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    ◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） ただ今から、白老町中核イオル整備促進に関する調査特別委員会を開

催いたします。よろしくお願いいたします。 

 本委員会については傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

              ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 異議なしと認めます。よって委員会条例第１６条の規定により、委員長において傍聴を許可い

たします。 

 次に本日の委員会の日程について、事務局長から説明いたします。 

                                （午前１０時００分） 

 

    ◎調査事項  

○事務局長（山崎宏一君） 本日の委員会につきましては、先般６月に設置されました、ただ今

委員長のほうから話しありました通り、中核イオルの整備促進についての調査推進というものを

図るために、本日資料を事前にお配りしてございますけれども、それと合わせて本日２枚もので

ございますけれども、お手元に配布の通りであります。これに基づきまして、説明等、また質疑

を行っていくということになりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。以上で

ございます。 

○委員長（玉井昭一君） それではこれより調査を行います。 

 まず白老町中核イオルについて執行部からの説明をお願いいたします。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） 私のほうからですね、イオルについてのご説明を申し上げた

いと思います。それでイオルについて初めて対応される委員さんもいらっしゃいますので、イオ

ルの事業がなぜ発生したのかというような、どうして必要なのかというような歴史的な経過的な

ものもですね、話をしなかったらわからないと思いますので、そういう点も踏まえてですね、お

話をしたいと思います。 

 それと昨年の３月２０日にですね、白老町が中核イオルに決定したんですけども、それ以降で

すね、どういう取り組みをしてるかということを踏まえてですね、ご説明をしていきたいと、こ

う思っております。 

 皆さん方に一応資料という形で提示しておりますが、特別委員会の資料のですね、まず３ペー

ジ目を見ていただきたいと思いますが…… 

 ここにですね、黒く囲んであるところがあると思いますけども。平成７年３月に時の内閣は村

山内閣だと思いますけども、その官房長官の私的な諮問機関としてですね、四角の中のカッコの

ところにあると思いますけども、この４番目のとこなんですね。「ウタリ施策のあり方に関する

有識者懇談会」というものをですね、この内閣の官房長官の私的機関として設置をしたという経

緯がございます。そしてこの懇談会からですね、四つの提言がされたと。こういうような事実が

ございます。それでこの俗に言うウタ懇といってるんですけれども、このウタ懇の設置がされた
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経緯がございまして、これはですね、皆さんもご存じだと思いますが、３２年ぐらいですか、ウ

タリ協会の理事長をされておりました野村義一さんがですね、ご存じだとは思うのですが、国連

等で演説をしたりですね、色んな活動をされてですね、こういうウタ懇の設置を迎えたというよ

うなことになるかなと思っております。特に野村義一さんが言ってたことは、旧土人保護法の改

正を強く訴えていたわけでございます。この旧土人保護法というのはですね、皆さん方も既にご

存じだと思いますけども、アイヌ民族の人達というのは、自然を相手にしてですね、生活をして

いたわけです。そういう自然空間の中で生活をしていたわけですね。山に行けば鹿だとか熊を取

ったり、川では鮭を取ったりですね、木の身を取ったり、そしてそれを乾燥して食料にしてたと。

そういう蝦夷地というのはそういうアイヌの人達の楽園だったわけですよ。ところがですね、２

ペ－ジ目のほうに書いてありますけども、松前藩がかなりの影響を及ぼすようになりまして、ど

んどん和人の人がですね、蝦夷地のほうに入って来るようになったと。今まで自分達が生活の糧

としていたそういう領土がですね、すべて奪われてしまったと。こういうような歴史的な経緯が

あります。それで有名なアイヌと和人との戦いでシャクシャインの戦いだとかそれからコシャマ

インの戦いだとかですね、それからクナシリ・メナシの戦いだとか色々あります。３大の戦いと

言われておりますけども、これはいずれもですね、やはり和人とアイヌの人達の戦いだったんで

すね。要するに自分達の領土が全部奪われたとか、それから川で鮭取ることが全部禁止されたと

か、それからアイヌ語でしゃべっていたのがアイヌ語やめろと、日本語にしなさいとか、そうい

うようなことで、アイヌの人達は、私もいろいろな歴史調べましたけれども、アイヌの人達は和

人の人達に奴隷的な感じで使われていたというような歴史的な事実がございます。それと和人の

人がどんどん入ってくることによって、和人とアイヌの人達の交易が盛んになってきたんですね。

こういった中でよく言われるのがだまし討ちというのがあるんですね。最初はですね、米６０キ

ロで例えば和尚のそういう服と交換するとなっていたのがですね、どんどん下がってきて、７キ

ロぐらいと最終的には交換していく。そういうようなことだとか。それからアイヌの人達がどん

どん和人に対して抵抗するものですから、こういう宴会を開いてですね、一つ仲良くしようじゃ

ないかというようなことで宴会を開いて、その宴会の席の酒にですね、毒を飲ましちゃって殺し

てしまったと。これがシャクサインの戦いの終わりなんですけどもね。そういうようなことで、

非常に歴史的な経緯から言うとですね、和人とアイヌの人達の戦いが非常にあったと。アイヌの

人達から言わせると、お前たちよそ者なのになぜですね、俺たちの領土も取って林も全部切っち

ゃって農地にしなさいと、こういわれたわけですけどもね。なぜそんなことまでされなければ駄

目なんだと。そして何で我々を奴隷にしなきゃ駄目なんだというようなことで、非常に長い間歴

史的なそういういざこざがあったわけです。そういった中で明治３２年だと思いますけれども、

旧土人保護法という法律が制定されたと。この旧土人保護法というのは、アイヌの人達がですね、

農業をしなさいというようなこと。耕していろんなもの作りなさいという法律ですね。それとも

う一つは、教育の程度が低いので、教育をしなさいというようなことで。要するにアイヌの人達

から言わせれば、和人の人に同化されてきた法律だったんですね。要するに、独特の文化あった

んですけれども、それを全部抹殺しちゃって同化されちゃったと。これが旧土人保護法の法律な
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わけです。その後ですね、この旧土人保護法も昭和１２年だと思いますけれども、大きく改正さ

れまして、今まで学校もアイヌの人達と別だったんですけれども、それもですね、統一した学校

にしましょうだとか、それからあとは農業以外に職業やった場合は補助金を出しましょうだとか、

何かそういうことで、法律は改正をされました。されましたけれど、どんどんアイヌの人達と和

人とが同化されてきたと。アイヌの人達から言わせれば、何で和人に同化されなきゃならないん

だというようなことがずっとあったのかなというふうに思っております。 

 そういうことでですね、先ほども前段で言いましたように、ウタリ協会の理事長さんを３２年

間やっておられました野村義一さんが、旧土人保護法てなんなんだというようなことで、この改

正に大きく行動をしたというような経緯がございます。国連まで行ってですね、演説をしたり。

いろんな経緯を見ますと、いろんな知識人だとか国会議員だとかですね、いろんな方に会って東

京でデモ行進までやったりした形の中で、この新しい法律ができたというような経緯がございま

す。 

 それがよく言われます平成９年の５月に長年かかってですね、アイヌ新法が制定されたと。こ

ういうような経緯がございます。 

 それでちょっと戻りますけれども、３ページのほうにですね、そのウタ懇の報告書がございま

す。このウタ懇の報告書の中で先ほど言ったように四つの提言がされたわけです。その一つがで

すね、このウタ懇は当時の東京大学の学長をされました伊藤先生がこの会長をされておりまして、

かなりの有識者になっております。そういうことで四つの提言がされまして、その一つはですね、

３ペ－ジ後ところに書いてありますけれども、「アイヌに関する総合的かつ実践的な研究の推進」

を図るんだというようなことで、要するにアイヌ文化に対してですね、共同研究の推進だとか、

それから研究者の育成、それから資料の収集保存、こういうようなことを行うですね、アイヌ研

究センター、仮称ですけれどね、こういう設置が必要ですよという提言がされております。 

 それともう一つは「アイヌ語を含むアイヌ文化の振興」ということで、アイヌ語教育の充実を

図りなさいということだとか、失われたいろいろなアイヌ文化の技術の復元、再生。こういうこ

とをですね、やっていきなさいということが二つ目に掲げてあります。 

 それから三つ目が今言われております「伝統的生活空間の再生」ということでございまして、

これはアイヌ文化を総合的に伝承するというような意味で、昔アイヌの人達が暮らした生活の場、

これを（イオル）というのですが、この場を再生しなさいということと、それに伴ってさまざま

な施設をですね、そういう空間を公園等として整備しなさいというようなことがですね、三つ目

として提言されております。ここで初めて（イオル）という言葉が出てきたということでござい

ます。 

 四つ目は「理解の促進」ということで、これは先ほど言われておりますように、人権擁護に関

するいろんな取り組み。差別のない社会をですね、作っていくことが必要だというようなことで、

四つの提言がされたわけでございます。 

 ４ページ目の上のほうに書いてありますが、この報告書をですね、報告書では１から３番目、

要するに研究センタ－、それからアイヌ語を含んだアイヌ文化の振興、それから三つ目の伝統的
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生活空間の再生。これは今言われておりますけれど、三位一体だと。それで早期に実現をするこ

