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【感謝＆がんばりますっ】 08/07/24 23:21
昨日23日、第2回ひろまる交流のつどいが無事、終
了しました。みなさんのご協力で実行委員会のみ
なさんの目標であった600名には及ばなかったそ
うですが、昨年を越える多くのみなさんにお越しい
ただきほんとうに感謝するとともにさらに、いっそう
がんばらねばと覚悟を固めているところです。
今日24日は、午後からお礼のご挨拶まわりなどを
して夕方は第4回目を迎えた白石情報交流サロ
ン。講師は、ベロタクシーを運営するエコモビリティ
の栗田敬子さん。日本で遅れている自転車の交
通政策の必要性も感じたところです。報告はブロ
グに掲載しましたので是非、ごらんください。

＜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。

広田まゆみのＬＩＶＥ！写真日記

電話相

①子育て電話カウンセリング

談実施

毎週 金曜日 10:00〜16:00

※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。

｢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

中！

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

■視察二日目、スタートしました 08/07/30 9:27
視察二日目スタートしました。
8:30前に旭川を出発、休憩
で立ち寄ったドライブインの
横に観光用のヘリコプター
が発着していました。視察
団は、ＷＴＯが交渉決裂し
そうでみなさんほっと一息と
いうところ。まるで、中国、イン
ド頼みの感がありましたが。
グローバル化への対応を見直す必要があると直
感レベルで感じていますが、はて、どうしたものか。
これから向かう十勝にそのヒントがあるでしょうか？
■萬蔵祭です 08/08/02 22:22
雨が夕方からやっと晴れて、
萬蔵祭です。毎年八月の初
めに行われる、私の地元、本
郷商店街のお祭りです。公
立病院改革の勉強会の後
で、大急ぎで浴衣に着替え
てこれから盆踊りです。

２００８ 第２回定例道議会で一般質問に立ちました。
質問の内容は、次のとおりです。

1 北海道における地域振興のあり方について
2 コミュニティビジネスとしての有機農業の推進
体制について (次頁に掲載)
3 北海道型グリーンツーリズムの推進について
4 北海道協働推進方策について
5 アスベスト被害の対策について
６月17日（道議会本会議場）

１問目の「北海道における地域振興のあり方」につい
ては、支庁制度再編整備が、知事の方針で強行され
ようとしている今、これまでの物差しではない、違う地域振興
の考え方が必要だと私は考え、道議会でも、それを訴えて
いこうという最初の決意表明の質問でもありました。これまで
も、日高や檜山など、地方に生の声を聞きに行ってきました。
道路を通すことが、ほんとうに地域振興につながってきたの
か、自動車産業を誘致することがほんとうに持続可能な北海
道の発展につながるのか、今年の雪が降る前に、道内できる
だけ多くの現場を見に行って、新たな地域振興のあり方を、道
議会でも提案していきたいと考えています。
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２問目、３問目は、北海道の地域振興を考える
上でのキーワードの重要な一つだと、私自身
が考えているところです。全道１８０市町村の農政担当や、グ
リーンツーリズム推進団体等に、独自の調査を継続している
課題でもあります。後で、このコミュニティビジネスとしての有
機農業の推進体制のあり方についての質疑応答を抜粋して
紹介しますが、私は今後、札幌市内の商店街や町内会が、
道内の農山漁村と姉妹都市提携のように安心安全の食の
ネットワークを構築することで都市のセーフティーネットを作り
たいと考えています。
この北海道が、燃油や穀物価格の高騰の異常なお金の流れ
に、可能なかぎりまきこまれないためにも、議員立法で成立し
た有機農業推進法の動きを受けて、都市と農村がしっかり
と支えあえるしくみをつくることをめざしていきます。
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４問目は、前回第１回定例道議会の予算特別委員
会でも追及しました協働推進方策について、改め
て知事の見解を質しました。問題点は、道の関与団体で
ある地域活動振興補助協会に北海道の協働推進方策
の予算のほとんどが支出されていることです。癒着とパー
トナーシップの違いは、交換可能であること、選択基準が
公開でクリアであること、目的が明確で一致していること
だと思いますが、厳しい財政状況のなかで、適切な予算
措置とは思えません。知事からは、かろうじて、効果的な
予算となるよう検討するという答弁を引き出しました。こ
れからもあきらめず追及を続け、ただ、行政の下請けのよ
うにNPOや企業などが、利用されるのではなく、道の政
策の形成過程にも参加できるしくみづくりや、厳しい時代
に、まさに新たな「公共」の担い手として、地域の暮らしを
守っていく対等なパートナーとなりうるような支援策など
にも挑戦していきます。
５問目は、アスベスト被害について質問しました。中
央政府と加害企業は、まだ、被害者のみなさんに
対してじゅうぶんな補償をしていません。薬害エイズやB
型肝炎や、中央政府のミスや怠慢により命と暮らしを脅
かされている人たちがたくさんいます。アスベストについて
は、無料検診のご案内を掲載させていただきました。これ
からも、自治体としてできることを道議会のなかで提案し
ていきたいと思います。
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アスベスト(石綿)検診の希望者を募集しています（無料です）
アスベスト(石綿)の健康被害(中皮種･肺がん等)に関心のある方におすす
めします。
【検診の目的】
厚生労働省のがん臨床研究事業として、一般住民の方の検診を行い、ア
スベスト（石綿）関連疾患に対する適切な選別方法を検討・確立するため
の基礎資料となる調査研究が目的です。
【検査内容】
①問診（職歴・住所歴）
②胸部Ｘ線撮影
③胸部ＣＴ検査
（低線量撮影で被ばくを軽減）
石綿による5疾病
・石綿肺・肺がん・中皮種・良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚

