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令和３年第３回北海道議会定例会 一般質問

年月日 令和３年９月２８日（火）
質問者 民主・道民連合 広田 まゆみ 議員

質 問 答 弁

一 ゼロカーボン北海道の実現と地域環境権などについて
2020年3月、知事は「2050年までの二酸化炭素排出量実質

ゼロをめざす」と表明されました。ゼロカーボンの実現は単
なる二酸化炭素排出削減のためのエネルギー種別の変更では
なく持続可能な地域経済、地域社会のモデルを具体に形にし
ていくための手段だと私は思っています。

（一） 地域環境権などについて （知事）
そこで、まず、地域環境権についてうかがいます。 地球温暖化防止対策条例の見直しなどについてであります
日本国内においては、長野県飯田市の条例が事例としてあ が、本年３月に策定した「地球温暖化対策推進計画」におい

げられます。地域にある自然資源を再生可能エネルギーとし ては、ゼロカーボン北海道の実現に向けて気候変動問題の解
て利用し、持続可能な地域づくりを進めることを地域住民の 決のみならず、地域経済・社会の活性化やレジリエンスの向
権利とすること。地域でのエネルギー利用に伴って脱炭素を 上、健康で快適な暮らしなどを同時に達成することを取組の
実現し、同時に持続可能な地域づくりのためにそれを活用す 基本方策として掲げているところであります。
ること。大きく言うと、この２つを定めた条例です。 条例の見直しにあたっても、本道の豊富な再生可能エネル
北海道にも「脱原発の視点に立って、限りある資源を可能 ギーなど地域資源の持続可能な利用と地域の活力向上を図り

な限り将来に引き継ぐとともに、北海道内で自立的に確保で ながら、ゼロカーボンを実現していく視点が重要であると考
きる新しいエネルギーの利用を拡大する責務を有している。」 えており、今後、さまざまな方々から御意見をいただくとと
こう定めた北海道省エネ・新エネ促進条例があり、この条例 もに、丁寧に議論を行いながら、検討を進めてまいります。
に基づく行動計画においても、文言としては、エネルギーの
地産地消という柱はたてられています。しかし、新エネルギ
ーの導入は、誰のためのものなのか、どんな地域社会をめざ
しているのか、不十分です。さらに、議員提案で制定した地
球温暖化防止対策条例においても、残念ながら地域環境権の
考え方は示されておりません。仮称ですが、新たに地域環境
権条例を策定し、中央政府に先んじて、ゼロカーボン宣言を
した知事の役割として、ゼロカーボンの実現とは、誰のため
に何のためにあるのか、どんな北海道の未来の姿を展望して
いるのか明確にされてはいかがでしょうか。
地域環境権という概念の必要性について、知事はどのよう

に認識されているのかまずうかがいます。
また、現在、地球温暖化防止対策条例の見直しも検討され

ていると承知しています。この見直しの視点の中に、地域環
境権についても加えるべきと私は考えますが、見解をうかが
います。

（二）農業政策について
１ 化学肥料等の削減について （知事）
今年の５月、中央政府は「みどりの食料システム戦略」に 化学農薬や化学肥料の削減についてでありますが、道では、

おいて、2050年まで、化学農薬50％、化学肥料30％の使用量 全国に先駆けて平成３年度から環境との調和に配慮した「ク
削減、有機農業の取り組み面積の割合を25％に拡大するなど リーン農業」の推進に取り組み、化学農薬や化学肥料の使用
野心的な目標を発表しました。 量は当時に比べ、４割以上削減されたとともに、これら一切
道として、これまで以上の化学農薬、化学肥料の削減に向 使用しない有機農業の取組面積も全国一となっております。

けて取り組みする必要がありますが、具体的にどのような目 また、農薬や肥料の使用に当たっては、法に基づく適正な
標を持ち、どのように取り組む考えか伺いします。 使用の徹底を指導してきたほか、クリーン農業技術などを活
あわせて海外でも一部使用禁止とされており消費者団体市 用し環境に配慮して生産された道産農作物へのYES!cleanマ

