平成 24 年 第 1 回定例道議会 3 月 8 日 一般質問
～北海道議会･会議録より～
一．行財政改革について
質

問

答

（一）税と社会保障の一体改革について
１．消費税の配分割合について
（広田議員）
通告に従い、質問いたします。
まず、税と社会保障の一体改革に関して、中央と地方
の消費税配分割合について伺います。
現在議論されている増税分の５％の中央と地方の配
分について、増加の一途をたどる社会保障費の財源とし
て、増税分を独占したい中央政府に対し、地方も、同じ
社会保障の担い手として、分配を求めて譲らず、結果と
して、地方消費税分は1.2％、地方交付税分は0.34％と
、現行の消費税の2.18％を下回ることとなりました。
この中央と地方の消費税配分割合について、知事はど
のように認識し、評価しているのか、伺います。
また、こうした議論において、どのような役割を果た
したのか、伺います。

２．具体的な社会保障のなかみについて
（広田議員）
次に、具体的な社会保障の中身について伺います。
消費税増税分の使途として、年金、医療、福祉、子育
てなど、幅広い世代にわたる社会保障に限定されると理
解していますが、この間の議論の中で、雇用対策、職業
訓練などに関しての議論などが、国と地方の役割分担の
検討も含め、希薄であると私は考えています。
知事は、この一体改革の対象となる社会保障の具体的
な中身について、どのように認識し、どのように対応さ
れるのか、伺います。

（二）コンパクト道庁について
１．従来型の行政改革・組織運営の評価について
（１）行政改革の効果について
（広田議員）
次に、コンパクト道庁について伺います。
まず、行政改革の効果についてですが、知事は、厳し
い財政状況のもと、コンパクト道庁を掲げ、地方の出先
機関の統廃合のほか、各部に対しても、一律のマイナス
シーリングを実施してきました。
だれがリーダーとなっても、厳しい判断を求められる
状況にはありましたが、この間、知事が進めてきた行政

弁

（知事）
最初に、行財政改革に関し、まず、消費税の配分割合
についてでありますが、社会保障・税一体改革大綱では、
消費税５％のうち、地方への配分割合が、地方交付税分
も含め、1.54％とされているところでありますが、こ
の配分割合は、国と地方の協議の場において、社会保障
分野における地方単独事業の扱いなどについて議論が
重ねられた結果、国と地方６団体との間で協議が調った
ものであり、地方の主張に一定の配慮がされたものと認
識をいたしております。
私といたしましては、地方税の充実強化を図るととも
に、地域間の税源偏在を是正することも重要と考えてお
り、全国知事会とも十分に連携を図りながら、地方の実
情に沿った税財源の充実に向け、今後とも積極的に主張
してまいります。

（知事）
次に、社会保障制度についてでありますが、今日、我
が国は、社会経済が低迷する中、少子・高齢化や核家族
化、世代間の不公平、貧困、格差などの問題に直面して
おり、これらに対応するため、社会保障制度の持続可能
性の確保と機能強化が求められているところでありま
す。
こうした中、国においては、本年２月 17 日に、社会
保障・税一体改革大綱を閣議決定し、子ども・子育て新
システムや、医療、介護、年金などについて、具体的な
改革に取り組むこととなったところであります。
現在、国の社会保障審議会などにおいて、個別分野に
おける制度改革の議論が進められておりますが、子育
て、医療、介護などを担う地方自治体の役割は極めて大
きいことから、道といたしましては、社会保障の現場を
担う地方の意見を踏まえた改革となるよう、引き続き、
全国知事会などを通じて、働きかけをしてまいります。

（総務部長）
行政改革の効果についてでございますが、これまで、
道では、厳しい財政状況の中、財政の立て直しや、行政
サービスの質の向上などを目指して、さまざまな行財政
改革に取り組んできたところでございます。
こうした取り組みの中で、指定管理者制度の導入や市
場化テストを実施し、新たなビジネスチャンスの創出や
雇用の促進を図るとともに、外部委員による評価を導入
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改革により、職場のモチベーションの低下など、道民
のために働くべき道庁の機能低下は進んでいます。
知事が、今期、五つのタスクフォースを設置される
など、新たな試みにも挑戦されていると受けとめます
が、知事御自身は、この間の行政改革が、本来の行政
改革の目的であると私が考える、道民の福祉の増進、
道民満足度の向上などにどう寄与してきたと考えてい
るのか、まず見解を伺います。

（２）マネジメントのあり方について
（広田議員）
次に、コンパクト道庁の組織のあり方についてです
が、トップリーダーである知事のマネジメント不足が
象徴的であると考える幾つかの点について、知事の見
解を伺います。
１点目は、短期的ですが、三重県などに実践例があ
ります、財政課、人事課の廃止についてです。
この間のマンネリ化した行政改革から脱却し、職員
の意識改革を促すため、例えば、財政課と人事課の廃
止の検討も含めた、大胆な組織のあり方検討が必要だ
と考えます。
私の印象ですが、道庁の皆さんとの意見交換の中で
、財政課は各部任せにする、各部は財政課のせいにす
るような無責任体質を道庁の中に色濃く感じます。こ
れは、道民にとって不幸です。
財政課、人事課を廃止し、各部の責任を明確にし、
また、財政課、人事課を廃止した上で、知事が今回設
置されたタスクフォースなどの全庁的な横断組織が機
能するとすれば、これまでの、いわばマンネリ化した
行政改革に、違う物差しを提示できる可能性がありま
す。
こうした組織文化を変えるためのチャレンジ、改革
は、トップの意思がなければできません。他自治体の
実践例の評価、検証も含め、知事の見解を伺います。
２．児童相談所の機能強化について
（広田議員）
次に、児童相談所の機能強化について、知事の見解を
伺います。
私は、この間の一律のマイナスシーリングの悪影響が
最も色濃く出ているのが児童相談所ではないかと考え
ます。
議会の責任も大きいですが、児童虐待など、さまざま
な事件、不祥事のたびに、その事件に対処する形で、い
わば場当たり的、局所的に、児童相談所のあり方につい
て議論がなされてきました。
時として、子どもたちの視点に立った場合に、必ずし
も的確な対策がとられていないため、現場に混乱や不信
が見られ、少ない人員の中で努力をしてきた職員が心身
ともに疲弊しています。児童相談所の機能強化は、一律
のマイナスシーリングの枠を超えて、長期的なあり方検