とが望ましいですよというようなことがですね、このウタ懇の報告書に出されたわけでございま

す。それでこのウタ懇の報告書があってですね、これ８年４月にこのウタ懇の報告書が出たわけ

ですが、翌年の５月にですね、長い法律でございますけれども、アイヌ文化新法が制定をされた

と。こういう経緯でございます。 

 それで野村義一さんからも、私も個人的にいろんな話を聞くんですけれども、アイヌ新法は最

初の思惑とちょっと違ったんだという話をされてました。要するに我々は福祉的な面も含めてで

すね、新法の中にですね、盛り込むように国のほうに要請したんだけれども、福祉の面はすべて

カットされちゃったと。文化だけの振興になってしまったという、大変残念がっておりましたけ

れども、ここまで至るまでには本当に大きな犠牲を払ってここまでたどり着いたというようなお

話をされておりました。 

 そういうことでこの新法が平成９年５月に制定されまして、９年６月にですね、国の出先機関

であります「財団法人アイヌ文化研究推進機構」というのが札幌にございます。こういう機構が

できました。この機構はですね、アイヌ文化の振興を図るというような意味で、国が半分道が半

分、今７億円ぐらいの予算だと思いますけれども、半分お金を出しあいをしながらですね、いろ

んな形でアイヌ文化の振興策を図っております。 

 うちの財団のアイヌ民族博物館もこの「財団法人アイヌ文化振興機構」のいろんな補助金を使

いながら、いろんな事業をやっております。また各北海道のいろんな支部もですね、この補助金

を使ってですね、国際的な交流だとかアイヌ文化祭だとか、そういうような事業をですね、積極

的にやってるというようなことでございます。ただこの推進機構がやっている事業に対してです

ね、いろんな懸念を持っている方も実際いらっしゃいます。といいますのは、国際交流にしても

ですね、特定の人が毎年行ってるだとか、いろいろ新聞紙上でもですね、非常に問題なってます

よね。苫小牧支部なんかで結構ありましたけども、要するに私も見た限りですね、推進機構一生

懸命予算つけてやってますけれども、私も国で言ってきたんですけれど、文化振興にですね、こ

れ繋がっているのかていうとなかなか「はいそうです」とは言えないですという話はしてきまし

た。ただうちのほうのアイヌ民族博物館も出版事業なんかもやっておりまして、出版事業やりま

すとですね、１５０万円まで全額出してくれるんですよね。ですからこういう事業使ってですね、

いろんな研究をした成果をですね、この推進機構を使って補助申請をしてですね、本を作ったと

かということもございます。そういうようなことでいい面もありますけれども、あまり１００パ

ーセントＯＫということにはちょっとならないのかなという感じも私はもっております。そうい

うようなことで法律等がそろいましてですね、こういうような文化が今されてきているというよ

うなことをですね、覚えていただきたいと、こう思っております。 

 それで資料の１ページ２ページについてはアイヌの人達に人口等書いてありますので、これに

ついては後で見ていただきたいと思いますけれども、ただ皆さんの資料には平成５年のウタリ生

活実態調査、人口のほうですね、書いてありますけれども、実は平成１１年にウタリの生活実態

調査をやっておりまして、この数字がですね、ちょっとお知らせをしたいと思いますが、平成１
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１年はですね、１ページの（１）なんですけれども、２３，８３０人となっておりますが、１１

年では２３，７６７人というような数字になってございます。それと白老町ではですね、平成５

年では２，６８８人でしたけれども、平成１１年には増えておりまして２，７７５人という数字

になってございます。率については大体概ね全道では０．４パーセント、それから白老町では大

体１２パーセントぐらい占める数字になると思います。そういうようなことでちょっと訂正をし

たいと思いますが。そういうことでアイヌの人達はこういうような人口になってございます。そ

れでそういう文化がですね、先ほど言ったようにアイヌの人達はいろんな自然環境の中で生活を

してたわけでございますけれども、そういう自然環境中からいろんな文化が生まれてきたという

ようなことで、一つは信仰ですね。やはりアイヌ文化というのは精神文化だと思います。これで

すね、な ぜ信仰というのができたのかというようなことで、ちょっと私この前中村先生にも聞い

たんですけれども、やはりアイヌの人達昔何でも食べてた、山行っては何か食べてた。そうした

らやはり亡くなる方も結構いたらしいですね。やはり実になってるもの全部食べて。やはり中に

は毒のものがある。だけども死んでしまうというようなことで、そういうことでですね、やはり

神のほうに、これは全部神からの与えものだというようなことで、そういう信仰がどうしても出

てきた。死ぬ人が出てきてですね、神様助けてくださいとかね、そういう形になるのかなと思い

ますけども、そういうことで信仰がですね、生まれてきたというようなお話をされておりました。

なるほどなとこう思っております。 

 そういうことでアイヌの人達は非常にこの精神的な文化に対しては非常に忠誠心を持ってお

ります。全部神から与えられたもの、食べたものは全部神に返すんだというようなことを今でも

言われております。カムイノミですね、こういうものがきちっと整然と行われております。 あ

といろんな衣服を作るにしてもですね、食生活にしても衣服にしても、私もオヒョウの木でです

ね、アツシ織りなんかも私達実際作るところ見ましたけれども、よくこういうところまでですね、

皆さんよく昔のアイヌの人達は考えたなと思っております。そういうことだとか、鮭を燻製にし

てそれは冬のですね、食料にするだとかですね、それからアイヌの人達は字書きませんので、全

部言葉で言います。ですからこういう口承文芸ていうのありますね。要するに物語ですよ。子供

に聞かせる、そういう物語を独自に生み出したり、そういうようなことでいろんな文化がですね、

生まれてきたと。僕はすばらしい文化かなとこう思っております。ただあまり華やかさはないか

なとこう思っておりますが、ただそういうような形でいろんな文化が生まれてきたということを

ご理解をしていただきたいと思います。 

 それで４ページ目にちょっと戻りますけれども、４ページ目の５番目でございます。それで先

ほどらいからちょっとお話ししていますように、平成８年４月にウタ懇から報告書が出てですね、

北海道ではその伝統的生活空間をどのように事業推進したらいいかというようなことで、平成１

１年７月に北海道の基本構想を作ってございます。それで基本構想で言っている「伝統的生活空

間の再生」の概念というものが書かれてございます。一つはですね、やはりかつてのアイヌの人

が生活をしたそういう空間を、そういう自然環境を整備することですよということが１つありま

す。もう一つは後段のほうに書いてありますように、そういうとこで生まれたアイヌ文化をきち
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っと伝承、そして理解をしていくというようなそういう機能を備えた空間を整備することが必要

ですよということがこの基本構想の中に書かれてございます。要するに空間を整備して伝統的そ

ういうアイヌ文化を伝承するようなそういう機能を持った空間を整備することが必要だ。二つを

ですね、この概念の中でとらえてございます。 

 そして目的としては、アイヌ文化を総合的に伝承して振興を図るということが一つ。それから

文化を理解をさせてくということが二つ。こういう大きな目的がございます。 

 そしていろんな四つの取り組みが基本的な理念として書かれておりますが、同じように文化の

伝承と振興を図るということと、人材の育成を図るということが必要ですよということ。それか

ら「理解の促進」というのは先ほどらいから言ってるように、差別のないといいますか……アイ

ヌ民族の理解を深めるようなそういう事業を取り組むこと。それから「交流の促進」というのは、

やはりアイヌ民族だけでなくて、いろんな世界の先住民がいますから、そういう先住民との交流

を図ることが必要ですよというような四つのですね、基本的な理念を掲げてこういう構想を作っ

てございます。 

 ４ページの６番目でございますが、「北海道の取り組み」というようなことがございます。今

ちょっと基本構想のお話をしましたけども、その前にですね、平成１０年３月に伝統的生活空間

の再生に関するイメージというものはどういうものかということをこの基本構想ができる前に

構想を北海道で作ってございます。これも学識経験者、またアイヌ民族の人達含めてですね、検

討委員会を設けて、こういう構想を作りました。そして５ページ目のほうに入りますが、先ほど

言いましたように平成１１年７月にこういう基本構想を策定したという経緯がございます。これ

も学識経験者、それからアイヌ民族の関係者による検討委員会でこういうものを作ったわけでご

ざいます。 

 （３）番目のですね、「アイヌ文化振興等施策推進北海道会議」の設置というものがございま

す。これはどういうことなのかと申しますと、実はこの北海道が作りました基本構想をですね、

より具体化するためにはどうしたらいいですかというようなことで、この具体策をですね、北海

道で考えてくれませんかというような投げかけの元ですね、こういう北海道会議を設けたわけで

す。そして北海道会議で話し合われた結果をですね、ここで書いてありますように、北海道会議

でなくて国の推進会議というのが設けられております。ここでさらに検討しようかというような

ことの取り組みがされたというようなことでございます。この国の推進会議の中には、道の環境

生活部長だとか、議長だとか、ウタリ協会の理事長さんだとか、それから副理事長さん、それか

らアイヌ推進機構の専務理事さんが選出されて、国のほうの推進会議のメンバ－になってござい

ます。 

 北海道会議ではその基本構想に基づいてどういうことが話し合われたのかというのは、この４

番目の話です。この（４）番目の最終報告書がですね、北海道会議として最終報告書として検討

されたと、こういうことです。この会議の中で白老町が中核イオルにですね、選定をされたと、

こういうような経緯になっております。 

 ここが大変重要なことでございまして、要するに北海道で基本構想を作って、国のほうに提出
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いたしました。この基本構想をより具体化するためにはですね、北海道で話し合っていただきた

いという国の投げかけがあったわけです。そして北海道会議を設置して最終報告書を昨年の３月

にみんなで検討してですね、作ったと。こういうようなことで、その最終報告書の中で白老町が

中核になったと、こういうような経緯でございます。それで白老町が中核になった理由等につい

てはここに書いてありますけれども、非常に自然環境がコンパクトにそろっていて非常にまとま

りがあるだとか、アイヌのいろんな文化活動が非常に実績としてあると、発展性もありますよと

いうようなことだとか、胆振日高でアイヌの人口が非常に多いんですね。約７割ぐらいになりま

すか、６６パーセントぐらいだと思いますけれども、そういうようなことで非常に沢山の人がい

るだとか、それから白老町は交通のアクセスが良いだとか、こういうようなことで選ばれたわけ

でございます。この最終報告書といいますか北海道会議は、学識経験者５名ですか、それからア

イヌの関係者５名、１０名で議論をしてですね、まとまったというような経緯がございます。そ

れで平成１４年５月１７日に知事がですね、この報告書を持って国のほうに整備促進型要請をし

たと、こういうような経緯がございます。 

 若干説明をしたいと思いますけれども、皆さん方に資料の２を見ていただきたいと思いますけ

れども、この資料の２はですね、最終報告書の写しです。ちょっと汚いんですけどね、写しなん

ですよ。もうちょっといろんな資料ついてまだ分厚いんですけどもそれは省略しました。これの

７ページを見ていただきたいと思いますけれども、蛍光ペンでちょっと印をしていると思います

が、中核の必要性というものが書いてございます。下から６行目ぐらいの中ぐらいから書いてあ

りますが、個々のイオル活動についての連絡調整や情報提供など複数のイオルがですね、個別に

取り組むよりどこか１箇所で分担することが効果的と言えますよというようなことです。それで

地域に即した複数のイオル、これはうちを含めて７つの地域イオルが決まったんですけれども、

複数のイオルを再生する一方で樺太アイヌだとか千島アイヌ、こういう文化も視野に入れてです

ねアイヌ文化全体を見渡して伝えていくというようなことで中核イオルが必要ですよというよ

うなことが書かれております。この中で中核イオルの必要性というものがきちっと明記されてお

ります。 

 ８ページ９ページを見ていただきたいと思いますが、これもアンダーラインを引いてあると思

いますが、ここではそれぞれイオルの分担というものが書かれてございます。上の１行２行目の

あたりに地域イオルとですね、中核イオルが相互に補完し、分担することが必要ですよというよ

うなことが書かれてございます。イオルの機能の分担というようなことが書かれてございまして、

まず「ア」としては「伝統文化の伝承と文化の振興」ということが書かれております。そしてそ

の中で『中核となるイオルでは』というふうに書いてあります。中核となるイオルでは各イオル

で取り組まれている伝承活動の状況を把握し、情報提供、交流の支援などを行うと。そしてまた

伝承活動に必要な材料、素材提供を把握し、総合提供したり利用の調整を図っていくよと。こう

いうようなことがですね、中核イオルとしてはこういう機能を成すんですよということが書かれ

ております。いろんな情報提供、各地域イオルの情報提供したりですね、情報提供といいますと

例えばここに書いてありますいろんな素材の情報なんかも提供すると。例えば旭川でチセを作る
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ヨシが足りないといった場合ですね、平取のあそこへ行けばチセがありますよとか、オヒョウの