民団体などから不安の声の多いグリフサートやネオ二コチノ ークや有機ＪＡＳマークの表示などを通じ、消費者の皆様に
イド系の農薬について北海道が率先して使用をしないことな それらの使用低減に取り組む情報を提供してまいりました。
ど、もともと有機農業などに関心の高い層に、北海道の減農 道としては、この春策定した第６期農業・農村振興推進計
薬のとりくみをアピールすることも重要ではないかと考えま 画で環境保全型農業の推進を打ち出したところであり、クリ
すが、見解をうかがいます。 ーン農業や有機農業のさらなる取組拡大に向けて技術の開発

と普及を進め、安全・安心で高品質な道産農作物づくりに取
り組むとともに、環境との調和に配慮した本道農業を積極的
かつ効果的にアピールし、広く消費者の皆様や食品事業者の
方々の理解を促進してまいります。

２ 有機農業推進計画について （食の安全推進監）
また、有機農業について、北海道はこれまでも推進体制含 有機農業推進計画についてでございますが、有機農業は、

めて先進的に取り組んできたこと承知しています。 環境保全型農業の先導的な役割を担い、本道農業の持続的な
北海道有機農業推進計画が見直し時期にあり、現計画では、 発展はもとより、SDGsやゼロカーボンの達成にも貢献すると
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指標として、有機農業の認知度などがあげられていますが、 ともに、道産農産物のブランド化に寄与するものであり、道
わたくしとしては有機農業という言葉を知っている人を増や では、平成28年度に策定した第３期有機農業推進計画で、有
すよりも、学校給食における有機農産物の使用にとりくむ学 機農業に対する消費者の認知度を50％とする数値目標や、生
校や自治体を増やすこと、また、有機農業者は個別に売り先 産者と流通事業者とのマッチングによる安定的な販路の確保
の確保などに苦慮している状況にあり、新たな流通のしくみ などに関する方策を策定し、取り組んできたところです。
の構築などの取り組みを強化すべきと考えます。 しかし、認知度や取組面積は、目標を下回っていることか
今後の有機農業推進のあり方とともに指標設定の方向性に ら、次期計画の策定に当たっては、昨年４月に改定された国

ついて、見解をうかがいます。 の基本方針や今般の「みどり戦略」も踏まえ、取組面積の拡
大、生産者や流通事業者の課題解決に向けた行動変容など、
生産から加工・流通、消費に至る各段階で必要な取組などに
ついて、道議会でのご議論をはじめ、関係者との意見交換や、
「北海道食の安全・安心委員会」でのご審議をいただきなが
ら、検討してまいる考えです。

３ 再生可能エネルギーについて （農政部長）
再生可能エネルギーについて、バイオマスの利活用をこれ 農業政策に関し、再生可能エネルギーの導入についてです

まで以上に進めるとともに、優良農地を確保しつつ営農を継 が、世界的にカーボンニュートラルの取組が求められる中、
続しながら行う太陽光発電や風力発電などの導入検討につい 我が国の食を支える本道農業が、「ゼロカーボン北海道」の
ても、新たな農家の所得補償にもつなげる観点から、農業政 実現に貢献しつつ、将来にわたって、持続的に発展していく
策としても積極的に取り組むべきと考えますが、見解をうか ためには、太陽光や風力、バイオマスなどの再生可能エネル
がいます。 ギーを効果的に活用しながら、生産力と競争力を強化してい

くことが重要と認識しております。
このため、道では、家畜ふん尿を利用したバイオマス発電

や農業用水による小水力発電などに加え、地域とも連携した
生産性の高い優良農地の確保を基本としながら、太陽光や風
力の活用など、再生可能エネルギーの導入促進を図り、農業
・農村の活性化につなげてまいる考えでございます。

（三）吸収源対策の在り方について
１ 推進計画の指標設定と具体的な取組について （水産林務部長）
北海道森林吸収源対策推進計画は、2030年度において約48 森林吸収源対策推進計画についてでありますが、現行の計

0万トンＣＯ２の吸収量を確保するとされた。これが達成さ 画では、伐採後の着実な植林を進め、二酸化炭素の吸収源と
れたとき、北海道の森林及び森林関連産業がどのような状態 なる森林を計画的に整備することとしておりますが、本道の
になると想定しているのか伺う。 森林は、年齢の高い樹木が占める割合が高いことから、吸収
北海道の人工林の６割は、植栽後４０年を超えており、森 量の目標は現状を下回る数値を設定しているところでありま