問

した特定課題評価を実施し、政策の質の向上を図るなど
、道民の満足度の向上に努めてきたところでございます
。
また、毎年度の政策評価や予算編成を通じた施策の見
直しにより、財源を確保し、毎年度増加している福祉関
係経費への対応などに取り組んできたところでござい
まして、今後におきましても、こうした取り組みを通じ
て、財政の健全化、道民の福祉の向上に取り組んでまい
る考えでございます。

（知事）
次に、行財政改革に関してでありますが、地方を取り
巻く厳しい財政環境の中で、各都府県では、地域の課題
や特性に応じた行財政改革に取り組んでいると理解を
いたしております。
道では、予算編成や組織編成において、裁量範囲の拡
大と責任の明確化を図るなど、各部局におけるマネジメ
ント機能の強化に取り組んでいるほか、五つの戦略ごと
に、庁内横断的なタスクフォースを設置するなど、新た
な取り組みもスタートさせているところであります。
今後、これらの取り組みの成果を検証するとともに、
他府県の実践例も参考にしながら、行財政改革をさらに
加速し、道庁の総合力を高めていくよう、私自身が先頭
に立ち、リーダーシップを発揮してまいる考えでありま
す。

（知事）
次に、児童相談所の機能強化についてでありますが
、児童相談所は、すべての子どもが、心身ともに健や
かに育ち、その持てる力を最大限に発揮することがで
きるよう、子どもや家庭を援助する中核的専門機関で
あることから、その役割を十分に果たすための体制整
備が重要であると認識いたしております。
道といたしましては、これまで、児童福祉司など職
員の増員を図るとともに、研修の充実により、資質向
上に努めてきているところでありますが、近年の、子
どもや家庭をめぐる問題の複雑多様化や、虐待相談を
初め、対応が難しい事案の増加を踏まえ、現在、中長
期的な視点も含めて、児童相談所のあり方について、
現場の意見を聞きながら、検討を進めているところで
あります。
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討が必要だと私は考えます。
今後は、こうした検討結果などを踏まえ、児童相談
知事は、児童相談所の機能強化について、どのように 所の機能の充実に向けて、一層取り組んでまいる考え
認識し、改善に向けて、どのように取り組まれるのか、 であります。
伺います。
３．観光振興機構のあり方について
（１）観光振興施策のあり方について
（広田議員）
次に、観光振興機構のあり方検討について伺います。
まず、観光振興施策のあり方について伺いますが、私
は、北海道の観光政策が観光振興機構にいわば丸投げで
、従来型のプロモーション偏重となってきた要因として
、入り込み数重視の考え方や、政策指標の設定のあり方
が問題であると、この間も質疑をしてきました。
道民のための観光振興施策の検証には、入り込み数の
増加よりも、いかに地域にお金が循環するよう地域を支
援できたかが重要です。
地域にお金が循環するためには、観光地における土産
物の質の向上、地産地消の推進のための食品加工業など
との連携、宿泊数増加のための体験プログラムの開発や
優秀なツアーガイドの養成などが求められます。
それを検証する成果指標としては、宿泊数や観光消費
額の増加、新たな雇用創出などが重点となるべきであり
、その実現のための取り組みが、体系的かつ地域ごとに
戦略的に行われる必要があり、それをコーディネートし
、支援するのが、道及び観光振興機構の本来の役割だと
考えます。
平成24年度までの観光振興計画においては、観光消
費額、食事やサービスの満足度、体験観光を目的として
訪れる道外観光客の割合などの指標設定もされており、
入り込み数よりも、むしろ、これらの指標が重要です。
達成状況はどのようになっているのか、まず伺います。
また、特に、より強化すべきと考える体験型観光に関
しては、もともとの指標設定自体が低く、現在の観光振
興機構の体制では、強化は困難と考えます。
平成24年度から計画の見直しに入ると承知をしてい
ますが、計画策定に関しての知事の基本的な考え方を伺
います。
（２）プロモーションのあり方などについて
（広田議員）
次に、プロモーションのあり方などについて伺います
。
プロモーションについては、観光予算の55.4％が引
き続き計上されています。プロモーションのあり方につ
いても、ツアー中心、キャンペーン中心から、個人旅行
などをターゲットとし、あわせて、格安やＢ級グルメの
みならず、付加価値の高い旅行商品の開発も求められて
います。
来年度においては、どのようにターゲットを絞り、地
域と連動して、具体的に、どのようなプロモーションや
旅行商品の開発を行う考えか、伺います。

（知事）
次に、観光のくにづくり行動計画についてでありま
すが、平成24年度を目標とする現計画では、観光入り
込み客数など六つの目標数値を設けており、昨年度ま
での実績では、観光消費額以外の項目については、目
標には至っていないところであります。
道といたしましては、平成25年度からの次期計画の
策定に当たっては、こうした実績を十分検証するとと
もに、近年の旅行形態の変化や観光ニーズの多様化に
加え、人口減少社会の到来、アジアの経済成長など、
社会経済情勢の変化なども踏まえ、地域における観光
消費の拡大や、地域の資源を生かした満足度の高い魅
力ある観光地づくり、さらには、国内外からの誘客な
どが効果的に進められるよう、観光振興機構との連携
のあり方なども含め、検討してまいる考えであります
。

（観光振興監）
行財政改革に関し、観光プロモーションなどのあり
方についてでございますが、旅行需要が低迷する中で
、本道への誘客を促進するためには、多様化するニー
ズに的確に対応した魅力的な商品づくりと、より効果
的な誘客施策の展開が必要であると考えております。
このため、道では、来年度において、地域の関係者
と緊密に連携しながら、食や文化、産業や体験など、
道内各地の多彩な魅力を生かした旅行商品の造成や、
花などをテーマとした広域的な観光ルートの開発など
、魅力ある商品づくりに取り組むとともに、家族や夫
婦、あるいは若者グループといった、さまざまな階層
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のモニターの受け入れを通じて、滞在型観光を積極的に
ＰＲすることとしております。
さらに、海外からの誘客については、旅行代理店を対
象とした商談会の実施にあわせて、造成された旅行商品
の販売を新たに実施するほか、ウエディングなど、テー
マを絞った新規市場の開拓に取り組むなど、より効果的
な施策の展開に努めてまいる考えでございます。
（３）観光振興機構に対する評価と今後のあり方
検討について
（広田議員）
次に、観光振興機構に対する評価と、今後のあり方
検討について伺います。
民主党会派の代表質問に対し、従来のプロモーショ
ン重視から、着地型観光の旅行商品の開発を重点に、
事業の枠組みを変更したとの知事の御答弁でした。
しかし、道の観光振興予算の約６億円の中身を見ま
すと、３年連続して、５億1700万円という定められ
た額が観光振興機構分として計上されています。
現場の担当者は、道民のために創意工夫していると
信じますが、構造として、道民のための観光振興施策
というよりも、観光振興機構ありきの予算編成になっ
ている印象をぬぐえません。
観光振興機構の体制やあり方についての知事の評価
と、計画策定とあわせた、今後に向けてのあり方検討
の必要性についての考え方を伺います。

