鉄路 の半分見直 し

営化 するため 、７つの 会社

時の自民党政権 が国鉄 を民

年前に当

検証する必要があります。

対策 や車両 の更新 などが 遅

がＪＲ の体力 を弱め、安全

度にしかならず 、この 差額

では ２００ 億円 を超える 程

用益 は、現在 の低金利政策

意向 を早急 に把握 しそれを

と、③地方自治体 や住民 の

を設け主体的 に議論 するこ

海道が積極的に「協議の場」

ークを 維持 すること 、②北

基本 に全道 の交通 ネットワ

ＪＲ問題は、

に分割しました。当初から、

れ、現在 の状況 になってい

道は、在来線 の路線距離 の
厳しい経営が見込

域であることから

円の運用益が毎年
交付される見込み
でした。

30

しかし 、そ の 運

地域協議については、
「将来

答弁 はした ものの 、今後 の

支援 のあり 方を検討 」との

において、
「財政支援も含め

また 知事 は、議会 の終 盤

なものにとどまっています。

ものの 、要請内容 は抽象的

事は、国への 支援 を求めた

批判 が根強 くあります 。知

らもが はっきりしない との

線自治体 ばかりでなく 国か

道の姿勢 については 、 沿

消極的 な知事姿勢

を行いました。

など を求めて 議会 での 質問

踏まえて国に要請すること、

北海道 や四国 、九州 につい

線区

ては、広域分散地

半分 を超 す

まれ、ＪＲ北海道

日、ＪＲ北海

（計１２３７・２㎞）を「単

に対しては６８２

月

独では 維持困難 な線区 」と

２億円の経営安定

昨年

して 、バスへの 転換 や存続

基金が用意され、

路線

の場合 の地元負担 を、沿線

７％を超える当時

を打ち出しました。

無理 だった民営化

13

そもそも ＪＲ 北海道 が 、

の金利で５００億

市町村 と協議 する との 方針

18
10

厳しい 経営 に陥った 経過 を

るのです。

ＪＲ の株主 は国

ＪＲ北海道は、
沿線自治体

のあり 方について 」の説明

との協議を求めていますが、 を見据えた北海道の鉄道網

各市町村長 は鉄路 の存続 を

にとどまっています。

ます。

けた 取り組みを 進めていき

を把握 し、鉄路 の存続 に向

今後 も、各地域 のご 意 見

求めれば 新たな 負担 を求め

られることになり 、協議 に

月高橋

すらつけない状況です。
私たちは、昨年

知事 に対し、①路線維持 を

創造宣言！

元気な郷土（ふるさと）

11

ＪＲ問題や医師確保、農業政策などで一般質問（３月９日）

12
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知事の

鉄路守る決意伝わらず
国鉄分割民営の責任で、国の支援を！

年度予算案は

（２月

日～３月

日）

りの 財政運営 が続いていま

第１回定例道議会報告
北海道の

一般会計２兆７５３４億円、 す。

で２・５％の減額 となり 、

会計 は、前年度当初予算比

計３兆４０１４ 億円 。一般

を次のステージに 押し上げ

危機突破 に向け、地域創生

算」と名付け、
「人口減少の

点政策 を「地域創生進化予

年度予算の重

主な理由 は、政令市立学校
る」としました 。しかし 、

知事は、

の教職員給与 費が札幌市 に

です。

じて 、ＪＲ 路線問題 への 対

反対しました。

緊張感欠 ける道組織

また、会期最終盤には、

年度最終補正予算 で減額 し

た参議院議員選挙費 をわず

か１週間後 の会期最終日 に

復元 する 最終補正予算 が提

案されました。｢
市町村交付

金の見積もりを誤った と
｣
の説明 でした が、こうした

事例 は災害 などを 除くと 極

めて 異例 であり 、知事 の任

期が４期目折り返しを迎え、

道庁内 では 不適切 な情報管

いて 、道の方向性 は具体性

ＪＲ 北海道 の路線問題 につ

な懸念 を引き起こしている

どについて 、道の対応 、知

交通対策 、経済雇用対策 な

営手法 、エネルギー 政策 、

