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お茶の間
道政報告会
3人でも5人でも
参ります！
事務所までご連絡下さい!!
TEL 011‑860‑8666

広田まゆみのＬＩＶＥ！写真日記
■白石バス問題説明会

上田市長、中央バス平尾社長同席でのバス
路線存続問題についての説明会です。説明
しているのは、上田市長ですが、会場の前面
中央に上田市長はじめ市役所の幹部のみ
なさんが並ばれて、画面にはいらない場所に
中央バス社長以下、幹部の方が、少し机を
離して、座られています。あまり、協働、対等
な感じを受けませんが、はじめての市役所と
中央バスの同席の説明会ですので、今後に
期待します。
08/10/03 19:10
■荒井さとしさん政経セミナー
荒井さとしさん政経セミナーです。本当であれ
ば、この日が解散の日だったかもしれません。私
は、国民が政治の方向性に意志表示をできる
機会を一日も早くつくることが政権政党の責任
だと思います。

電話相談実施

【対策から政策へ】 10/05/19 : 41
昨日は、白石バス問題を考えるために、税金投入と公共交通の
問題を考えるためのフォーラムに参加。
その後、パネリストのみなさんと白石区役所で開催された、住民
説明会に参加しました。
公共交通は市民の交通権の問題ですから、しっかり「官」が責任
を持たなければいけませんが、赤字補填策を前提とした税金投
入が新たな「公」の領域としてふさわしいかどうか、改めて議論が
必要だと感じました。
フォーラムと住民説明会をとおしてこれまで、赤字補填のような
「対策」はあったが、昭和45年をピークに減り続ける公共交通
利用に対し地域の、住民の交通権をどう確保するのか抜本的な
「政策」が欠如しているという厳しい指摘も行政と議会の側双方
にありました。
現在の政府与党はまず、景気対策だと言っていますが、抜本的
な国の未来の姿を展望した改革をしっかり議論してまず、国民の
信頼をとりもどすことが必要だと、地域のみなさんの声を聞いて
感じました。

08/10/04 18:49

①子育て電話カウンセリング
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

２００８ 第3回定例道議会 道政報告
２００８第3回定例道議会予算特別委員会で質疑しました。
質問の内容は、次のとおりです。

2008/09/30

＜市町村自治体を、道は、どうサポートするのか＞
企画振興部
1 市町村合併について
●
2 自治のあり方と北海道庁の果たすべき
●
役割について
＜行政改革のための協働推進について＞
総 務 部
1 公益法人改革について
●
2 指定管理者制度について
●
（情報公開のあり方について）
3 行政改革の観点からの協働推進について
●

北海道議会は、4回の定例会があります。定例会は、本会議での質疑の他に、予算に関わる案件については、予算特別委
員会で議論されることになっています。
前回の2定議会で、今の知事は、自治についての見識をあまりお持ちではないと感じています。ただし、知事は、「市町村
自治体が北海道の自治の基礎である。支庁は過渡的な組織である」と明確に答弁したわけですから、市町村自治体の強化に
向けて、道庁は、どう役割を果たすのか、現場の職員に真剣に取組んでいただきたい、そんな思いで質疑いたしました。以下に、
概要を記載しています。
また、もう一つが、行政改の視点からの協働推進です。その原因はさておいて、厳しい財政状況の中、また、道民のみなさんの
ニーズも多様化するなか、硬直化した「官」でもなく、利益優先の「民」でもなく、新たな「公共」の領域の確立が、地域の
未来を考えていくために重要です。この間、環境生活部と質疑してきた、協働推進の問題を行政改革の視点から質疑しま
した。紙面の都合で紹介できませんが、全文ご希望の方はお問い合わせ下さい。
＜市町村自治体を、道は、どうサポートするのか？＞
●企画振興部質疑より
【はじめに】
１００年続いた支庁制度を過渡的組織として、前回の議会で再編
されたわけですが、基礎自治体の強化が求められるところです。先
のわが会派の代表質問により、自治体を強化する最も有効な方
策としてあげられていた市町村合併の推進を中心に、伺います。
【質問】 合併の効果について
具体的には、どこで、どのような事例なのか。誰がどのように評価・
判断されたのか。
【回答】
本年２月に道内の合併市町村に対し、合併の効果や課題などに
ついて調査を行い、その報告内容を「合併市町村の新しいまちづ
くりに向けた取り組み状況等」として取りまとめ、北海道市町村合
併推進審議会に報告したほか、市町村や道民の皆様に広く情報
提供を行っているところ。
その中で、合併が地域の活性化につながった事例としては、函館
市において、各地域の観光資源を再発見し、合併という「新たな器」
を活かした観光地づくりをめざしている事例や、釧路市において、
観光や水産業など、それぞれの地域の特色ある産業の融合により、
地域産業全体の振興施策の選択肢が大きく広がった事例などが
報告されている。また、行政の効率化が図られた事例としては、岩
見沢市において、本庁と支所を結び、情報共有のネットワークを整
備している事例や、森町において、業務多忙の課に職員の重点配
置を行い、業務の効率化を図った事例などが報告されている。
さらに、住民自治の実現を目指した取り組みの事例としては、北
見市が独自の方式で、合併前の旧市町に「自治区」を設置し、住
民の意見・要望などを尊重しながら政策などに反映させることとし
ている事例や、遠軽町において、合併前の旧市町村に「地域審議
会」を設置し、町長の諮問に対する答申を新町の行政運営に反
映させている事例などが報告されている。