【再質問】
（二）コンパクト道庁について
１．従来型の行政改革・組織運営の評価について
（１）行政改革の効果について
（広田議員）
まず、行政改革の効果について、再質問いたします。
総務部長は、道民の満足度の向上に努めてきたと御答
弁されましたが、判断の根拠がわかりません。
また、行政改革によるコストカットによって、毎年増
加している福祉関係費への対応に取り組むことで、道民
の福祉の向上に取り組んできたと答弁をされました。成
熟社会モデルづくりの今後にもかかわりますが、それは
、財政からの発想であって、道民の目線ではありません
。
道庁では、2006年２月に行政改革大綱を策定し、コ
ンパクト道庁を打ち出しました。単なる経費削減により
、縮小、萎縮する道政に陥ることなく、官から民への流
れを加速し、新たなビジネスチャンスや雇用の創出につ
なげる改革を進めるコンパクトガバメントとして、最少
の経費で最大の効果を上げると大綱に書かれています。
最少の経費ということだけが強調されて、道民のため
に最大の効果を目指すという基本の「き」が、この間の

（知事）
次に、北海道観光振興機構についてでありますが、
観光振興機構においては、これまで、民間ならではの
専門性と機動性を生かしながら、本道観光を牽引する
中核組織として、国内外のプロモーション活動や、地
域に対するコーディネート機能などを積極的に担って
きたところであります。
しかしながら、長引く景気の低迷や円高に加え、観
光地間の競争激化、さらには、昨年の震災などの影響
から、入り込み客が伸び悩むなど、本道観光は厳しい
状況に置かれております。
現在、観光振興機構においては、公益社団法人への
移行に向け、組織ビジョンや体制のあり方などの検討
を進めているところでありますが、道といたしまして
は、次期計画の策定に当たり、観光振興機構が、本道
観光の中核的推進組織として、その果たすべき機能が
より一層発揮されるよう、必要な助言を行いながら、
しっかりと連携を図ってまいる考えであります。

（知事）
最初に、行政改革についてでありますが、道民の満
足度を定量的に把握することについては、なかなか難
しい面もあると認識をいたしますが、道民意識調査や
パブリックコメントの実施などにより、道民の皆様方
の意向を施策に反映させるよう、努めてきたところで
あります。
また、政策評価においては、政策の合理的な選択と
質の向上を図り、限りある財源、人員などを効果的に
配分するといった考え方に基づき、道民のニーズに対
応した事業の再構築を図ってきたところであり、今後
とも、具体的な目標設定や事業効果の把握など、評価
の視点について検討を加えながら、行政改革に努めて
まいります。
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道庁に欠落しているのではないでしょうか。
知事は、道庁の総合力を高めていくよう、リーダーシ
ップを発揮していく考えを示されました。マンネリ化し
て、本来の目的を見失った行政改革に対し、私は、改め
て、道民の満足度に関する指標などを具体的に設定し、
何が道民のための最大価値なのか、職員一人一人が常に
考える組織にするための事業の見直しとなるよう、行政
改革の本質に戻るため、リーダーシップを発揮されるべ
きと考えますが、再度、知事の所見を伺います。
３．観光振興機構のあり方について
（１）観光振興施策のあり方について
（広田議員）
次に、観光振興機構のあり方について伺います。
私が、観光振興機構に関して、行革の観点から取り上
げる理由は、コンパクト道庁として、選択と集中を図る
ための行政改革の基本は、道民の皆さんのための政策と
その成果指標を道民の皆さんに明らかにし、その指標達
成のためには具体的にどんな事業がふさわしいのか、そ
の事業を実施する主体としてだれがふさわしいかなど
を、まさに客観的、公正に検証することだと思うからで
すが、御答弁では、指標設定の考え方が明確ではありま
せんでした。
再度、次期計画の策定に当たっての指標設定などの基
本的な考え方について、知事の見解を伺います。
また、観光振興機構において、公益社団法人への移行
に向け検討を進めており、今後ともしっかりと連携を図
っていくという知事の御答弁がありましたが、公益と認
定されれば、認定を受けた公益法人や、これに対して寄
附を行う個人及び法人に関して、税制上の優遇措置がと
られるはずです。
また、確認したところ、観光振興機構の会員数は、微
増ですが、増加傾向にあり、一つの団体に対して、漫然
と同額の予算計上が３年間されているということは、私
は、行政改革の観点からもおかしいと考えますが、知事
の所見を再度伺います。

（知事）
次に、観光振興施策に関し、次期の計画における目
標設定についてでありますが、次期の北海道観光のく
にづくり行動計画の策定に当たっては、滞在型観光の
進展やアジアの経済成長といった、さまざまな社会経
済情勢の変化などを十分に踏まえ、本道観光の目指す
べき姿をしっかりと描きながら、道議会はもとより、
北海道観光審議会での御議論やパブリックコメントな
どを総合的に勘案の上、目標設定について検討してま
いります。
次に、観光予算のあり方についてでありますが、厳
しい財政状況のもと、本道観光の一層の振興を図るた
め、観光振興機構との連携のあり方も含め、より効果
的な施策の展開に努めてまいる考えであります。
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平成 24 年 第 1 回定例道議会 3 月 8 日 一般質問
～北海道議会･会議録より～
二．次世代環境モデル創造戦略について
質

