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広田まゆみのＬＩＶＥ！写真日記

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

■本郷通りで一番最初に紅葉する樹

　今日は、いつもの道政相談の日です。

午前中にお二人のご相談を受けて、ラン

チをいただいたあと、ほっとくつろいで

いたら、ご近所の方が、毎年一番先に紅

葉する桜の樹を教えてくれました。なる

ほどと撮影してみました。
（※喫茶店「ぶーけ」さんのお近くです。）

■雨竜町、豆電球さん   
　後援会のみなさんと雨竜町におじゃま

しています。午前中はパークゴルフを楽

しみ、お昼は野村農場でジンギスカン。

札幌に帰る前に、古い小学校の跡を活用

したリサイクル＆木工房の豆電球さんに

おじゃましました。国道275線沿い雨竜

町『道の駅』から北へ700㍍、営業日時

は、土、日、月の11時から18時。懐かし

い昭和の雰囲気にあふれています。

〈広田まゆみの凸凹日誌より抜粋〉http://hiromaru.jp/

　　　広田まゆみ地域連合後援会

「2009パークゴルフと収穫ツアーin雨竜」
　　　　　　　　　　　（交流会にて）

【身体が二つあったら・・・】

　なんとか、前政権の遺物である、太陽光だけに限定した

固定価格買取制度を、凍結できないのかとささやかでも、

働きかけを続けていますが、手ごたえなくくやしい思い・

・・。

　特に、太陽光と風力を併設した人などが買取を拒否され

るケースなども想定されもう一度、制度設計から民主党の

マニフェスト（全量、全種類）に基づいて、旧経産省の体

制ではなく、再生可能エネルギーを含むすべてのエネルギ

ー事業者なども参加した新しい協議体で、検討されるべき

と考えます。

　と、作業をしているところに定山渓で畑を貸していただ

いた有志の会の方からお電話。畑の収穫をないがしろにし

てご迷惑をかけていた様子。顔から火が出る思いでなんと

か時間を作って畑のあとかたづけに行ってこなくちゃと慌

てているところです。

　　　　　　　明日は、自治労自治体議員連合総会のため

　　　　　　東京です。

　　　　　　　身体が２つあったらよいのだけれど。
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お茶の間
道政報告会

