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一

ほっかいどう歴史・文化・自然「体感」交流空間構想
（案）について
（一） 北海道文化行政における百年記念施設の位置づけ
などについて
ご説明いただきました、ほっかいどう歴史・文化
・自然「体感」交流空間構想案についてですが、パ
ブリックコメントなどを踏まえまして、構想案があ
らためて提案された訳ですけれども、今回の議論は、
北海道命名150年をきっかけとして百年記念施設の再
生を検討したものと承知をしておりますが、この議
論の大詰めを向かえまして、先ほど政策評価で御報
告もあったところですが、改めて、大きな文化行政
の観点からまず、ちょっと質問させていただきたい
と思っております。近年、中央政府の方向性として
も、文化に力が入れられておりまして、知事の御関
心も高められていただいたような感じですが、
一方で、百年記念施設が設立されて以降の50年間
の道庁として文化行政の取組の総括がどうだったの
か、また、今後、行政として、地域の文化資源の価
値をどのように認識し、地域の文化資源をどのよう
に保全活用していくのか、そのなかで、道有財産で
あるこの百年記念施設の再生は、どういう位置づけ
を持つのか改めてうかがいます。

（文化局長）
道では、平成６年に都道府県で３番目となる文化振興
条例を策定し、その中で、歴史的文化資産の活用につい
て規定するとともに、平成２８年に策定しました道の総
合計画において、改めて、「ふるさとの歴史・文化の発信
と継承」を掲げ、地域の文化資源を守り、育て、活かす
ため、これまで各種施策に取り組んできたところでござ
います。
こうしたことを受け、今回の構想案では、北海道博物
館や開拓の村などの施設が設置後５０年近くが経過し、
老朽化などの課題を抱えていることから、北海道命名
１５０年を一つの契機として、これらの施設に周辺地域
を含めて、北海道の歴史、文化、自然を五感で体感でき
る中核的エリアとして再生することをめざしているとこ
ろでございます。

今回、ちょっと指摘させていただきますけれども
今の御答弁でいきますと条例の一部分の所を例えば
文化振興条例の中で歴史的文化資産の活用について
規定するということを御答弁いたしましたけれど、
これは、指針にも定められている文化活動の促進、
芸術鑑賞等も含めた７項目程が掲げられている一つ
を取り出したものに過ぎず、すごく矮小化された受
け止めじゃないかと思ってます。また、総合計画に
おいて、故郷の歴史・文化の発信と継承というのを
掲げたと言うふうに言っておりますけども、周囲の
政策として故郷の歴史・文化の発信と継承とが掲げ
られたにすぎず、私としても、もっとより大きな視
点から、この条例の理念を受け止めるべきではない
かと思っています。
そもそも、150年を契機としてこの百年記念施設エ
リアを何とかしなければいけない、個別例外的な課
題として皆さんが一生懸命取り組んでいるというこ
とも一つの事実としてあるわけですけれど、もっと
大きな形で文化行政そのものの中で何を学んで、こ
れからどう活かしていくのかを考えるのが非常に重
要だと思ってます。答弁でもありましたように、
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平成６年、都道府県３番目となる文化振興条例だっ
た訳ですけれども、これまでの議会議論の中で文化
条例の抜本的な見直し等を求める御意見もあったと
聞いてますが、私自身、むしろ、例えばこの条例の
前文に掲げている精神というものは道庁の組織文化
や道民意識に根付いているのかが問われているので
はないかという受け止めが文化行政を推進していく、
環境生活部にまずは一番必要ではないかというふう
に考えています。
条例の前文を御紹介しますと、「私たちは、文化が
生活に潤いと豊かさをもたらし、これからの地域社
会の発展にかけがえのないものであることを深く認
識し、一人一人がひとしく豊かな文化的環境の中で
暮らす権利を有するとともに、自ら地域文化の創造
と発展のため主体的に行動する責務を有しているこ
とを確認する。北海道の鮮やかな四季と雄大な自然
の下で、私たちは、先人たちの遺した文化を大切に
守り育て、新しい地域文化を創造するとともに、こ
れらの文化の恵沢をすべての人が享受することので
きる生活文化圏をここ北海道の地に築いていくこと
を決意し、この条例を制定する。」とあります。
この構想案自体が未来志向に立っているという前
提を踏まえた上でも、私自身、本当はその北海道博
物館であるとか、開拓の村ですとか、百年記念施設、
森林公園、それぞれが、これまでの50年ですね、こ
の文化条例を体現するものとして、どのように役割
を果たし、足らざるものは何だったのか。そういう
ことを率直に、明確にするべきだと私自身は思いま
す。
今回は、指摘に止めさせていただくこととなりま
したけど、個別課題と言うことでこの150年の記念で、
きっかけで、ある意味、放置されてきたものを、今、
一生懸命、やり直し、見直しされている中ではあり
ますけれども、個別課題にしてしまうと、たまたま、
今、担当した人は、ただ汗をかいたということで終
わってしまって、組織の財産にもならないし、北海
道の文化行政のこれからを考える上で、全く財産に
ならないので、そこの認識を是非、これからまた、
本格的な構想案を策定した後、具体的な実施となる
訳ですけれども、そこを是非、認識しながら進めて
いただきたいということを指摘させていただきたい
というふうに思っております。
（二）
１

