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知事が明 言

魅力ある観光資源だ︒新
幌駅のイランカラプテ像

る独自の文化と認識︒札

道の観光政策は失敗する﹂
と指摘し︑今後の取組に
ついて質問しました︒
観光客の目 線で
これに対して知事は︑
﹁地域の創意工夫が重要︒
滞在交流型の観光地づく
りなどを支援する︒時代
の変化や観光客のニーズ
に対応し︑観光客の目線

移出額を増やすことは︑

拡大の余地がある︒国内
値化などにより移出増を

掘・磨き上げ︑高付加価

知事は﹁地域産品の発

開なども行うべきだ﹂と

も合致する︒そのため水

料基地・北海道の役割に

上げにも貢献するし︑食

路拡大のため︑どさんこ

支援を行う︒道外への販

輸送技術の開発など移出

度管理マニュアルを作成︑

知事に質しました︒

揚げされる高級魚の鮮度

プラザの新たな店舗展開

国人の目標だけ増やし︑

過ごしてはいけない︒外

とするなら︑この点を見

計画全体の見直しについ

誘致に積極的に取り組む︒

立ち︑道外からの観光客

と捉え︑私自身が先頭に

﹁国内客の観光消費額は

これに対して︑知事は

は独立するくらいの気概

星野道議は︑﹁北海道

2008年…環境プロジェクト座長
2011年…脱原発プロジェクト座長
2013年…道民の日プロジェクト座長
現在…東区民主党代表(道議６期目)
星野道議略歴

北海道議会議員

二〇一五年十月

します︒

い申し上げ︑ご挨拶と致

変わらぬご指導をお願

治課題に取り組みます︒

課題解決と︑道政上の政

私も負けずに︑地域の

分です︒

る仲間に元気を戴いた気

した︒地域で頑張ってい

特許をまた一つ取得しま

人が︑再生エネに関する

とあだ名をつけている友

私が﹁東区のエジソン﹂

めたいと考えています︒

入促進のための取組を強

再生可能エネルギーの導

に太陽光や風力発電など︑

チャンスととらえ︑さら

予測されますが︑これを

売会社が参入することが

ます︒北電以外の電力小

の小売が完全自由化され

す︒来年の四月から電力

私の原点は︑脱原発で

おります︒

全力で働く決意を固めて

エネルギー委員会です︒

所属は︑経済委員会と︑

ら︑半年が経ちました︒

の議会に送って戴いてか

皆様のお陰で︑６度目

です︒

こんにちは︑星野高志

来道して４０年、これからも北海道のため働きます

化で空港を埋め尽くすく
らいの意欲と行動が求め
られる﹂と知事に提言し
ました︒
これに対し知事は﹁ア
イヌ文化は自然を敬い共

北海道は現在︑北東北
千歳空港にはアイヌ文化

生するという世界に誇れ

３県などと連携して﹁縄
は︑市民や観光客の待ち
合わせ場所にもなってい

展示コーナーもあるが不

産登録を目指しています︒ 十分︒観光立国を目指す
る︒空港ビルの管理者の

文遺跡群﹂の世界文化遺
としながら︑空港のイメー

結する︒もう一度きてみ

に立った観光政策を進め

遺跡群や出土品は︑文化

たいと思える北海道を官

る﹂と答弁しました︒

ジは無国籍だ︒先住民族

てきました︒団体客を重