皮が取りたいんだけどもないかいといったら、うちの中核イオルにくれば、例えば平取のあそこ

行けばありますよとか、そういうようなですね、情報提供なんかをする場になるのかなというふ

うに考えております。 

 「イ」としては「文化伝承を支える実践的な調査研究」というようなことでございます。要す

るにここで下のほうに書いてありますように『中核イオル云々……』とこう書いてあります。こ

こではですね、いろんな研究の支援をする。アイヌ文化の研究の支援をしたり、展示をしたり、

博物館的な機能、こういうこともですね、書かれております。それから専門的な知識、指導者の

育成、こういうこともですね、中核イオルとしては必要ですよと、こういうようなことを書かれ

てございます。 

 「ウ」としては「体験を通した普及・啓発」活動ということで、『「中核となるイオル」にお

いては……』とこう書いてありますが、基本的なアイヌ文化の復旧・啓発の機能を行うというこ

とで、要するに体験を通してですね、基本的なアイヌ文化を学ぶようなそういうようなことを中

核イオルでやりなさいというようなことになっております。 

 ９ページ目のほうには「世界の民族文化との交流」となっております。これで『中核イオルと

は……』と書いてありますが、要するに世界のいろんな少数民族とのですね、交流をしてくとい

うことが必要だというふうに書いてございます。 

 それから９ページ目の（２）でございますが、これはアイヌ研究推進センターの構想でござい

ます。ここの下から１行２行３行目のほうに書いてありますが、『研究センタ－は、その目的や

事業が「中核となるイオル」に求める機能と重なり合う部分が多いことから、整備にあたっては、

これらを十分に配慮する必要があります。』ということが書いてございます。実はこのアイヌ研

究センターの構想というのはここの上のほうにも書いてありますように、財団法人アイヌ推進機

構がですね、平成１３年４月でございますけれども、この必要性を訴えまして、皆 さん方にも要

約版行ってると思いますが、こういう立派なですね、研究センターの基本構想を作りました。そ

してこれをですね、国のほうに提出をしてですね、早期実現を図るように要請をしてございます。

それで、最終報告書ではですね、こういう研究センターの構想が中核イオルの機能と重なり合う

ところが非常に沢山あるので、十分配慮しなさいというような報告がなされております。 

 この研究センタ－のほんとうの概要でございますが、資料の６ページの上のほうに書いてある

と思いますが、研究拠点を北海道としなさいというようなことだとか、国家的視野に立って設置

しなさいということ。それからより具体的なこともちょっと書かれてございまして、施設の面積

が約２４，０００平米が必要ですよというようなことだとか、職員も７０名が必要だというよう

なことで、より非常に具体的なことがこの構想の中に入ってございます。先ほども何回も言いま

すように、北海道の最終報告書では、このセンタ－構想が十分中核イオルと重なり合う部分が多

いので、十分配慮しなさいという報告書がなされてるところでございます。 

 一応そういうことで北海道の取り組み等についてはそういうような状況になってるというこ

とでございますので、お分かりしていただきたいとこう思っております。 
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 それでは最後のほうになりますが、７番目の白老町の取り組みについてどうなのかというよう

なことが書いてございます。 

 ６ページ目の７番でございますが、①番目としては「国際先住民文化村交流構想」を策定をし

てございます。これはですね、何回も出てきておりますが、野村義一さんがやはりこういう文化

村、世界の先住民をやはり知っていただくというようなことで、こういう文化村構想の必要性を

訴えましてですね、こういう構想を立てた経緯がございます。その後ですね、これがアイヌ文化

村整備構想というような形で名前を変えてきたわけですが、平成７年だと思いますが、村山総理

が国営のアイヌ文化公園の新設をする方針を示されたというような新聞報道がされまして、それ

以来ですね、アイヌ民族文化公園構想という形の中で名前を変えてきた経緯がございます。 

 そういうことで構想を作ってきたことでございますが、③番目としては初めてアイヌ文化公園

でなくて、きちっと名前をイオルという形の中で、道もそういう形で変えてきておりますので、

白老が中核になったというようなことで、白老の中核イオル整備構想を今年の４月にですね、約

７、８ヶ月ぐらいかけて作ったと。こういうことでございます。この構想の趣旨はですね、もち

ろん一日も早くイオルが着工されるようにという非常に大きな願いを込めているのが第一でご

ざいますけれども、それと中核イオルというのはこうあるべきだというようなことで、国のほう

にですね、提言をするというようなことが必要じゃないかということがですね、期成会の中でも

話されまして、それでこういう構想を作ったというようなことでございます。 

 我々は、白老町としてはこういう構想を作ったんだけれども、あくまでも国に対して提言をし

ますよと。ですからこれをどのように国のほうがですね、どういうふうに考えてどうするかてい

うのは別の問題だと。あくまでも我々白老町としては、中核イオルとしてはこうあるべきだとい

うようなことをですね、きちっと構想としてまとめたので、理解をしていただきたいというよう

なことで、この構想案については、北海道、それからウタリ協会、アイヌ推進機構、国のほうは

国土交通省、文化庁ですね、こちらのほうに持っていきまして、説明もし、そして理解を得るよ

うな形で整備促進の要請もしてまいりました。こういうことで整備構想を作りました。 

 ④番目としてはこの整備構想にですね、もうちょっとですね、より具体性のある形でまとめて

いこうというようなことが、幹事会の中から出てきまして、それでこの基本計画をこの度平成１

５年度にですね、作ることになったわけでございます。それで皆さん方に基本計画の策定要領の

案というものが皆さん方に今日お配りしたと思いますけども、この目的についても構想と同じで

ございまして、国のほうにより具体的なものを提言をしていくと。そして国家プロジェクトとし

てですね、早期実現を図っていくんだというようなことで策定をしていくということでございま

す。 

 それで幹事会については今まで構想のときは８名でやってございましたけれども、新たに今度

８名を加えまして１５名で一応策定していきたいと、こう考えてございます。 

 策定の方向については、若干専門的なこともちょっと出てまいリますので、コンサルタントの

いろんなアドバイスも得ながらこの幹事会が中心となって作っていきたいと、こう考えていると

ころでございます。 
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 実施フローについてはこのような形になってございます。最終的には幹事会の親会が期成会で

ございますので、期成会で決定をしていくと。もちろん幹事会で話し合われたことについては、

特別委員会もできましたので、こういう特別委員会の中でもですね、原案をお示しをして、皆さ

ん方から意見をお聞きして、修正するものは修正していくという形にすることが必要かなと思っ

ておりますし、また途中で幹事会で話し合ってることをですね、この特別委員会の中でご報告も

してくということも必要かなというようなことで、これは今回幹事会の代表幹事は前回も同じだ

ったんですけども、アイヌ民族博物館の中村館長が代表なっておりまして、この辺については代

表幹事も同様の考え方をもってございます。ですからこういう委員会でいろんな皆さん方の意見

を聞きながらまとめていくということは必要だというお話でございますので、私ももしできれば

そういう形でやっていったらどうかなというふうに考えております。 

 一応スケジュ－ル的についてはこの裏のほうに書いてありますように、１２月ぐらいまでに計

画の原案作りをしてですね、そして１月２月で原案のいろんな各団体との調整をして、３月には

ですね、作っていきたいとこう考えております。前回もそうでしたけれども、手前のパソコンで

も作りまして、カラ－コピ－で作成をしていくというような形で作りあげていきたいとこう考え

ております。 

 そういうことでまた元に戻りますけども、６ページのですね、④の基本計画の意図はそういう

ことで作っていきたいと、こう思っております。既に国のほうにもですね、この辺のお話をして

おります。 

 今まで白老町の要望に伴う活動をどういうようなことをやってきたのかというようなことが

⑤のほうに書かれてございますけども、特に７ページからいきたいと思いますけども、１４年度

どういうような取り組みをしたのかということをちょっとご説明をしたいと思います。 

 １４年度ですが、平成１４年６月４日ですが、これは胆振日高三町のイオル整備促進連絡会議

というものを設置をいたしました。これは最終的に中核イオルに残った白老と平取と静内町の３

町で最終的にうちになったんですけども、イオルの整備促進に向けてですね、スクラム組んでい

きましょうやという呼びかけをいたしまして、こういう連絡会議の設置をしたところでございま

す。そして道のほうにも要請もいたしましたし、それから７月３０日はですね、国のほう、地元

選出議員のほうにもですね、来年度の調査費の予算化の要望活動を行ったところでございます。

それでずっと７月３１日は幹事会を設置したり、８月１日は広報でいろんな周知をしたり、１２

月の１４日は皆さんもご存じだと思いますが、整備促進に向けた事業として第１回のですね、白

老アイヌ民族文化祭を開催をしたところでございます。町内外から約８００名ぐらいの方が訪れ

まして、私もびっくりしたんですけども、大変多くの方が来ました。ここに書いてありますよう

に、成功裡に終了したのかなというふうに思っております。 

 １５年度についてでございますけれども、１５年度については得にですね、８ページ目でござ

いますけれども、８ペ－ジの４月１８日から２１日、１０日ですか、これについてはそれぞれ白

老支部だとか、期成会だとか、ウタリ協会の胆振支部連合会の総会、こういうところにですね、

このイオルのうちの整備構想の説明をしてございます。それと５月２１日は先ほども言いました
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ように、北海道、それから推進機構、ウタリ協会等にですね、この説明をして、整備促進の要請