【再質問】 合併の効果
合併の効果について、誰が評価して判断したのか再度確認します。
【回答】（要約）
当該市町村から報告がなされたもの。
【指摘】
要は、町村からの報告をそのまま審議会に報告したということで、道
としての判断や評価のプロセスが見えないことを指摘しておきます。
【質問】 合併の今後の課題について
合併後の住民の一体感の醸成や旧団体間の制度の統一が報
告されていることに対して、どう助言や指導をされるのか。
【回答】 （要約）
道としては、合併市町村が行う取り組みにおいて、住民の交流の
場で公園やスポーツ広場、高齢者の能力を活かした地域づくりの
ためのシルバーパークプラザの整備などの事業に対し、合併特例
債や地域政策総合補助金などによる支援を行うとともに、制度の
統一などを含めた市町村からの様々な相談に対し、道内外の取り
組み事例を紹介するなどの情報提供や、地域の実情に対応した
助言などを行っているところ。
【指摘】
一体感の醸成のために、広場を作るなどのハード事業、しかも、合
併特例債という借金をすることが、そもそも、自治体の強化につな
がるのか。検討を要する。
（中略）
【質問】 なぜ、合併が進まないのか①
合併協議が進まない理由として、市町
村自治体の首長さんからお話を伺
った点について、道の見解をうかが
っていきます。まず、今、道の各部
から市町村自治体に対して、医療
や消防やゴミの問題など、さまざま
な広域連携や広域化についての

市町村合併問題

検討が求められています。
そのエリアそれぞれがバラバラであり、しかも、合併推進構想とも
一致していない。市町村自治体に書簡を出し、合併に向けて意識
改革を促す以前に、まず、広域自治体としての道のリーダーシップ
や調整機能が必要なのではないか。見解を伺います。
【回答】（要約）
政策の目的などに応じて設定する地域のまとまりとしてのエリア
の範囲は異なっているものの、今後、基礎自治体としての市町村
が、より大きな役割を担うことが期待される中で、道の施策とあいまっ
て、住民の方々が安心して暮らせる活力ある地域づくりを進めるた
めに、より効率的な広域行政の展開や合併に向けた取組が促進
されるよう道としても市町村とよく話し合いながら各部が連携して
取り組んで参りたい。
【質問】 なぜ、合併が進まないのか②
続いて、さらに、推進構想の市町村自治体どうしの組み合わせの
関係で伺いますが、例えば、ある町村では、現行自治体であれば、
農業者人口が６割であるが、合併構想による市町村の組み合わ
せでは、農業者人口が１割になってしまう。現実問題として、市町村
が、まず、手をあげなければ、土地改良や基盤整備の事業に着手
できないなかで、農業のために、必要な財源をとれるのか、基幹産
業である農業が守れないという議論から、合併協議を見送ったとこ
ろもあると聞いています。
合併構想は、政策展開とは別であると、住民の方が安心して暮
らせる地域づくりを可能にする市町村の結びつきであるということ
ですが、現実には、本質的な地域振興や、政策展開とも関連して
います。見解を伺います。
●

●

（

●

結びつきは、また、別の枠組みで早くしなさいと問われているわけで
す。私は、その政策の意図が、質疑をすればするほど、中央政府の
方針を真面目に行うということになっているような印象を拭えない
のです。北海道にとって、また、それぞれの地域にとって、当面、支
庁管内を単位にして、まさに、縦割りを超えた形で何が今必要な
のかをしっかり議論していただき、その上で市町村自治体どうしの
枠組みのあり方について、今一度、町村会を通じるのか、市町村自
治体に直接確認するのか、再度検討すべきと考えますが見解を伺
います。
【回答】
平成１８年７月に策定した合併推進構想は、その策定にあたり合
併推進審議会を設置し、市長会や町村会、市議会議長会、町村
議会議長会から、推薦された委員にもご参画いただきながら検討
を進めたところ。審議会のつど、市町村や市長会、町村会などにお
知らせしてご意見をいただき、次の審議会に反映したところであり、
構想対象市町村の組み合わせについては、市町村のご意見を伺
った上で策定したもの。
【指摘】
行政的な所定の合意形成手続きは踏んだというご発言だったと
思いますが支庁制度再編の議論の経過での経験が生かされてい
ないのではないでしょうか？
全く反省のない答弁で、私としては不思議としか言えません。違
う形での市町村自治体のみなさんとの合意形成についても検討さ
れるべきです。
（以下、紙面の都合で略）

