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広田まゆみのＬＩＶＥ！写真日記

①子育て電話カウンセリング
　 毎週 金曜日 10:00～16:00
　｢親の時間｣･･･親同士のグループカウンセリングの会から、カウンセラーの
   方が電話で相談にのってくれます。

　電話相談ダイヤル 011-860-8665
②パート労働相談
　 第2･第4 水曜日 13:00～17:00
　｢さっぽろ労働相談センター｣の専門相談員が電話で相談にのってくれます。

相談ダイヤル 0120-09-0050

※曜日・時間、おかけ間違
　えのないよう、よろしく
　お願い致します。
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お茶の間
道政報告会
お茶の間
道政報告会

3人でも5人でも

広田まゆみが参ります！

事務所までご連絡下さい!! 

TEL 011-860-8666

【ひろまる交流の集い】 2009/07/01

【政権交代の風の中で～排除より共生の制度を】

　政権交代が近づいている。いわゆる｢風｣が吹くなかで、
その確実な実現と、実現後の責任を果たすための準備をし
っかり進めなければいけない。１人でも多くの方に新しい
日本を創ろうと訴えるために、地域まわりに努力をし外回
りが多くなって、国会情勢などにうとくなっていたが、人
権NGOで働く友人から､７月８日に参議院で成立した改定
入管法についてメールをいただいて何も行動できなかった
自分を反省している。｢排除のためではなく共生のための
制度を｣と在留カードに異議あり！NGO実行委員会が下記
の抗議声明を出している。
　http://www.repacp.org/aacp/news/?p=409
　遅ればせながら、今後、自治体レベルで、地域で暮す人た
ちへの影響が出ないように、また、抜本的な制度改善に向け
ての実態把握に努めたいと思う。
　先日、北欧国家の｢ナショナリズム｣について話を聞いた。
北欧は、決して恵まれているとは言えない国土や経済状況の
なかで、移民として人口が流出し国家を支えるためには男も
女も、障害のある人もない人もその土地で生まれた人も、外
から来た人もとにかくみんなで働いてこの国を支えようとい
う「国家」社会民主主義の国だという。ナショナリズムや愛
国主義は決して純血主義や｢お国のために死ねるか｣という
問いかけとは同義語ではないと思う。
　この北海道を北海道に住むすべての人が「どう生き延び
るか」という観点で北海道の自立を考えたいと思う。
　「排除」より「共生」のための制度をあらゆる場面でこ
の北海道につくっていきたいものだ。 09/07/10 18:40 

■畑にやっと来ました 
　議会中ほっといた畑に、やっときまし
た。アンニョンフェスタ、かじや大志道
議会議員道政報告会、地域まわりを経て､
やっとトマトとえんどうの結策とわきめ
とりくらいしかできませんでしたが…。
やっぱり､畑はいいですね｡

■ストローベイルハウス  
　今回のべてるまつりのテーマは『ゆる
ゆるスローなべてるの家』｡トークセッ
ションでは、改装オープンする｢カフェ
ぶらぶら｣について、大岩剛一さん､吉岡
淳さんなどからストローベイルハウスや､
地球にやさしいなまけもののライフスタ
イルの提案があった。世界的伝統のスト
ローベイルハウスの工法を使い、地域の
天然の素材と、日本古来の左官の技術、
たくさんの人のつながりでできた「カフ
ェぶらぶら」。浦河べてるからの新しい
提案がはじまっている。

09/07/05 16:53

09/06/27 16:02



２００9　第2回定例道議会　道政報告

日本中を駆け回ってきたそのすべてを､北海道の未来に!!