をしてございます。このときにはですね、説明というような形でございましたので、このとき今

野助役が行ったんですよね、野村さんと代表幹事の中村さんと岡田さんと私が行ってまいりまし

た。それから６月の４日と５日については、今度はイオルの中央の要望をしてまいりました。こ

れも同じくですね、この構想の説明をするために国土交通省、それから岩倉先生、鳩山先生のと

ころにお願いをしてまいりました。このときに約２時間ぐらいですか、国土交通省でこのいろん

な構想についてのやり取りをしてまいりました。それから６月１２日でございますけれども、実

は我々は常日ごろウタリ協会のほうに言ってるんですけども、やはりこれはウタリ協会がですね、

中心となって整備促進をすることが必要だよということを再三言ってございます。それで初めて

ですね、６月１２日でございますが、ウタリ協会主催によるですね、７地域、うちも含めて地域

イオル７つありますけども、７つの地域のウタリの支部、それから行政担当者の会議が開催をさ

れました。そしてここで意志の確認をされたのは、今後ですね、統一したイオル整備に向けてで

すね、統一した行動でやっていこうという必要性についてですね、意志が確認されたところでご

ざいます。ここまで来るのにですね、非常に結構ございまして、白老町が中核イオルになったん

ですけども、どうしてもですね、やはり引っ張りやっこがございましてですね、平取町あたりさ

んは長年中核イオルについていろんな要請をしたり、いろんな行動をしてきたんですが、結果的

にはうちになってきたとかですね、足の引っ張りあいが結構あったんですよ。今もあります。実

際の話ですね。そういうようなことでウタリ協会も非常に中心にやってくださいていってもなか

なか火中の栗は拾いたくないというようなこともあってね、なかなか難しかったんですけども、

何とかですね、６月１２日にこういうウタリ協会主催でそういう会議が持たれたということは非

常に意味深いことなのかなというふうに考えております。そういうことでやっとウタリ協会のほ

うも重たい腰を動かすようになったというふうに思っております。それで７月５日は皆さんもご

存じだと思いますが、高橋はるみ知事が来て要請活動をしたということでございます。 

 それともう一つですが、実はこのほかに７月２４日でございますけども、実は正直な話ですね、

私も国土交通省だとかそれから地元の選出議員だとかいろんな人とイオルについてのお話をし

たり、個人的に知り合いになったリをいたしました。そういった中で実はある先生の秘書からで

すね、電話がございまして、地元北海道選出議員会、国会議員会があると。そこで国会議員会が

あるのでここで要請をしたらどうかというようなお話が実はございました。それで早速ですね、

これは白老町がやはり中核になったけれども、白老町だけじゃなくてウタリ協会が中心になった

ほうがいいなというふうに思いまして、ウタリ協会をちょっと動かしました。そして７月２４日

でございますけども、地元選出の国会議員会がございまして、そこにですね、ウタリ協会の理事

長はじめ１１名で国会議員の人達に要請をすることが実現をいたしました。はっきり言いますと

民主党の国会議員会だったんですけどもね、ここには６名の先生方が出席をされまして、これ衆

議院議員の第１議員会館の会議室でやったんですけども、ここで例えば佐々木秀典先生だとか、

三井先生だとか、横路先生、金田誠一先生、中沢健次先生、鳩山由紀夫先生ということで、６名

が一応来まして、ここでこのイオルの要請をしたところでございます。こちらから行ったのは秋
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田春蔵理事長、ウタリ協会の総務部会長をしております、これもかなり実力者であります吉田さ

んていう方、門別の支部長をしてる方ですね、それから平取の支部長をしている方、静内の副支

部長をしている方だとか、白老は野本支部長と加藤副支部長が行きました。札幌からは２人とい

うようなことで、７支部に声をかけまして、出欠を取ったというようなことでございます。 

 そこで要請をしたんですけども、秋田理事長のほうからイオルの早期実現は即やってくれとい

うような話をしたんですけども、その中で秋田理事長が言ったのは、やはりアイヌの人達が昔ち

ょっと先ほど歴史的経緯言いましたけれども、非常に失礼な話したのかなと思うのですけども、

あんたたち和人に馬ばかにされたんだと、それをきちっと返してもらうのが我々だというような

すごい主張で言ってました。そういうことで先生方もですね、かなり真剣に１０分ぐらいの要請

活動だったんですけれども、３０分以上かかりましたですね。ただかなり真剣に聞いていただい

たというようなことでございました。 

 その後ですね、国土交通省の方にも行ってきました。そして国土交通省の担当が北海道局のア

イヌ施策室てあるんです、そこの室長さんが山崎さんていうんですけども、この方とこの１１名

のメンバーが対応いたしました。それでですね、初めて前向きなお話を聞かされたんですけども。

要するに今年はですね、１，５５０万円の調査費がついて動植物の植生調査をやるんですよ。こ

れについては後でご説明をしたいと思いますが、特に中核イオルの白老町に現地調査が入って、

８月下旬から１０月までですね、現地調査入ることになっています。 

 それで来年度の話もいろんな風の便りで聞いたものですから、来年度はですね、この調査をし

たそのデータベース化の予算措置ぐらいだと話聞いてるものですから、我々としてはですね、先

ほど言ったように何年もかかってですね、最終報告書も出したと、この最終報告書は国が要請を

して北海道でまとめてくれないかという要請のもとで出したわけですから、だからアイヌ民族の

人達はもう即ですね、あしたからでも着工できるという考え方もてますよと。ですからそんな小

手先で調査をするなんて、それおかしいよという話を再三してました。そしたらむこうで返って

くることはですね、要するに基礎的な調査をして、例えば建物建てるにしてもですね、どういう

規模にしたらいいかという基礎的な調査をするんだと。それも話としてわかるのですけども、だ

から基礎的な調査をするんだよという話もしてるんですけども。それもわかるんだけれども、白

老町としては、北海道で最終報告書できたわけですから、国としてイオルの再生ビジョンを作っ

てくださいよと。それがまず先決じゃないですかという話をしてます。国としての基本計画をき

ちっと作るてことが必要じゃないですかということ言ってるんですよ。それができてですね、植

生調査をするだとか、何をするとかていうのなら話しわかりますけども、その前段にですね、そ

ういう調査をするていうのはちょっとおかしいことですよと。文献調査もするて言ってますから、

それなんかはですね、各支部に出せば文献調査なんてのはペーパー１枚でわかることですよて話

もしてるんですけども、なかなかその辺がちょっとですね、あまりきちっとした返事をしない中

で進んでいたわけです。 

 それともう一つはですね、話し長くなりますけども、僕らのイオルの再生構想と国とのイオル

の再生というのはちょっと考え方の差があるんですね。だいぶ差があるのかな。要する国のほう
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はですね、イオルの再生というのはアイヌの人達が生活をしていた空間を再生することなんだと。