【回答】
地域振興との関連についてでありますが、合併を地域の活性化
につなげようとする取組の事例については、先程もお答えをしたと
ころでありますが、合併市町村においては、合併によって一つのま
ちになった都市部の様々な機能と農山漁村地域の産業や自然な
ど、それぞれの特色を活かし、また、組み合わせることによって産官
学連携による農林水産物の付加価値の向上や、新たな観光ルー
トの開発を進めるなど、地域の振興・活性化に向けた取組が行わ
れているところ。
道としては、合併しようとする各地域の持ち味についての理解を
お互いに深めながら、新しいまちづくりに向けた積極的な話し合い
が進められることが重要と考えており、今後ともこうした視点を含め
合併によって地域の活性化が図られるよう地域における取組を全
力で支援して参りたいと考える。
【再質問】 なぜ、合併が進まないのか
合併のための合併になっていないか。道庁の皆さんが、市町村の
立場になって考えたら、例えば、医療は、宮城県までの圏域で考え
なさい、ゴミの問題は、青森まで、そのなかで、（自治体の）組織の

以下、道庁が、合併推進以外に、市町村自治体の
サポートとして挙げた、人材交流や研修などの実態に
ついて、また、私自身が合併効果として一定評価する、
保育や教育現場への専門職の配置の強化について、
現状を質問し、今後とも、調査していく旨、申し上げ、
今回の質疑は終わりました。
北海道の未来を考えればいくら道央圏に自動車産
業などを誘致しても、地域の市町村自治体がしっかり
機能しなければ、道民の暮らしは守れないと、私は、
考えています。ただ、私は、市町村自治体をケア、つま
りお世話しろとか、面倒みろと言っているわけではあり
ません。ケアとサポートは違います。
サポートというのは、ただ、やみくもに、補助金をだし
たり、出口を決めてその方向に指導するのではなく、
どちらに向かうか、方向を自ら自治体が決めるための
選択肢をしっかり提示する。自治体が方向を決めたと
きにそこに向かうための道具を用意することだと思い
ます。
お金がなくても、いや、お金がない時だからこそ、考
えてできることはあるはず。私自身も、とくに、小規模
自治体のみなさんとの意見交換を土台に、北海道の
未来をより具体的に、みなさんの前に描いていきたい
と考えます。

10月 7〜31日

北海道議会
決算特別委員会書面審査
16日
広田まゆみのおしゃべりサロン
16〜17日 北海道女性議員協議会総会
18日
西高同窓会輔仁会総会
21日
DO21例会<企業の社会貢献>
23日
白石情報交流サロン
<北海道の公共交通政策>
25日
ミクニ塾
26日
本郷パークゴルフ同好会納会

11月 4〜5日
6〜7日
中 旬
20日
21〜24日
26日
27日

北海道議会一斉常任委員会
北海道議会決算特別委員会審議
広志会定例学習会（予定）
広田まゆみのおしゃべりサロン
平和のためのワークショップ（大阪）
北海道議会第4回定例道議会
（〜12月10日まで予定）
白石情報交流サロン

＜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。

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 10/23･11/27 （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。

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 10/16･11/20 (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（NPO法人）交通倶楽部ゆうらん

理事長 松本 公洋 さんからの応援メッセージです
ＮＰＯ法人交通倶楽部ゆうらんの紹介と広田まゆみ道議に期待すること

▲無料配布中のバスマップです

特定非営利活動法人（NPO法人）

交通倶楽部ゆうらん
札幌市中央区南２条西１０丁目クワガタビル２F
（近日移転予定）
理事長 松本 公洋
電話・FAX 011‑233‑0090
E‑メール：koutsuukurabu@yourun.net
URL
http://www.yourun.net

ＮＰＯ法人交通倶楽部ゆうらんは、２００４年から公共交通の利用促進をミッションに活動して
いる団体で、公共交通の衰退を懸念して活動を始めましたが、一般的にはなかなか活動への
理解が得られずにいました。
今夏、偶然にも広田議員が事務所を構える白石区において、路線バスの大量廃止問題が
浮上し、我々の不安がとうとう現実化しました。路線バスの廃止は、規制緩和後の日本において
至る所で起きている問題ですが、都市部においても例外ではないことが示され、市民生活に
直撃したものです。公共交通は単なる移動手段ではなく、まちづくり、福祉、環境、教育と多岐に
わたり生活に密接につながるものであり、明らかに社会保障の一部です。
しかし、今までそのあり方について市民参画が非常に少ないものでもありました。今後は、
交通事業者、行政、市民の３者によって、公共交通を支えていく必要があります。
一方、広田議員は長年NPO法人の役員をされ、我々NPOがなかなか思うように活動でき
ない環境に置かれていることなど、各種調査による数字だけではわからない生の活動実態を
良く知っておられます。また、農村での暮しを経験され大都市との格差を熟知している方でも
あり、今の北海道全体が抱える諸問題に対する政策を熱心に研究されています。
私は今まで、議員や議会というものは本来身近な存在でなければならないと思いながらも、
議会というものはどこか別世界にある遠い存在だと思っていました。しかし、議員や議会を身近な
存在であると認識させてくれたのは、ほかならぬ広田議員であります。
心よりご活躍を期待しております。
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