ネットワーク、フットワーク、ボランティアワークネットワーク、フットワーク、ボランティアワーク

　今回の一般質問では、９項目について、知事、教育
長に質問した。今回、知事に見解を求めたのは、大き
く言うと次のようなことである。
　行政改革というのは、ただの人減らしではなく道庁
を道民のための組織に生まれ変わらせることである。
知事のリーダーシップが求められているが、知事は道
庁の組織文化の改革のために、今まで何をしてきたの
か。これまでの知事の進めてきた経済政策が、ほんと
うに北海道の強みを発揮することにつながるのか。例
えば、再生可能エネルギーについて、知事は縦割り行
政の弊害を越えて真剣に取り組む気があるのか、など
知事の考え方や北海道の未来に向けた論点を明らかに
したいと質問した。
　しかし、事前の意見交換が慣習となっている現在の
道議会においては実質上、答弁を理事者側が用意する
ため、政治家としての知事が、北海道をこれからどう
していきたいのかその方向性や重点の政策論議が十分
にできないというもどかしさを改めて実感し、政権交
代により地方議会の重要性が増す中非常な危機感を覚
えている。また、議員提案で成立した『北海道地球温
暖化防止対策条例』、『北海道障がい者及び障がい児
の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやす
い地域づくりの推進に関する条例』（以下、障がい児
・者の権利擁護条例）については、成立して終わりで
なく、これからがスタートであるので、今回も、条例
制定後の進展状況について確認した。（障がい児・者
の権利擁護条例については、公共交通、教育の課題の
なかで）これからもしっかり実効性あるものとなるよ
うチェックしていきたい。
　最後に、教育課題について、教育長に３点について
質問した。私の公約でもある少人数学級の実施や、共
生教育の実現などである。以下、詳細を紹介する。厳
しい答弁であるがあきらめずに学区制度のあり方や、
教育委員会のあり方なども調査検討しながら、子ども
たちにとって一番よい教育環境整備に向けて努力して
いきたい。

　　　　  道は、現在、国の加配定数の範囲で小学校
        １～２年、中学校１年について、少人数学級
でとりくんでいます。北海道の基礎学力の低下や、教
職員の疲労感、子どもたちの孤独感などが、様々なデ
ータで示されている中、一つの解決策として、少人数
学級の範囲を拡大する、可能であれば全学年を対象と
することが必要であると私は考えます。山形県では、
全学年での少人数学級をすでに実施をしています。財
政難を承知の上での質問ではありますが、少人数学級
拡大に向けてのこれまでの経過や、今後についての考
え方を伺います。

  教育課題に関しまして、まず、少人数学級編制につ
いてでございますが、本道におきましては平成１４年
度、１５年度の２カ年で実施いたしました小学校低学
年におけます少人数学級モデル事業の成果などを踏ま
えまして、基本的生活習慣の定着や学習に関する基礎
・基本の確実な定着などを目的といたしまして、国の
加配定数を活用し、平成１６年度から小学校第１学年
で少人数学級編制を実施し、翌平成１７年度には第２
学年まで対象学年を引き上げ、平成１８年度からは、
中学校第１学年においても実施をしているところでご
ざいます。
　こうした中、少人数学級編制のさらなる拡大を図る
ことにつきましては、国の新たな教職員定数改善計画
が策定されていないことや、道の財政状況が厳しいこ
とから難しいものと考えておりますが、今後とも少人
数学級に対する定数措置など教職員定数の改善が図ら
れるよう国に対して、強く働きかけてまいりたいと考
えております。

質問
①

回答　教育長

2009/6/22 第２回定例道議会　一般質問

                                                      質問項目（１）行政改革について
　　①知事の組織戦略について
　　②縦わりを超えた政策議論について
　　③人材育成について
　　④予算編成過程の情報開示について
　　⑤道政へのはたらきかけ(口利き)の情報開示について
（２）北海道のブランド戦略について
（３）試験研究機関改革について
（４）地球温暖化防止対策について
（５）再生可能エネルギーの推進について
（６）北海道ミュージアム構想について
（７）地域の公共交通確保対策について
（８）北海道らしい地域振興のあり方について
（９）教育課題について

