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新型コロナウィルスの影
抜本的に強化すべき」と迫
りました。

は計上されず菊地道議は
「道民、
道内産業への支援を

案され、審議・可決となり
ました。

マスクなどの供給不足へ
速やかな対策を

マスクなどの供給で道は
「指定医療機関の在庫状況
を調査中」と答弁。
菊地道議は「不足してい
るのは明らか。供給を急ぐ
ように」と迫りました。

小樽の街の声ききました

新型ウィルスの影響

第１回定例道議会は、新型コロナウィルス対策として、
鈴木直道知事の「緊
急事態宣言」のもとで開催され、道議会も代表質問を縮小、日本共産党の一
般質問は 分から 分になりました。
菊地葉子道議は①新型コロナウィルス対策②カジノ問題③キタデミー賞大
幅予算超過問題④日米共同訓練のオスプレイについて⑤病院再編や国民健康
保 険 の 保 険 者 努 力 支 援 制 度 な ど、 道 民 生 活 に つ い て ⑥ 選 挙 演 説 中 の ヤ ジ 排
除・公安問題などを一般質問でとりあげ、鈴木知事に迫りました。

緊急事態宣言が

響による観光客の激減や外
出自粛により、宿泊業や小
そ の 後、最 終 日 の 本 会
議に感染拡大で影響を受
けた中小企業に対する低

年度の最終補正予算
（案）に
も新型コロナ感染症対策費

売業、あらゆる業種で売り
上げが落ち込んでいます。
菊地道議は日韓、日中問

道
 民生活と経済に影響

題に加え、消費税 ％への
増税が追い打ちをかけた上

利貸付制度の拡充など計
２７７億３４００万円の
・ 年度の補正予算が提

に鈴木知事が「緊急事態宣
言」を出して混乱させた責
任は重く、先行き不透明感
を増長し、道内の経済に暗
い影響を及ぼしていると告
発。
また公立学校への対応に
ついて「早期再開や分散登
校で、市町村の考え方と対
応を尊重するのか」との質
問には、知事、教育長とも
に答弁をさけました。
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３月菊地道議と丸山晴
美・高野さくら両市議は市
内中心部の市場・商店を訪
問、
切実な声を聞きました。

検索
ふんわか菊地葉子

メールアドレス：jcp-kikuchi@tmt.ne.jp
FAX 64－5592

18

感染症対策予算、最終
本会議にようやく提案
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10

当初提案された２０２０
年度予算
（案）
にも２０１９

北海道保険医会で懇談する道議団（菊地道議：左から２人目）ら

商店主の声を聞く菊地道議
（中央）
と
丸山市議
（左端）

・お客がごった返してい
たのが嘘のように人通
（三
りがない。
 角市場）
・道新が客足７割減と報
道したが実際はほぼ
１００％減。
・これから融資の相談な
ど必要かな。
・消費税減税より中小企
業がこの５月支払う消
費税の減免や猶予対策
こそ効果的ではないか。
 （サンモール商店街）
・政策金融公庫の融資相
談がすごく混んでいる。
・飲食店関係は客の入り
が悪く早上りにするの
で働いている人は賃金
が減ると心配している。
・小樽で感染者が出てか
らはばったり人の足が
止まった。
午後４時上がりにして
（食堂）
いる。 
・午後から勤務している
タクシー運転手は午後
８時 分で３人目の
客。客がいないのに客
待ちのタクシーの列ば
かり。フリーター同様
の雇用形態なので自宅
待機にされたら生活で
きなくなる。
30
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菊地道議は、畠山和也前衆議院議員・道議団ととも
に道医師会・道保険医会を訪問。
マスクなどの物資不足・学校休校によるスタッフ体
制への影響、受診控えもある中で収入減対策など、こ
の１ヶ月間の医療側の状況を聞きました。
「患者さん
にとって検査を受けることに躊躇されることのないよ
うに」（道医師会）との思いは同じですが、どこの病
院で診察できるのか、正確な情報を知らせることこそ
大切です。

医療体制確保に、きめ細やかな対策を!!