林の若返りが必要であり、伐って使ってまた植えるというサ す。
イクルを回していくことが大きな課題とされてきたが、北海 道としては、より活力ある森林づくりを進め、吸収量の確
道内においても、道産材による木造住宅や木製家具などの使 保を図るとともに、幅広い分野における道産木材の利用促進
用率は、公共施設においても十分とは言えない。 が必要と考えており、クリーンラーチの増産や植栽コストの
関連指標として掲げられている、針葉樹における建築用製 低減のほか、公共施設、住宅や事務所、さらには家具などに

材の生産比率や、木質バイオマスエネルギー利用量などにつ ついて、「ＨＯＫＫＡＩＤＯ ＷＯＯＤ」のブランド力を強化
いても、より高い指標を2030年に向けて掲げるべきと考える しながら道産木材の一層の需要拡大を進めるとともに、こう
が、見解を伺う。 した取組を担う企業などへの支援、人材の育成も含め推進計
その上で、学校なども含めた公共建築物をはじめとした木 画の施策として位置づけ、吸収量の目標についても検討を進

造化・木質化の促進や、道産ＣＬＴなど新たな木材需要の創 めるなど、ゼロカーボン北海道の実現に向けて、計画を見直
出と供給体制の整備のため、税制や補助制度、金融支援のあ す考えであります。
り方、地元企業を対象とした人材育成など、公共、民間の投
資が、ゼロカーボン実現に貢献しつつ地域に循環する森林関
連産業を支援する具体的な取組を打ち出すことが重要である
と考えるが見解を伺う。

２ 吸収量の位置づけについて （水産林務部長）
計画において、吸収量は、2030年度の道の温室効果ガス排 森林吸収量の位置づけなどについてでありますが、カーボ

出量削減目標の２割に相当するとされている。 ン・オフセットは、企業等が、二酸化炭素など温室効果ガス
下川町などいくつかの自治体では、道外の大都市圏と協定 の排出量を削減できない場合、森林吸収量の購入などにより、

を結びカーボンオフセットを実施しており、道としても道有 排出量を埋め合わせする仕組みであり、道内では、これまで、
林オフセットクレジットを販売していると承知している。 １４の市と町や、道有林において、間伐により発生した吸収
一方、いわゆる実質ゼロということであり、吸収源という 量をクレジット化し、道内外の企業等に販売をしてきたとこ

森林が生み出す価値を、例えば道内の化石燃料使用のための ろであります。
相殺として使ってしまうのか。 道としては、森林吸収量の一層の確保に向けて、企業の協
現在のカーボンオフセット取引の現状はどのようになって 力による取組を今後強化する必要があると考えており、

いるのか伺うとともに、吸収源の活用のあり方について、計 企業ニーズの調査結果なども踏まえ、「ほっかいどう応援団
画にどのように位置づけられており、今後はどうあるべきと 会議」の参加企業、さらには、二酸化炭素の排出削減や
考えるか見解を伺う。 環境保全に取り組む道内外の企業などに、森林づくりへの協

力や、道産木材・木製品の利用を広く働きかけ、カーボン・
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オフセットなどを活用した森林づくりを進めてまいる考えで
あります。

（四）加工も含めた水産業分野における再エネ化の推進につ （知事）
いて 水産業の付加価値向上についてでありますが、道では、水
政府は、水産分野においても漁船の二酸化炭素排出量削減 産業・漁村振興推進計画に基づき、海域の環境保全を図りな

などの目標を設定している。 がら、水産資源の適切な管理や栽培漁業の推進による生産の
これまでも藻場干潟ビジョンなど環境保全の取組を進めて 確保と、漁村地域の活性化などに取り組んでいるところであ

きたとのことだが、あまり一般消費者には伝わっていないの り、今後ともゼロカーボン北海道の実現にも資するよう、国
ではないか。 の事業などを活用し、藻場や干潟の維持、お魚殖やす植樹運

ふ

ゼロカーボンの実現をひとつの契機として、加工も含めた 動といった漁業者の取組や、消費燃料が少なく、波の抵抗も
水産業全体の再エネ化をどのように進め、北海道水産業の付 受けにくい漁船の導入などに支援するほか、廃棄された漁網
加価値をどのように上げていく考えか伺う。 などの再生利用を促進する考えであります。