福祉医療対策 、道の財政運

います。

と言うべき 事例 が相次 いで

士気 の低下 を反映 する 緩み

生交付金等 の国が相次 ぎ打

に欠け、知事 の答弁 も道が

事の姿勢を論議しましたが、

●朝鮮民主主義人民共和国

度末の道債残高見通し

道内 では 、人口減少対 策

設けた 「鉄道 ネットワーク

いずれの 課題 についても 、

のミサイル 発射 に抗議 する

応をはじめ、人口減少対策 ､ 理や、危機管理の失敗など、

の基盤 であるはずの 、医療

ワーキングチーム 」が取り

知事 の対応 は、主体性 に欠

決議 ◆日ロ両国 における 相

重大 な危機 に対応 せず

施策 、子育 て施策 、子ども

まとめた 「将来 を見据 えた

けるものばかりでした。

採択 された決議 ・意見書

の貧困対策 、あるいは 地域

北海道 の鉄道網 のあり 方に

互信頼関係 の構築等 を求め

年度一

こうした 議論 経過 な どか

障がい 者やその 家族 を支え

等の推進 を求める 意見書 ◆

る意見書 ◆海洋 ごみの 処理
ら会派としては、

る環境整備 の充実 を求める

大な危機に陥っていますが、 で、具体的な内容は示され
私たちは 、本会議 にお け

般会計予算案 について 組み

ませんでした。
した 課題 への 対応 は、国の

る代表質問 ・一般質問 、予

替えを求める動議を提出し、 意見書

道の新年度予算 では 、こう
政策 の迷走 を反映 するかの

算特別委員会 での 審議 を通

組 み替 え動議 で反対

にとって 極めて 重要 な公共

特に、道 民 、 地域 に 深刻

「道みんの日」制定

ついて 」に言及 するばかり

ち出す施策 の対応 に追われ

どう

交通施策等 が、いずれも 重

は、５兆８３００ 億円 とな

どの 地方自治体 は、地方創

策）は迷走 しており 、道な

国の地方創生 （人口減少対

危機的 な財政状況

移行したことによるもの。

特別会計 ６４８０ 億円 の合

23

ています。

28

24

29

ように 具体性 に欠けるもの

創造宣言！

元気な郷土（ふるさと）

29

お巨額 であり 、危機的綱渡

28

保健福祉委員会に付託された
審議経過を報告（３月 日）

幕末の探検家である松浦武四郎は、江戸時代の終
わりから明治にかけて活躍した探検家で、6 度に渡
る蝦夷地（北海道）の探査を通じ、アイヌの人々と
も交流を深め、蝦夷地の詳細な記録を数多く残しま
した。
そして、来年 2018（平成 30）年には、本道が
「北海道」と命名されてから 150 年目の節目を迎
えます。
このことを受け北海道議会では、議員提案により
「北海道みんなの日（愛称：道みんの日）」を提案
し可決されました。
道みんの日は、毎年 7 月 17 日とし、1869（明
治 2）年 7 月 17 日に松浦武四郎が当時の呼び名で
ある「蝦夷地」を「北加伊道（ほっかいどう）」と
提案したことにちなんでこの日にしたのです。
また、7 月 17 日の道みんの日には、各道立施設
を無料開放するなどの記念行事を予定しています。

29
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吹雪の中の新春街宣活動（１月２日）

出初
C 式で士別つくも梯子乗り
保存会の妙技（１月６日）
占冠消防出初式（１月５日）

富良野消防出初式（１月 7 日）

士別市成人式で挨拶（１月８日）

北海道林業人新年会で松原会長と握手（１月 11 日）

多寄農連の地区別懇談会に同行（１月 30 日）

全上川農民連盟定期総会で挨拶（２月３日）

さC
ほっちも 参加しての 温根
別冬まつり（３月 日）

歩E
くスキー 大会でスタ ータ
ーを務める（２月 日）

26

12

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（１月～３月）

春闘山場での連合街宣に同行（３月 15-17 日）
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ログから 抜粋 して 紹介 しま