民あげてつくりあげる努

星野道議は︑﹁観光振

視した時代から︑家族や
力が必要︒今後とも経済

な観光資源でもあります︒ に対する畏敬の念を根底

友人同士など︑個人客を
委員会などで︑議論を続

興は︑景気の活性化に直

対象とした傾向が現れは

旅行のスタイルが変わっ

じめたのです︒道議は︑
けたい﹂と話しています︒

組む﹂と答弁しました︒

国内外に発信すべき﹂と

知事の見解を問いました︒
知事は﹁すぐれた観光

資源としての価値を有す

ると認識し︑多言語で紹

介する映像を新たに作成

し︑本道を訪れる観光客

市場にこそ注目すべき︒

ンテナショップである︑

外国に食料の６割を依存
目指す︒ブリやサバの鮮

どさんこプラザの全国展

知事は公約である﹁道
我が国の食料自給率引き

拡大 可 能 な 国 内 市 場
産食品の輸出１千億円﹂
している国内市場はまだ

ています︒相当な予算を
保持や移出ルート確保な

に向け取り組む﹂と答弁

食 料 自 給 率 向 上 に貢 献

を実現するため︑７年前
に閉鎖したシンガポール

に縄文文化の魅力を理解
伴います︒道議は﹁無駄

事務所の再開準備を進め

していただくため︑情報
な出費をすべきでない﹂
どのノウハウ確立や︑現
しました︒

肝心の日本人目標を減ら

ては次の計画策定時に検

在６店舗ある道産品のア

すのでは本末転倒﹂と迫

星野道議は﹁北海道観

手に商売するという決意

討する﹂と答弁しました︒

光を支えているのは︑実

道
(議指摘のとおり 大
)き
い︒このため︑北海道新

が必要﹂と話しています︒

りました︒

道の資料によると︑道 費額 は
)︑約一兆三千億
内における旅費︑宿泊費︑ 円です︒そのうち︑外国

は日本人だ︒観光振興に

幹線の開業を絶好の機会

が求められる︒日本を相
人の額は九百億円弱に過

より景気対策を進めよう

日本人

北 海 道 観 光 〜 目 立 つ の は ︑ 外国 人 だ が

支えているのは

４面に関連記事

お土産など︑観光にかか
わる総売り上げ 観
(光消

ぎません︒

野道議は︑日本人観光客にこそ目を向けるべきと訴えました︒

きがちですが︑消 費額では︑外国人 が占める割合は６． ６％です︒星

知事公約の外国 人観光客３００万 人誘致︒﹁莫買い﹂ などに目がい

日本 を相手 に商売 する 気概を

さらに道議は︑﹁本道 として︑﹁国内に出荷し
にしかないアイヌ文化も︑ ている毎年２兆円規模の

発信する﹂と答弁︒

﹁この変化に鈍感だと︑

道議は﹁積極的に活用し︑ におきながら︑アイヌ文

遺産であると同時に貴重

観光 客の ニ ーズ に 対応

協力を得ながら︑積極的
団塊の世代が本格的な
にアイヌ文化発信に取り 退職時代に入った今日︑

観光スタイルが変化

道産食品
今年の第三回定例道 議会。星野道議は、民主党の最 終
質問者として登壇しま した。観光振興、道産食品の本 州
への出荷、科学技術振 興、道庁周辺整備、水素社会へ の
対応、太陽光や洋上風 力発電など再生可能エネの導入 促
進 な ど、 知 事 の 政 治姿 勢 を 質 し ま した 。 (2015年 9月 18日 )