また、地域における水産物の保管や流通、加工施設や機器
の導入に当たっては、低コスト化や省エネ化の視点から支援
に努めるなど、豊かな海域環境の保全を図り、本道の水産業
の一層の振興に取り組む考えであります。

（五）交通政策について （交通企画監）
北海道交通政策総合指針は、本年見直しがされました。ウ ゼロカーボンや脱炭素化に向けた交通分野の取組について

ィズコロナなどの新たな視点は付加されたようですが、ゼロ でありますが、交通政策総合指針の重点戦略は、地域の暮ら
カーボン、脱炭素の視点はみられないことに驚きました。 しや産業を支える持続的な輸送ネットワークの構築に向け、
交通事業者なども参画しての検討会などもあったようです 環境負荷の低減や脱炭素化への取組が重要との認識の下、道

が、ゼロカーボン推進のための議論が少しでもなされたのか 内の交通・物流事業者など、関係機関で構成する重点戦略検
どうか、その議論経過を伺うとともに、道として、交通分野 討ワーキンググループでの意見交換や、議会議論などを踏ま
のゼロカーボン実現に、どのように取り組む考えか伺います。 え、本年３月に策定したところであります。

自動車への依存度が高い本道においては、運輸部門の二酸
化炭素排出割合が全国に比べて高いことから、人やモノの輸
送の効率化や省力化による二酸化炭素排出量削減のため、道
では、MaaS等シームレス交通の取組強化による公共交通機関
の利用促進をはじめ、共同輸送やモーダルシフトによる物流
の効率化に取り組むなど、持続可能な交通・物流サービスの
展開を図ることとしております。
道といたしましては、引き続き、国が展開するデジタル技

術を活用するスマート交通や、サプライチェーン全体の輸送
効率化・省エネ化といったグリーン物流の推進などの取組を
注視し、庁内関係部のみならず、市町村や運輸事業者の皆様
などと連携を図りながら、交通分野における環境負荷の低減
に向け、取り組んでまいります。

（六）住宅政策について （建築企画監）
住宅政策は、家庭業務部門のゼロカーボン実現に向けて、 ゼロカーボン北海道の実現に向けた住宅政策についてでご

カギとなる重要な分野です。 ざいますが、はじめに、住生活基本計画につきましては、本
例えば、これまで、ヨーロッパなどの地球温暖化対策推進 年７月に、住宅対策審議会から、住宅分野での脱炭素社会の

の取り組みは、リフォーム市場の活性化など、地域経済や雇 実現に向けた取組を進めるべきとの答申を受け、現在見直し
用対策に大きく貢献してきました。また、太陽光発電や蓄電 を行っているところでございます。
池の住宅・建築物への戦略的な導入は、公営住宅への率先配 また、北方型住宅の普及推進に向けましては、より多くの
置なども含め、貧困・低所得層に対する支援施策としても効 皆様にご理解いただくことが必要と考えており、11月からユ
果が期待できることは、南オーストラリアの実績や、長野県 ーザーの皆様への集中的なプロモーションを行うほか、ZEH
の戦略的なビジョンからも参考にすべきであると考えます。 化に向けて、道総研建築研究本部と連携し、「北方型住宅202
北海道住生活基本計画を見ると、域内循環についての記載 0」をベースといたしました、高効率な設備や再生可能エネ

は一部にあるものの、脱炭素の視点が弱いです。これまでの、 ルギーの活用につきましての技術開発などを進めているとこ
北方型住宅に象徴される省エネの推進にとどまることなく、 ろでございます。
新エネ、蓄エネも加味した住宅政策として、抜本的に見直す 次に、既存住宅の省エネ性能の向上につきましては、道民
べきと考えますが、見解を伺います。 の皆様が安心してリフォームを行える環境づくりが課題と認
さらに、住宅個々のその躯体のスペックをあげるだけでは、 識しており、市町村のリフォーム補助制度の情報などをホー

市場価値につながってこなかった現実をどのように受け止 ムページにおいて周知しているほか、一般財団法人北海道建
め、どんな付加価値をゼロカーボン実現の過程の中で北方型 築指導センターに相談窓口を設置し専門家がアドバイスする
住宅2020に乗せていくべきと考えるのか見解を伺います。 など、住宅リフォームの促進に引き続き努めてまいります。
また、北方型住宅推進の取り組みは、新築住宅への働きか 最後に、道営住宅につきましては、これまで太陽光発電を