道民参加の保障について
今回の構想案策定までの道民参加の保障の総括に
ついて
パブリックコメントを拝見しました。
近年、パブリックコメントの形骸化なども指摘さ
れていますが、多様な、具体的、建設的な意見が寄
せられていると受け止めました。この構想案の策定
にあたっては、資料編にも添えられているように、
ワークショップや、有識者へのヒヤリングなどに務
めてこられたと承知をしています。

（文化振興課長）
道民参加についてでありますが、道では、素案をまと
めるにあたり、これまで道民ワークショップをはじめ、
専門家からの意見聴取や、大学での出前講座のほか、ア
ンケート調査を実施し、広く意見を伺ってきたところで
す。
さらにパブリックコメントの実施にあたっては、その
内容を道のホームページに掲載したほか、道民ワークシ

－ 2 －

質

２

問

要

旨

答

弁

要

旨

近年こうした構想や計画の策定にあたっての市民
参加、住民参加の保障については、さまざまな先進
的な取組が行われています。
今回の構想案策定前での意見集約の方法や結果な
どについて現段階で成果としてはどのように受け止
め、改善点があるとすればどのような点があると認
識しているか、うかがいます。

ョップの参加者の方々や様々な意見をいただいた専門家
の方々にも周知を図るとともに、地元の市役所や区役所、
近隣の町内会役員の方々にも説明を行うなどした結果、
今後の構想の実現に向けて参考となる貴重なご意見を多
数いただいたものと認識しております。

今後の道民参加、参画の保障について
今回のパブリックコメントにおいて、最も多いのが、
今後の施策の進め方の参考とするとされたものです。
構想が決定し、実際に作業レベルに進むプロセスの中
で、パブリックコメントとして寄せられた声をどのよ
うに反映させていく考えかうかがいます。

（文化振興課長）
道民意見の反映についてでありますが、今回、実施し
たパブリックコメントにおいては、１７個人、３団体か
ら、延べ６４件の貴重なご意見をいただいたところです。
これらの意見等を踏まえて取りまとめた、このたびの
構想案は、今定例会でのご議論を経た上で、年内を目途
に構想として決定する考えです。
構想策定後は、その実現に向けて、いただいたご意見
の趣旨をできるだけ活かしながら、計画的に取り組んで
いくこととしているところでございます。

できるだけ活かしながら、計画的に取り組んでいく
でいくという答弁では、まったく具体的ではないとい
う受け止めにならざるを得ないですよね。せっかく今
まで苦労して努力して皆さんの意見をいただいて、最
後それを道庁が引き取って出来るだけちゃんとやりま
すよってことでは、非常にもったいないと思うんです
よね。そもそも先ほど申し上げましたように、文化振
興条例のあるいは文化振興指針ですよね。文化振興指
針の本旨からもですね、そのパブリックコメントをせ
っかく出した人をある意味でお客様とか評論家にして
はいけない訳ですよね。ずっと主体的に関わってもら
う道筋を意識して作っておかなきゃならないですよ
ね。しかも、環境生活部は協働推進方針でしたっけ。
その協働ってところも所管している部局ですよね。
そこをしっかり常に、じゃあ、ここでパブリックコメ
ントまでやりましたというので終わるのではなくて、
さらに具体的に進めていく中に、どういうふうにこれ
までその事前の時に参加を促してきたような地域の皆
さん達を仕組みとして、これからのその次の50年の百
年記念施設エリアだとか道の文化行政に仕組みとして
どういうふうに主体的な参加者として位置づけていく
ことが、大変重要なことと思いますので、指摘をさせ
ていただきたいと思います。
（三） この構想のコンセプトについて
私自身この構想案の方向性には賛成の立場で、何点
か付加したいことを申し上げたいと思います。
１ 北海道らしい芸術、パブリックアートのエリア
まず、1点目がですね、パブリックコメントの中で
も触れられていたんですけども、芸術というコンセプ
トの追加です。道としての回答は、野幌自然公園とそ
のエリアの強みとして、歴史、文化、自然を中核にす
えたものであるということで、芸術は、類似の施設も
あることから含めないとの回答でありました。