【検診対象の方】
①40才以上の方ならどなたでも ※男･女、石綿曝露（ば＜ろ）歴は問いません
②研究参加に関する文書に同意された方
③20〜39歳の方、X線検査の影響等について同意された方
【対象外の方】
①すでに石綿関連疾患にて検診歴や治療歴のある方
②妊娠中（可能性も含む）の方
③重度の臓器機能障害の方
④がんの治療中、または過去にがん治療を受けた方
【検診施設・お問い合わせ】
北海道医療生活協同組合札幌緑愛病院 職業病センター
札幌市清田区北野1条1丁目6‑30
電話：011‑883‑0330 Fax：011‑883‑7261
＊検診予約受付：011‑883‑0330（担当：佐々木・西川）

コミュニティビジネスとしての有機農業推進体制の構築について
有機農業の推進に関しては、昨年9月の一般質問でも、所属している農政常任委員会でも、継続的に取り上げているテーマ
である。今回、NPO法人公共政策研究所の協力を得て、全道１８０市町村に有機農業推進体制についての政務調査を行っ
たので、その結果をもとにして、農政部だけではなく、全庁的な視野で推進体制を検討すべきと一般質問で取り上げた。
また、国際的に食糧問題が大きな問題となっている今、有機農業推進法を契機に、戦後農業のあり方、北海道農業のあり方
を見直すべきではないかという観点から知事に見解を質したが、知事からは明確な答弁はえられなかったが、コミュニティビジ
ネスとしての有機農業の推進に関して、地域ぐるみの積極的なとりくみを支援していくという方向性は示されたので、それを手
がかりに、商店街や、町内会のみなさんとご相談しながら、モデル事業をたちあげていきたいものだ。(以下、質問の内容)

市町村の推進体制について
【質問】（広田）
市町村の推進体制については、
「有機農業の推進に関する基本的
な方針」により、有機農業の推進を
目的とする体制が整備されている
市町村の割合を、おおむね平成２３
年度までに、５０％以上とする」ことと
されている。５月末に行った政務調
査によれば、何らかの支援・推進体
制があると回答した自治体は５％程
度である。道として、今後、どのよう
な対策を講じようとして考えている
のか見解をうかがう。
【回答】(農政部長）
市町村の推進体制についてでありますが、有機農業に取り
組む農家戸数は、直近のデータでは６８市町村、３３１戸にとどま
っており、こうした現状の下で、市町村段階における有機農業
の推進体制の整備は、進んでいない。有機農業の取組を拡大
していくためには、消費者や地域の関係者の理解を促進するこ
とが重要な課題でありますので、市町村が消費者との交流な
ど様々な取組を通じて有機農業者を支援していくことが必要
である。このため、道としては、本年３月に策定した北海道有機
農業推進計画について市町村等に周知を図るとともに、支庁
や普及センターの推進体制を強化したところであり、今後とも、
市町村に対する積極的な情報提供や、地域ぐるみでの有機
農業の取組を支援する国の助成事業の活用などを通じて、市
町村の推進体制づくりに努めてまいりたい。