けであり、中古住宅の省エネリフォームの推進などについて 集会所などの電力供給に活用するモデル的な取組を行ってい
は、道としての具体の動きは薄いように感じられます。これ るものの、設置費用の負担といった課題の整理が必要と考え
までの取り組みのなかでの課題をどのように認識し、ゼロカ ており、他県の取組なども参考に、再生可能エネルギーの活
ーボンの機運をとらえ、どのようにリフォーム市場を活性化 用について検討してまいります。
していく考えか伺います。 道といたしましては、今後も北方型住宅や道営住宅などで
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また、既存の集合住宅の再エネ化も大きな課題であること の様々な取組を通じて、省エネ化や更なる再生可能エネルギ
から、太陽光発電と蓄電池の設置や、ビル壁面などへの次世 ーの活用などを進め、住宅分野での脱炭素化に努めてまいり
代型太陽光電池設置の実験的導入、入居者の負担軽減にもつ ます。
ながるようなエネルギー管理システムの試行なども含め、道
営住宅の新たな役割についても検討すべきと考えますが、所
見を伺います。

（七）学校における再エネ化の推進などについて
１ 施設の再エネ化について （教育長）
ゼロカーボンに関し、各省庁がさまざまな野心的とも言え 学校施設における脱炭素化の取組についてでありますが、

る目標などを発表していますが、文科省の動きは非常に鈍い 国においては、これまで、学校施設への太陽光発電設備の導
ように感じています。 入を推進してきており、次年度以降においては、高断熱化・
私としては、この機会に、災害時には避難所ともなること 高効率空調などによるネット・ゼロ・エネルギー・ビル、い

の多い公立学校施設の再エネ化を中央政府としても率先して わゆるＺＥＢ(ゼブ)化をはじめとした脱炭素化に向けた取組
進めるべきと考えますが、中央政府の動向をどのように把握 を進めようとしていると承知をいたしております。
し、道教委として、どのように対応する考えか伺います。あ 道内では、小中学校の約２割に、また、道立高校に関しま
わせて、道内市町村の小中学校の再エネ化の状況をどのよう しては、約１割に、災害時にも活用できる太陽光発電設備が
に把握し、どのように支援していく考えか、また、道立高校 整備されており、道教委といたしましては、学校施設におけ
の再エネ化にはどのように取り組む考えか伺います。 る再生可能エネルギーの一層の活用に向けて、市町村に対し、

国の支援制度の情報提供や助言を行うとともに、学校施設の
ＺＥＢ(ゼブ)化などに関する動向を踏まえ、知事部局とも連
携をし、学校における脱炭素化の推進に努めてまいります。

２ ゼロカーボン実現のための学びの支援について （教育長）
施設の再エネ化について、減災対策の観点から伺いました ゼロカーボンに関する環境教育の取組についてであります

が、教育機会としても、非常に重要であると考えます。 が、ゼロカーボン社会の実現に向けては、将来、持続可能な
たとえソーラーパネル１枚であっても、電気や熱エネルギ 社会の創り手となる子どもたちが、地球環境問題について理

ーは、風や水や土があれば、自ら作り出せるのだという意識 解を深め、環境を守るための行動をとることができるよう、
を育てることにつながります。 問題を発見し解決する能力や、よりよい環境づくりを目指す
残念ながら、現在、文科省としては、学習指導要領解説の 態度を育んでいくことが重要です。

一部改訂の通知が発出されるにとどまっていますが、道教委 道教委では、現在、各学校に対し、子どもたち一人一人が
としては、これまでも体系的な環境教育の充実などに取り組 地域や関係機関等と連携して、資源の有効利用や自然環境の
んできました。どのようにゼロカーボンの実現に教育現場か 保全、科学技術の利用のあり方などについて学ぶことができ
ら貢献していく考えか伺います。 る学習プログラムを提供するとともに、エコスクール認定校

による環境ＩＳＯ活動や、ＳＤＧｓの17の目標と関連付けて
編成した教育課程の成果普及の取組を進めており、今後は、
こうした取組に加えまして、ＩＣＴを活用した学校間の成果
交流、環境教育に関する教員研修の充実など、環境教育の一
層の推進に努め、「ゼロカーボン北海道」の実現に貢献して
まいる考えであります。