ですから、先ほど何回も言いますように、オヒョウの木がないんだったらそこにオヒョウの木を

植えるだとか、ヨシがないのならヨシを植えましょうと。そして川で魚をとるのであれば、そこ

を特区みたいな形で魚をとらしましょうと。こういうことがイオルなんだと、こういう話なんで

す。だけども、僕はそれは基本かもしれませんと。だけども報告書の中でもそうだし、このウタ

懇の報告書の中でもそうだけども、アイヌ文化の振興ということがまず前提になってくるよと。

それと伝承者の育成ということも必要じゃないですか。それじゃなかったら振興なんて出来ませ

んよと。ですから相対的にやっていかなかったら、このアイヌ文化の振興にはなりませんと。そ

んな森をですね、再生するだけで振興なりますかと。仮に今話してるのは、民地は全然対象外と

話しされてます。国有林だとか道有林も含むんでしょうね、町有林、これだという話なんです。 

 それじゃあアイヌの人達が昔生活していた広大な土地を管理するにしてもですよ、仮に再生す

るにしても、管理するてどうするんですかと。ロ ープでずっと巻くんですかと、ロ ープで仮に巻

いたとしても我々和人入っていくよと。そうしたらどうするの。管理センタ－作らなきゃだめだ

とか、そんな話しもしてるんだけれども。ですからその辺のですね、ちょっとニュアンスが違う。 

 それでそういう話をですね、実は今まで推進機構の理事長をしていた佐々木高明先生がそれを

盛んに言ってるんですね。佐々木高明先生は、国土交通省の山崎室長が佐々木高明先生の話をい

ろんな形で聞いてるんですよ。ですから、それをうのみにしているのかなと思っているんですけ

ども。実はこの前佐々木高明先生のお話あったとき私が手を挙げましてですね、佐々木高明先生

の話はわかりますと。だけどもアイヌ文化全体をやっていくて話になると、ただ再生するだけに

はなりませんと。そういう研究機関、育成する、展示する場所、そういうことも相対的になかっ

たらアイヌ文化の振興にはなりませんよという話をしたら、君の言う通りだと言うんですね。だ

からこの研究センタ－の構想を作ったのはそういうことなんだということなんですよ。ですから、

伝統的生活空間の再生、イオルの再生とアイヌ文化の振興というのは別なんだよという話しして

るんですよ。だけども北海道庁はですね、先ほど言ったようにこの最終報告書の中には、イオル

の再生とアイヌ文化の振興というのは同時で考えています。道庁は我々と同じ考え方です。これ

は何回も確認しました。ですから道庁はあくまでも一体的なものだという考え方をもっています。

ですからその辺で今国とですね、道庁といろんな意見の相違がある。我々と相違もあるというよ

うなことになっております。 

 それで、先ほどちょっと戻りますけれども、そういう話もですね、北海道ウタリ協会の陳情メ

ンバーが国土交通省行ったときそういう話もしたんですが、はじめてですね、国土交通省から出

た話は、今年また来年基礎的な調査をやりますと。その調査後はですね、きちっと国で基本計画、

または実施計画というものを作っていきますという話をアイヌ室長さんからされました。今まで

ですね、一回もそういう話は出なかったんですけども、そういうことがですね、きちっと話され

て、非常に胸をなでおろしたんですけれども、一歩そういうことで前進したのかなと思っており

ます。 

 それとアイヌ施策室ていうのは国でもここの部署しかないんですよね。それで、室長さんはこ



１５ 

この部署しかないので我々逃げも隠れもしません、一生懸命やりますという話も一応されました。

そういうようなことで７月２４日行った陳情についてはですね、非常に良かったかなというふう

に思っております。 

 この後行ったメンバーは半信半疑いろんなこともありまして行ったんですけれども、非常に結

果が良かったということで、秋田理事長も大変喜びまして、行ったメンバーもこれはいいことだ

というようなことになりましてですね、今度は自民党の選出議員の国会議員、また北海道に対し

てですね、同様の対応をしていきたいというようなお話をされておりました。 

 一応そういうようなことで、これまで白老町の取り組みやそういうことを通しておりますので、

ご理解をしていただきたいと、こう思っております。 

 あとはですね、先ほどちょっと言いました調査ですか。調査の資料がついてますよね。資料５

になると思いますけれども、それの調査の一応説明をしたいと思いますけども。 

 一応決まったのが札幌の業者でございまして、これも財団法人アイヌ推進機構が発注先でござ

います。動植物の専門のコンサルさんがやるというようなことになってございまして、調査内容

のところ書いてありますが、ヒアリング調査と現地調査、これは白老町の中核イオルを中心にや

っていくというようなお話でございます。それで対象の動植物については、樹木については３９

種類、これシナノキだとか、ツルウメモドキ。動物については１１種類、それから草については

４１種類、合計９１種類をですね、調査をするというようはお話です。 

 それでこれはどのように調査をするかといいますと、２ペ－ジ目の裏のほうに書いてあります

けれども、一応ですね、点と帯で５０点地域を設定するそうです。点で航空写真で個々に群生し

てるということで、点で４０点を設定すると。そして点のほかに帯状でどのくらいの長さなるか

それはちょっとわかりませんけども、個々書いてありませんけども、帯状で１０点地域、全部で

５０点地域をですね、絞ってそこにどういう動植物がいるかという調査をするそうでございます。 

 それでこれは来年の２月２８日までの調査期間になってございまして、白老町は現地調査をや

りますので、８月下旬と１０月下旬ですか、２回現地調査をやっていくというようなお話でござ

います。その他現地調査入る前にですね、現地の踏査をもちろんしますし、それからヒアリング

もやると。ヒアリングというのはいろんな動植物に詳しい団体からですね、いろんなお話を聞く

なりして、ヒアリングも調査をした中で、現地に入って調査をしていくと、こんなようなお話で

ございます。 

 一応そういうようなことでいろんな取り組みをしておりますので、今後ですね、この委員会も

いろんな形で目的は一つでございますので、いろんな形でご協力を得られればありがたいと、こ

う思っております。 

 ちょっと長くなりましたけれども、これでご説明を終わりたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 久慈参事ご苦労さまでした。 

 暫時休憩します。再開を１１時２０分といたします。 

               休憩  午前 １１時１０分 
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               再開  午前 １１時２０分 

○委員長（玉井昭一君） 委員会を再開いたします。 

 委員の皆さん、今久慈参事から説明がございましたが、それぞれに質問のある方どうぞ。はい、

鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 説明の中で道のアイヌ研究推進センター基本構想ですか、ここで考えて

る拠点というんですか、これはイオルで決定した白老町が中核施設ということなんですが、ここ

の拠点とイオルの拠点が同じように考えているのかどうかということなんですが。資料というの

か説明の６ページの上にアイヌ研究推進センターて構想あるのですが。これの構想の研究拠点を

北海道とするとありますよね。要点として一番下のほうに①②③とあるんですが、その北海道と

するという部分は、白老町とするというふうになってるのかどうかということなんですが。 

○委員長（玉井昭一君） はい、久慈参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） この研究センターの基本構想は、平成１３年４月に作ったん

ですよ。それでうちが中核になったのは昨年の３月ということで１年のずれがあります。ですか

ら推進機構では北海道でこういうセンターが必要ですよという考え方なんですよ。それで先ほど

もちょっと説明しましたように、北海道の最終報告書では、この報告書の９ページにありますよ

うに、北海道としては中核イオルの機能と重なり合う部分が多いことから、この整備にあたって

は十分配慮しなさいというような考え方。北海道はやはりこの推進機構で作ったセンターの基本

構想は、中核イオル等の機能と重なり合う部分がたくさんありますよという報告をしております。 

 ですから推進機構ではまだね、これ作ったときには中核イオルは白老だとかということは決ま

っておりませんでしたので、推進機構ではそういった考え方はもってなくて作ったということで、

今どうなのかということなんですけども、今はですね、各いろんな支部もですね、推進センター

の設置については要望をしています。だけども白老町としては、この報告書にきちっと明記され

てますのでね、これに重なる部分があるので、中核イオルとしてね、だからあくまでもこの研究

センターはやはり中核になった白老に置くべきですよということを我々は主張してますが、先ほ

ども言ったようにいろいろな支部でやはり競争関係みたいなのありますので、その辺のあれあり

ます。実際の話ですね。一応そういうような状況になっております。 

○委員長（玉井昭一君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 大体説明わかったんですが、先ほども道の最終説明というんですか、構

想の具体化に向けてその中では今言ったようにこれは中核となるイオルに持てる機能と重なり

合う部分が多いことからていうこと書いてありますので、これがうちは中核のイオルという位置

付けをされたということは、ここの機能に非常に重なり合う部分が多いというふうに普通では読

めますよね。自然に読めば白老町がこのセンターの設置場所になるんでないかというような取り

方ができるんですけども。今お話のようにまだそこらへんのところはですね、きちっとしてない

てことであれば、是非この文章のとおりですね、機能が重なる部分もかなり多いので、白老町に

誘致といったらおかしいのですが、是非この考えのとおり、整備をしていただきたいという、そ

ういう道にですね、働きかけ、そういうものされてると思うのですが、よりしていただいてです
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ね、このセンターの白老町での実現というものを目指していただきたいなと。そういう部分はや

っぱりうち等も一緒にですね、そういう部分も含めてやっていかないと駄目だと思うのですが、

どうなんでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） どうて私に聞かれても……… 

 今ね、鈴木委員が言ってるもちろんなんですが、それはただ一部分であって、私が思うのはね、

議会で委員会を作った趣旨ですよね。中身はもちろんさることながらね、中身を知ることも当然

のことですが、しかし白老に誘致する中核イオルとなったわけですから、そのためにはどうすべ

きかなというの、後ほど委員会でやりますけどもね、その辺の問題を今後ね、どう動いていけば

いいのかなと。どういうことを観点に目的としてね、進めていくべきなのかなと。この辺の問題

なんですよね。そのために委員会を作ったわけですから。ですから僕はおおよそ当初はね、アイ

ヌ民族文化伝承、これを作るにはね、３００ぐらいかかるんじゃないかとかね、例えばの話ね、

白老はイオルの中核ということになったんだから、だから１００億円ぐらい来るんじゃないかな

とかね、これ例えばの話ですよ、そういう考えで僕達はいたわけですよ。だから国もね、なんて

いうか大まかに言えば、白老の構想に対して予算付けをしますよというような言い方もされてた

んですよね。今だいぶ変わってきてるみたいですけれども、先ほど久慈参事も言われたように、

温度差があるよということも言われてましたけど、僕らはそういう考えでいたわけさ、今までず

っと。それでそれに向かっていくにはどうすればいいのかなと、ここが根源なんですよね。だか

らいろんな質問するにあたってね、その辺の根源を考えながら、どういうことを聞いたらいいの

かなというふうにしていただければなと思うのですが、その辺どうですか。私はそう思っている

んですけども。 

 久慈参事おおよそ僕今言ったことだいぶ訂正あると思いますが。 

 はい、久慈参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） 今温度差の話ししましたけども、実際確かに温度差はありま

す。ただこれね、大きく言えば北海道と国と考え方が違うんですよ。北海道としては白老町とど

うなのかというと同じなんですよ、イコールなんです。要するに、北海道の作った最終報告書の

中にきちっと明示されたもので、内のほうは説明はしませんでしたけれど、構想は作っておりま

す。ですから先ほど言ったように、伝統的生活空間の再生は、自然環境の再生だけじゃなくて、

相対総合的なね、そういう施設なんかも必要ですよということは道でも言っています。我々もそ

れを踏まえて作ったわけですから、そういうことは一体しています。それは我々と確認していま

す。ただ国のほうで今言ってきているのは、そういうことなんですよね。そういうことだという

のは、伝統的生活空間の再生というのは、自然の再生をすることなんだよ、それとこの研究セン

ターとは別だよていう話を最近してきているんですよ。この裏には何があるのかというのは私も

ちょっとね、考えられないんです。今いろんな支部でこのセンターの誘致に動いてるて話も聞い

てるんです。そういうようなことで我々としてはですね、道庁と我々は一枚岩ですから、かたく

なにやはり総合的な伝承活動するためには、こういう一体的なもの作らないと駄目だよという話

はしております。 
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 ただ基本計画の中で今これからやっていきますけども、今後ですね、地域イオルの活用という

のが必要なのかなと思うのですよね。うちのほうはこの構想の中では、伝統的生活空間の再現ゾ

－ンとそれから学術研究ゾーンと２つに分けてますけども、中核になるうちがですね、全部やっ

てるんですけども、全部かかっちゃいますけども、やはり例えば地域イオルとの連携をすること

が必要なのかなと思うのですよ。先ほど言ったように、うちが情報センター的なものを作ってで

すね、そして例えば基本である自然の再生は、例えば平取のあそこの山に再生していただこうだ

とか、静内のあそこにいろんなこういうものをやっていただこうと。そしてうちがそういう情報

提供の拠点になるという形がね、望ましいんじゃないかなというのは、代表幹事である館長と私

ともそういう話ししてまして、だから地域イオルの活用というのは非常に重要なのかなと思うの

ですね。例えばチセ１つにしても旭川ではですね、あれは笹の葉っぱでチセ作りますよね。うち

はヨシでやりますけどもね。そういう伝統の違いもありますよね。そういうようなことも踏まえ

てね、地域イオルの活用ていうのは非常に大切になってくるかな。そういう視点で基本計画を作

っていけば、北海道全体のイオルの計画につながってくるし、うちが一人善がりしている、全部

抱えるて話になるとですね、やはり各支部から足引っ張られるんですよね。そういう実態なんで

すよ。なぜ白老だけ独り占めするんだなんて話しょっちゅう聞かれる話なんです。だからやるて

いうことじゃなくて、地域イオルの活用というのは非常に大切なのかなていうふうに思ってます

よね。 

○委員長（玉井昭一君） はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私伺おうと思っていたのは、さっき地域イオルと中核イオルとの連携が