土 偶 など 出土 品 は観 光客 に人 気

札 幌 駅 にあ る イ ラ
ン カ ラ プ テ像 。 観 光
客 の 待合 わせ 場 所に
どさ んこ プ ラザ 名古 屋 店

1995年…北海道議会議員初当選
2002年…議会エネルギー委員長
2004年…民主党北海道幹事長
2007年…議会経済常任委員長

団体客から個人客へ

実は

1951年…東京都葛飾区で生まれる
1970年…都立大理学部(物理)入学
1974年…緑の大地に憧れ来道
1975年…市営地下鉄南北線運転士

﹁ 積 極 的 に発 信﹂

世界に誇る 縄文文化、アイヌ文化

発電

﹁洋上は重要なエネルギー源﹂

導 入促 進へ 環境 整備
事の認識を問いました︒
重要なエネルギー源

なエネルギー源と考えて

年度新たに︑セミナーの

対応を問うと知事は﹁今

さらに道議が︑今後の

開催など︑他県に比べて

目前なのに︑今頃セミナー

できる︒しかし実用化は

位性を認めた答弁は評価

道議は﹁洋上風力の優

海水の電気分解も

開催や︑利用海域などを

いる﹂と答弁しました︒

設定するゾーニングをモ
取組が遅すぎる﹂と指摘
しています︒
洋上風力は︑文字通り
海の上で発電するわけで
すから︑周囲は海水です︒

デル的に策定するなど︑
あるはず︒例えば離島へ

た本道ならではの取組が

ても実証試験をおこなう

けですから︑大きなロス

この海水を電気分解し︑

などにより︑陸上に比べ

洋上風力発電の導入促進
の電力供給なども重要な

知事は﹁これまで送配

べき﹂と質すと︑知事は

しかも︑太陽光発電で
が生まれます︒

水素を製造する研究も環

て高い発電効率が期待で

に向けた環境整備に取り

知事は﹁風車の大型化

これまで星野道議の質
き︑騒音などの住民生活

組むと﹂と答弁しました︒ 課題だ﹂と話しています︒

電は︑交流が普及してき

﹁道立工業試験場で直流

テレビやエアコン︑洗
できる電気は直流です︒

て否決されました︒

造することが可能な︑次

岡のように︑智恵を出せ

暮らしや産業を大きく変

発が主流だが︑近いうち

ムや燃料電池自動車の開

ころ︑家庭用エネファー

に必ず水素発電が実用化

道議は﹁水素社会は︑
夢を現実にするものだ︒

される﹂と指摘し︑知事
知事は﹁水素は将来の

の見解を求めました︒

耐久試験場をつくり民間

福岡県は︑水素タンク

開発の可能性を検討する﹂

した水素に関連する技術

道ならではの特性を活か

主要なエネルギー源︒本

からの委託を受けていま

と答弁しました︒

ると考えられます︒さら

の歴史を背負うことにな

た︒改築した場合︑百年

必要と指摘されてきまし

年を経過し︑耐震改築が

道議会庁舎は︑築６４

けるよう特徴を活かした

次の世代に引き継いでい

と位置づけられており︑

創出を目標としたエリア

値の継承や新たな魅力の

札幌市によって歴史的価

知事は﹁この地区は︑

さらに道議は﹁三つの
庁舎に供給する電力は︑

生する熱を冷暖房や

発電し︑その時に発

天然ガスなどで自家

システムとも言う︒

ンの略で︑熱電併給

コ・ジェネレーショ

言しました︒

ギーの確保を図る﹂と明

入も視野に入れ︑エネル

ネなど新エネルギーの導

言︒知事は﹁ガスコージェ

地産地消とすべき﹂と提

み合わせたエネルギーの

コジェネと再生エネを組

融雪などに活用する︒

コジェネとは？

レンガ庁舎︑議会庁舎と ︑ 地区にしていく﹂と答弁︒

に周辺地区は本庁舎︑赤

事の見解を求めました︒

ことが求められる﹂と知

する地区として整備する

可能性︑歴史文化を発信

に︑北海道のもつ魅力や

道民に開放されるととも

﹃百年の庭﹄と位置づけ︑

て進化 を続ける ︑仮称

リアを︑次の時代に向け

そこで道議は﹁このエ

特のエリアになります︒

物が一つに集約される独

それぞれ異なる性格の建

す︒世界一の規模です︒

技術 参入の可能性

と意欲的です︒

引き続き議論を深めたい﹂

える﹂と答弁しました︒

ネルギーと認識しており︑ の可能性がある︒今のと

ば︑いくらでも技術参入

会は始まったばかり︒福

した星野道議は﹁水素社

一昨年︑同施設を視察

なっています︒

カーは︑こぞって顧客と

など︑燃料電池自動車メー

していたトヨタやホンダ

これまでアメリカに委託

道議は︑﹁海に囲まれ

問に︑知事は﹁本道は再

ネルギーの拡大を図るう

と答弁し続けてきました︒ への影響が少なく︑新エ

生可能エネルギーの宝庫﹂

えで︑洋上風力は︑重要

様々な制限がありますが ︑
えるものと︑大きな期待が寄せられています︒
などを活用して大量に製

たが︑送電ロスが少ない

システム開発に関わる研

濯機など︑家電はほとん

閣法制局長官︑元最高裁判事

景気や社会保障︑子育て︑

境省で進められています︒

そこで今議会で道議は︑

道議
知事

海上の場合それもなく︑

ベル放射性廃棄物も出さ
ない︑夢の社会と言われ
ている︒しかし道の水素
ビジョン案では︑そうし
た感動が伝わってこない︒
将来像を示すべきだ﹂と
これに対して知事は︑