二 連携地域別政策展開方針の在り方について
（一）地域振興条例に基づいたゼロカーボンの地域戦略の策 （知事）
定について ゼロカーボンの実現に向けた地域の取組についてでありま
連携地域別政策展開方針は、北海道地域振興条例に基づき、 すが、現在、検討中の次期連携地域別政策展開方針において

６つの連携地域ごとに、市町村自治体や地域の関係者の参画 は、風力やバイオマスといった再生可能エネルギーの利活用
を得て、現在素案が作成されパブリックコメントも行われて や森林の適正管理など地域の特色を活かした様々な取組が盛
いると承知しています。 り込まれているところであり、その推進に向けては、分野横
私としては、自然エネルギーの賦存量や、産業構造も地域 断的な連携が必要と考えております。

によって異なる広大な北海道においては、ゼロカーボンの実 道としては、先般、全庁的な推進組織である「気候変動対
現のためには、地域ごとの戦略づくりやKPIの設定やそのた 策推進本部」に、各振興局長を本部長とした「地方推進本部」
めに必要なデータや情報の共有が重要ではないかと質問を重 を新たに設置するなど、分野横断的な連携体制を整えたとこ
ねてきたところです。 ろであり、各地域が抱える課題とその解決に資する資源や技
現在、公表されている地域別政策展開方針を見ると、概ね、 術等を結びつけながら、地域の目標づくりや様々な施策の活

すべての地域で、ゼロカーボン推進に関するプロジェクトが 用を支援するなど脱炭素と地域創生の実現に向けた取組を力
あげられており、指標も設定されています。 道南、オ 強く後押しをしてまいります。

あと

ホーツク、十勝の３つの連携地域で、域内全自治体における
ゼロカーボンシティ宣言が目標とされています。
こうした、地域からの主体的な動きをゼロカーボン実現の

ための道としての施策にどのように反映する考えか伺いま
す。
また、私としては、この際、改めて、地域振興条例の施策

推進の基本方針に基づき、あるいは、これに準じた形でゼロ
カーボン実現のための地域計画を策定することも１つの選択
肢ではないかと考えます。



- 5/6 -

質 問 答 弁

今後の、ゼロカーボン実現のための地域の政策展開につい
て知事の所見を伺います。

（二）地域振興のためのの設定のあり方などについて （地域振興監）
連携地域別政策展開方針は、「地域づくり連携会議」にお KPIの設定などについてでございますが、連携地域別政策

いて、各プロジェクトの推進状況等の点検・評価を行い、必 展開方針においては、重点的に取り組むプロジェクトの進
要に応じて取り組み内容の充実を図るとされています。点検、 捗状況などを点検・評価するため、各プロジェクトにＫＰ
評価にあたっては、そもそものKPIの設定が重要であり、私 Ｉを設定しており、この選定に当たりましては、各地域に
として、残念に思うのが、地域振興のためのプロジェクトで おきまして進捗状況の把握に最も適した指標を検討の上、
あっても、いまだに、入込数等を重点のKPIにしているとこ 決定しているところでございます。
ろが散見されることです。 次期方針においては、例えば、一次産業の振興や産学官
繰り返し、議会議論で申し上げていますが、単に入込数だ 金連携に取り組むプロジェクトでは、KPIを単に「生産額の

けでは、域内循環はチェックできず、付加価値向上に地域の 増加」とするのではなくて、「食品工業の付加価値額」や「製
視点が向きづらいと指摘しつづけてきました。 造業の付加価値生産性」といった、域内での付加価値に着
いくら入込数や売り上げを上げても、材料は域外のものを 目した指標も検討しているところでございます。

使ったり、化石燃料や化学農薬などを使ってどんどんお金を 今後は、各地域におけますエネルギー収支を見える化す
域外に流出させては地域の持続可能な発展につながりませ るなどの方法を庁内連携のもと検討し、産学官民といった
ん。地域に誇りが生まれません。 地域の様々な方々の参画と協働を促すデータの共有・活用
北海道開発局など国の機関とも連携しながら、産業連関分 を図ってまいります。