少人数学級拡大のための
                                  とりくみについて



※全文を希望される方は、http://hiromaru.jp/をご覧いただくか、広田まゆみ事務所までお知らせください。

 　　　　 少人数学級拡大について、教育長に再質問
        します。本来であれば、財源の問題ですので、
知事にもお伺いしたいところですが、教育庁として重
点（要望）にもあげていない状況では、再度、教育長
の見解を伺うしかありません。
　これまでは、全学年に少人数学級を導入すべきとご
質問してきましたが、例えば、少なくとも進路を決め
る時期である中学校３年生やその変わり目である小学
校６年生に少人数学級の拡大の検討をできないのでし
ょうか。
　道東で町村長さんたちのお話しを聞く機会がありま
した。厳しい財政状況の中でも町単独で小中学校の少
人数学級を実施しているというお話をうかがいました。
　道が借金を減らそうというのは、究極的には子ども
たちや孫たちにツケを回さない、子どもたちの未来に
向かっての施策であると考えます。この間の道議会で
の、例えば、いじめや学力の低下や様々な議論を踏ま
えても、少人数学級を実施して今の子どもたちに、き
め細やかな教育を実施すべきと考えます。道の試算で
は、全学年で少人数学級を実施すると、82億円の、大
変大きな道費負担が想定され、額は確かに大きいので
すが、私の計算では一般会計予算の0.28％です。本当
に、この予算を確保できないのでしょうか。財政難を
理由に、それぞれの部が政策を自己規制してしまって
は、各部にまたがった政策の選択と集中の議論も本当
の意味でスタートにさえつけないのではないでしょう
か。まず、原課が、担当部が、そして教育においては
教育庁が自ら政策の重要性をしっかり訴えるべきであ
ると考えますが、再度、教育長の所見を伺います。

　少人数学級編制についてでございますが、先ほども
お答え申し上げましたとおり、本道におきましては、
基本的生活習慣の定着や学習に関する基礎・基本の定
着を目的として、国の加配定数を活用しながら、小学
校第１・第２学年、中学校第１学年におきまして少人
数学級編制を実施しているところでございますが、道
独自で少人数学級編制のさらなる拡大を図ることにつ
きましては、道の財政が大変厳しい状況にありますこ
とから難しいものと考えておりますが、道教委といた
しましては、子ども達一人ひとりに応じたきめ細かな
指導の充実を図るため、今後とも、少人数学級に対す
る定数措置など教職員定数の改善が図られますよう国
に対して、強く働きかけてまいりたいと考えております。

　　　　　　先頃、障がい児・者の権利擁護条例制定
　　　　　をされました。障がいがあっても地域で学
び、共に暮らせる地域づくりは私の公約の一つでもあ
ります。特別支援というのは本来、いわゆる隔離する
ことを前提ではなく、すべての子どもが望む教育を受
ける権利があり、すべての子どもがその能力や希望に
応じて、そのすべての子どもが特別に支援される権利
があるというのが本来の意義です。
　私としては、障がいをもつ子どもたちにとって、社
会の最初の壁となる（可能性のある）校長などの管理
職や教育委員、就学指導委員の選定の条件として、障
がいをもつ人と共に生きた実践経験を求めたいところ
ですが、最低限、まず第一歩として、管理者教育や教
職員教育がより充実されるよう、条例の制定を機に検
討すべきではないでしょうか。
　特に、障がい当事者を講師に招き、直接話を聞く機
会を設けるなど、まず、当事者から学ぶ姿勢を、教育
庁自らが積極的に内外に示す必要があると考えますが、
見解を伺います。

　次に、特別支援教育に関する研修についてでござい
ますが、小中高を問わず、すべての学校におきまして
発達障がいを含む障がいのある子どもたちに対し、適
切な指導や支援を行うためには、障がいの特性の理解
や指導方法の習得、管理職のリーダーシップが重要で
あると考えているところでございます。
　このため、道教委といたしましては、これまで、道
立特別支援教育センターにおけます研修講座の実施や
指導資料の作成・配布などのほか、校内の推進役とな
ります特別支援教育コーディネーターや管理職等を対
象にしたセミナーなどを実施し、教職員の理解と指導
力の向上を図ってきたところであり、このセミナーに
おきまして、障がいのある子どもたちをもつ保護者の
話を聞くなどの機会を設けているところでございます。
　道教委といたしましては、今後とも､保護者との連
携の重要性についての理解を深めますとともに、子ど
もの教育的ニーズに応じた適切な指導や支援が行える
よう、管理職を含めた教職員の研修の充実に努めてま
いりたいと考えております。

