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ごあいさつ

　新型コロナウイルス感染症の長期化により、
保健、医療、福祉従事者の皆さんのご負担も大
きくなっており、また、売上の減少や労働、就
業環境の変化など、道民の皆様の生活にも多大
なる影響が及んでいます。
　地域イベントや催し、集会が中止、縮小する
なかで、皆様の声をきめ細やかに伺うことが難
しくなっていると感じています。
　皆様のお困りごとや地域課題を的確に把握す
るため、自分の目で見て、耳で聞く、現場主義
を大切に、地域の皆様の声に寄り添いながら、
政策実現のために知見を深め、政策議論を展開
してまいります。
　引き続き、感染症対策をはじめ地域の皆様の
暮らしと生活を第一に、石狩地域の発展のため
に全力で取り組んでまいります。
　今後とも変わらぬご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

年４回 開催される 定例 道議会 のうち 、３回 の定例年４回 開催される 定例 道議会 のうち 、３回 の定例
会で 一般質問を 行い 、コロナ対策や資材価格の上昇、 会で 一般質問を 行い 、コロナ対策や資材価格の上昇、 
子育て政策、 昨夏の高温 ・少雨に よる農作物への 影子育て政策、 昨夏の高温 ・少雨に よる農作物への 影
響 、災害 対応 、ゼロカーボン北海道 の推進など につ響 、災害 対応 、ゼロカーボン北海道 の推進など につ
いて質問を行いました。いて質問を行いました。
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総合政策部所官審査総合政策部所官審査
1．次期連携地域別1．次期連携地域別
　 政策展開方針について政策展開方針について
1．離島振興について1．離島振興について
1．北海道新幹線札樽トンネル工事1．北海道新幹線札樽トンネル工事
　 における発生土の対応についてにおける発生土の対応について



文文教委員会の随時調査にて

北竜建設業協会の皆様と意見交換北竜建設業協会の皆様と意見交換

留萌地域選出の浅野貴博道議とともに石狩、留萌管内をまわり、留萌地域選出の浅野貴博道議とともに石狩、留萌管内をまわり、
管内の漁業、農業関係者の皆様と意見交換を行いました。管内の漁業、農業関係者の皆様と意見交換を行いました。

旭川では、今津寛介 旭川市長と旭川では、今津寛介 旭川市長と
除雪問題や空き家対策について意見交換。除雪問題や空き家対策について意見交換。

清水町にて清水町にて
木造応急仮設住宅モデル実証実験事業の木造応急仮設住宅モデル実証実験事業の
仮設住宅を視察。仮設住宅を視察。

昨夏の高温・かんばつによる農業被害について、昨夏の高温・かんばつによる農業被害について、
現地調査を実施現地調査を実施

八幡町入口交差点に歩行者信号が新設
国道と道道が交差し通学路にもなっ
ている八幡町の交差点の歩行者信号
機が片側のみしか設置されていなか
ったことから、地域より整備要望が
あり、この度、新たに歩行者信号機
が追加設置されました。

和田義明 衆議院議員とともに、漁業関係者の皆様から和田義明 衆議院議員とともに、漁業関係者の皆様から
漁港施設整備に関する課題や要望を濃昼漁港、厚田漁漁港施設整備に関する課題や要望を濃昼漁港、厚田漁
港へ伺い聴取。港へ伺い聴取。

石狩データセンターや建設中の大規模バイオマス
発電所、石狩湾新港洋上風力発電の
建設予定地を視察いただきました。

福祉現場を実体験
社会福祉法人ゆうゆう様のご協力の下、グループホーム
にてスタッフさんのサポートをいただきながら夜勤業務
に従事させていただきました。
入浴、排せつ、食事の介護、日常生活の援助など、福祉
人材の確保、定着、育成に向けた課題について、現場体
験を通じて、その重要性を勉強させて
いただきました。

女性が活躍する社会へ！
自民党・道民会議、公明党の道議会女性議員による女性農
業者の活躍推進に関する勉強会が石狩で開催され、地元選
出議員として同行させていただきました。

大学生議員インターンシップの受け入れ
NPO法人ドットジェイピー様が運営する議員インターンシ
ッププログラムにて、春（２月～３月）と夏（７月～８月）
の２回、大学生の受け入れを行いました。

議員の仕事や思い、社会に貢献する
意識を高める機会として、議会活動
をはじめ市長との懇談会や学校、団
体、企業様への訪問を通じ、地域の
取り組みや政策課題を学んでいただきました。

鈴木直道知事が石狩湾新港地域を視察

作柄や農業被害の状況について、作柄や農業被害の状況について、
石狩管内選出の自民党・道民会議に所属する道議会議員と石狩管内選出の自民党・道民会議に所属する道議会議員と
石狩地区農協組合長会様による意見交換会を実施しました。石狩地区農協組合長会様による意見交換会を実施しました。