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。

電
話
相
談
実
施
中
！

電
話
相
談
実
施
中
！

パークゴルフ終了後、野村農場へ移動し、
交流会・表彰式を行いました。

携帯でも｢広田まゆみの
凸凹日記｣が見れます。→



２００9　第３回定例道議会　道政報告

　これまでの温暖化対策は、環境部局が単独でとりく

める市民や事業者の自発的な取組の呼びかけや、啓発

活動にとどまりがちであり、縦割りを越えた本格的な

低炭素型の地域づくり、社会経済システムづくりに踏

み込めていません。私としては、中央政府に対して、

環境税や、排出量取引、太陽光に限定しない固定価格

買取制度などの制度設計を求めていく考えですが、国

の法制度整備の動向についての研究を行い、今後想定

される制度の活用により、いかに、北海道の地域活性

化のためにお金をまわすしくみをつくるのか、また、

地球温暖化防止対策を、全道すみずみにまでどういき

わたらせるのかが、重要です。このためには、今後、

環境生活部だけではなく、全庁的な検討の場を設ける

など、全庁をあげて、地球温暖化防止に向けた社会経

済システムづくりに取り組む必要があると考えるが、

認識を伺います。

　　　地球温暖化防止対策についてでありますが、地

球温暖化の防止は、私たちの日常生活などと密接に関

連した問題であることから、道民の皆様や、事業者、

行政などが一体となり、社会全体で取り組むことが重

要と認識。このため、道においては、昨年の「北海道

洞爺湖サミット」の開催を契機として、「北海道環境

宣言」や「北海道環境行動計画」を公表すると共に地

球温暖化防止に向けた道民の皆様方の機運の醸成を図

りながら地域の特色を活かした森林の整備や豊富なバ

イオマス資源を活用した新エネルギーの利用促進など、

様々な取組を進めてきたところであり、今後とも各部

連携のもと、こうした取組を加速していくことが必要

と考えています。

質問
①

（１）子どもの貧困と社会的養護（保健福祉部）　

（２）アスベスト対策について（環境生活部）

（３）地球温暖化防止対策について（環境生活部）

（４）環境財団の強化について（環境生活部）

（５）地球温暖化防止対策を契機とした

      新しい社会システムづくりについて（総合政策部）

（６）社会資本整備の重点化について（総合政策部）

（７）予算の重点化方針について（総合政策部）

（８）政策形成過程の情報公開について（総合政策部）

（９）予算の編成方針について（総務部）

（10）道州制特区について（総合政策部）

質問事項

2009年予算特別委員会　総合政策部10月6日質疑（抜粋）

回答

地球温暖化防止対策を契機とする北海道
の社会経済システムづくり及び政策の重
点化について

　新しい政権が誕生し、マニフェストにより地方一括交

付制度など、地方財政制度の充実を中央政府に期待する

とともに、地方政府としての自治体や議会の責任も今ま

で以上に大きくなる。

　財政再建に関しても、これまでのような「率」での管

理から、個別の事業の「質」の評価と優先順位の決定が

必要であり議会議論のあり方や、行政の予算編成や政策

評価のあり方そのものの、見直しが必要であると考えて

いる。残念ながら、これまでの議会議論では道庁組織を

道民のために働く機関として、トップリーダーである知

事が、どうマネージメントしようとしているのかという

意志や政策はまったく感じられない。

　次の第４回定例道議会は、11月25日から予定をされて

いる。中央政府の方針が定まらないなかではあるが公共

事業の評価や、予算編成過程の情報開示に対して、どう

あるべきと考え、どうリーダーシップをとるのか質して

いきたいと考える。

　また、鳩山首相が国際会議で表明した、二酸化炭素ガ

ス２５％削減を契機とした再生可能エネルギー導入など

の新たな社会システムづくりについて、環境という切り

口を越えて地域活性化、経済活性化という視点からも幅

広い観点から政策が必要であるとの認識で総合政策部に

も、縦割りを超えたリーダーシップや、予算、政策の重

点化について質問したので、今回は、その質疑内容を紹

介する。

　十分な回答は得られなかったが、地球温暖化対策、と

くに、石油依存社会から、再生可能エネルギーへの脱却

は、北海道の強みを活かす契機ともなりうる。

　私は、経済常任委員会に所属をしてい

るので地球温暖化対策と中小企業活

性化をどう結びつけていくのかな

ど、規制の側面だけではない、

新しい観点からも引き続き、経

　済委員会の中でも北海道の未

　　来のために、提案・検討し

　　 ていきたいと思っている｡



※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。

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

          　次に、道の財政状況が厳しい中、選択

　　　　　と集中の考え方に基づき、当初予算の編

成に向け、政策をどのような方向で位置づけようと

しているのか、基本的な考え方を伺います。現在、

部の枠を超えた優先順位の評価はなく、すべてが重

要という立場に立たざるをえないかもしれませんが、

化石燃料の枯渇、気候変動への対処は、喫緊の課題

です。また、世界のなかで、再生可能エネルギーへ

の投資額が、毎年６０％ほど伸びており、２０２０

年には、１５０兆円と、現在の自動車産業に肩を並

べる成長産業であるとも

言えます。

　日本は、これまで、

この分野への対応が

遅れてきましたが、

今回、新政権に

よって、二酸化

炭素ガス２５％

削減の方針が明

確に示されまし

た。財政が厳し

いからこそ、なお

さら、財政議論だけ

では真に必要な政策は実現できないわけであり、ま

さに、総合政策部が、全庁的な政策の優先順位をつ

