
 

 

《プロローグ》 長野県ゼロカーボン戦略(案)を読む 
講師：田中 信一郎さん（千葉商科大学 基盤教育機構 准教授） 

第１回 上園昌武さんと考える「ゼロカーボンと地方自治」 
講師：上園 昌武 さん（北海学園大学経済学部 教授） 

第２回 アイヌ文化伝承者 ToyToy さんに聴く「北海道の文化の入り口」 

第３回 塩見直紀さんと始める「AtoZ」１人１研究社会 

第４回 コロナ禍だからこそ知っておきたい地方議会改革の現在・過去・未来 

～私たちが現場でできるもう一歩を踏み出すために～ 
講師：長内 紳悟 さん（早稲田大学マニフェスト研究所 招聘研究員） 

第５回 ポストコロナと『みどり戦略』～北海道食といのちの会が目指す未来 
講師：久田 徳二 さん（ジャーナリスト／北海道大学客員教授） 

第６回 地域の未来をつくる参加型会議のあり方とは？ 
講師：牧原 ゆりえ さん（一般社団法人サステナビリティ・ダイアログ 代表理事） 

第７回 アドベンチャートラベルって知っていますか？～北海道の未来を拓く新たな観光のあり方とは～ 
講師：水口 猛 さん（国土交通省北海道運輸局観光部長） 

第８回 持続可能な地域社会をつくる経済と教育のお話（※政経セミナー兼） 
講師：新井 和宏 さん（株式会社 eumo 代表取締役／ソーシャルベンチャー活動支援者会議（SVC）会長） 

講師：嶋本 勇介 さん（株式会社あしたの寺子屋 代表取締役社長） 

第９回 マネジメントとは何か～行政組織のマネジメントのあり方とは～ 
講師：佐藤 等 さん（ドラッカー学会 理事／佐藤等公認会計士事務所 所長） 

講師：元吉 由紀子 さん（行政経営デザイナー／NPO 法人自治体改善マネジメント研究会 代表） 

第１０回 アースデーに聴く「NPO 法人 ezorock が向き合ってきた北海道の地域と若者の現在、過去、未来」 
講師：草野 竹史 さん（NPO 法人 ezorock 代表理事） 

第１１回 どっさりラボ第 2 弾（兼 未来セミナーVol.11） 

第１２回 NPO 法人 D×P 今井紀明さんに聴く『10 代の若者が一歩を踏み出すために NPO・企業・行政ができること』 
講師：今井 紀明 さん（認定NPO 法人 D×P（ディーピー）理事長） 

第１３回 「サステイナブルツーリズム」ってなんですか？ 

～あなたの住んでいる地域の“人”や“自然”の未来のためにお金がまわる観光業のつくりかた～ 
講師：荒井 一洋 さん（NPO 法人 大雪山自然学校 代表理事） 

第１４回 CFCI-こどもに優しいまちづくりって何？今後、「こども基本法」で自治体に求められていること、できること 
講師：木下 勇 さん（大妻女子大学 教授、千葉大学 名誉教授） 

第１５回 精神障がいのある人の尊厳の確立のために～地域の現場でできること～ 
講師：高橋 智美 さん（弁護士／日本弁護士連合会 高齢者・障害者権利支援センター委員） 

講師：向谷地 生良 さん（北海道医療大学 特任教授／浦河べてるの家 理事） 

第１６回 こども基本法で学校は変わるのか？変えられるのか？～地方の現場からできること～ 
講師：竹内 延彦 さん（こどもの育ちと学び研究所 代表） 

第１７回 わくわくする小学校をつくろう 「まおい学びのさと」のこれまでとこれから 

～私たちが応援できることはありますか？～ 
講師：細田孝哉さん（ＮＰＯ法人 まおい学びのさと 代表理事） 

第１８回 世界で抱える野生動物問題ー野生動物と SDGs の繋がりから考える『北海道に住む私たちにできること』 
講師：金子 正美 さん（酪農学園大学 教授） 

第 19 回 ご縁と場の力で共創し続ける登別での新たな動き～自分たちの地域で出来ることを考動しよう～ 
講師：かとう けいこ さん（地域リノベーション協同組合 理事／(株)まちづくり観光デザインセンター 代表） 
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《白石区》 毎週月曜日 10:30～11:30 