（文化振興課長）
このエリアの基本テーマについてでありますが、本構
想の検討にあたり、有識者などから様々な意見をいただ
いておりますが、芸術をテーマとした施設は、既に札幌
芸術の森やモエレ沼公園などが近隣地域に点在しており、
野幌森林公園とその周辺エリアの再生にあたっては、最
大の強みである歴史、文化、自然を中核に据え、その名
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称も、「ほっかいどう歴史・文化・自然「体感」交流空間
構想」としたところです。
一方、芸術の観点についても文化振興のみならず、地
域の活性化につながる重要な要素であるため、本構想の
実現に向けた取組において検討していくこととしており、
今後、新たなモニュメントを設置する場合には、その
デザイン、設計について、道内の芸術家の方も含め、よ
り多くの方から、ご提案いただけるよう、プロポーザル
方式など様々な手法を検討してまいる考え。

御答弁いただいたんですけども、ちょっと、うがっ
た考え方をすれば、例えば美術館は教育の方の所管な
ので、もしそういう所の意味で美術、芸術とかに遠慮
があるんだったらそういうことは乗り越えていかなけ
ればいけませんし、教育の所でも例えばアートギャラ
リー構想とか確かだしているはずですので、そういっ
た意味での連携は私は必要と思いますので、是非、ご
検討をお願いをしたいと思います。
２

北海道らしいユニバーサルなアウトドア体験のエ
リア
もう一度構想案を読み込ませていただきまして、改
めてみなさんの方ではすでに書き込んでいるわけです
けど、森林の価値と言うことに私自身フォーカスして
みました。
このエリアの特徴は都市近郊に残された世界有数と
もいっていいの平地林であることです。ただし、バリ
アフリーに課題があることは、構想案にも記載されて
おり、都市近郊、しかも平地であることの利点を最大
限に生かすべきかと思います。
新たな発想で、例えば馬や馬車を使って、視覚障が
い者の方なども含めて、五感で北海道の歴史文化や、
自然を体感することができるコース、プログラムの設
定など、どうしても木道だとかいろいろなことを整備
するとお金はかかるんですけども、実際に日高管内で
ホースセラピーをやられている方たちは、馬とか馬車
を活用して、支援の必要な人たちが自然空間を体感で
きるというそういう事例もあります。北海道開拓の村
には馬車鉄道も走っておりまして、北海道開拓には馬
は大きな役割を果たしてきたと思っております。
高齢化が進行するなかで、歩いて回れる最低限の整
備も必要だと思いますが、違った形でのバリアフリー
のプログラムや先ほどご照会した浦河のホースセラピ
ーですとか、空知管内で難病支援のＮＰＯもあります
から、都市近郊の平地の森というところを使ってソフ
ト面の拠点のエリアとなるような、例えば北海道博物