見解を求めました︒
﹁水素は︑太陽光や風力

国では太陽光で発電し
た電気をエアコンなどの

など︑交流に比べ優位性

究を民間と共同で実施︒

安部政権

など︑日本を代表する関係有

教育︑環境︑エネルギーなど
道政には様々な課題がありま
すが︑それらすべて
は︑まず世の中が平
和であることが大前
提の議論です︒
私は︑この法律に
断固反対です︒今後とも︑議
会内外の取組を通じて︑戦争
を可能とする法律を廃止する
ため全力を尽くす決意です︒

の世代を担うクリーンエ

道 の将 来 像 を示 す べき
｢
｣
暮 らし を 大 きく 変 える
｢
｣

水素社会の到来

洋上風力発電に関する知

進められています︒

に浮かべる方式で開発が

は︑浮体式と呼ばれる海

が少ないため︑環境省で

離島への電力供給も今後の課題

欧州では︑ 洋上風力発電が再生可能 エネル
ギーの主流に なっています︒星野道議 は︑知
事に認識と取組について問い質しました︒
になっています︒

海の中に風車を建てる
大型化も可能だからです ︒
道議は﹁将来の水素社

欧州 では洋上が主流

洋上風力発電は︑日本で

会は︑二酸化炭素も高レ

水素社会は ︑重油やウ ランを燃料 としてき

はまだ実証試験の段階で
ただし日本の場合︑沖合

陸上では︑設置場所に

すが︑欧州では︑既に再
数キロに及ぶ遠浅の海岸

た ︑これまで のエネルギ ー社会を根 本から変

生可能エネルギーの主流

交 流か ら 直流 に代 わる 時代 がや って くる

家電製品に直接供給する
実証試験を行い︑一般の
住宅に比べ︑約１５％の
省エネ効果を確認した︒
直流送電は︑次世代技術
と認識し︑情報収集に努
める﹂と答弁しました︒

が認められる直流送電が

今後とも研究の進展を注

さらに道議が﹁道とし

ここに着目した星野道

欧州を中心に導入されて

直流は次世代技術

経産省も実証試験
電気の世界が少しづつ変わってきています︒コンセントの電気は

それをわざわざ交流に変

議は︑知事に直流交流に

ると言われている直流について星野道議は︑議会で取り上げました︒

えて送電し︑使う段階で

は︑自民党

識者たちが︑この法律を憲法

視する﹂と答弁しました︒

関する認識を質しました︒ きている︒

交流ですが︑実は電化製品は直流で動いています︒省エネに貢献す

水素製造も

再び直流に変えているわ

と公明党に

見書は︑自民党︑公明党によっ

提出した﹁廃案を求める﹂意

道議会でも︑民主党会派が

わらずの︑まさに暴挙です︒

星 野高 志

違反と指摘してきたにもかか

衛という国の基

洋 上で は 風車 の大 型化 も 可能

エネルギーの地産地消

福 岡県 の水 素タ ン ク耐 久試 験 施設

知事 答弁 を 議場 の自 席 で聞 き入 る星 野 道議
星 野道 議に 答弁 す る高 橋知 事
よる強行採決で︑安保法案を
成立させました︒
これまで海外で
の武力行使を禁

ど直流で動いています︒

こでも戦争に参加できるよう

じてきた専守防

製品の内部にＡＣ Ｄ
-Ｃ
アダプターが組み込まれ

にしてしまったのです︒
多くの憲法学者︑歴代の内

本政策を大転換し︑地球上ど

ていて︑交流を直流に変
換しているのです︒

本庁舎・赤レンガ・議会の電力

洋上風力 が､本道を変える
工業試験場では、様々な研究開発が

道立工業試験場
民間と共同研究

国に頼るのではなく、国から頼られる北海道を目指して

省エネ効果大きい直流

(２)
(３)