私はすごく大事だなていうふうに思っていたんです。先ほどずっといろいろ説明聞いてましたら

中核イオルとしては全地域、北海道としての文化の空間構想というものを全道にそういう情報て

流していくし、全国から来ても全世界から来てもそれは情報として流せるようにしていきたいと。

ただ地域イオルとの話合いが初めてこないだできたばっかりなんだというそういう溝っていう

のかな、やっぱりそれぞれの思いがあると思うんですね。そして伝承されてきている文化もかな

りやっぱりそれぞれの地域によって違いが出てきているのかなと思ったんですよね。そういうも

のを情報として一つの中核イオルとして持つということは、やはりその地域イオルとのものがう

まくいかなければね、ちぐはぐな形になってしまうんじゃないかな。だから私も中核イオルの役

割と地域の役割ていうのをきちっとお互いに認識したり協力する所はするというものが何かの

形で、いろんな今まで道は道の会議だとかいろんな懇話会だとかできてますけれども、地 域と中

核との懇話会的なものとかね、そういうものていうのは作っていくていう可能性があるのかない

のかなて思っていたんですけど。その辺難しいのか、かなりいろんな思いがあるていうふうに聞

きますのでね、かなり厳しいのかなと思うんですけども。その辺の考え方。 

○委員長（玉井昭一君） はい、久慈参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） 私たちいろんな支部と話してく中で、白老にとられただとか、

平取がどうだとかていう話はきかさるんですけれども、だけども私はシャモですよと、あなた達

はアイヌですよと。だから私はアイヌの人達に余計なおせっかいしているかもわかんないと。だ
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から僕らのほうでおせっかいをしているかもしれないので、おせっかいだと思ったら我々引きま

すよていう話ししてるんですよ。要するに目的は一つなんだと。アイヌ文化の振興どうやってい

くかという目的は一つなので、白老にやられたとかどうのこうの想定の話されちゃうと全然前進

みませんよという話しはね、この前も平取の支部長の川奈野さんとかとも話をしました。それに

ついては理解を得ましてですね、それでそのためにはウタリ協会が一枚岩になっていかなきゃ駄

目ですよと。それでウタリ協会が一枚岩になってその下にですね、いろんな行政が後押ししてい

くという姿が望ましいですよていう話を一応しています。それで先ほどちょっと説明した中で、

胆振日高３町でうちと静内と平取３町で要請のそういう連絡会議を設けています。それでこれを

ですね、発展的解消をして、それで今ちょっと打診はしてますけども、７つの行政にちょっと呼

びかけをしようと思っています。そして７つの行政に呼びかけをして、この整備促進に向けてウ

タリ協会が表に立ってやってくださいということを７つの行政のほうから話し掛けをしようか

なと思っています。７つがそろわなかったら５つでもいいかなと思ってますけども、そしてウタ

リ協会が中心となって我々行政が後押ししてくよというような形でね、先ほど言いましたように

何か懇話会的なのも、ウタリ協会で特別委員会みたいのできれば、私いいかなと思ってますけれ

ども、そういう形でいまやろうと思って先週も静内と平取……実は８月７日にですね、その会議

開く予定だったんですけども、むこうの都合で、ちょっと今静内で高速道路の関係で駄目になっ

てまして、今お盆明けにですね、もう１回話し合おうかというようなことで一応準備はしていま

す。 

 当然今吉田委員が言いましたように、北海道ウタリ協会が中心になるような形で今後持ってい

きたいなと、こう思っております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） どうですか。はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 基本的な部分でね、どういう取り組みをするかということが、白老町は

白老町としてかなりきっちりしてきたんだけれども、白老町が中核イオルに指定されたというこ

とで、町は町として国がどうしようと道がどうしようとここまでやるんだよというようなものが

ね、一つきちっと必要じゃないのかなと思うんです。お話を伺うと何か中核への施設を誘致する

ためのものていうようなね、僕はそれ全然違うことだと思うんですよ。それ付随して必要なこと

なんだけれども、そういうことでこのことをやるんじゃないと僕思うんですよ。だから、本当に

自然空間の再生てどういうことなのかと、国の言ってることがあながち間違ってる部分ではない。

しかし文化を振興するだとかていうことで言えば、当然施設が必要だてこと当たり前なことです

から、そういうことをね、きっちりと中核イオルとして果たす役割がどこなのかということ明確

にする必要があるんじゃないかと。明確になっている部分たくさんあるけどね。白老町は町とし

てここまでやりますよと、非常にたくさん文化の問題含めてやられてきました。もちろん対策室

もできましたしね。そういうことで言えば進んでいるんだけれども、そういうことがずっと出て

いくことがね、必要じゃないのかなと思うんですよ。他の地域イオルからの資料なんかをね、ど

のくらい集めているのか大体のその地域イオルと競合してなんかの施設をね、争奪戦なんての極

めてナンセンスだと思うんだな。そういうことではないんだと思うんですよ。だから中核イオル
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として地域イオルの情報収集きっちりして、ここにも６つの町村での取り組み、それからウタリ

協会なら久慈参事が言われたウタリ協会ならウタリ協会に一定での力移していくのであれば、そ

のウタリ協会の取り組み、そういうものが情報としてきちっと白老に集まって、それが我々もこ

こで議論ができるような形を作っていかないとですね、単なる建物の誘致合戦のようなふうにな

ってしまうとこれ全く話にならないしね、それ国のね、自然空間の再生だけてところに行きかね

ないなと僕思うんですよ。だからそこを本当に文化伝承し、アイヌ文化を普及啓発していくんだ

というようなそういうものが前面にバ－ンと出て、そのために施設が必要だと、こうならならな

いとね。何かちょっと違うような気がしたものだから、その辺の基本的な考え方を町としてしっ

かりする必要があると。それね、ウタリ協会じゃないんです、町なんですよ。町がどういう政策

を持つかてことなんですよ。そこら辺がどうかということをおたずねしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 久慈参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） 今大渕委員言いましたように建物ありきじゃないんですよね、

このイオルは。やっぱり勉強していく中でそういう基本的なアイヌ文化をどのように伝承してい

くかという基本的なコンセプトをやはり勉強しなきゃ駄目だと思いますが、ただですね、行政の

ほうはいろんな形で勉強してると思うのですけれども、問題はウタリ協会の人達がですね、何か

建物分捕り合戦みたいな感じにどうしても取られるんですよ。ですから白老に決まったときにな

ぜ白老に全部が行くんだとかね、そういう話をするんですけれども、その辺をきちっとですね、

各市町村で整理してもらわなきゃ駄目だなとこう思っています。それで先ほど大渕委員が言いま

したように、中核イオルの明確化というものはこれから基本構想、基本計画を作った中で、地域

イオルとの関わりだとかね、きちっとしてより明確化をしていきたいなと、こう思っています。

それで前段でちょっと言ったように、このイオルを進めるために町としてのやるべきことは何な

のかと、この辺はね、非常に問題というか、私は必要なことだと思うんです。要するに今北海道

でやっていますいろんな福祉対策的なものありますよね。例えば進学したらいくら給付するだと

か、アイヌ民族に対してですよ。文化にしてもですね、いろんな取り組みをしてるんですけども、

それじゃあ白老町はアイヌ民族に対してですね、どういうような施策をしてきたのかというと、

あまりしてないですよね。ですからこの辺がですね、やはり大切なことかなと思っています。で

すからどういう取り組みを白老町が中核イオルとしての責任としてね、アイヌ民族の人のために

ね、どういう白老町として取り組みをするかというのは、非常にこれから大きな課題かなと思っ

ています。そういう点も踏まえながら、私はウタリ施策のほうの担当ですから、イオルもそうで

すけれども、アイヌ民族の人達のそういう文化的なものも含めてね、どうあるべきかというのは

やはりこれから考えていかなきゃ駄目だなと思っていますが、今いろんな形で勉強はしています。

ただ今白老町もいろんな財政難の中でね、新たなものてなるとちょっと難しいかなと思ってもい

るし、ただアイヌの人達も我々和人となじんで平等の生活はしてきていますよね。そういうよう

な状況もありますしね、アイヌの人達が特別ということで町で優遇策をしていいのかというよう

なこともありますし、なかなか難しいとこなんですけども、この辺は今いろいろと勉強している

最中です。そんなことで、そういうことも踏まえながらですね、このイオル計画もそうですが、
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アイヌ民族の文化をどうしていくか、アイヌ民族の大きくいえば生活向上的なものも含めてどう

するかということを考えていかなきゃ駄目だなというふうに考えています。これは大変重要なこ

とだと思いますので…… 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 他の６つの地域イオルとの関連で、日高さんとは一応協議会を作ったと。

それが違う方向に行くと、さっきの報告の中でね、ございましたから、そこはそこでいいてこと

じゃないんだけど、まあいいんですけども、そこで白老が他の６つの地域イオルに対してどうい

うリーダーシップを発揮しようとしているのか、例えば情報をきっちり収集して、そしてそれを

こっちが分析をして、その中核イオルとして果たす役割を明確にすると。白老町の中だけじゃな

くて全道的な視野という意味で。そういうものがね、道は一致しているからいいのかもしれない

けども、道や国にきちっと働きかけていくていうね、中核イオルの立場としてそういうことをき

ちっとやるということが僕は必要だと思うんだけれども、そこら辺の認識はどうですか。 

○委員長（玉井昭一君） 久慈参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） ６つの地域の中で、行政と支部と一体になっているところは

