ころを知りません。

無視 される地方 の声
また、沖縄県では、市街
地から ８００ ｍの海岸線 に

挙で多数派 を形成 すること

であり 、予想 される 解散総

選挙 では 、全力 で戦う決意
です。

私は、北海道議会 保健 福

けまして

新年明

民が反対 する 辺野古 の新基

再開。さらに、ほとんどの県

究明 がなされぬまま 飛行 を

年にない 早い根雪 で、農作

たものの 、４つの 台風 と例

総じて 豊作基調 で進んでい

昨年 の農業 については 、

をはじめとする 一次産業 の

林活議連役員 として 、農業

また、超党派の農政議連、

くりに努力する決意です。

暮らすことのできる 地域 づ

祉委員長 として 、安心 して

おめでと

地建設訴訟 で最高裁 は、沖

物や農地 に甚大 な影響 を与

振興 を図ることが 、地域創

ＴＰＰ発効 させず

うございます 。輝かしい 新

縄県知事 による 「埋め立て

え、農家 の苦労 が報われな

生につながるものと確信し、

墜落 したオスプレイの 原因

年をお 迎えのことと 、心よ

承認取 り消し」を無効 とす

い一年となりました。

謹賀新年

りお喜び申し上げます。

る不当な判決を下しました。

今の政治 は、民主主義 が

ろにされています。今こそ、

平和 や民主主義 がないがし

このように日本の政治は、

かわらず 、強引 な国会運営

脱』を宣言 しているにもか

大統領 が『ＴＰＰ からの 離

また 、トランプ 次期 米 国

っとたくましい 地域 に飛躍

み合わせることにより 、も

地域 です 。知恵 と工夫 を組

北海道 は、可能性豊 か な

活動していきます。

それは 、ＴＰＰ や年金 カ

真の民主主義 をめざし 、勇

と強行採決 により 、ＴＰＰ

否定 され 、地方 の声が無視

ット 法案 、カジノを 含むＩ

気をもって 立ち上がらなけ

され続けています。

Ｒ法案 など であり 、安倍政

できるものと 思っており 、

その 為にも 私は、人を大切

承認 と関連法案 を可決 しま

した 。ＴＰＰ で北海道 は甚

にし 、一人 ひとりの 発想 や

ればなりません。それは、選

大な影響 を受けることは 必

想いを 受け止めることがで

権の暴走 ぶりは とどまると

至であり 、ＴＰＰ を発効 さ

せない取り組みが必要です。 きる政治家を貫き、これか

らも頑張る決意です。

頑張 る人が報われる 社会 の

私の政治信条は、「地域で

年にあたってのご 挨拶 と致

すようご 祈念申 し上げ、新

して 、幸多 い一年 となりま

今年 こそ 皆さまにとり ま

実現」であり、格差をなくす

します。

安心社会 を実現

には 「誰にでも 居場所 と出

北海道議会議員

北口雄幸

番のある社会」が必要です。

創造宣言！
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真の民主主義をめざして
今こそ、地方から反乱を起こそう！

（

月

日～

月

日）

民からは 、道の対応 が極め

第４回定例道議会報告
今定例会 の最大 の焦点 と
月

が公表 した 「ＪＲ 単独 では

18

は、同社 の鉄路 の半分 に及
展開しました。

ワーク 維持 に向けた 議論 を

強い危機感 を抱く地域 や道
ＪＲ北海道が、

月

日

18

てきたものであり、

路線
10

などを 通じて 小出 しにされ

に示すとした 以降 に、報道

にＪＲ 北海道 の方針 を秋口

困難な線区」の内容は、７月

に公表 した 「単独 では 維持

11

鉄路守る決意語らず

び、道内全域が対象になり、

維持することが困難な路線」 線維持、全道の交通ネット

的、積極的な対応を求め、路

て鈍いとの 指摘 が相次 いで

15

なったのはＪＲ問題です。

12

います。私たちは、道の主体

29

日にＪＲ北海道

11

ありませんでした。

権の対応 は、拙速 で乱暴 な

ものです。しかし、いずれの

８８億円となりました。

安倍政権 の強 行採決 を連

意見書 ◆２次医療圏 の設定

採択 された決議 ・意見書

現有鉄路 の半分 にも 及ぶも

発する 国会運営 によって 、

今補正予 算 は 、災害 復旧

に関する 意見書 ◆私立専修

課題 に対しても 、知事 が主

ので す。旅客 や貨物 の輸送

北海道 は大きな 影響 を受け

事業費 １３１ 億円 など 一般

学校等 における 専門的職業

◆地方一般財源総額 の確保

に壊滅的 な影響 を与えかね

ています。それは、ＴＰＰや

会計 １６０ 億９００ 万円 、

体的 に行動 する 姿勢 は示さ

ない 課題 として 、地域 や道

農業施策見直 し、北方領土

特別会計１億２５００万円。 人材の育成機能の強化等を

等の緊急的 な対応 を求める

民には 深刻 な受け止めが 広

と日ロ共同経済協力 、空港

れませんでした。

がっています。私たちは、北

たが 、具体的 に自分 の言葉

ッセージを 知事 に求めまし

ト法、ＩＲ 法制 などへの 政

ＰＰ や農業施策 、年金 カッ

法制などです。とりわけ、Ｔ

３２１ 億円 の合計 ３兆６６

兆３６７ 億円 、特別会計 ６

予算 の規模 は、一般会計 ３

見書

運賃割引 の適用 を求める 意

者に対する 公共交通機関 の

求める 意見書 ◆精神障 がい

これで、平成

で思いや 決意 を語ることは

年度北海道

民営化 、カジノを 含むＩＲ

強引な国会運営

上の記事は、2016 年 12 月 14 日付の北海道新聞で、受
動喫煙防止条例を目指すことが報道されました。
北口道議は、この条例検討委員会の副委員長に就任し、北
海道におけるがん対策の中心的役割を果たします。