北口道議 の奮 闘 ぶり をブ

けした 。最後 は、ホワイト

課題等 について 報告 をお 受

っぱら 』などから 、現状 と

『森のたね』
、鷹栖町の『ぴ

運営 している 中富良野町 の

▼地域 で森のようちえんを

の阻止並 びに 農政改悪 の是

Ａ等、行き過ぎた 貿易協定

は、
「ＴＰＰ・ＥＰＡ／ＦＴ

回定期総会 に出席 。総会 で

村秀明執行委員長）の第

後、上富良野町農民連盟（田

についてお話をお受けした。 願祭に出席してきた▼その

る国内外 の先進的 な事例 」

正を求める 特別決議 」を採

◆３月

交流を深めたところだ。

ジャンケンゲームで 親睦 と

だいた 。その 後、ビンゴや

についてお 話しさせていた

ＪＲ 北海道 の路線維持問題

も挨拶 の機会 をいただき 、

トとして 、道立病院 の課題

けではない 。新たなスター

すべての 課題 が解決 するわ

委員長は「全適移行すれば、

ったのである 。冒頭 、羽原

連労働組合加盟 の組織 とな

日
【森のようちえん】

空知川堤防災害工事安全祈願祭

地先 の堤防災害工事安全祈

す。
（１月～３月分）
ボードにそれぞれの 思いを

択したところだ。

北口ゆうこう奮闘日記

◆１月
書き込み、森のようちえん
◆２月

http://y-kitaguchi.net/

▼今日は、
「森のようちえん」
の普及 拡大 に向けた 取り組

旗開き】▼今日は、中川地区

日
【中川地区連合会

立】▼今日は、民進党北海道

では 、連合北海道上川地協

（佐々木隆博代表 ）の常任

組合 から 独立 し、全道庁労

ったことから 、全道庁 労働

全部適用 を受けることにな

今年 ４月から 公営企業法 の

出席してきた。道立病院は、

の設立記念 レセプションに

合（羽原浩一執行委員長 ）

自治労北海道立病院労働組

ったところだ▼また夜には、

などについて 意思統一 を図

幹事会 に出席 。当面 の活動

真新しい組合旗とともに記念撮影

▼最近、
「忖度（そんたく）
」
という言葉が賑わってい
る。辞書では「他人の気持
ちを推し量ること」とある
▼そもそも、森友学園「瑞
穂の国小学院」認可問題に
おいて安倍昭恵夫人が名誉
校長に就任し、認可申請ば
かりではなく国有地が８億
円も安く売買されたことが
問題なのだ▼安倍総理は
「忖度はない」と強弁して
いるが、総理夫人が名誉校
長であれば、便宜を図ろう
とするのが官僚の心理だろ
う。官僚がそのような心理
になるのは、長期政権の弊
害なのだ。一日もはやく安
倍政権を退陣に追いやり、
忖度のない政治を求めなけ
ればならない。
（ゆうこう）

【ひとりごと】

ったところだ。

もに 、新たな 門出 を祝いあ

道立病院労組 の支部旗 とと

と決意 が述べられ 、新たな

解決に向け、邁進していく」

普及 に関する 勉強会 に参加
みを確認したところだ。

連合会 （石川美織会長 ）の
旗開 きに 出席 してきた ▼冒
頭、石川会長 は「働くこと
を軸とする 安心社会 の実現
に向け、ともに 頑張 ろう 」

25

の井上事務局長 に続き私に

と挨拶 。その 後の来賓挨拶

日
【道立病院労組設

してきた ▼会の冒頭 、林活
◆１月
富良野町農連定期総会】▼今

日
【安全祈願祭＆上

議連 の役員 として 私から 主

催者挨拶 。その 後、社団法

人北海道森 と緑の会の嶌田

康之専務理事 から 激励 のあ

いさつをお 受けし 、基調講

演として 国土緑化推進機構

日は、昨年 ８月の台風 で南
富良野町 に大きな 被害 を出
した 空知川 の堤防決壊現場
における 、草野佐工株式会
社及 び株式会社中山組 が工
事受注 した 南富良野町幾寅

創造宣言！

元気な郷土（ふるさと）
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56

中川地区連合会旗開きで挨拶

政策企画部 の木俣知大課長

から 「森のようちえんを 巡

森のようちえん勉強会で挨拶

31
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