けることが期待されています。

　まず、来年度の予算編成において、厳しい財政状

況だからこそ、地球温暖化防止対策に、人や資金、

知恵を集中する必要があると考えますが、見解を伺

います。

          私自身としても、関係部とも協議していき

　　　　たいと考えますが、カーボンオフセットやカ

ーボンクレジットなどの導入の検討を早急に進める必

要があります。環境価値をどのように評価、測定する

のか市場の中でどのように交換するしくみをつくるの

か、財源として、どのような地方税制を求めるのかも

含めて、道として早急に準備をしておくべきではない

か、また、例えば、木質バイオマスなど、先進的に取

り組みを進めている自治体や事業者がありますが、小

さな単位の自治体のクレジットを北海道としてまとめ

て、取引できるしくみをつくっていくことも私は、重

要であると考えています。とくに、地球温暖化対策を

契機とした税制のあり方さえも含めた社会経済のシス

テムづくりの検討、実施は総合政策部が中心となるな

かで、検討しなければいけない課題だと、

私は考えますし、いわゆるこれからの

地域振興策としても重要であると考え

ています。

回答

指摘

質問
② 　　　政策の重点化などについてでありますが、平成

22年度に向けた重点政策の構築に当たっては、依然と

して厳しい経済情勢などを踏まえ、本道の経済を活性

化し、道民の皆様の暮らしをしっかりと支えていくた

め、｢経済｣、｢地域｣、｢環境｣の３つの分野を重点的に

検討すべきテーマとして位置づけているところ。こう

した中、地球温暖化防止対策については環境関連政策

の大きな柱の一つであり、北海道の豊かな自然環境の

未来への継承はもとより、環境関連の産業振興といっ

た、経済活性化の視点からも重要な課題であると考え

ている。一方では、道財政が依然として厳しい状況に

ある中、政策づくりにあたっては、一層の選択と集中

に努めなければならないことから当部としては、先ほ

ど申し上げた3つの分野を中心に関係各部と連携を図

りながら政策検討を進めることとしており、そのなか

で、より実効性の高い地球温暖化防止対策を構築して

まいりたい。



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　11/19(木)・12/10 (木) 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

◆日　　時　11/26（木） 13:30～15:00

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

◆内　　容　広田まゆみの道政報告会

◆参加費　各自ご飲食代はお支払いをお願いいたします

（道政相談）

11月

12月

◆日　　時　12/21（月） 19:00～(予定)　

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

◆テ ー マ　「エゾシカ食べて北海道を救おう ！ 」

◆参加費　2,000円程度(予定) ※エゾシカ肉試食予定　

11月は、第４回定例道議会の準備などを中心に、活動しております。
マニフェストをテーマとした講演のご依頼などもいただき、大変ですが、
勉強しながらがんばっております。

４～５日　道議会一斉常任・特別委員会

　　６日　ローカルマニフェスト大賞表彰式（東京）

　　25日　第４回定例道議会開会（予定）

　　９日　第４回定例道議会閉会（予定）

15～18日　道議会経済常任委員会道外視察（予定）
　　　　　※徳島県上勝町など予定

◆日　　時　11/26（木） 18:30～

◆場　　所　アジアンショップカフェ ｢ＳａＰａ｣
　　　　　　　　　　　　白石区菊水4条1丁目4-15

◆テ ー マ　『白石・菊水の町文化再発見　Ｐａｒｔ２』（仮称）

◆参加費　500円（ワンドリンク付）　

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

第２回　お茶の間サロン
白石いいとこ探検隊

★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 !!

　広田まゆみさんは、もともと雨竜町には縁もゆかりもなかったのですが、ある

日、突然、雨竜町にあらわれ、約７年にわたりさまざまな活動を展開しました。

　空き農家を活用した農家民宿を始めたり、農作業ボランティアを都会から集め

て町内の農家に派遣したり、ＳＴＶのテレビ番組の舞台として、この雨竜町を宣

伝するなど、その行動力とネットワークには驚いたものです。地域のみなさんの

応援に恵まれ、札幌市白石区の道議会議員になった時は、たいへんうれしかった

のですが、道議会のなかでは「変わり者」で通っているとの話が私の方にまで聞

こえ、たいへん心配しています。彼女は「正直すぎる」「まじめすぎる」という

欠点があります。「自分と違う人の意見に耳を傾けること」「まず二期目に当選

すること」を大事に、あまりあせらずに、仲間づくりをしっかりして、気長にと

りくんでほしいと思っています。みなさんも、どうぞ、あたたかく厳しく育てて

やってください。

雨竜町長  藤 本  悟（写真中央）

雨竜町長　藤本 悟 

お忙しい中、交流会・表彰式に駆けつけて
いただきました。ありがとうございました。

優勝カップを手渡す広田道議(写真左)と総合優勝した坂本武さん(写真右)

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

メール会員募集

現在は不定期ですが、メールにて『広田まゆみの凸凹通信』を
配信しています。ご希望の方は、お気軽にお申込みください。
登録は無料です。

　　　　　　hirota-mayumi@aqua.plala.or.jp
注※11月･12月は特別な日程になりますので、ご注意下さい