回答　教育長

再質問

質問
②

特別支援教育のとりくみについて

回答　教育長



白石情報交流サロン

ゆったりとした癒しの空間で、珈琲を飲みながら、
北海道の未来に向けてお話しませんか？

◆日　　時　8/20・10/15 (毎月第３木曜日11:00～15:00予定）

◆場　　所　喫茶ぶーけ (Ｂｏｕｑｕｅｔ) 白石区本郷通９丁目南2-8

◆参加費　各自ご飲食代はお支払いをお願いいたします。

事務所では手狭なため、本郷通商店街の喫茶店「ぶーけ」さんの
一角をお借りして、個別の道政相談をお受けしています。

おしゃべりサロン広田まゆみの

◆参加費　当日のご飲食代は各自でお支払いをお願いします。　

◆日　　時　8/27・9/24・10/22 （毎月第４木曜日18:30～予定）　

◆場　　所　珈琲淹リファインドコミュニティルーム
　　　　　　　　　　　　白石区菊水8条2丁目1－35

パソコンのない方は
携帯で！

広田まゆみの凸凹日誌が
見られます。

＜朝街宣のお知らせ＞  
毎週火曜日、朝7:45～ 
白石区地下鉄駅・ＪＲ駅を順番にまわります。

（道政相談）

お知らせお知らせ

★お茶の間道政報告会 ・・・ 3人でも5人でも、広田まゆみは参ります！

★ボランティア ・・・・・・・・・・ ひろまる通信配布、朝街宣のお手伝い

★民主党の看板を立ててくださる方   

 募集中です!! 

口座番号　02750-2-74957
口座名義　共生のネットワーク

広田まゆみの政治活動をご理解いただいた
皆様に個人のカンパを募っています。
多くの皆様のご協力を、お願い致します。

さんからの応援メッセージです !!

　エコビレッジは「住民が自分でできることはできるだけ自分でし、またお互いに
助け合い共有する」ことで「地球環境に負荷を与えない暮らし」を実現しようとい
う人たちがつくるコミュニティのことです。
　私はヨーロッパのエコビレッジを体験・研修して、そのような住まい方が自分自
身の豊かなライフスタイルを実現するばかりか、子育てや介護、地域経済の自立な
ど、現代の抱える社会問題解決の一端にもなることを実感しました。北海道なら食
やエネルギーの自給も夢ではないし、地方の活性化にもつながるエコビレッジをぜ
ひ創りたいと思い、２００９年春から体験塾を始めました。現在約２０人の会員さ
んと毎月の座学に加え、毎週末には長沼町の畑や田んぼに通って自給的な暮らしや
持続可能なまちづくりについて学んでいます。
　広田さんは、私にとっては「元公務員で田舎暮らし、ＮＰＯ活動の実践者」とし
ての大先輩です。道議になられたときも、この方なら生活者の感覚、社会的弱者の
視点ももったまちづくりをきっとされるだろうと心強く思っていました。北海道の
将来を考えるに当たっては、農業と福祉は間違いなく重要な切り口でしょう。広田
さんの多様でユニークな経験は、これまでの政治家にはまずない、そしてこれから
の北海道のリーダーにはぴったりのバックグラウンドだと思います。ぜひこれまで
の経験を十分に活かして、大胆かつハートフルな政策を展開していただきたいです。

エコビレッジライフ体験塾

代 表　坂本 純科

エコビレッジライフ体験塾
            代表　坂本 純科

〒064-0959
札幌市中央区宮ヶ丘２丁目１－１
       ラファイエット宮ヶ丘303号　Ｐｌａｔｚ.内
TＥＬ：090-1303-6485
ＦＡＸ：011-640-8422
Ｅ-ｍａｉｌ : junkasakamoto@gmail .com

１～２日　萬蔵祭（本郷通商店街）
３日　ローカルマニフェスト議員連盟総会(予定)
４日　道議会常任委員会
５日　道議会特別委員会

１日　道議会常任委員会
２日　道議会特別委員会
７日　道議会前日委員会
８日　第３回定例道議会開会（予定）
　　　（～10月２日閉会予定）

※政権交代実現のため頑張ります！

※議会が中心の月になります。夜間､日曜日などに､
　できるかぎり道政報告会を実施していく予定｡

※11月まで決算委員会の月になります。
　　委員に入れるかは未定。

8月

9月

10月

9月～12月の間に、

「広田まゆみの約束チェック」について

お茶の間道政報告会を開催予定です。

3人でも5人でもけっこうですので、

ご希望の方は、事務所までお気軽に

お問合せ下さい。TEL 011-860-8666

※議会中（９月）はお休みします。


