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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
広田まゆみのＬＩＶＥ！写真日記
〈広田まゆみの凸凹日誌より抜粋〉http://hiromaru.jp/

【相談電話ダイヤル】

09/12/11 17:53

本日は議会が終わってちょっとゆったり過ごしました。
たまった（恥っ！）洗濯や掃除、そして、これもたまって
しまったメールやお手紙のお返事。さらに、毎週金曜日に
実施している子育てカウンセリングの実施状況の確認と１
月、２月のスケジュール整理など、事務所で行いました。
そんな時、事務所にちょっとうれしいお電話が。
道政だよりのミニ版に、子育てカウンセリングの相談電
話と、今回、衆議院議員になられた工藤仁美さんが議員に
なる前に、お力添えいただいて、札幌地区連合のパート労
働相談の電話も紹介していますが、「相談して助かった」
とお礼の電話がありました。
ささやかなことですが、お祭りや駅頭でミニだよりを配
り続けてよかったなと思った瞬間でした。
今は、議会の書類整理のために議会に出て、そこからこ
の日記を書いています。これからＭＢＡビジネススクール
に向かうところです。

電話相談実施中!!
※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。

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

■経済委員会道外調査
新千歳空港にいます。今日15日から
18日まで、議会経済委員会の道外調査
です。兵庫県、徳島県、福岡県と先進
地調査です。今日は、神戸市の医療産
業都市構想の成果などを学びます。
さて、私にとって新千歳空港といえ
ば、佐藤水産さんのおにぎり。絶対に
買ってしまいます。佐藤水産さんは、
食育の講演会なども主催されていて、
是非、お話しうかがってみたい経営者
のお一人です。

09/12/15 10:10

■ローカルマニフェスト推進議員連盟
ローカルマニフェスト推進議員連盟
北海道ブロックの勉強会です。前三重
県知事の北川正恭さん、前栗山町議会
事務局長の中尾修さんのお話しを受け
て、超党派の道議会議員が集まりまし
た。議会は変わらなければならない、
そのためにも、今後、具体的に勉強会
を継続することにしました。

09/11/21 14:43

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
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第４回定例道議会

道政報告

第４回定例道議会一般質問（12/1）

質問事項
１．地域主権の北海道づくりについて
２．予算編成のあり方について
３．環境政策と連動した経済活性化について
４．子ども政策について

再質問

１２月１日、新政権が発足して７６日目の一般質問
だった。
私は、今回の政権交代の意義を、政権党の交代だけ
にとどめてはならず、この国の予算編成のあり方や税
金の集め方、再分配の仕方、そして、未来に向けた持
続可能な成長戦略の転換が求められていると考えてい
る。
明治初期、東京の人口は、日本で１７番目の９６万
人にすぎず、１位が石川県の１８３万人、その次に新
潟、愛媛県が続いていた。つまり、農山漁村に大きな
力があった。しかし、日本の政治は、明治以降、近代
産業国家建設のために中央集権化と工業化を選択し、
農山漁村からの人口移転を奨励し、どんどんと都市の
力、とくに東京の力が強まり、中央集権を進め、日本
は世界第二位の経済大国と言われる国になった。
ところが、３０年後、１億人を切ると言われる日本
の人口は２６％の３３００万人が首都圏に、さらに１０
％づつが、大阪、名古屋圏と、ほぼ半分が大都市圏に
集中する。残り半分が、北海道を含む地域に点在する
のだ。この国はほんとうにそれでいいのだろうか。
今回の政権交代を機に、この国の政治が続けてきた
中央集権化、工業化の道を脱却し、脱中央集権、脱工業
化、そして、それを実現するために官僚主導ではなく、
地方議会を含めた政治家の力量が問われているのだと、
私は受け止めている。さらに、都市と地方の富の再分
配の新たな枠組みとして脱化石燃料、再生可能エネル
ギーへの転換が重要であると私は考えている。
そのような観点で、一般質問に立った。今回は、３
回登壇し、最後は指摘にとど
めたが、再質問ま
で行った｡
今回は、再質問
の部分を抜粋して､
お知らせします｡

