な発展 に寄与 するプロジェ

インパクトを 与え、持続的

ＩＲは、経済・社会に大きな

一方で、
「北海道にとって

に反しないことを確認した、 わないので誘致を断念する

道、幌延町 による ３者協定

原子力研究開発機構 と北海

「 ➀
放射性廃棄物 を持ち込
まないことなどを 明記 した

長問題について鈴木知事は、

などで 、期日 までに 間に合

知事 の判断基準 は環境調査

があったにもかかわらず 、

題であった 、幌延深地層研

クト 。きたるべき 時に挑戦

というものです。また、幌延

わないとして 、誘致 申請 を

輝かし

できるよう 、所要 の準備 を

②延長期間 を９年間 と確認

問題 については 、道民 の声

究センターの 研究 期間 の延

い新年を

しっかりと 進めていく 」と

した 、③最終処分場 としな

断念しました。

お迎えの

発言 。今後 の誘致 の可能性

謹賀新年

ことと 、心よりお 喜び申し

のほとんどが 延長反対 であ

ったものの 、９年間 の延長

いことや 終了後 の埋め戻し

を計画案 に書き加えた 」こ

を示唆したのです。
鈴木知事 のどっちつか ず

上げます。
昨年暮 れの 第 四回定 例道

自然 と食 を活 かして

を認めたのです。

を求める判断をしました。

とを 理由 に、９年間 の延長
でなく 推進派 からも 〝真意

の判断 には 、反対派 ばかり

ジノを 含むＩＲ の申請準備

が理解 できない 〟との 声が

議会 での最大 の課題 は、カ
の判断 でした 。この 中で鈴

北海道 の最大 の魅力 は 、

雄大 で四季折々 な自然 と美

無責任 と批判 の声

議会 でのやり 取りでは 、

味しい 食です 。この 自然 と

上がっています。

「９年後 に再延長 の申し出

食を活かした 観光政策 や地

木知事は、
「限られた期間の

があるのではないか 」との

中で、環境 への 適切 な配慮

今議会 でのも う 一つ の 課

幌延 は延長認 める

を行うことは不可能」と、来
年７月まで の申請 が間に合

域の活性化 をめざすことが

北海道 にカジノはいり ま

問いに対し、
「再延長は認め

のの 、その 時の知事 が誰な

せん。そして、原子力発電所

何より求められます。

のかもわからず 、空手形 の

から 出るゴミの 研究 や処分

ない 」と口頭 で答弁 したも

発言に『無責任』との声が出

地はふさわしくありません。

てなしはきっとあるはずで

北海道 だからできるお も

ています。

住民 の声 は無視

す。そのおもてなしを 信じ

て頑張る決意です。

今回 も 地方 の 声が無 視 さ

れました 。カジノについて

北海道議会議員

北口雄幸

も各地域 から 強い反対 の声

創造宣言！
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カジノ誘致、断念

しかし、「誘致の挑戦は続ける」と知事の混迷！

第４回定例道議会報告
（

月

日～

月

日）

を合計 し、６４ 億７７００

案は、一般会計 と特別会計

知事 が提案 した 補正予 算

案も提出 され 、門別競馬場

地方競馬特別会計補正予算

などに３８００万円。また、

やコンテナ 型トイレの 設置

経費 として 、道職員 の派遣

けた 宮城県丸森町 への 応援

12

万円をとなりました。

億７千万円を補正

12

ては 、災害復旧事業 として

補正予算 の主 なもの とし
００万円が計上されました。

テムの 改修費 など １億５８

の施設等整備及 び情報 シス

号などで

昨年 の胆振東部地震 、今年

の台風８号及び

事費 など で１４ 億６９００

て知事 は、来年 ７月までの

カジノを 含む ＩＲ に つい

カジノ見送り、が…

万円 を計上 。さらに 今年 の

国への 認定申請 を断念 する

台風

環境生活委員会において東京オリンピックのマラソン・競歩競
技の運営や合宿誘致などを質問。
（ 月６日）

計
合

計 2,877,133,642 1,146,233,354

4,023,366,996

ン（相手の勝ち）でしかあり

本道 にとってはルーズウイ

合意 と評価 してい ます が、

深刻 さを 重く受け止めてい

の答弁 にとどまり 、事態 の

場環境 の整備 に努める 」と

会での 審議動向 を見極 め職

ための 取り組み強化 が必要

大の進展 、生産量 の維持 の

すが 、需要 の拡大 や輸出拡

めるとしてい ます が、素案

の「基本的な考え方」をまと

問題 については 、年内 に道

また ＪＲ 北海道路線維 持

見えない鉄路維持

ない認識と思われました。

ません。

この 結果 に対し鈴木知 事

は、
「〝守り〟〝攻め〟の施

と質しました。また、家族経

は抽象的 で、国に対し具体

策を展開 する 」として いま

営をはじめとする 小規模農

的に何を求めようとしてい

し、鉄路 の存続 を求め続け

を支えてきたことを 再認識

私は、鉄路 が北海道経 済

るのか全く見えていません。

家への 支援 も求められてい
ます。

混乱した教育現場

大学入学共通 テストに つ

専門的職業人材 の育成機能

方針 を表明 する 一方 で、引

る決意です。

また 教職 員 の 変形労 働時

の強化等 を求める 意見書 ◆

いては 、試験 の格差解消 と

間制 について 道教委 は、改

将来 にわたり 安全 ・安心 な

き続き誘致 を検討 する 考え

採択 された決議 ・意見書

正された 教職員給与特別措

医療制度 の提供 を求める 意

公平性 ・公正性 の担保 がで

置法（給特法）では長時間労

見書 ◆大学入学共通 テスト

を示しました。私たちは、道

対策 が不明瞭 なことから 、

働は改善 されず 、長期 にわ

に関する 意見書 ◆授業料減

きるまで 中止 を求めるべき

誘致 の是非 すら 判断 できる

