早 まった告示日
北海 道議会議員選挙 の 告

れ街頭 から 政策 や思いを 訴

町、和寒町、剣淵町でそれぞ

産業 である 農業 の振興 につ

祉の充実 とこの 地域 の基幹

けるための 医療 や介護 、福

ました。

いく」と、決意を新たにされ

雪の中での 第一声 となりま

前で行い、福井組合長 から

ら、第一声 を当麻町 の農協

した 。そして 北口 雄幸候補

選を」と、訴えていただきま

「何としても 北口道議 の再

３名の定数内立候補 である

説を終えて事務所に戻ると、

午後 ５時過ぎ、日中 の 遊

を得て、無投票 ではありま

では 、皆様 の大きなご 支援

先の北海道議会議員選 挙

全力 で課題解決

えました。

いてお話しされ、
「ぜひ、石

き、石川知事 を支える 役割

川知事 を誕生 させて いただ

士別市 での 第一声 は、そ

を果たしたい 」との 決意 が

吹雪 の第一声
れまでの 天気 とは 打って 変

皇陛下 の退位 と重なり、統

した 。そのようなお 天気 で

士別市 の次は、昼食休憩

わり激しい吹雪に見舞われ、 述べられました。

一地方選挙 の日程 が１週間

あっても 、３００ 人近 くの

も取らず、幌加内町、美深町、

日。今年は、天

早まりました。

皆さんがお 越しいただき 、

下川町に向かいました。

示は３月

道議選 の届出 は、上川総

牧野勇司士別市長 からは

激励 のご 挨拶 をいただきま

ことの 報告 を受け、無投票

したが 、四期目 の議席 を与

から は、この 地域 に住み続

で「４期目の当選」が確定し

えていただき 、心から お礼

くの 皆さんが 祝福 に駆けつ

野勇司士別市長 をはじめ 多

行われた 報告集会 では 、牧

域医療 の確保 、エネルギー

の対応、農家戸数の減少、地

問題、ＪＲ路線維持、ＩＲへ

いま 北海道 は、人口減 少

申し上げます。

けていただき、ダルマに「Ｖ

とも 皆様 のご 意見 を伺いな

問題 など 、大変重要 な課題

４期目 の当選 を決めた 北

がら 、全力 で課題解決 に取

４」を入れ、勝利を喜び合い

口道議は、
「選挙がなかった

り組んでいく決意です。

が山積 しており ます 。今後

重みをしっかり 受けとめ 、

北海道議会議員

北口雄幸

この 地域 の発展 に努力 して

ました。

午後 ６時から 創成会館 で

ました。

した。その後、愛別町、比布

小規模農家 を守 る

合振興局 で行われたこ とか

29
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ふ る さ と

郷土 の思 い受 け
無投票で四期目当選。決意新たに！

極めて不十分なままです。

道民意見 の聴取 のあり 方は

ばかり で、道の説明手法 や

課題 についても 、統一自治

とに なりました 。こうした

で、次の知事 に託されるこ

多くの 課題 が未解決 のまま

きました。

外国人材 の受け入れ拡 大

体選挙 で道民 とともに 議論

日～３月６日）

ＪＲ 北海道 の維持困難 路

は、改正入管法 の施行 が４

かわらず 、受入環境整備 の

（２月

ますが 、今定例会 でも 自ら
線への 対応経費 は新年度予
そもそも 、国が支援策 を示

具体像 は一向 に見えていま

道政 は課題山積

の言葉 で語ることなく 知事

が進められることにな りま

第一回定例道議会報告
何 も語 らず知事退場

の座を去ろうとしています。 算に計上されませんでした。 月１日に迫っていたにもか
さなかったことから 、市町

せん 。外国人材 の受け入れ

北口道議 は、予算特別委員

第１回定 例道 議会 は 、統
安倍政 権 の乱 暴 な政 策運

村は検討 すらできない ので

は、人手不足 が深刻 な道内

会において、１．収入保険制

した。

一自治体 選挙 を前にし 、私