海道 の鉄路 を守る決意 やメ

線区、合計１２３７㎞は、

13

創造宣言！
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11
ＪＲ問題で高橋知事に要請
（ 月 日）

28
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東京士別ゆかりの会総会（10 月 15 日）

第 52 号（3）

士別市いきいき健康センターオープン（10 月 1 日）

宗谷線議長会からＪＲ問題で要請（10 月 7 日）

士別市文化奨励賞・功労章表彰式（11 月 4 日）

富良野市功労者表彰式（11 月 3 日）

10

月～

宗谷線市町村長からＪＲ問題で要請（11 月 2 日）

写真で振り返る北口道議の活動記録（

北 口 ゆ う こ う 道 政 便 り

2017 年 01 月（冬号）

月）

12
１１.２３幌延デー北海道集会で挨拶（11 月 23 日）

上川管内土地改良区の皆さんから要請（11 月 17 日）

17

夜C
咲恋そぅ らんサムラ イ 士
別解散パーティ（ 月３日）

鳴呼ワット サム「２０ １６
E
」
（ 月 日）
winter party

12

12
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北口ゆうこう奮闘日記
http://y-kitaguchi.net/

北口道議 の奮闘 ぶりを ブ
月分）

歳

日【上士別敬老会】

月～

ログから 抜粋 して 紹介 しま

月

す。
（
◆
▼敬老会の対象である
以上 の方は、上士別地区 に

２３８ 名おられ 、最高齢 は

１０２ 歳の男性 だという 。

今日 の敬老会 にはお 手伝 い

の方々 を含め、１５０ 名ほ

どが 出席 し、保育園 園児 に

得て、手打 ちそばの 提供 を

そば 打ち愛好会 のご 協力 を
くり〟を誓ったところだ。

て〝戦争 を起こさない 国づ

争の歴史 を学び、あらた め

魂の塔、歩兵第

北霊碑のほか、西原之塔、浄

も参列 した ▼また 今日 は、

聯隊碑、

いただき 、大変 おいしくい
ただいたところだ。
方各戦域 で亡くなられた 戦

▼先の大戦 で沖縄並 びに 南

◆

と戦争 のない 社会 づくりを

の御冥福 をお 祈りし 、二度

海道碑）なども巡拝し、御霊

満華之塔、平和記念公園（北

月９日【北霊碑追悼式】

◆ 月８日【戦争の爪痕 集団自決】▼第二次世界大戦で
没者追悼式 が、沖縄県糸満

が行われ 、数多 くの 尊い命

の地上戦 が行われた 沖縄 で

を述べて きた ▼日本 で唯一

道議会 を代表 して 追悼 の辞

月１日、当時 の安藤石典根

要求運動は、１９４５年

ピール行進】▼北方領土返還

◆

交渉 が前進 するよう 訴えて

年こそ、今度こそ、北方領土

月１日
【北方領土返還ア

は、軍関係者 のみならず 民

きたところだ。
方々 が亡くなった 。特に北

北方領土 の返還 を求める 陳

マッカーサー 元帥 に対し、

間人も含め

海道出身兵 は１万８５０ 人

情書 を提出 した 歴史的経緯

にちなみ、この日を「北方領

土返還運動のはじまりの日」

と位置付 けている ▼そんな

今日 は、北方領土隣接地域

振興対策根室管内市町連絡

協議会主催 の「北方領土返

還要求中央 アピール 行動 」

が開催 され 、根室管内 や元
も犠牲 になるなど 、戦禍 の

して きた ▼今 年の

京都内 の銀座商店街 を行進

▼昨年の世相一文字は「金」
であった。リオのオリンピ
ックでの金メダルラッシュ
や政治と金、マイナス金利、
アメリカ大統領選挙を制し
たトランプ氏の金髪、ピコ
太郎の金色の服装などが選
定理由だという▼過去はと
いうと、
「安」
、
「税」
、
「輪」
、
「絆」などとなっており、
その一年の世相をあらわし
ているのだ▼私なら、世界
中が幸せや平和、安心して
暮らせる社会を連想する漢
字になればいいと思う。今
年こそ、そんな一年になれ
ばと思っている。
（ゆうこう）

【ひとりごと】

室町長 が連合国最高司令官

北方領土返還を求め東京銀座を行進

万人を超える

市にある北霊碑で開催され、 誓ったところだ。

は、沖縄県 で唯一 の地上戦

民謡 、カラオケなどの 余興

が失われた 。渡嘉敷島 では

よる組体操や踊り、大正琴、

で、楽しいひと 時を過ごさ

民が自ら命を絶ち、その 光
景は壮絶 だったと 言われて
いる▼また、渡嘉敷島には、
旧日本軍の「特攻艇」の秘匿
れた「特攻艇」に１２０㎏の

激しさを 物語 っている ▼今

日には 、安倍総理 とプーチ

島民 の皆さんとともに 、東
爆雷 ２個を搭載 し、特攻攻

日の追悼式 は、一般財団法

ン大統領 との 領土交渉 が行

壕があり 、ベニア 板で造ら

撃した という ▼ウミガメが

人北海道連合遺族会 が主催

月
産卵 する 美しい 砂浜 や海が

創造宣言！

32

わる 重要 な節目 の時だ。今

15
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12

12
名の遺族

12

75

11

し、北海道から

沖縄県での戦没者追悼式に参列

12

11

ある 渡嘉敷島 で、悲惨 な戦

16

10
21

集団自決 で３８０ 人もの 島

上士別地区敬老会で挨拶

20

10

せていただいた。また、多寄

この先の沢で 380 人が集団自決した
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