TEL 64－5591
〒047－0032 小樽市稲穂１－12－205
菊地葉子事務所
発行：日本共産党北海道議会議員
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新年度予算の抜本的強化、
マスク・消毒薬不足に急いで供給を

菊地葉子 です

菊地道議 知事を追及

新型コロナウィルス感染対策を!!
こんにちは！

ヤジすら言えない社会は許されない!!
－菊地道議、道警ヤジ排除を追及－

－高橋前知事の責任は重大－

療機関が地域において救急
医療の政策医療、小児医療
等の不採算医療を担い、感

公立・公的病院は再編統合をやめ、
維持拡充を

る」と答弁。
感染症指定医療機関であ
る旭川市立病院、国立函館

菊地道議は一般質問で公

的病院の再編・統合問題を
とりあげ「訪問した先すべ

FAX64－5592

染症対策においても重要な
役割を果たしている」と評
価 し つ つ、
「国に対し財政
措置の拡充を求める」と答
弁。さらに全国の分析結果
は「 絶 対 的 な も の で は な
い。地域の実情を十分に勘
案し、圏域毎に設置した重
点課題について議論を積み
重ね地域医療構想の実現に
向けて取り組む」と答えま

☎64－5591

病院の名前が公表されまし
た。
菊地道議は「いままさに
新型コロナウィルス感染症
対策に追われている公的医
療機関の果たす役割が重要
であり、
公的病院の再評価、
維持・拡充こそ求められて
いる」と指摘。地域医療の
確保等に関し、今後の対応
を問いました。

小樽市稲穂１－12－205 ステーションハイツ

てで『地域事情も顧みず、
機械的・一律的』と怒り戸
惑いの声が聞かれた」こと
を紹介し知事に「公表をど
う受け止め行動したのか、
撤回を求めるべきではない
か」と質しました。
中野祐介副知事は「住民
に不安を与え、医療現場に
混乱をもたらすとの懸念の
声も伺った。国に対し丁寧

菊地葉子事務所

した。

●月曜日～金曜日
●午前10時～午後４時

道庁前宣伝する道議団（中央：菊地道議）

鈴木直道知事は「公的医

生活相談をうけています

菊地道議は７月の参院選で、安倍首相の演説に「安倍や
めろ」とヤジを飛ばした男性らが道警に強制排除された問
題を昨年９月・12月議会に引き続き質問しました。

な協議での取り組みを求め

北海道命名150年を記念して2018年
２月に開かれた祭典「キタデミー賞」
は、実行委事務局の道が運営委託会社
と契約書を結ばずイベントを開催。
会社側が当初予算の３倍を超える
6502万円の支払を求める民事調停を札
幌地裁に申し立て、道は約2805万円を
支払う調停案を受け入れました。
菊地道議は「赤字が出た場合は道だ
けが負担する」特例規定について「誰
が何故そのような判断をしたのか」と
質問。知事は「当時の総合政策部長の
独自判断」と答弁。当時道幹部が「『キ
タデミー賞』の経費が膨らんで大変」
と企業に寄付を求めていたことを示す
と、当時の知事から「予算を超過して
いる認識はなかった」と回答があった
と述べるだけで高橋前知事の責任には
言及しませんでした。菊地道議は「庁
内チームでは前知事や担当副知事への
遠慮や忖度が生じる。外部有識者会議
を立ち上げ、真相解明に当たるべき」
と厳しく指摘しました。

～説得力ない「法的根拠」～
道警はヤジを飛ばした男性を強制
的に排除した法的根拠は「警察官職
務執行法」と説明。党道議団の調査
では、同法に基づく措置は、過去３
年間で２件。いずれもクマの駆除の
際の猟銃使用であり、ヤジを飛ばし
ただけで警職法が発動された記録は
ありません。

～法的根拠示さず排除～
菊地道議は、排除された男性が「法的根拠は何か」とくり返
し聞いたのに、警察官が説明しなかったことを取り上げ、
「な
ぜ説明しなかったのか」と質問。山岸直人警察本部長は「条項
を説明したものではありません」と警察官が法的根拠を説明せ
ず実力行使を行ったことを認めました。菊地道議は「法的根拠
すら告げずに実力行使に踏み切ることは権力機関としてあるま
じきこと」
と道警の対応を厳しく批判。
「不偏不党と言いながら、
モノ言う市民を強制的に排除することが民主警察の行動とは到
底いえない。真摯な反省の姿勢を示すべき」と迫りました。

～公安委員会と知事は無批判に報告書を了承～
公安委員会は
「警察の民主的運営と政治的中立性を確保する」
ことを目的に、警察を指導監督することが役割です。
しかし、公安委員会は警察の対応に対して一度も批判するこ
となく、報告書を了承しています。
菊地道議は「多くの法曹関係者が道警の主張に根拠がないと
指摘している。客観性のない報告を無批判に了承したことは、
公安委員会がその役割を果たしたとは到底言えない」と批判し
ました。