問

答

（一）本道経済活性化のためのタスクフォースの役割に
ついて
（広田議員）
次に、次世代環境モデル創造戦略について伺います。
知事は、重点的、加速的に取り組む五つの戦略ごとに
、庁内横断組織である五つのタスクフォースを設置され
ました。私は、特に次世代環境モデル創造戦略に期待を
します。
その期待する一つは、本道経済の活性化です。
民主党会派の代表質問でも、知事のこれまでの経済政
策、景気浮揚策が、実際の税収増につながっていないこ
とを指摘したところですが、次世代のために、これ以上
、環境に負荷をかけずに、本道の経済活性化を推進する
ことが求められます。
一方、一般政策予算が1500億円という厳しい財政状
況の中では、施策に限界があり、大規模な投資はできま
せん。
当面は、各中央省庁の、エネルギー政策転換を契機と
したさまざまな事業を、単発ではなくて、振興局を含め
て、全庁横断的に、川上と川下の連動や、都市と農山漁
村地域のそれぞれの強みと弱みの補完を考えながら、市
町村自治体とともに、点ではなく、面として、投資効果
を出していくことなどが道庁に求められます。
政令市である札幌市も含め、先進市町村自治体とも、
十分に情報交換や連携を図りながら、タスクフォースを
機能させる必要があると考えますが、今後のタスクフォ
ースの展開について、どのように考えているか、まず伺
います。
（二）本道経済活性化のための新たな資金調達の手法の
検討について
（広田議員）
次に、本道経済活性化のための新たな資金調達の手法
の検討について伺います。
今後想定される原子力発電の廃止、原油価格の高騰な
どの状況から、持続可能な本道の経済発展のためにも、
再生可能エネルギーによる発電、都市部や工業地帯での
ガス発電、コジェネなど、さまざまな事業主体による、
新エネ、省エネの取り組みを加速させることが重要です
。
７月から導入される固定価格買い取り制度などによ
り、市場経済の中で、新エネルギー基盤整備が進むこと
が理想的な姿ではありますが、次世代環境モデル創造戦
略のタスクフォースとして、新たな資金調達のあり方に
ついても、重要なテーマとして検討すべきと考えます。
企業局などを事業主体とした自然エネルギー基盤整
備に対して、レベニュー債などの導入により、海外も対
象にした資金調達の検討や、現在のミニ公募債は、道有

弁

（知事）
次に、次世代環境モデル創造戦略の展開についてであ
りますが、この戦略は、環境産業の育成振興、資源の域
内循環の推進、すぐれた環境の次世代への継承を柱に、
環境と経済が好循環する地域社会の創出を目指すもの
であります。
戦略の実行に当たっては、庁内の横断的な推進組織で
あるタスクフォースが、毎年度、施策の立案、実施、評
価を行いながら、効果的な取り組みの推進に努めてまい
る考えであります。
さらに、地域における展開を進めるため、国や道の施
策に関する情報を市町村に対し発信するほか、先導的な
取り組み事例に関し、意見交換による情報の共有化を図
るなどして、次世代環境モデル創造戦略の展開を促進し
てまいる考えであります。

（経済部長）
次世代環境モデル創造戦略に関し、環境産業の振興の
ための資金調達についてでありますが、環境分野への企
業の参入を促進するためには、設備投資などに係る円滑
な資金調達が重要と認識をしております。
このため、道としては、来年度、道の制度融資におき
まして、環境分野を重点分野の一つとして、融資利率を
引き下げるなどの優遇措置を講じますとともに、産業支
援機関を通じた、民間のファンドとのマッチングなどを
行うこととしております。
また、タスクフォースの活用なども含めて、金融機関
やＮＰＯなどとの意見交換、情報収集を行いながら、さ
まざまな資金調達の手法について研究するなどして、環
境分野における企業の資金調達の円滑化を促進し、その
振興に努めてまいる考えであります。

- 1 （了）-

二．次世代環境モデル創造戦略について
質

問

質

問

施設の建設などに限定され、短期のものなどの制限が
あることは承知をしていますが、北海道グリーンファ
ンドの取り組みなどに学びながら、新たな道民ボンド
の創設など、環境産業に対するベンチャー支援も含め
、これまでの枠にとらわれない資金調達の仕組みの検
討が必要だと考えますが、見解を伺います。
（三）環境配慮契約法への対応について
（広田議員）
もう一つは、環境配慮契約法への対応について伺い
ます。
経済と環境は、もはや車の両輪であり、目先の経済
成長や短期的な経済利益に目が奪われて、公害対策や
廃棄物対策などの追加コストが発生する事態は避けな
ければなりません。
また、従来型の公共事業への依存が強い本道におい
ては、厳しい財政状況の中にあっても、依然として、
一定程度の公共事業投資は避けられない現実があり、
環境のフロントランナーとして、北海道は、公共事業
、公共契約のグリーン化に率先して取り組む必要があ
ります。
平成19年に施行された環境配慮契約法は、地球温暖
化対策を契機として、日本経済の４分の１を支える公
共部門が環境配慮製品を買い支えることで、環境配慮
型市場への転換を促すことを目的としています。
この法律では、地方公共団体に対し、電力、自動車
、省エネ改修、建築物、船舶の調達に際して、環境配
慮契約の推進が求められていますが、道としての制度
的な対応がおくれています。早急に対応すべきと考え
ますが、見解を伺います。
【再質問】
（三）環境配慮契約法への対応について
（広田議員）
次に、次世代環境モデル創造戦略に関し、環境配慮契
約法への対応について伺います。
環境生活部長から、グリーン購入制度を比較検証する
などして検討するという御答弁をいただきました。
公共部門による買い支えという点に関しては比較検
討は可能ですが、そもそも、グリーン購入制度では、電
気や省エネ改修が対象となっていません。北海道は、ま
さに環境のフロントランナーとして、環境配慮契約を、
制度的、体系的に導入すべきと考えますが、再度、知事
の見解を伺います。

（環境生活部長）
次世代環境モデル創造戦略に関し、環境配慮契約法へ
の対応についてでありますが、道では、事務事業の環境
負荷を率先して低減するため、これまで、北海道グリー
ン購入基本方針や、道の事務事業に関する実行計画など
を策定し、ハイブリッドカーの導入や、庁舎の省エネ化
の促進などに取り組んできたところであります。
一方、御指摘の環境配慮契約法は、電力購入や省エネ
改修など、分野を特定し、契約の際に、価格に加え、環
境性能を含めて総合評価を行う、いわゆるプロポーザル
などの調達制度でありますが、この仕組みと、道がこれ
まで取り組んできた、競争入札を原則とするグリーン購
入制度を比較検証するなどして、より効果的な導入のあ
り方について検討を進め、環境に配慮した取り組みが一
層進むよう、努めてまいりたいと考えております。

（知事）
次に、環境配慮契約法への対応についてであります
が、道では、これまで、北海道グリーン購入基本方針
などに基づき、ハイブリッドカーの導入など、さまざ
まな環境配慮の取り組みを行ってまいったところであ
ります。
議員が御指摘の環境配慮契約法は、電力購入や省エ
ネ改修などの分野についての新たな調達制度であると
承知をいたしており、道のこれまでの取り組みを踏ま
え、より効果的な導入のあり方について検討を進め、
環境に配慮した取り組みを一層推進してまいりたいと
考えております。
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二．次世代環境モデル創造戦略について
質