ろう!北海道!!
ば
ん
が

○地域主権実現のための知事のリーダー
シップについて
○北海道特区制度の充実について
○環境政策と連動した経済活動について

中央政府と地方政府のあり方について、これま
での要望、陳情からの脱却が求められています。
全国知事会を通してというのが、知事のリーダ
ーシップの形のようですが、果たして本当にそれ
でよいのでしょうか。
少なくとも、北海道には、不十分さはあったと
しても、道州制特区推進条例に基き、道民提案を、
これまでの陳情、要望ではなく、法的手続にのっ
とって中央政府に提案してきた経過があります。
まず、知事は、今保留をされている特区提案の
取り扱いについて、中央政府と正式に協議すべき
だと考えます。
特に、上書き権（法令を超えて条例を策定でき
る）などについては、現政権のマニフェストにも
記載されていることであり、今後示される法制度
整備の考え方の中に、それがしっかりと含まれる
のか、あるいは、先行して北海道に認められるの
か、地方政府として確認すべきだと考えます。進
展状況を伺います。
新政権は、広域自治体としては、当面は現行の
都道府県を基本とすることとしておりまして、早
急な都道府県合併を招く道州制特区推進法には、
当初から懐疑的な声があったことは承知をしてい
ます。
しかし、この提案権については充実強化が必要
だと私は考えています。
例えば、先進モデルとして、グリーンエネルギ
ー北海道特区などとして、炭素税や地方環境税の
導入による財源確保を前提とし、社会実験の形で、
バイオディーゼルの軽油引取税の免除や、バイオ
エタノールの揮発油税の免除、市民風車などの環
境型ファンドへの投資についての
所得税等の減税、省エネ・新
エネ建築、リフォームに伴
う固定資産税の減免などの､
いわゆる税制優遇制度の創
設、あるいは、グリーンエ
ネルギービジネスへの参入拡大を促進する規制緩
和など、包括的な特区申請を検討すべきではない
かと私は考えます。
道州制特区推進制度の拡大強化についての知事

の考え方を伺います。
次に、環境政策と連動した経
済活性化について伺います。
中央政府で、全量買い取り
制度の検討を開始しているこ
とは承知していますが、道と
して、太陽光のみに偏らない全種・
全量買い取り制度の導入について、北海道の強み
を生かすという観点からも、積極的に中央政府に
要望すべきであると考えますが、再度、見解を伺
います。
また、環境対応車の普及について、次世代自動
車産業の集積を挙げられていましたが、私の考え
では、この自動車産業の集積だけでは、その効果
は道央圏だけに限られます。むしろ、現在、石油
を扱っている地域の地場の石油業界の方や、ガス
事業者の方の次のビジネス展開につなげることこ
そが、私は必要だと考えますが、再度、見解を伺
います。
次に、指摘として２点申し上げます。
指摘 ○循環資源利用促進税基金について
○道職員ＯＢ国会議員も含めた議員の
はたらきかけの公開要項について
循環資源利用促進税基金について、平成２３年
に、５年目の見直しが予定されていると伺ってお
ります。制度本来の趣旨である廃棄物の抑制等に
加えて、中小企業における循環型社会ビジネスを
振興するため、今まで以上に制度の充実を図るよ
うに指摘しておきます。
そして、道職員ＯＢや議員等の働きかけに関す
る公開の取り扱いについてですが、繰り返しになり
ますが、導入している１１県では、まず最初の施
策のスタートは知事の政治姿勢に負うところが大
変大きいです。
透明性を大切にされる知事であるならば、今後､
御答弁をいただきました、予算編成のあり方や政
策評価のあり方などの一体的な見直しを図る中で､
道庁ＯＢ、あるいは国会議員も含めた議員等の働
きかけの情報開示に関する取り扱いの要綱制定に
ついて再度検討することを強く求めて、今回は指
摘とさせていただきます。