営を丸呑 みにし、自治体 や

す。加えて、道がリーダーシ

でも 強い期待 があり 、それ

予特 で地域課題 を質問

最終の定例会でありました。 道民に丸投げするばかりの

たち や知事 にとって 、任期
知事 の道政運営 が、地域 を

ップを 発揮 しなければ 事態

年で道
苦境 に追い込んできていま

度、２．国際貿易協定、３．

高橋知事は、４期
政トップを 退き、今後 は国

だけに 労働環境 の確保 や受

える 基盤 である

た。暮らしを 支

万人 となりまし

減少 、約５３０

比べ

万人も

年前と

られず 、道内人

れも 成果 はあげ

ましたが 、いず

ーマに 掲げてき

を次々 に道政 テ

人口減少対策等

しかし、道の検討は、政府の

が突然、打ち出されました。

中に知事 としての 誘致判断

れて きました が、今定例会

しか 思えない 作業 が進めら

いにしながら 、誘致方向 と

の間、自身 の判断 をあいま

ＩＲ の誘致 については 、こ

また 、カジノを 軸とする

応は極めて鈍いものでした。

を求めまし たが 、知事 の反

やスケジュールを 示すこと

ちは、早急 に今後 の方向性

は見えませんでした。

課題 の解決 に取り組む姿勢

せの 対応 で、道が率先 して

具体的 な対応 は自治体 まか

ず、知事は、国の指示待ち、

まだに 不十分 にもかかわら

に急浮上 し、国の検討 はい

りかねない のです 。昨年秋

に敬遠 されることにつなが

れに 失敗 すれば 、外国人材

進める 必要 があります 。そ

きました。

ついて 知事 の考えを 質して

問題（総合政策部）
、などに

上、農政部）、４．人口減少

小規模農家 を守る施策 （以

医療 では 医師 や

方針 と同様 に、経済効果 や

入環境 の整備 をしっかりと

看護師等の減

雇用効果 ばかりを 強調 し、

して 見える 北方領土等々 、

肉やワイン 、チーズ 等の輸
●精神障 がい 者も含めた 医
入が急増 し、道内 でも 影響
療制度 の創設 を求める 意見
が強く懸念される国際協定、 書、●「水産政策の改革」に
日本側 の主張 ばかりが 後退
おける 本道 の実情 を反映 し
た対応を求める意見書

採択 された意見書

▼北海道主要農作物等 の種
子の生産 に関する 条例 ▼北
海道立北 の森づくり 専門学
院条例 ▼北海道森林整備等
支援基金条例

議決 された主 な条例

少・偏在が進み、

ギャンブル 依存症対策 や環

口は

教育 でも 小中高

境保全等 の課題 の対応 は形

このほか、
発効直前から牛

校の統廃合 が続

再建 や支庁改革 、 れていくばかりで す。私た

は動かず 、地域 が追い込ま

日）

す。知事は、就任以来、財政

15

政に転じる 意向 を示してい

16

予算特別委員会での質問（２月

37 16
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恒例となっている新春街宣（1 月２日）

士別市消防出初式で挨拶（１月６日）

北海道林業人新年交礼会（１月８日）

士別市成人式で挨拶（１月 13 日）

連合北海道上川地協旗開き（１月９日）

美瑛町農民連盟定期総会で挨拶（３月２日）

金児義明氏旭日双光章叙勲祝賀会（１月 20 日）
↑中士別 地区 土地改 良事業期
成会からの要請（２月 日）

↓士別市農業奨励賞授賞式
（３月 日）

18

28

元気な郷土（ふるさと）
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写真で振り返る北口道議の活動記録（１月～３月）

占冠消防出初式で挨拶（１月５日）

第 63 号（3）

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
ログから 抜粋 して 紹介 しま
す。
（１月～３月分）
◆１月７日【ＪＲでの移動＆