コミュニティビジネスとしての有機農業推進施
策について
【質問】（広田）
私どもの調査によると、市町村自治体ではYESクリーン農業
と有機農業推進施策は別立てにする必要があると考えられる。
有機農業は、環境にやさしい、また、地産地消を実現しうる個人
事業主である。有機農業を市場に農産物を提供する農業者と
捉えるのではなく、都市住民や観光客を有機農産物で集客す
る可能性のあるコミュニティビジネス事業者として捉え、有機農
業を推進する協議体、いわば、プラットホームを都市部のNPO
や町内会、商店街なども
まきこんで構成すること
が、有機農業の推進にと
っても、地域振興にとって
も望ましいビジネスモデ
ルと考えるが見解を伺う。
【回答】（知事）
コミュニティビジネスとしての有機農業についてでありますが、
有機農業は、より安全・安心な農産物を求める消費者ニーズ
に応えようとするものでありますが、一方、消費者にとっては、有
機農産物を入手しづらいといった課題があり、農業者と消費者、
さらには流通・販売業者の方々のネットワークづくりなどによって
課題を解決し、有機農産物の販路拡大を図ることは、コミュニ
ティビジネスの観点からも望ましいものと考えている。道として
は、本年３月に策定した北海道有機農業推進計画において、
農業者と小売店・量販店との連携や消費者への直接販売な
ど「顔が見え、話ができる」関係づくりを促進することとしており、
有機農業の推進や有機農産物の販路拡大に向けた地域ぐる
みのモデル的な取組を積極的に支援してまいりたい。

８月

９月

1日
2・3日

北海道新幹線フォーラム
萬蔵祭・公立病院改革セミナー
地域における医師確保対策研究会
障がい者雇用の促進のための道民フォーラム
4日
事務局会議
5・６日
道議会一斉委員会
「障がい」児を普通学級へ2008
7日
地域まわり
8日
三井わきお衆議院議員パーティー
9日
盆踊り駅前振興会･西高３２期プレ実行委員会
向陵中学校同期会
10〜12日 江差
13〜17日 事務所お盆休み・地域まわり
18日
事務所事務局会議
19・20日 地域まわり
21日
おしゃべりサロン
10:15〜10:55
22日
道議会意見交換
81.3MHZさっぽろ村ラジオ
23・24日 地域まわり
"北海道がんばレンジャー"
25日
さっぽろ村ラジオ
に出演 ！
26日
地域まわり
27〜29日 地方議会サマースクール（予定）
28日
白石情報交流サロン
30・31日 地域まわり
10日

第3回定例道議会開催予定(〜10/3閉会予定)

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？

白石情報交流サロン
◆日
◆場

時 8/28 （毎月第４木曜日18:30〜予定）
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

◆参加費 当日のご飲食代とコミュニティルーム使用料(お一人1時間
189円)は各自でお支払いをお願いします。

※議会中（９月）はお休みします。

広田まゆみ の

おしゃべりサロン

皆さんとゆっくりお話ができる時間を、というご要望をいただき、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すること
になりました。

◆日
◆場

時 8/21 (毎月第３木曜日予定
所 喫茶ぶ ー け (Ｂｏｕｑｕｅｔ)

11:00〜15:00）

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。

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。

特定非営利活動法人

公共政策研究所 理事長 水澤雅貴さんからの応援メッセージです

ＮＰＯ法人公共政策研究所の紹介と広田まゆみ道議に期待すること
ＮＰＯ法人公共政策研究所は平成１９年６月北海道から認証された政策提案ＮＰＯです。政策は現実と
理想の懸け橋であり、現実を理想に誘導するところに政策があります。現実をどのように認識するかに政
策の原点があります。したがって、現実を認識するための調査が重要となります。調査による事実（新しい
情報）を見つけ出す調査力が当研究所の真価であります。なお、当研究所は現実が理想であることは想
定していません。
今年、広田議員は、有機農業は従来の慣行農業とは異なる政策が必要であるとの思いから当研究所
に「北海道における有機農業の推進に関する調査」の依頼が４月にあり、５月〜６月北海道内１８０市町村
特定非営利活動法人
の農政課等を対象に「有機農業者への支援体制」や「地域での推進体制」等について調査を行いました。
公共政策研究所
広田議員はこの調査をもとに、６月第２回北海道議会定例会で、「コミュニティビジネスモデルとしての
理事長 水澤 雅貴
有機農業の推進」政策を訴え、高橋知事に果敢に質問をしました。高橋知事から「有機農業の推進や有
機農産物の販路拡大に向けた地域ぐるみのモデル的な取組を積極的に支援する」との答弁を引き出し、
有機農業の推進による地域振興政策を北海道の政策として誘導することができました。
広田議員は道議会議員として、道民の意見を代表して積極的に争点提起をする身近な議員です。ま
た、広田議員に期待することは、道議会を神原北海学園大学教授が言う「議会を討論の広場」へ変えて
札幌市白石区
いただきたいということです。さらに、「議員だけの道議会から、議員を含む道民の道議会」へ転換をしてい
栄通12丁目4‑5‑401
TEL・FAX 011‑836‑4315 ただきたい。ご活躍を期待しております。
e‑mail：koukyou‑seisaku@mail.goo.ne.jp http://www.community.sapporocdc.jp/comsup/koukyou‑seisaku/
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