（文化振興課長）
バリアフリー化などについてでありますが、野幌森林
公園は、原始の面影を残す大都市周辺の貴重なエリアで
あり、野外の自然に親しむ場としても広く利用されてい
るところでございます。
本構想案においては、今後、益々、多くの利用者が自
然に親しむ機会が持てるよう、関係機関が連携した自然
観察会などの活動の充実や、障がいのある方、訪日外国
人などが、安心して公園を利用できるよう、遊歩道の一
部バリアフリー化などの検討に取り組むこととしており
ます。
今後、パブリックコメントなどでいただいたご意見も
参考にしながら、このエリアの豊かな自然に親しんでい
ただけるようユニバーサルデザイン化などについて、検
討してまいります。
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館がジオパークの展示をやって、道内の様々な学芸員
さんたちが集まって、ある意味でショーケース的な役
割を北海道博物館がはたしたように北海道のアウトド
ア平地でユニバーサルで体験できるエリアとして取り
組むべきではないかと思いますが、改めて見解をうか
がいます。
みなさん自身が北海道の歴史、文化、自然を五感で
体感できる中核的エリアってみなさん自身の構想案で
いっているのですから、環境生活部の枠を超えたバリ
アフリー的な考えをしっかり入れていく必要があるの
ではないか、視覚、聴覚、知的障がいの方々も含めて、
五感で体感できる、そんなにお金がかからないし道内
外にも先進的なところがありますから、そういう拠点
としてしっかり整備していただけるようお願いしたい
と思います。
３

防災の拠点としてのエリア
パブリックコメントのなかでは、質問に対して、道
としては、防災に関しては、市町村長が指定すべきも
のという回答でありまして、現在、札幌市の広域避難
場所となっているとのことでありますが、札幌市、江
別市などにとって、期待される役割があるのか、協議
されているのか、また、防災の観点からのハード整備
に関する課題はあるのかうかがいます。
また、そもそも、貴重な歴史資料の保存場所である
道有施設としての防災体制整備はどのようになってい
るのか、森林火災についての備えの必要性やその準備
状況などについてもあわせて、うかがいます。

（四） 今後の進め方について
この構想案を現実化するのは、ヘリテージマネージ
ャー制度の問題だとか、観光資源としての活用の問題
だとか、かなり各関係部との調整ですとか、規制緩和
ですとか、環境生活部の強いリーダーシップが必要と
なると考えられますが、今後、庁内関係部とどのよう
に協議や計画を進めていくのかうかがいます。
各部連携しての勉強会や研究会が公開で事務ベース
で行われてきたのは大変良いことだと思いますが、よ
り強いリーダーシップが必要と考えますので、是非、
今後どのように進めていくのかうかがいたいと思いま
す。
また、先ほどは防災に関してのニーズ調査について
はうかがいましたが、 江別や札幌市などの関係自治
体から求められている役割があるとすれば、それは、
どのようなもので、どう対応していくべきだとお考え
かうかがいます。

（文化振興課長）
このエリアの防災体制などについてでありますが、野
幌森林公園は、周辺市や国有林及び道有林などの関係機
関で構成する管理運営協議会により、相互の情報交換及
び連絡調整を図りながら、公園内における保護と利用促
進などを行っているところです。
この公園は札幌市の広域避難場所として指定されてお
り、大規模火災が発生した場合に、札幌市民が、安全を
確保する場所としての役割も担っているところです。
また、北海道博物館や開拓の村などの各施設において
は、消防法など関係法規に基づき、それぞれ消防計画の
作成や避難訓練を行うほか、博物館の貴重な資料を守る
ため、特殊な消火設備を設置するなど、防災体制を整備
しております。
なお、林野火災の予防や対応についても、周辺市の消
防、警察、国有林及び道有林など関係機関による対策会
議を組織し、その体制を構築しているところでございま
す。
（環境生活部長）
今後の進め方についてでございますけれど、このたび、
パブリックコメントで道民の皆様からいただいたご意見、
あるいは、これまでの議会でのご議論を踏まえまして、
構想案として取りまとめ、本委員会に報告させていただ
いたところでございまして、この案につきましては、今
定例会でのご議論を踏まえて、年内を目途に策定したい
と考えております。
また、構想策定後その実現に向けて、庁内関係部局、
民間や関係団体などとも十分連携を図って、計画的に取
り組んでまいりたいと思いますし、また、地元の札幌市
や江別市には、随時説明をしてまいりまして、意見交換
を行っているところでございますが、現時点では、両市
から具体的にこういう役割をはたしてほしいと求められ
てはおりませんが、構想策定後も実現に向けて、引き続
き、両市と意見交換などに努めてまいりたいと思ってお
ります。

－ 5 －
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要
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答
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要
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道といたしましては、このエリア全体が、異なる世代
様々な国や民族、障がいの有無などに関わらず、訪れる
利用者のすべてが、北海道の歴史や文化、自然を五感で
体感し、交流できる賑わいのある持続可能な空間として
整備していきたいと考えております。
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