問

質

【指摘】
（三）環境配慮契約法への対応について
（広田議員）
まず、環境配慮契約法への対応について指摘します。
私は、次世代環境モデル創造戦略の本質は、規制なく
して技術革新なし、技術革新なくして経済成長なしと確
信しています。
道は、現在、新エネ・省エネ促進行動計画を策定中で
す。繰り返しますが、現在のグリーン購入制度では、電
気や省エネ改修が対象となっていません。道庁みずから
が、電気を含めた環境配慮契約を導入し、二酸化炭素の
排出削減努力とあわせて、省エネ、新エネの促進を率先
して実行するべきです。
また、環境配慮契約の考え方は、短期的な価格のみを
重視するのではなく、公害対策や廃棄物対策も含めた長
期的なトータルコストを勘案するもので、真の行政改革
の視点からも有効です。道は、全国に先駆けて、環境配
慮契約に取り組むべきと考えます。
これまでも、道は、サミットにおける、環境配慮型と
道産食材配慮型の弁当製造・配達や、建設部などにおけ
る、環境配慮型の道産土木用資材モデル工事、十勝総合
振興局における、ＢＤＦ活用モデル工事など、環境と経
済活性化の双方に配慮した取り組みを実施してきたこ
とは承知しています。
しかし、個別ではなく、体系的に環境配慮契約を導入
するためには、全庁的な調整も必要ですから、知事のリ
ーダーシップを強く求めておきます。
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平成 24 年 第 1 回定例道議会 3 月 8 日 一般質問
～北海道議会･会議録より～
三．くらし安心・成熟社会戦略について
質

問

答

（一）成熟社会のモデルづくりについて
１．戦略の展開について
（広田議員）
３点目に、くらし安心・成熟社会づくりについて伺い
ます。
知事は、くらし安心・成熟社会戦略の目標として、か
つて経験したことのない人口減少、高齢社会において、
地域のさまざまな人々が支え合い、だれもが安心して心
豊かに暮らすことができる、持続可能な成熟社会のモデ
ルづくりに挑戦することを戦略目標とされました。
このタスクフォースにおいては、財政的な制約がある
中で、公的責任として、医療、保健、福祉などで道が果
たすべき役割を明確にしながら、新しい公共のあり方や
、地域づくり、地域再生における、生涯学習、社会教育
の役割なども含め、地域の力をより高めるよう、現状の
施策の見直し、検証とあわせ、協議されるべきと考えま
す。
私は、この間、何度か質疑をさせていただいておりま
すが、例えば、道立市民活動センターや道立生涯学習セ
ンターの役割を見直し、住民自治の観点から、地域の相
談拠点や、地域再生を担う人材育成の体制整備に重点を
置くなど、地域にこだわる知事の姿勢を、形として明確
にすることも必要ではないかと考えるところです。
知事としては、このタスクフォースを今後どのように
展開される考えか、まず伺います。

２．成熟社会フォーラムのとりくみについて
（広田議員）
次に、成熟社会フォーラムの取り組みについて伺いま
す。
成熟社会フォーラムが設置され、広範囲にわたる協議
がされていると承知をしていますが、現在の検討状況と
、今後、どのように施策に反映していく考えか、伺いま
す。

弁

（知事）
次に、くらし安全・成熟社会戦略の展開についてであ
りますが、この取り組みは、かつて経験したことのない
人口減少、高齢化のもと、人々が支え合い、だれもが安
心して心豊かに暮らすことができる、持続可能な地域社
会のモデルづくりを目指すものであります。
議員が御指摘の、地域づくり、人づくりの観点では、
支え合いの地域システムの構築に向け、こうした活動を
担うＮＰＯなどのネットワークづくりや人材育成など
を進めることといたしております。
道といたしましては、こうした方針のもと、庁内の横
断的な推進組織であるタスクフォースを中心に、毎年度
の重点政策に必要な施策を盛り込むなどして、関連する
取り組みの迅速で集中的な推進に努めてまいる考えで
あります。

（知事）
次に、成熟社会総合フォーラムについてであります
が、このフォーラムは、社会の高齢化と、個人の長寿化
が進む中、人々が支え合い、健康で心豊かに暮らすこと
のできる、持続可能な地域社会の実現を目指し、さまざ
まな分野の有識者の方々による活発な論議を通じて、政
策提言をいただくため、昨年 10 月に設置をいたしたも
のであります。
これまで２回開催したフォーラムにおいては、各委員
から、成熟社会のあり方のほか、福祉や経済、雇用、ま
ちづくりなどを複合的にとらえた論議が必要といった
御意見をいただいているところであり、私といたしまし
ても、成熟社会の実現に向けては、多様な分野にわたる、
横断的、一体的な取り組みが重要であると、改めて認識
をいたしたところであります。
フォーラムにおいては、今後、より具体的なテーマに
沿った論議を進めることとしており、いただいた御意見
や御提言については、道としても十分に検討しながら、
可能な限り、道の施策や国への提案要望などに反映をし
てまいる考えであります。
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三．くらし安心・成熟社会戦略について
質

問

質

（二）集落対策のとりくみについて
（広田議員）
次に、集落対策の取り組みについてですが、知事は
、持続可能な成熟社会の構築のため、地域の実情を踏
まえた、限界集落などの対策促進に向けた具体的方策
の推進や支援を掲げていますが、現在の取り組み状況
と、今後の対応を伺います。

（三）成年後見制度について
１．道としての取組状況と今後の取組について
（広田議員）
次に、成年後見制度について伺います。
私の地元・札幌白石区を初め、全国で孤立死という
悲しい事件が起き、私としても、責任の一端を感じて
いるところです。
くらし安心・成熟社会戦略の中でも、見守りや日常
的な支え合いの体制づくりが戦略として掲げられてい
ます。その体制づくりの一つとして、私は、成年後見
制度の活用が有効ではないかと考えます。
この間、保健福祉常任委員会でも質疑をさせていた
だいていますが、障がい、高齢の別なく、また、新し
い公共の観点からも、より積極的に取り組むべきと考
えますが、見解を伺います。

２．道営住宅におけるモデル事業の実施について
（広田議員）
成年後見制度の、道営住宅におけるモデル事業の実施
について伺います。
白石区での孤立死の問題は、福祉の問題であると同時
に、都市の集合住宅が抱える問題です。今後、特に都市
部においては、単身世帯の激増が予想され、従来の地縁
、血縁ではない、新たなきずなが地域社会に求められて
います。
これからの道営住宅に求められる役割は、ただ、安価
な住宅の提供だけではなく、成熟社会の住まい方、支え
合いのモデルを地域社会に提示することも求められて
いるのではないでしょうか。
今後、単身世帯が激増することも予想されるため、私
は、成年後見制度、特に任意後見制度の活用について、