ですね、うちと平取と静内、あと帯広ぐらいで、あとの３つぐらいは、釧路だとか札幌、このあ

たりはですね、支部だけが動いて行政がついていないというところがあって、その辺で温度差の

あるところもあるんですよ。それで、その支部で構想作っているというのは、４つか５つぐらい

だと……地域イオルとしての計画持っているのはですね。うちのほうはほとんど各支部からの構

想はもらっています。それで、先ほど大渕委員がいいましたように、リーダーシップを取ってい

くてことが必要だと思うんですよ。それで、基本計画の中で構想の段階はですね、こういうもの

必要だというようなことの列記だったんですけども、基本計画の中で先ほど言ったように、地域

イオルとの連携を図っていくということが私は必要だと思いますので、より地域イオルで出てき

た構想をもう一度みんなで幹事会で見てですね、。そして地域イオルでやらなきゃならないこと、

それから中核イオルでやらないことをきちっと分けた形の中で、基本計画を作っていくというふ

うにしたいなと、こう思っています。その時にはここの委員会にもですね、きちっとお話をして

ですね、こういう形で持っていきたいということはきちっとお話をした中でやっていきたいと、

こう考えております。今それだけしか言えません。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員いいですか。 

○委員（大渕紀夫君） もう一つだけね。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 現段階ではそうだと思うんだけれども、白老町として中核イオルの基本

計画を作ると。これは今具体化されてきますからね。それは結構だと思います。ただ地域イオル

との関係でいえば、より具体的に何をやるのかという部分ね、そこをはっきりさせる必要がある

と思うんです。そこが一つ。 

 もう一つは、基本計画の中でも白老町がやることが明らかになりますか。白老町が例えば中核

イオルの中身というの１００だとしたら、国が７０で道が２０で白老町が１０かなんぼかわから
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ないんだけれども、町がやらなくちゃいけない部分という必ずあるはずなんですよね。そういう

ことが明確にしてやらないと、白老町もこういうことやるんだよということが形としてでなくち

ゃいけないと思うんだけども。そこら辺含めて２つの点。 

○委員長（玉井昭一君） はい、久慈参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） 地域イオルとの具体的なことについてはね、地域では先ほど

言ったようにそれぞれ特徴がありますので、その特徴にあった形でここの地域イオルはこういう

形にしてくということを基本計画の中でやっていきたいと思っています。先ほどちょっと具体的

な話ししましたけれども、うちはオヒョウの木あんまりありません。そしたら財団のときもそう

だったんですけれど、アポイ岳の付近にですね、取りに行ってたんだすね。ですからああいうと

ころに再生をしていただくと。そしていろんな形で連携をしていただくとかていう形で、まだ今

ちょっと言えませんけれども、地域イオルとの連携をしていった形で、基本計画は作っていきた

いなと、こう思っています。 

 二つ目のですね、先ほどからもちょっと出てますけれども、町としてやるべきことをきちっと

明確のしたほうがいいんじゃないかという話なんですけれども、これは先ほどらいから話しして

いるように、歴史的な経緯を踏まえるとですね、やはり大きく言えばアイヌ民族の復興なんです

ね。これをやはりやるには、歴史的な経緯からいうと、国のプロジェクトとしてやるべきだとい

うことは我々は主張しています。道庁もそうです。ただですね、一部の行政、例えば札幌なんか

ちょこっとこの前聞いたんですけどね、やはり札幌は政令指定都市だと。ですからこれが実現し

ちゃうとですね、札幌市が負担をしなきゃならないという場面も出てくると。だから札幌は行政

があんまり加担してかないんだていうような話も聞いてますけれども。でも私のほうは町として

やらなきゃならないことも出てくると思いますけれども、あくまでもやっぱり私はこれは先ほど

いろいろな経緯お話しましたけども、国家プロジェクトとしてですね、やっぱりやるべきことな

のかなと、こう考えています。ただこういう中で白老町何にもしないのかて話になるんですけれ

ども、私はソフト的な事業なんか含めてですね、いろんな形でこれがきちっと白老町で中核が事

業が展開されると、いろんな形で私は応援はできるかなと思っています。あと財団ですね、財団

のあり方ですね、これもどうするかていうのあるんですよ。私は前はですね、ここだけの話です

けども、、前は財団も含めてイオル計画の中全部入れちゃったらどうかなという考え方も持って

いたんですけれども、今私個人的な考え方ですけれども、やはり財団は財団残して、地域イオル

という形で活動していただくという方法がいいかなと思っているんですよね。ですからそうなる

と白老町も財団のほうに支援をした形の中で、アイヌ文化の振興をしたいただくということで、

白老町のそういう取り組みもみえてくるのかなと、こう思ってますけどもね。そんなようなこと

なんですけども、今言えること。 

○委員長（玉井昭一君） 他の方ありませんか。 

 久慈参事ね、要するに白老と道は一枚岩ですよ。それで国に陳情していると。国は基本的には

僕はおそらくわかってないんじゃないかなと思うんです。わかってないというか、わかってて知

らないふりをしているのかもわかりませんが、その辺はね。問題なのは、中核イオルに選んだの
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は、他の６町も認めて白老町が選ばれたわけですよね。だから他の６町と大渕委員も言ったよう

に、他の６町と例えば分捕り合戦するような話はまず全然ナンセンスだよと。だから当然６町も

含めて、地域イオルも中核イオルも含めてそれをまとめていくべきだと。これ一つだよね。それ

がまず一つと。国に分からせるために今白老町が基本構想作って持ってってるわけだけど、これ

が果たして分かってもらったのかどうかだよね。この２点が重要でないかと思うんですよ。それ

によってそのことがしっかりしている、今大渕委員が言ったのと同じようなことですが、それに

よってきちっとした要請をしていく。すべての同じ言い方でね。例えばさっき民主党の委員会、

それには言った話だから、今度自民党の委員会にも話しする。それもいいんだよ、いいんだけど、

そういうのが一貫していないとまずいから、きちっと一貫した状況で６町まとまって、地域イオ

ルもまとまって陳情するということでないとまとまっていかないんじゃないかなていう気がす

るんだけど、この辺どうですかね。 

 はい、久慈参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） まず構想の話ですけれども、先ほども言ったように約２時間

ぐらいですね、野村義一さんも一緒に行きましたけれども、国土交通省でいろんな話をして、こ

の説明をしました。中核イオルとしてはこうあるべきだよということの理解は得られたのかなと

思っています。もう一つ大きいのはですね、我々が白老町が今度基本計画作りますよという話も

してますが、かなり促進に向けての刺激になっているかなというような感じもとらえています。

ですからこれで何もしないでただお願いしますよと言ってもなかなか今のご時勢ではですね、あ

まり良い返事はもらえないかなと思っています。ですからそういう意味ではですね、構想を作っ

て基本計画をこれから作っていくということに対してはですね、国のすごく刺激になっているか

なと、こう思っています。ですからこれがきちっとできたときには、また幹事会のそうそうたる

メンバーが行ってですね、き ちっと時間を取っていただいて、説明をしていきたいと、こう考え

ております。 

 それともう一つは陳情の６地域まとまってどうのこうのという話ですが、これは当然ですね、

ウタリ協会が中心になってやるべきだというふうに私は思っています。ただ昨年の３月に決まっ

てからですね、いろんな思惑がございましてね、実際の話大変だったんですよ。３町集めて協議

会作るて時もですね、はっきり言って至難の業だったですよ。決まってすぐでしたからね。やっ

ぱり遠くのほうの平取町さんあたりはですね、長い歴史があってね、この中核イオルの誘致につ

いては非常に熱心だったと。それとかなりのお金かけてた。非常に大きなお金をかけていたのは

事実でございます。そういうところでうちがかーっと決まっちゃったようなものですから、うち

に対しての敵対意識的なものはかなりあったのかなと、こう思っています。ただ先ほど言ったよ

うにですね、目的は一つだよと、ですから一枚岩になってですね、一日も早くそのイオルがです

ね、誘致されるようにやっていきましょうやという話を最近いろんなところで私は言ってまして、

この前７月に行ったときにもですね、平取町の支部長さん、それから阿寒の支部長さんも一緒に

行きました。その時もそういうお話をして、いやこれは良いことだと、一枚岩でやっていきまし

ょうという話に一応なっています。ですから今後私のほうで各市町村に、７つの支部の市町村に
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話をかけてですね、今後ウタリ協会支部が中心になってやってくださいと。我々のほうでは後押

ししていきますからねというようなことを要請をしていきたいなと、こう考えています。 

 なぜ５月から６月にかけてこういうことをしたのかというのは、当然こういう構想作った説明

もありますけども、国土交通省が外務省に概算要求出すのが８月３１日なんですよね。ですから

７月中ぐらいにはですね、数字固めて事業も決まってやっているんですよ。それ概算要求出てか

ら国土交通省は予算するかしないか１２月までに決まってしまう。ですから大体７月の上旬が勝

負なんですね。ですからそういうことで一生懸命我々が動いたということでございますので、来

年どのくらいの規模の予算になってどうなるか、それはちょっとまだ情報として聞いてませんけ

ども、来年度はですね、もしここの特別委員会もですね、国のほうに要請するという形になれば、

大体時期的には４月５月６月ぐらいの３ヵ月ぐらいなのかなと、こういうふうに考えております。 

 私のほうから要望としてはですね、やはりいろんな応援部隊がもらえないとですね、この大き

なプロジェクトは成り立たないかなと思っています。我々担当者がですね、非常に汗水流しても

ですね、これちょっとなかなか動かないものだと思います。ですからウタリ協会、白老町がよく

言われるとですね、国土交通省行ったら情報全部入ってます。道新、苫民、室民ですか、この情

報が全部行ってますね。白老町がどういうようなやることやっているかていうの全部情報流れて

います。すごいなと思っています。そんなようなことで、やはり白老町が一枚岩になってどうい

うことやっているかというのは大切な話だと思うんですね。ですからこの特別委員会もですね、

やはりこの誘致が一日も早く実現するような形の応援部隊にしていただきたいなというふうに

思っているのと。私の希望ですが、できればうちだけでなくて、平取だとか静内、阿寒はちょっ

とあれですかな、帯広あたりも地域イオルとしてどういうような取り組みをしているかとかとい

うことの内容把握といいますか、そういうようなこともですね、必要なことなのかなと思ってい

ます。一応要望ですけど、そんなようなことで、よろしくお願いします。 

○委員長（玉井昭一君） 今概算的な言葉が出てましたけれど、例えば国に対して白老で例えば

構想作りましたよと、こういうおおよその構想ね、その構想に対して概算はこれぐらいですよて

いうのは言ってあるのですか。要するに費用がこれぐらいかかるんでないだろうかというね、推

定の数字しか出てこないと思うけども、そういう数字的なことはある程度は国には話をしてある

のかどうか。 

 はい、久慈参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） そういう話はしてません。それでその辺の概算はできるかど

