（9 月 27 日）

東川の松家さん宅で産業用大麻を視察（9 月 3 日）

20

26

in
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創造宣言！

写真で振り返る北口道議の活動記録（７月～９月）

TPP 合意断固反対全道農民集会に参加（7 月 3 日）

↑雨の中での道政報告「青空の
集い」
（７月 日）
）
↓全国フットパス かみふら
の（９月 日）

JA 北海道中央会などと意見交換（7 月 17 日）

第 42 号（3）

北口ゆうこう奮闘日記

皆さんは 、指定 された 時間
よりも 早く放水 を達成 し、
動作 も正確 であり 、キビキ
ろであり 、上位入賞 が期待

ビとした 姿に感動 したとこ

北口道議 の奮 闘 ぶり をブ
された 。しかし 、結果 は残

http://y-kitaguchi.net/

ログから 抜粋 して 紹介 しま
念ながら ６位にとどまった
が、その 姿には 大きな 拍手
が送られた 。なお 、今年 の

日
【消防操法訓練大

◆７月
優勝 は平取消防団 で、準優

長）及び美深町公民館 の共

くれた。

っぱにしました 」と語って

し、いかに 早く、正確 に、

しながら 、標的 の火元 に対

操法 の部。ポンプ 車を操作

訓練大会 の競技 はポンプ 車

◆８月７日【豪雨被害調査】

となった。

る全国大会 に出場 すること

団は、今年

月に開催され

あった 。優勝 した 平取消防

鹿追消防団 と北斗消防団 で

勝は白糠消 防団 、優良賞 は

いう 。その 原因 は、北海 道

の約１割が被害 に遭った と

３１０

３２００

害となった 幌加内町 では 、

た▼特に、農地 で甚大 な被

対策 を協議 させていただい

地で視察 しながら 、今後 の

です 。そして 、髪型 も、当

成り代わって 読んだつもり

度も読み込み、谷口 さんに

担当した田中さんは、
「 最初
、
手記 を読んだ 時は、涙が止

た。谷口和子 さんの 手記 を

美さん （美深町 ）が担当 し

が冠水し、全農地

士別市 で１３０ ミリの 降雨

かり 受け止め対応 したいと

いただき 、その 思いをしっ

んの 思いを 伝えるため 、何

ングで提案したい」▼これ
は、平成 年６月 日の

議論や道民のご意見を伺い
ながら、しかるべきタイミ

▼「提案のあった２つの条
例については、道議会での

【ひとりごと】

催による、
『戦争と郷土』朗

読の会を拝聴 してきた ▼美

深町郷土研究会は、
「戦争体

験者 の証言及 び手記並 びに

会員 の聞き取りによって 、

編を研究紀要「戦争と郷

土」としてまとめた 中( 略 )
▼朗読 の会では 、安川 とし

安全 に行動 するかが 、採点

▼先日 の豪雨 で被害 を受け

管理 の河川改修 が行われて

時の谷口 さんのようにおか

おさん（士別市）
、田中真奈

のポイントとなる 。今回 の

た士別市温根別町 と幌加内

いない 影響 によるものと 思

が出場 した 。中川消防団 の

により 、床上浸水 や床下浸

思っている。

まりませんでした 。谷口 さ

操法訓練大会 には 、全道 か

町を視察 し、実態 を調査 し

われることから 、守田秀生

のソバ畑のうち、

ら

てきた ▼８月４日から ５日

町長 は「是非 とも 、雨竜川

チーム、上川管内を代

表し、中川消防団 の皆さん

にかけて 集中豪雨 に見舞 わ

の改修 に向け早急 に取り組

水、田畑 の冠水 など 、甚大

◆８月

か。

（ゆうこう）

る姿が、とても可哀想にも
見えるのは私だけだろう

ところだ▼道民を欺き、知
事の座にしがみつこうとす

いつか」などと詰め寄った
が、真摯な答弁はなかった

は今なのか。知事が想定し
ていた提案タイミングとは

改正 案 を 提案 した 。私 は、
「しかるべきタイミングと

自治の形づくり条例」を地
域振興条例の中に組み込む

この発言から６年２ヶ月が
経過した今議会で、「新しい

束し、多くの反対を押し切
り支庁制度改革を行った▼

い自治の形づくり条例」
。知
事は、この２つの条例を約

。
言２つの条例というのは、
「地域振興条例」と「新し

支庁制度改革条例が可決さ
れた記者会見での知事の発

28

す。
（７月～９月分）

中川消防団が参加した消防操法訓練大会

会】▼今年の北海道消防操法

1８

れた 道北地方 では 、幌加内

な被害 となった 。今日 は、

朗読の会】▼今日は、美深町

日【
『戦争と郷土』
士別市温根別地区 と幌加内

郷土研究会 （佐久間昌美会

創造宣言！
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幌加内町の冠水したソバ畑を被害調査

町及び名寄市で１７３ミリ、 んで欲しい」とのお話しを

11

町を視察 し、その 実態 を現

戦争遺品なども展示された「朗読会」

ha
ha

11
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