『広田まゆみのすっきりマンデー』放送中！！ 

エフエムしろいし《８３．０MHz》 

《厚別区》 毎週水曜日 19:00～19:59 

『広田まゆみのイノベーション北海道 

～ひろまるつながる NPO な仲間たち』放送中！！ 

ＦＭドラマシティ《７７．６MHz》 

１９６３年１２月７日生まれ（射手座）・O型 

函館生まれ札幌育ち・白石区在住 

〈経 歴〉 

１９７９年 北海道札幌市立向陵中学校卒業 

１９８２年 北海道札幌西高等学校卒業 

１９８６年 北海道大学文学部ロシア文学科卒業 

北海道日高支庁社会福祉課に勤務 

生活保護ケースワーカー、都市農村の交流 NPO 

事務局などを経て、北海道議会議員４期目。 

〈趣 味〉ヨガ（健康で 100 歳まで働き続けるため） 

〈好きなもの〉はがき絵・旅・バリ・着物・銭湯 

「館」めぐり・道産の美味しいもの 

◎ドラッカー読書会ファシリテーター 

◎91 期エクスマ塾生 

札幌市議会議員 

うるしはら 直子 

立憲民主党白石副代表 

しのはら すみれ 

広田まゆみ プロフィール 
北海道議会議員 広田まゆみ オフィシャルサイト 

https://hiromaru.jp/ 

QR コードで簡単にアクセスできます！ 

 

▼ 広田まゆみ 

https://www.facebook.com/mayumi.hirota.94 

▼ 北海道議会議員 広田まゆみ政務事務所 

https://www.facebook.com/hiromarujimusyo 

 @hirotamayumi

《北海道未来セミナー》は、毎月 22 日

を基本に、北海道の自立と持続可能な未

来のために、自治体議員、職員、そして

地域の実践者が、共通言語、共通理解を

深めるために学びの場を開催します。 



 

 

 

 

 

 

＜定例会＞ 

【令和元年 第 3 回定例道議会 一般質問】_2019.09.24 登壇 

１.北方四島隣接地域の振興のあり方について 

２.SDGs推進のあり方とフェアトレードタウン認証について 

３.幼児教育・保育の「社会」化と森のようちえんなど自然保育の推進について 

４.こども参画の推進について 

５.百年記念施設エリアの再生構想についての知事の認識と指定管理者制度のあり方について 

６.観光振興政策について 

７.保健福祉医療のイノベーションについて 

８.産業用ヘンプ活用の推進について 

９.アイヌ政策について 
 

【令和 2 年 第 3 回定例道議会 一般質問】_2022.09.23 登壇 
１.総合計画などの見直しについて 

２.エネルギー政策について 

３.観光振興の在り方について 

４.北海道モデルの子育ち支援、学びの在り方について 
 

【令和３年 第３回定例道議会 一般質問】_2021.09.28 登壇 

１.ゼロカーボン北海道の実現と地域環境権などについて 

２.連携地域別政策展開方針の在り方について 

３.文化政策について 
 

『令和３年 決算特別委員会_第１分科会』 
【保健福祉部所管】１.少子化対策などについて／２.高齢者や障がいのある人が安心して暮らせる社会の形成に

ついて／３.自殺対策について／４.保健所機能の在り方について 

【環境生活部所管】１.地球温暖化対策について／２.エコイベントの推進状況について／３.グリーン購入につい

て／４.北海道環境教育行動計画について／５.動物愛護について／６.市民活動支援の在り方について 

【総合政策部所管】１.自転車活用等促進事業について／２.集落対策の推進について／３.移住・定住の促進につ

いて／４.道州制特区等の活用について／５.多文化共生の取組について／６.協働の推進について 

【総務部所管】１.地域防災力強化対策について 
 

【令和４年 第１回定例道議会 一般質問】_2022.03.11 登壇 

１.子どもにやさしいまちづくり事業（ＣＦＣＩ）について 

２.森と自然を活用した保育、幼児教育、子育ての推進について 

３.有機農業推進計画と学校給食などについて 

４.北海道の障がい者雇用などの現状と公共発注の在り方について 

５.木質バイオマスの熱利用の促進について 

６.官民連携と協働推進の在り方について 
 

『令和４年 第２回定例道議会・予算特別委員会_第１分科会』 
【保健福祉部所管】１. 新型コロナワクチン接種後の副反応等への対応について／２. 難治性がん対策などにつ