したところだ。

会長 ）の新年交礼会 に参加
なければならないと 感じた

携など 、対策 を求めていか

漁協 と試験研究機関 との 連

りについてお 話を伺い、待

がい 者と共に暮らす 街づく

える 五十嵐真幸氏 から 、障

骨形成不全症 の障がいを 抱

の後の講演会 では 、自身 が

る働き方改革 にも 貢献 でき

より 、日曜日 を休むいわゆ

し、平日 に増産 することに

Ｒの生産体制 は格段 に向上

築された 施設 により 、ＴＭ

することにな った 。この 増

随-時調査】▼道議会水産林

日
【水産林務委員会
ところだ。

ちに 待った 試食会 。士別市

るものとなったところだ。

◆１月

ーラム】▼『見直そう！食と

内で収穫 された 食材 で、お

【ひとりごと】

日【食とまちフォ
しべつ

いしいお 料理 を提供 いただ

▼４月７日に執行された知

「地産地消の共生～

まちフ ァーラ ム

◆２月

」
』に

き、大満足の一日であった。

年ぶりの新人

参加 ▼このイベントは 、士

事選挙は、

◆３月

日【ＴＭＲ圧縮梱

別市農業経営確立対策協議

や地域 づくりを 考えるもの

し、食を通じてまちづくり

びき 代表 理事 専務 ）が主催

ィリーサポート 士別 は、２

包施設」の竣工式に出席。デ

口久社長）の「ＴＭＲ圧縮梱

包施設 完-成式】▼有限会社
ディリーサポート 士別 （北

知事に就任した▼選挙期間

夕張市長の鈴木直道氏が新

同士の選挙となったが、前

だ▼冒頭 、榎本実行委員長

００ １年

会（会長：榎本實男ＪＡ北ひ

務委員会 の随時調査 で、長

が挨拶 。来賓 を代表 して 牧

され 、２００３ から 約１１

出初式＆連合 旗-開き】▼士
分始発の列車に

万部 町を訪問 。渡島漁協 の

野市長 が祝辞 を述べ、士別

００ 頭の乳牛 にＴＭＲ の供

分発の列車に乗り、滝川

た▼そして富良野駅

良野消防出初式 に出席 し、

野市へ▼富良野 市では 、富

飛び乗り、旭川経由 で富良

今年一年 が平穏 な年になる

皆さんと 噴火湾 におけるホ

農民連盟 の沼舘初男委員長

給を開始。以来、約

20

年以

るさまざまな課題に対し、

「道民目線で判断する」と、

明確な考えを示さないま

ま、知名度に頼った選挙を

行った▼一方、元衆議院議

員の石川知裕氏は、ＪＲや

ＩＲ、原発への対応など、

明確な政策を示したもの

あって、道民の支持を得る

の、立候補が遅れたことも

老朽化 への 対応 などから 、

いく決意だ。 （ゆうこう）

しっかりとした議論をして

の尺度がどの程度なのか、

ければならず、
「道民目線」

考えや方針を明らかにしな

道議会では、鈴木新知事の

には至らなかった▼今後、

完成したＴＭＲ圧縮梱包施設

ＴＭＲ 圧縮梱包施設 を増築

効率的 な供給体制 と機械 の

中の鈴木氏は、本道が抱え

ようご 挨拶 させていただい

タテ 稚貝 が大量死 したこと

が「迫る食料危機」と題して

日に 設立

時

に対し、その 実態 と対策 に

11

ＴＭＲ を供給 してきたが 、

15

12

月

経由 で札幌 に向かう 。札幌

別駅６時

16

上にわたって 酪農家 に対し

ただいた ▼道産 ホタテは 、
道産品 の輸出戦略 の柱であ
り、噴火湾 ホタテは 道内 の
２割を生産 していることか
ら、その 稚貝 が８割から ９
割も大量死 する 実態 に驚く
ばかりだ。まずは、漁業が続
けられる 支援 をしっかり 行
い、大量死 する 原因 を早急
に突き止めなければならず、

榎本実行委員長を囲む牧野市長と私

世界 の食糧事情 を報告 。そ

随時調査で渡島漁協と意見交換

対する 意見交換 をさせてい

19

15

11

28

では、連合北海道（出村良平

富良野消防出初式で挨拶

53
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