海辺の利用に関する地域要望を受け、
札幌市北区選出の中野渡志穂道議と
ともに、石狩湾新港海浜地の取付道
路の状況を視察。
利活用について情報交換を行いました

港海浜地の取付道路の状況を視察

「三菱商事株式会社と当別町「三菱商事株式会社と当別町
との連携・協力に関する協定」との連携・協力に関する協定」
締結式に出席。締結式に出席。

浜益にて漁協青年部の浜益にて漁協青年部の
皆さんと意見交換。皆さんと意見交換。

令和３年、北海道が開催地と令和３年、北海道が開催地と
なった全国育樹祭に出席。なった全国育樹祭に出席。

米産地である石狩、当別、新篠津。
少しでもお米を食べよう！
ということで、ポータブル炊飯器を購入し、
道議会開催時はお弁当を持参しています。
地元食材を使い、最近はバリエーションも
豊富になりました。

新篠津。篠津石狩 当別、新
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鉄スクラップの輸出促進に向け鉄スクラップの輸出促進に向け
た大水深岸壁の整備について、た大水深岸壁の整備について、
鈴木知事と（一社）日本鉄リサ鈴木知事と（一社）日本鉄リサ
イクル工業会の皆様と情報交換。イクル工業会の皆様と情報交換。

石狩浜海水浴場の石狩浜海水浴場の
清掃活動に参加。清掃活動に参加。

隣接地域である空知地域、留萌地域へ伺い、隣接地域である空知地域、留萌地域へ伺い、
共有する地域課題について共有する地域課題について
同僚議員とともに同僚議員とともに
現地視察や意見交換を実施しました。現地視察や意見交換を実施しました。

隣接地域である空知地域、留萌地域へ伺い、隣接地域である空知地域、留萌地域へ伺い、
共有する地域課題について共有する地域課題について
同僚議員とともに同僚議員とともに
現地視察や意見交換を実施しました。現地視察や意見交換を実施しました。

毎定例会の早朝に開催される毎定例会の早朝に開催される
会派の勉強会では、文教委員会の委員として会派の勉強会では、文教委員会の委員として
教育行政勉強会の調整を担当。教育行政勉強会の調整を担当。
早朝勉強会では、早朝勉強会では、
農業政策、建設行政、環境生活行政といった農業政策、建設行政、環境生活行政といった
幅広い分野の勉強会が実施されており、幅広い分野の勉強会が実施されており、
活発な意見交換が行われています。活発な意見交換が行われています。

毎定例会の早朝に開催される毎定例会の早朝に開催される
会派の勉強会では、文教委員会の委員として会派の勉強会では、文教委員会の委員として
教育行政勉強会の調整を担当。教育行政勉強会の調整を担当。
早朝勉強会では、早朝勉強会では、
農業政策、建設行政、環境生活行政といった農業政策、建設行政、環境生活行政といった
幅広い分野の勉強会が実施されており、幅広い分野の勉強会が実施されており、
活発な意見交換が行われています。活発な意見交換が行われています。
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各種友好団体の要望や提言を来年度の施策や各種友好団体の要望や提言を来年度の施策や
予算に反映させるため、毎年開催されている予算に反映させるため、毎年開催されている
団体政策懇談会にて、熱心に意見交換団体政策懇談会にて、熱心に意見交換

空知地域選出の植村真美道議と石狩、空知管内をまわり、空知地域選出の植村真美道議と石狩、空知管内をまわり、
観光、農業、建設分野の現地視察や関係者の皆様から課題を観光、農業、建設分野の現地視察や関係者の皆様から課題を
聴取。聴取。
地方地域の担い手確保などについて意見交換を行いました。地方地域の担い手確保などについて意見交換を行いました。

北海道苫小牧支援学校、北海道平取養護学校、北海道苫小牧支援学校、北海道平取養護学校、
北海道静内農業学校を視察。北海道静内農業学校を視察。
特別支援学校の地域連携や中高連携、特別支援学校の地域連携や中高連携、
マイスターハイスクール事業等に係る取り組みマイスターハイスクール事業等に係る取り組み
状況を聴取し、校舎視察を行いました。状況を聴取し、校舎視察を行いました。

北海道苫小牧支援学校、北海道平取養護学校、北海道苫小牧支援学校、北海道平取養護学校、
北海道静内農業学校を視察。北海道静内農業学校を視察。
特別支援学校の地域連携や中高連携、特別支援学校の地域連携や中高連携、
マイスターハイスクール事業等に係る取り組みマイスターハイスクール事業等に係る取り組み
状況を聴取し、校舎視察を行いました。状況を聴取し、校舎視察を行いました。

自民党・道民会議の有志メンバーにて、自民党・道民会議の有志メンバーにて、
北方建築に関する現地調査を実施北方建築に関する現地調査を実施
旭川市の道総研建築研究本部にて旭川市の道総研建築研究本部にて
建策行政に関する研究内容や建策行政に関する研究内容や
施設視察を行いました。施設視察を行いました。

自民党・道民会議の有志メンバーにて、自民党・道民会議の有志メンバーにて、
北方建築に関する現地調査を実施北方建築に関する現地調査を実施
旭川市の道総研建築研究本部にて旭川市の道総研建築研究本部にて
建策行政に関する研究内容や建策行政に関する研究内容や
施設視察を行いました。施設視察を行いました。