たる 長時間勤務 を容認 する

免制度 の現行水準 を維持 す

民の意向把握 が十分 でな く

状況 にはないと 強調 しまし

過労死促進 の制度 となる 危

ることを 求める 意見書 ◆日

◆私立専修学校等 における

日米貿易 交渉 につい て 、

惧があることを 全く認識 し

米貿易協定に関する意見書

影響大きい日米協定

た。

安倍首相 は「両国 に利益 を

ていません。教育長は、
「国

と訴えました。

単位：千円

懸念 される 様々 な課題 への

第４回定例会で可決された補正予算
もたらすウィンウィン 」の

創造宣言！
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6,477,635
合

308,254
6,169,381
今回補正額

4,016,889,361
当初予算額 2,870,964,261 1,145,925,100

26

号で大きな被害を受

被害 を受けた 施設 の復旧工

10

特別会計

11

64
19

一般会計
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さっぽろ市士別ふるさと会（10 月 26 日）

第 66 号（3）

監査委員として工事現場を調査（10 月 11 日）

温根別地区敬老会であいさつ（11 月 8 日）

沖縄県議会新里議長と意見交換（11 月 21 日）

沖縄県の辺野古新基地予定地を視察（11 月 20 日）

10

月～

士別地区保護司会創立 65 周年式典（11 月 13 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

2020 年 01 月（冬号）

月）

12
幌延深地層研究センター延長反対陳情（11 月 27 日）

士別市立多寄中学校閉校式典（11 月 23 日）

16

↑連合北海道 上川地協総 会 で
あいさつ（ 月７日）

↓名寄駐屯地 年末行事 で の餅
つき（ 月 日）

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）

日【創成自治会パ

月～

ログから 抜粋 して 紹介 しま

月

す。
（
◆
ークゴルフ交流会】▼私の住
む創成自治会 の親睦 パーク

ゴルフ 交流会 に出席 。今日
ホ

アウト 後は、会館 でのジン
◆

行ったところだ。
月２日【富良野市労連・

ギスカン 交流会 。パークゴ
退職者会 定-期総会】▼富良
野市労連・退職者会（小沼清

ルフや 地域 の話題 などで 、
楽しいひと 時を過ごさせて
会長）の「第

回定期総会」

いただいたところだ。
に出席 。道議会 における 喫

日【木育フェスタ

◆

煙所問題 や先の定例会 にお

月

２０１９】▼北海道木育フェ

ける 憲法意見書 について 道
政報告 させていただいた 。
では 、長年会長 を務められ

険医療功労 として 渡部秀雄

（元富良野市議会議員）
、保

そして 退職者会 の役員改選
た小沼 さんに 代わり 、佐々

土（しま）を返せ！」などと、

早期返還を訴えたところだ。

木雅夫 さんが 新会長 に選出
様（渡部医院院長）が受賞。
【ひとりごと】
された。
ま
た
貢
献
表
彰
と
し
て
浅
田
正
▼安倍晋三政権は、第２次
政権発足から８年目に突入
俊様が表彰された。
し、在任期間の史上最長記
◆ 月１日
【北方領土返還ア
録を更新し続けている▼こ
ピール行進】▼北方領土返還
の間、森友学園、加計学園、
要求運動は、１９４５年
自衛隊日報や勤労統計デー
タの改ざんなどの問題が勃
月１日、当時 の安藤石典根
発。最近では、桜を見る会
室町長 が連合国最高司令官
の私物化など、税金の使い
マッカーサー 元帥 に対し、
方がおかしい▼私は以前デ
北方領土 の返還 を求める 陳
ンマークを視察した。デン
マークの税金は高い。しか
情書 を提出 した 歴史的経緯
し福祉が充実し、支払った
にちなみ、この日を「北方領
税金が自分に戻ると理解し
土返還運動のはじまりの日」 ているから納得して税金を
◆ 月３日【富良野市功労
払う。そして税金（政治）
表彰式】▼令和元年度富良野
と位置付 けている ▼今日 の
への監 視が 強い ▼昨年
行動 にも 全国各地 から 約５
市功労者 ・貢献者表彰式 に
月から消費税が増税され
参列 し、ご挨拶 させていた
００ 名が東京都 の日比谷野
た。私たちはもっと税金（政
だいた ▼今年 の受賞者 は、
外音楽堂 に結集 し、そこか
治
）
に
強
い
関
心
を持つ必要
がありそうだ。
（ゆうこう）

ら銀座まで行進し、
「北方領

創造宣言！
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名、女

名で

回北海

約８００ 名が参加 し、記念

年団 をはじめ 近隣地域 から

お天気 であったが 、緑の少

は、あいにくの 小雨 が降る

て開催 されたものだ ▼今日

のキックオフイベントとし

で開催 されることから 、そ

苫小牧市 の苫東 ・和みの 森

タは 、来年 の全国育樹祭 が

道植樹祭・育樹祭」に参加し

スタ２０１９「第

木育フェスタ 2019 で記念植樹

ることができ 、４位に入賞

打でホールアウトす

70

てきた 。今年 の木育 フェス

久しぶりのパークゴルフを楽しむ

北方領土の早期返還を求めアピール行進

10

の参加者は、男性

性６ 名の 合計

あり、イン・アウトとも

高の芝コンディション でも

ールを 楽しんだ 。今日 は最

18

12

富良野市功労表彰式で記念撮影

12

12
18

31

自治功労 として 岡野孝則様

12

13

することができた 。ホール

打の

28

19

植樹 と育樹 の枝打 ち作業 を

富良野市労連・退職者会定期総会

10

11
11

10
56

10
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