析や、地域経済循環分析など地域のエネルギー収支などを含
む域内循環を可視化できるデータを市町村自治体や、地域の
実践者のみなさんと共有しながら、地域計画の推進管理を行
う場が重要だと考えます。
地域振興を進めていくうえで、エネルギー収支を含む域内

循環などのデータの共有について、必要性をどのように認識
しているのか伺います。

三 文化政策について
（一）百年記念施設再生構想について （環境生活部長）

ほっかいどう歴史・文化・自然「体感」交流空間構想は、道 北海道開拓の村についてでありますが、道では、これま
立自然公園野幌森林公園内にある北海道博物館、北海道開拓 での野外博物館としての役割を基本としつつ、国内外からの
の村、北海道百年記念塔の今後のあり方の基本構想として、 旅行者をターゲットとした観光拠点や、古民家再生の人材育
北海道命名１５０年を契機に策定されたものです。 成拠点として活用を図るため、有識者のご意見も伺いながら、
構想では、開拓の村に関し、指定管理のあり方を含めて、 建造物の保存、活用などを含めた「利活用方針」を定めるこ

検討される方向性が示されていると承知しています。 ととし、令和５年度からの指定管理期間に向け、建造物の維
私としては、歴史的建造物のカフェや宿泊施設としての活 持修繕や指定管理のあり方について、民間資金や活力の導入

用など、動態保存による利活用も検討すべきであると考えま も含め、検討を進めているところであります。
すが、これは、現在の指定管理制度においては、難しいもの 具体的には、指定管理の内容について、施設の設置目的な
と考えます。 どに応じた期間や利用料金の設定、業務の範囲などに関する
さらに、この間、料金設定や、駐車場利用料のあり方など 検討を行うとともに、適切な維持管理と国内外からの誘客を

も含め議論してきましたが、施設を所管する環境生活部と、 図るため、建造物の老朽化への対応や利用者のサービス向上
指定管理制度を所管する総務部と、責任の所在が明確ではな に向けた施設の改修などについて検討を行っているところで
く、有効な検討が進んでいないように思います。 あります。
構想を実現するための指定管理のあり方の現時点での検討

状況及び長期的な維持補修の計画などについてはどのように
なっているのかうかがいます。

（二）北海道デジタルミュージアムについて （環境生活部長）
次に、北海道デジタルミュージアムの進捗状況と今後の展 デジタルミュージアムについてでございますが、道では、

開についてうかがいます。 道民の皆様はもとより、国内外の観光客の方々が、道内各地
北海道の博物館などの情報を多言語で包括的に発信し、北 の博物館や美術館などに実際に足を運んでいただくきっかけ

海道の知の入り口としての役割を担うことを目的に知事公約 となりますよう、施設や収蔵品などの情報を多言語で包括
として北海道デジタルミュージアムが検討されています。 的に発信をする「デジタルミュージアム」を開設すること
道内の博物館においては、収蔵品のデジタル化への遅れや としており、現在、多くの施設に参加いただけるよう、デ

情報発信に課題を抱える施設もあることから、こうした課題 ジタル化や多言語化に関するマニュアルの作成を進めてい
解消のサポート事業も実施すること、あわせて、当面は、博 るほか、オンラインによる説明会などを開催しているとこ
物館法の登録博物館や、相当施設を対象とするが、将来的に ろでございます。
は、施設に関連する周遊ルートやアート作品など包括的な情 道といたしましては、引き続き、対象施設の参加促進に取
報発信をめざすとされています。 り組むとともに、利用者の拡大や利便性の向上を図るため、
私としては、道内に３０００体以上ある屋外彫刻について 各施設をつなぐ周遊ルートや各地の文化財、史跡やアート作

も、その材質や作家などの資料を収集し、清掃活動や、維持 品も対象に加えることとしており、今後、掲載情報の内容な
補修などについてのノウハウも含めオープンデータとして公 どについて、検討して参る考えでございます。
開している民間団体もあることから「館」「箱物」のなかの
アート作品だけではなく、無料で誰でも楽しめるアートいわ
ゆるパブリックアートとして屋外彫刻もデジタルミュージア
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ムにリンクするなどすべきと考えます。
デジタルミュージアムの進捗状況をうかがうとともに、屋

外彫刻という資源も対象に含めるべきと考えますが、見解を
うかがいます。