広田議員の再質問にお答えをいたします｡
地域主権の北海道づくりに関し、道州制
特区提案についてでありますが、条例によ
る法令の上書き権の創設など５項目の第４回提案
につきましては、さきの第２回定例会で御議決を
いただいた後、直ちに､７月１６日に、道州制特
区推進法を所管する内閣府に提出し、現在、国に
おいて対応方針を検討していると承知していると
ころであり、今後の国の取り扱いについて情報収
集に努めるとともに、これら提案の重要性、必要
性を強く訴え、改めて、その実現に向けて取り組
んでまいる考えであります。
私といたしましては、今後とも、議員のただい
まの御指摘も踏まえ、地域主権型社会の実現に向
けて、北海道の特性である環境などの分野で、道
民生活の向上につながるような提案を行っていく
とともに、全国知事会や経済団体など、道州制や
地方分権を進める立場のさまざまな分野の方々と
も十分に連携を図りながら、引き続き、その積極
的な活用について検討してまいる考えであります｡
次に、環境政策と連動した経済活性化に関し、
再生可能エネルギーの普及などについてでありま
すが、現在、国におきましては、固定価格買い取
り制度など、ＣＯ２の排出削減に向けた、さまざ
まな政策の検討が進められているところでありま
すが、道といたしましては、家庭や経済活動への
影響も含め、国の動向を注視してまいりたいと考
えているところであります。
また、地域の環境関連ビジネスにつきましては、
今後とも、本道の特性を生かした再生可能エネル
ギーの利用拡大を図るとともに、環境対応車の普
及など、新たなニーズへの対応についても、関係
業界と連携をしながら、検討してまいりたいと考
えております。

回答

※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。

ネットワーク、フットワーク、ボランティアワーク
日本中を駆け回ってきたそのすべてを､北海道の未来に!!

※動画配信もされています
→ http://www.nagomi-i.jp/HiroMaru0912/movie/

1月

広田まゆみ後援会
各地域『新春道政報告会』(〜2月)予定
5日
6日

2月

道議会常任委員会
道議会特別委員会

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
時 1/28・2/25 （毎月第４木曜日18 : 30〜予定）
◆場 所 珈琲淹リファインド コミュニティールーム
白石区菊水8条2丁目1−35
◆参加費 各自ご飲食代はお支払いをお願いいたします
◆日

企業家後援会『広志会』
総会および政経セミナー予定

2日 道議会常任委員会
3日 道議会特別委員会
3〜5日 北方領土対策特別委員会・道内調査(根室市)
22日 道議会前日委員会
23日 第1回定例道議会開会(予定)
(3月24日閉会予定)

メール会員募集
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。

広田まゆみ の

おしゃべりサロン
（ 道政 相談 ）

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。

◆日

時 1/21・2/18 (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

hirota-mayumi@aqua.plala.or.jp
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。

口座番号
口座名義

02750‑2‑74957
共生のネットワーク

携帯でも｢広田まゆみの
凸凹日記｣が見れます。→

＜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。

図書館実践工房
塚 田 敏 信 さんからの応援メッセージです !!
『あるく、みる、きく、よむ、きろくする、かんがえる、つくりだす』

図書館実践工房

塚田 敏信

TEL・FAX 011‑773‑3912
E-mail：tsukanou@khaki.plala.or.jp
「銭湯」や「町並み」をキーワードに、庶民の
地域の歴史を大切に発掘し、収集・記録
活動を続けていらっしゃいます。

おもしろいもので、私たちは自分がいるところのことを、一番わかっていなかったりし
ます。まさに灯台下暗しで、そのため足もとにあるものをきちんと評価できないまま、ま
ちづくりとか地域再生の名のもとに、どこかの事例をそのまま持ちこんでしまうことがよ
くあります。
そしてその多くが竜頭蛇尾になるのは、肝心の出発点が他人任せのため、活動への愛着
や意欲や責任といった部分が、すっぽり抜け落ちてしまうからかもしれません。
私は何かを始める前に、まず歩きまわります。見て、聞いて、読んで、記録して、考え
て、そこから何が生まれてくるか。それだけでも、わくわくしてきます。町文化の研究活
動も、図書館でのさまざまな実践も、銭湯倶楽部もそこから始まりました。
白石のまち並みを歩いていると、人に寄り添うような空気につつまれるのを感じます。
それは菊水地区にも色濃く漂い、銀座商店街の夏祭りの底力ともなっているようです。
その菊水で私は、札幌ＶＯの皆さんが商店街などの姿を記録する仲間に入れてもらって
います。きっかけは広田まゆみさんの、足もとに目を向けようとする意識でした。そんな
広田さんとは「あるいて、みて、きいて、よんで、きろくして、かんがえて、つくりだす」
たのしさを共有できればと思いますし、その思いをこめてフィールドワークの課題を差し
上げています。

募集中です!!
★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

白石いいとこ探検隊より
お家にある古い写真、ご商売道具、
昔の地図など、思い出の品があり
ましたら、どうぞ、お知らせ下さい。