問

（地域振興監）
集落対策の取り組みについてでありますが、人口減少
や高齢化が進行する中で、集落問題への対応は、地域の
活力を維持していく上で、大きな課題であると認識をし
ており、それぞれの地域で、実情に即した対策に取り組
んでいく必要があるものと考えております。
このため、道では、本年度から、高齢化率が高いなど
、集落機能の低下が懸念される集落を対象に、生活実態
などの調査を実施するとともに、大学やＮＰＯ、企業な
どの有識者で構成する北海道集落対策促進会議を設置
し、住民生活の確保や人材の育成など、具体的な取り組
み方策について検討を行っており、検討結果につきまし
ては、今後、住民の方々が安心して暮らせるよう、道に
おける対応や地域の取り組みに生かしてまいりたいと
考えております。

（知事）
次に、成年後見制度への対応についてでありますが、
この制度は、認知症や障がいにより、判断能力が十分で
ない方々に対して、本人の権利を守る援助者を選び、財
産管理や介護・福祉サービスの手続などの手助けを行う
もので、こうした方々の権利擁護とともに、支援に有効
と考えているところであります。
道といたしましては、これまで、市町村に対し、利用
の申し立て経費や、後見人等の報酬に要する経費に助成
するとともに、事例集を配付し、その取り組みを促すほ
か、広く道民の方々に対し、シンポジウムの開催などに
よる普及啓発を行ってまいったところであります。
今後は、高齢者が増加する中、こうした取り組みのほ
か、成年後見活動を行うＮＰＯ法人の立ち上げ支援、弁
護士や司法書士などの専門職の後見人以外の市民後見
人を養成するなど、制度の一層の利用促進が図られるよ
う、取り組んでまいる考えであります。

（建設部長）
くらし安心・成熟社会戦略に関し、成年後見制度な
どについてでございますが、道営住宅における、いわ
ゆる孤立死につきましては、単身で入居されている高
齢者の方が住戸内でお亡くなりになり、その後、親族
や団地内の入居者などからの通報により発見されると
いった事例があり、平成22年度では５件となっている
ところでございます。
成年後見制度につきましては、現在、市町村などが
主体となって、利用促進に向けた取り組みを進めてい
ると承知しているところでございます。
道営住宅には、多くの高齢者や障がい者の方が単身
で入居されており、自治会を初めとする身近な住民同
士がお互いに支え合う地域づくりを進めることは、大
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道と、司法書士会、行政書士会などの専門家と、団地自
治会が協働してモデル的に取り組むべきと考えます。
道営住宅における孤立死の状況と、これからの道営住
宅の役割、今後に向けた取り組みの考え方を伺います。
【再質問】
（二）集落対策のとりくみについて
（広田議員）
次に、くらし安心・成熟社会戦略のうち、集落対策に
ついて伺います。
まず、集落対策を具体化する際、参考にしていただき
たい集落があります。鹿児島県鹿屋市の柳谷集落、通称
・やねだんです。
やねだんは、人口が285人で、電車もバスも通らな
い小さな村です。そんなやねだんが、土着菌を活用した
、全員参加のサツマイモづくりや、しょうちゅうの販売
などで活性化し、アーティストのⅠターンやＵターンで
、ついに、今では315人に人口もふえ、近年は、イン
ドネシアやカンボジアなど海外からも含めて、年間で
4000人以上の視察団が訪れ、にぎわいを見せています
。
さらに、やねだんのお年寄りの１人当たりの医療費、
介護給付費は、鹿屋市全体の平均より著しく低く、自治
のまちづくりが、お年寄りの健康と笑顔につながってい
るという新聞報道もあったところです。
道議会でも、以前、やねだんへ視察に入られたと聞き
ましたが、私は、先日、札幌に、やねだんのリーダーで
ある自治公民館長の豊重哲郎さんをお招きし、勉強会を
開催いたしました。
やねだん、そして、リーダーの豊重哲郎さんから学ぶ
ことは、集落を再興するには、今の行政のように、福祉
だ、農業だ、環境だ、教育だと縦割りではいけない、す
べての分野を有機的につなげる総合的な視点が必要で
あるということです。
集落再生は待ったなしです。道職員はもちろん、自治
体職員が地域に積極的に入り、住民との話し合いの場を
つくったり、多様な分野のつなげ役になったりする、集
落再生に向けた地域リーダー、道職員、自治体職員の人
材育成が重要です。
成熟社会のモデルづくりや集落対策に関しては、ただ
、調査報告をまとめたりすることにとどまらず、まず、
実践モデル地域を開かれた手法で選定し、住民参加のワ
ークショップなどで、そこに住む人たちがサービスの受
け手ではなく、つくり手として、地域の問題解決にみず
から取り組む場を道がコーディネートすることを求め
ます。
その際には、やねだんのような先進モデル地域と戦略
的に連携し、地域リーダー、道職員、自治体職員に対し
て、さまざまな形で派遣研修を行い、人材育成に取り組
むことが重要であると考えます。
しかも、そのときに、新規の予算を要求するのではな
く、生涯学習や職員研修など、既存の類似の事業をブラ

問

変重要なことであると考えているところでございまし
て、自治会がこうした制度を活用する場合には、関係
する福祉部局などとも連携しながら、必要な協力をし
てまいりたいと考えております。