いて／３. ひきこもり支援の在り方について 

【環境生活部所管】１. 地域循環共生圏などについて／２. 北海道のゼロカーボン戦略について 
 

【令和４年 第３回定例道議会 一般質問】_2022.09.28 登壇 

１.食産業立国北海道再構築の在り方について 

２.ゼロカーボン推進における広域自治体北海道の役割について 

  
＜常任委員会・特別委員会＞ 
所 属：環境生活常任委員会／経済常任委員会 

北方領土対策特別委員会／産炭地域振興・エネルギー問題特別委員会 
 

◎前期（２０１９年５月～２０２１年６月） 

◆環境生活常任委員会 質問１４回 

【取扱ったテーマ】 
自然公園の保全と活用について／鉛弾使用禁止につい

て／気候変動について／動物愛護について／北海道環

境保全基金について／地球温暖化対策について／第 3

次北海道消費生活基本計画(案)について／野幌森林公

園エリアの再生について／ウポポイ開設について／文

化情報発信事業「北のアーティスト」スペシャルプログラムについて／２０５０年温室効果ガス排出量をゼロとする

取組について／文化芸術活動の支援について／動物愛護政策について／環境基本計画について／エコツーリズムにつ

いて／北海道における縄文世界遺産の活用のあり方について／地域循環共生圏の推進とゼロカーボンシティの実現に

ついて／地球温暖化対策について／北海道人権施策推進方針(改定素案)について（指摘）／北海道デジタルミュージア

ムについて／地球温暖化対策推進計画について（指摘）／ゼロカーボンの実現について 

 

◆北方領土対策特別委員会 質問３回 

【取扱ったテーマ】 
クラウドファンディングについて／北方領土フェスティバルについて／ 

日本遺産認定を契機とした隣接地域振興を含めた啓発のあり方について 

 

 

 

 

◎後期（２０２１年６月～現在） 

◆経済常任委員会 質問１２回 

◆産炭地域振興・エネルギー問題特別委員会 質問１１回 

他県では、ゼロカーボン実現のための推進部局が、経済部と協働しているところも多くあります。脱炭素の実

現なくして、持続可能な地域経済の発展無しというのが、私のスタンスです。なので、後期は、経済常任委員

会と産炭地域振興・エネルギー問題特別委員会を希望し、集中的に議論させていただきました。 

  

 

 

 
 

 

※厚別区では、毎月テーマを決めながら、実践者に

インタビューしています。例えば、

2022 年 1 月は、昨年月 1 回開催して

きた「ご近所マルシェ」でつながった野

菜ソムリエさんや、札幌の農家さんに

ご出演いただきました。 

Facebook(ﾗｲﾌﾞ)・YouTube(録画)でも配信中！ 

 《厚別区》ＦＭドラマシティ ７７．６MHz 

毎週水曜日 19:00～19:59 

『広田まゆみのイノベーション北海道 

～ひろまるつながる NPO な仲間たち』 

 
 

北海道議会議員 広田まゆみ オフィシャルサイトでは、

「活動報告」のほか、これまでの「道議会議事録（録画配

信あり）」も掲載していますので、併せて御覧ください。 

https://hiromaru.jp/ 

QR コードで簡単にアクセスできます！ 

ほぼ 

東日本大震災のときに、コミュニティＦＭが地域のために貢献した事例をご存じでしょうか？ 

地元白石区においても、防災、減災のために、微力

でも、貢献できないだろうか、そんな思いから、番組

をもたせていただき３年半になります。 

小学生から、地元の企業・団体の代表の方など、さ

まざまな実践者の方に出演いただきながら、毎年３

月は、恒例の防災特集など、日常的にラジオを活用す

ることや、つながりをつくる努力をしています。 

 

   
2022 年１月は『さっぽろ農業を応援しよう！』

というテーマでお届けしました。 

よく役職について聞かれることがあります。しかし、私は、議員の仕事の大きな一つが質問だと思って

います。期数が上がると、定例会(年４回の予算や条例を議決する大きな会議)で一般質問(知事との直接

議論ができる)の機会は減ります。しかし、常任委員会や特別委員会などで、地道に議論を重ねています。 

※２期目に北方領土対策特別委員会 副委員長などを務めた際、元島民の要望を

受けて、北方領土択捉島に本籍を転籍。返還実現まで、元島民のみなさんの心に

寄り添いたい思います。 

《白石区》エフエムしろいし《８３．０MHz》 

毎週月曜日 10:30～11:30『広田まゆみのすっきりマンデー』放送中！！ 

災害時にも注目

されています！ 

https://hiromaru.jp/