（知事）
次に、集落対策の取り組みについてでありますが、
道では、地域の方々に問題の解決に主体的に取り組ん
でいただくため、本年度から、道内の九つの地域で、
地元の住民が参加する研修会や、現状、課題などにつ
いての意見交換を行うことといたしており、こうした
取り組みの成果なども踏まえ、地域の総合的かつ主体
的な活動の促進などについて、北海道集落対策促進会
議の中で検討してまいりたいと考えております。
また、地域の方々や自治体職員が、全国の先進事例
を学ぶことは大変重要であり、現在、調査を行ってお
ります先進取り組みの事例集を市町村などに情報提供
するとともに、地域間の連携強化に努めてまいる考え
であります。
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ッシュアップしたり組み合わせたりすることで、まさに
総合的に地域の集落対策に取り組むモデルづくりを、道
みずからが率先して行うべきと考えますが、知事の見解
を伺います。
（三）成年後見制度について
１．道としての取組状況と今後の取組について
（広田議員）
次に、成年後見制度への対応について御答弁をいた
だきましたが、その取り組む視点について再質問をい
たします。
新しい成年後見制度は、法定後見と任意後見の二つ
が併存しております。
法定後見とは、判断能力が十分でない状況に陥った
方を保護し、支援するために、本人、親族、市町村長
などが家庭裁判所に申し立てをし、成年後見人等が選
任され、本人の財産管理や身上監護を行うものです。
任意後見とは、例えば、今は元気でも、あらかじめ
万が一のことを考え、支援してくれる人や支援内容を
決め、本人と支援者との間で、公証役場において公正
証書で契約を結ぶものです。
成年後見制度は、特に北海道においては、潜在的ニ
ーズに比べて、活用が進んでいないと言われており、
道の役割も決して明確ではありませんでしたが、この
４月１日から、法改正により、研修の実施など、成年
後見制度にかかわる体制の整備が市町村に求められ、
道が、助言、その他の援助を行うよう定められたとこ
ろです。
さまざまな検証すべき課題もありますが、地域の見
守りや日常的な支え合いの体制づくりのためには、成
年後見制度の中でも、任意後見契約が重要であると私
は考えます。
さらに、任意後見契約には三つのタイプがあり、特
に、地域の見守りや日常の支え合いの体制づくりのた
めに重要なのは、任意後見契約と任意代理契約、見守
り契約をあわせて結ぶ移行型であることは、学識経験
者、公証人、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉
士など専門家の方々の共通認識です。また、実際に結
ばれる任意後見契約の多くは、この移行型と聞いてお
ります。
白石区で起こった孤立死の問題を含め、社会とのつ
ながりを失いかけている家族や個人は今後一層ふえ、
そのつながりを取り戻す制度の一つとして、成年後見
制度は有用であり、実際にその役割を果たすのが、市
民後見人を含む成年後見人などなのです。
任意後見契約によって結ばれる、従来の地縁、血縁
を超えたつながりは、成熟社会モデルの新たな社会関
係資本として、大きな役割を果たす可能性があります
。
道としては、市民後見人を養成すると先ほど御答弁
がありましたが、任意後見制度、特に移行型の任意後
見制度の重要性についての認識と、今後の道の取り組
みについて、再度伺います。

（知事）
次に、任意代理契約についてでありますが、認知症
や単身の高齢者などの増加とともに、社会のつながり
の希薄化が進む中、任意後見契約に加えて、判断能力
が低下して後見業務を開始する前において、契約を結
び、見守りや財産管理などを支援することは、高齢者
や障がいのある方々が地域で安心して暮らせるための
有効な取り組みと認識をいたします。
こうしたことから、道といたしましては、来年度以
降、市民後見人の養成に積極的に努め、高齢者などと
契約を結ぶ任意代理人に活用することも含め、成年後
見制度の一層の利用促進が図られるよう、取り組んで
まいる考えであります。
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四．被災者支援について
質
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（広田議員）
次に、被災者支援について伺います。
私は、１月30日と31日に、全国災害ボランティア推
進議員連盟の視察研修で、おくればせながら、福島の現
地に行ってきました。
福島の現地の方が、全国の皆さんの前で発表されたこ
とは、北海道が実施してきた、福島の子どもたちの一時
避難の受け入れ支援についての感謝でした。
放射能汚染の恐ろしさは、長期にわたること、空気の
ように目に見えないこと、学者を含めて諸説が分かれて
いることですが、そのため、例えば、食卓を囲んでも、
子どもに何を食べさせてよいのか、子どもをどこで遊ば
せてよいのかと、家族や地域の中でいさかいになったり
、自然や体への影響のみならず、家族の心やコミュニテ
ィーもばらばらになる現状を現地で実感してきました。
そんな中、たとえ、２週間から１カ月程度の短い期間
であっても、子どもたちあるいは親子が、何も気にせず
、空気が吸えて、広い野山で遊べて、草木に触れること
ができる北海道のすばらしさ、北海道の人の温かさにつ
いて、高い評価をいただき、北海道に帰ってまいりまし
た。
被災者支援も２年目を迎えようとしています。道とし
ては、市民団体とも連携しながら、日々変わる被災者の
皆さんのニーズに合った支援となるよう、取り組まれて
いることは承知をしていますが、今回の予算編成では、
子どもたちの一時避難受け入れのための支援事業が縮
小となったため、福島の現地や被災地支援をしているＮ
ＰＯから不安の声が届いています。
被災地の子どもたちの長期的な一時避難受け入れ支
援の必要性について、知事の認識をまず伺います。
また、厳しい財政状況の中、持続可能な事業とするた
めには、財源についても、中央省庁の制度の活用、要望
や、観光振興、集落対策などの道の施策とも連動し、受
け入れ主体のＮＰＯなどと協議しながら、被災地の子ど
もたちの一時避難や保養を継続実施するための、道民参
加の基金の創設など、幅広い検討がされるべきと考えま
すが、あわせて見解を伺います。

弁

（地域振興監）
被災者支援に関し、被災地からの一時避難の受け入れ
についてでありますが、道においては、被災者が集団で
一時的に本道に避難する場合、往復の交通手段を確保す
る支援を行っており、夏休み期間中の子どもたちの一時
避難を中心に、これまで、2350 名の受け入れ支援を
行ったところでございます。
子どもたちの一時避難には、こうした道による支援の
ほか、国内外の支援団体の助成を受けて行われているも
の、新しい公共支援事業を初め、国の制度を活用してい
るものなど、多様な支援制度を利用して取り組んできた
ところでありますが、被災地が本格的に復興するまでに
は、相当な時間を要しますことから、道としては、今後
とも、被災地の状況に応じて、子どもたちの受け入れを
支援する必要があるものと考えており、被災県を初め、
市町村や関係団体と十分連携を図りながら、できる限り
の支援に努めてまいりたいと考えております。
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（一）電力不足対策について
（広田議員）
最後に、エネルギー政策について伺います。
まず、電力不足対策についてですが、知事は、泊発電
所３号機が定期点検に入れば、ピーク時には、供給が
32万キロワット不足すると述べられています。
電力不足を理由とした、なし崩し的な再稼働はあり得
ず、また、再稼働に当たっても、道民合意など、クリア
しなければならないハードルは高い中で、原子力発電に
全く頼らずに、道内の電力を安定的に供給する責任が、
電力会社と道に求められています。
この予想される電力不足に対する危機感と、具体的な
取り組みが、残念ながら、知事及び道には感じられませ
ん。
前回の一般質問でも伺いましたが、例えば、北海道の
電力消費の５割を占めると言われる札幌市と、道は、節
電、省エネに関する具体的な協議に入るべきと考えます
が、その後、どのように取り組んでいるのか、伺います
。
また、例えば、重工業地帯の苫小牧や室蘭、中核都市
の旭川や函館など、地域ごとに、地域間連携や送電網対
策なども含め、対策が講じられるべきであると考えます
が、道としては、どのように取り組んでいるのか、見解
を伺います。

弁

（経済部長）
エネルギー政策に関し、省エネ、節電などへの対応に
ついてでありますが、道としては、この冬の電力の安定
供給に万全を期するためには、全道的な取り組みが必要
なことから、みずから率先して行動をいたしますととも
に、札幌市を初めとした道内の市町村に対し、省エネ、
節電の取り組みの要請を行ってきたところであります。
こうした取り組みの実効性を高めるためには、それぞ
れの市町村において、きめ細かく進めることが重要であ
り、特に、電力の最大消費地である札幌市と、今後、情
報交換を密にしながら、効果的な省エネ、節電の取り組
みを進めてまいる考えであります。
また、地域において新エネルギーの導入を図るため、
送電網の強化などへの支援を国に働きかけますととも
に、地域における先進事例の共有化を図るなどして、地
域の特性を生かした取り組みの促進を図ってまいる考
えであります。

（二）脱原発条例について
（広田議員）
次に、脱原発条例について伺います。
今議会において、他会派の代表質問でも、省エネルギ
ー・新エネルギー促進条例を脱原発条例と明確に位置づ
け、脱原発の実現に向けた、省エネルギー・新エネルギ
ー促進行動計画での明確な数値目標と工程表の策定が
求められたと認識しています。
今、改めて、北海道の省エネルギー・新エネルギー促
進条例の先見性と意義が確認されるところであります。
私は、福島の原発事故を受け、さらに明確な脱原発を目
指す条例として、より強化すべきと考えますが、知事の
所見を伺います。
再質問を留保して、１回目の質問を終わります。

（知事）
最後に、エネルギー政策に関し、省エネ・新エネ促進
条例についてでありますが、道といたしましては、脱原
発の視点に立って、新エネルギーの利用を拡大する旨を
定めた条例の趣旨を踏まえ、取り組みの指針となる新た
な行動計画においては、将来を見据えて、中長期的に持
続可能な省エネルギーの実現と、新エネルギーを主要な
エネルギー源の一つにすることを目指しております。
このため、太陽光発電の誘致による多様なプロジェク
トの早期実現に取り組むとともに、バイオマスなどを利
用したエネルギーの地産地消の推進や、民間活力の積極
的な活用による関連産業の振興など、計画達成に向け
て、積極的に取り組んでまいります。

【再質問】
（二）脱原発条例について
（広田議員）
最後に、エネルギー政策について再質問します。
脱原発条例で定められています過渡的エネルギーと
は、文字どおり、永遠ではないエネルギーということだ
と思います。にもかかわらず、脱原発の視点に立った新
エネルギーの利用の拡大や、省エネの具体的な取り組

（知事）
最後に、省エネ・新エネ促進条例についてであります
が、私といたしましては、脱原発の視点に立って、新エ
ネルギーの利用を拡大する旨を定めた省エネ・新エネ促
進条例の趣旨を踏まえ、新たな行動計画においては、将
来を見据えて、中長期的に持続可能な省エネルギーの実
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みが加速しないのは、その終わりが決まらないことも
一つの要因ではないでしょうか。
ことしの８月に、中央政府が、新たなエネルギー基
本計画を定めるものと承知していますが、脱原発条例
を有する道として、それを待つまでもなく、道内外に
わたって、より明確に脱原発の意思を表明するべきで
はないかと考えます。
道民の皆さんにさまざまな御議論はあるものの、少
なくとも、今後の道内における新規立地はあり得ない
ことはコンセンサスではないでしょうか。知事及び道
議会の責任として、そのコンセンサスを条例の中で明
確にすべきではないかと考えますが、知事の見解を伺
います。
また、原子力基本法と原子炉等規制法の見直しの原
則的な考え方に立ち、40年で廃炉とすれば、泊発電所
１号機が1989年、２号機が1991年、３号機が2009
年の運転開始であるので、脱原発の最も緩やかな工程
表が想定可能です。
条例でその考え方を規定した上で、今後の中央政府
の動向を踏まえ、行動計画の中で、可能な限りそれを
前倒ししていくという考え方もあると思いますが、改
めて知事の見解を伺います。
【再々質問】
（二）脱原発条例について
（広田議員）
エネルギー政策について再質問いたします。
先ほども申し上げましたが、私は、１月30日と31
日に福島へ行ってまいりました。
地元自治体の御配慮で、いわゆる警戒区域の中を、
防護服を着て、バスの中からが中心ではございました
が、じかにその現場の状況を見てまいりました。
建設中の中学校や、総合運動公園の中のサッカーグ
ラウンド、テニスコートが荒れ放題になっている。何
よりも、一つ一つのおうちの状況を見ますと、つい先
日まで、一人一人が一日一日を大切に生きてきた日常
が、ある日突然奪われ、放射能汚染が空気のように目
に見えないこともあり、そのむなしさが増幅するもの
でした。
一たび、原発事故、放射能汚染が起きれば、犠牲に
なるのは一人一人の市民です。中央政府にお任せ、電
力会社に丸投げでは、北海道の未来を守ることはでき
ないと、改めて、地方政治の責任を痛感して帰ってき
たところです。
もちろん、条例でございますから、条例のあり方に
ついては、道議会も、知事とひとしく責任を持ってい
ると考えておりますが、ぜひ、知事のリーダーシップ
で、脱原発に向けての視点の強化、特に、新規立地は
もうしないというようなことを条例に盛り込んで、脱
原発の視点を強化すべきと考えますが、再度見解を伺
います。

問

現と、新エネルギーを主要なエネルギー源の一つとする
ことを目指し、国の動向なども十分に注視しながら、省
エネ、新エネの導入促進にしっかりと取り組んでまいる
考えであります。

（知事）
省エネ・新エネ促進条例についてでありますが、私と
いたしましては、脱原発の視点に立って、新エネルギー
の利用を拡大する旨を定めた省エネ・新エネ促進条例の
趣旨、さらには、道議会の御議論や道民の方々の御意見
も踏まえ、省エネ、新エネの導入促進にしっかりと取り
組んでまいる考えであります。
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