うか分かれませんけれども、基本計画の中である程度概算的なものは出したいなと思っています。

ですからそういうことでコンサルさんも今回の中に入れたということなんです。 

○委員長（玉井昭一君） それはあれですか、今は数字的なことは全然分からないということで

すね。だから今までも言っていない。国は全然どれくらいかも分かっていないということですね。

道も分からないということですね。はい、分かりました。 

 ただ僕一つそれね、大事なことでないかな、この辺もね。例えば国が仮に５０億円以内しかか

からないんじゃないだろうかとかね、例えば思っているとしてね、さっきも僕ちらっと言ったけ
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れども、白老町としては１００億円から１５０億円かかるんじゃないかと思っていると、例えば

こんな差があったりするとね、とんでもないことになってくるかなと思うんです。計画はできた

はいいけど、その予算の食い違いで全然その計画にそぐわないようなものができたりするからね。

その辺のことも大事だなというふうに思うんですよね。 

 はい、久慈参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） 基本計画の中では、先ほど大渕さん言うようにですね、建物

歩きという考え方では進まないつもりでいます。例えばですね、伝承者の教育を必要だというよ

うなこともこの中で訴えてますけども、それじゃあ基本計画の中ではね、専門的なことも出てき

ます。例えば伝承者の育成するためにはこういうような学科をね、こういうような内容の講義も

しますよとかね、そういうより具体的なものを基本計画の中に入れていこうかなと思っています。

そういうことをするためにはこういうような施設が必要だよという取り扱いをしていきたいな

と、こう思っています。だからこういうことするからこういう建物が必要だと、この建物にはこ

のぐらいの経費がかかるよというような考え方で基本計画を立てていきたいと、こう思っていま

す。 

○委員長（玉井昭一君） １２時過ぎましたけども、暫時休憩いたします。 

             休 憩  午後  １２時０４分 

 

             再 開  午後  １２時０５分 

○委員長（玉井昭一君） 再開します。ちょっとだけ、５分で良いですか。 

 はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  私この資料いただきまして読みまして、読んでいる中で北海道は町も、

それからこの地域、全部イオルも一枚岩になってきているという話を読んでみながらアイヌとい

われる人達はどうなんだろ。どのようにそれを理解しているんだろうかなと思ったんですね。と

いうのは、このことに関してそういうアイヌといわれている人達がどのように関わっていくのか

なて。計画とかいろんな審議会とかて代表のメンバーでずっとやっているんですけども、もちろ

んアイヌの白老支部とか、そういう支部の関係の方達も関わってきてるんですけども、普及をし

ていく、それからアイヌ文化の振興なんだと。そういう中で今いろんな今の生活移行、皆さんが

今の一般の生活になじんできていますよね。そういう中で改めてそういう文化のそういうものを

組み立てていくことに対してのね、教育の部分にもなるのかなと思うんですけども、三位一体の

説明もありましたよね。これからのアイヌと呼ばれている民族の人達ばっかりのためのものでは

ないと思うんです、その文化。今までの文化のことも先ほど久慈参事から説明聞いてて、そうい

う歴史があるんだよな。知里幸恵さんなんかの詩だとか歌だとか本だとか紹介されたり、そうい

うものっていうのはどれだけ普及されていくべきなのか、そういうことを本当にアイヌ民族の人

達というのはどこまで望んでいるのかなということちょっと私考えたんですよね。こういうふう

に言ったらあれなんですけど。それ以前の問題なのかもしれないけど、これをどういかに白老で

も北海道でも、このことに対して国にアピールできるものがあるのかなていうふうに私思ったん
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ですね。そういうことから考えると全然文化が違いますけども、沖縄のね、文化もいますごく注

目されてますよね。そういう中でこないだＮＨＫのテレビの５０周年でね、一番何が注目された

かというと「ちゅらさん」という沖縄を取り上げたテレビが１番だったんですね。ああいうふう

にして一つ取り上げられたていうことでね、すごくアピールできた部分てあるんじゃないかなて

いうふうに思ったんですね。ですからこういう構想進めていく中で、そういう報道機関を利用し

たもの、それからそういう歴史のものを取り上げてもらうとか、そういうことも今後ね、考えて

いくべきなんじゃないかなていうふうにちょっと思ったんですけども。その点聞きたいと思いま

す。 

○委員長（玉井昭一君） はい、久慈参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） アイヌの人達がこのイオル構想にどれだけ感心持っているか

というようなことなんですけれども。この辺は僕一番大切なことだと思うんですよね。それでこ

の我々が作った整備構想の中ではですね、四つの我々視点を持って取り組んだんです。一つはで

すね、この構想はアイヌ民族が中心になってですね、やるべきですよと。我々シャモじゃなくて、

アイヌ民族の人達が取り組むべきですよ。そして自立を図ることですよということが、大きな視

点としてとらえています。そういうことでですね、この構想はやはりアイヌ民族の人達が中心に

なってやるべきなんですが、それじゃあ今実態はどうなのかというとですね、やっぱりちょっと

他力本願的なのはあるのかなと思っています。ただウタリ協会本部はですね、やはり我々の民族

の問題だし、我々が中心になってやらなきゃ駄目だという意識はね、当然持っています。ただね、

勘違いしているところもありましてね、要するに奪われたそういう文化だとか財産だとかは貰う

のが当然だという考え方がね、どうもありましてですね、その辺がね、我々とちょっと違うのか

なと思っています。ですから権利ばかりを主張してもですね、やはりこの事業は成り立ちません

ので、自らもやはり汗水を流すということが必要なんだけれども、そういうところがちょこちょ

こっと見えるんですよ。ですから何か報告書が出来てですね、もう俺たち作ったんだから国でや

るの当たり前だということで、遠くで眺めている人も実際いるのは事実なんですよ。それはね、

僕はおかしいよ。だからそこで我々が今出ていってですね、いろんなことを国で要請したりして

いるわけですけども、だからさっき言ったね、私がいいおせっかいしているかもわかんないと。

これはあなた達の問題なんだからあなた達やるべきだよていうようなことを言ってるのはそう

いうところもあるんですよね。ですからそういうことで、アイヌの人達の意識の改革ということ

もね、必要なのかなと思っています。ですから今回基本計画の中で、委員の中でウタリ協会の人

がだいぶ入れました。要するにイオルというものがどういうものかわかっていない方もかなりい

らっしゃいますので、入れて、そして例えば婦人部なら婦人部の部長さん入れました。婦人部の

部長さん入れたというのは、婦人部の部長だから入ったというんじゃなくて、それを婦人部に下

ろしてですね、婦人部としてもう一回考えてくれだとかね。それから伝承者も入れました。伝承

者としての考え方どうなのかとかね、そういう形で意図的にね、今回はアイヌの人達を入れた形

でやってったということで、そういうことで地道にね、やっていくしかないかなとこう思ってい

ます。実態は今言ったように、権利だけ主張しているというのはですね、ちょっと目に見えると



２７ 

ころはあります。そういうことで結構推進機構がいろんな事業取り組んでますけども、ここだけ

の話ですけども、何か自分たちだけのためにね、動いてるというのも結構あるんですよね。アイ

ヌ文化全体のためにということでやっている方も一生懸命いますけども、何か今回ハワイ行くん

ですけど、ハワイ行ったりね、どこどこ行って踊ってきたりとかね、そんなようなもの結構ある

んですけれども、何かあれですね。私達から見ればとちょっと違うんじゃないかなていう感じの

ところも実際ありますよね。その辺が難しいところなんですよ、本 当に。また言ってしまうとで

すね、「何」と。本当に難しいですよ、やってて。おまえらシャモ何言っているんだと、こうな

っちゃいますから。それじゃあ一歩下がりますとこういうと、イオルの問題もそれじゃあおまえ

らイオルのために何やってくれているんだと、こういう話なってしますし、非常に難しいところ

なんですよね。その辺をうまくコントロールしながらやっているというのが、実際今の状態なん

ですよ。その辺ちょっとご理解をしていただきたいと思うんですけども。 

○委員長（玉井昭一君） 吉田委員いいですか。 

 何やったって１００パーセントていうことはないから。いずれにしたって反論はある、どんな

ことであってもね。 

 まずそしたらその辺でよろしいですか。 

 はい。 

 それでは以上で午前中の委員会を暫時休憩いたします。 

             休 憩  午後  １２時１３分 

 

             再 開  午後  １３時０３分 

○委員長（玉井昭一君） 委員会を再開いたします。先ほどもちらっと言いましたけれども、一

応当局のほうの説明が終わりまして、皆さんの質問をお伺いいたしましたけれども、この委員会

として今後どうすべきか、どう進めていくべきか、この辺のことを皆さんとお話し合いをしてい

きたいと思います。きたんのない意見をどんどんお寄せいただければと思いますけれども。先ほ

どもいろいろと中身的にありましたが、要は白老町は中核になったと。これは事実であります。

そんな観点からこのイオルの誘致と言っていいのかな、その辺に関してどう進めていくべきかな

ということを、協議していきたいと思います。よろしくお願いします。 

 何かございます方。 

 はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 要するに整備の促進期成会というのは議長も入って、正式な組織がきち

っとあるということですよね。そこにはもちろんウタリ協会含めてみんな入っているわけですよ

ね。そうすると町とこの中核イオル整備促進期成会、期成会の事務局は町だから、そういうこと

で言えば議会が独自に動けること、動くことが非常に成果につながること、そういうことを我々

がやらなくちゃいけないんですね。 

○委員長（玉井昭一君） はい、そうです。 

○委員（大渕紀夫君） 町と同じことをやっても仕方がないわけで、本当に、吉田委員が言った、
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マスコミにきちっと取り上げられる、僕はそういうことがすごい大切だと思っているんですよ。

町の整備促期成会がやれないようなことを議会がやると。そしてそれをきちっとマスコミに載せ

てね、推進方向で載せるんですよ。それで載せて、道や国に刺激を与えていくていうのが、議会

の果たす役割かなと思うんですよね。そういうことから言うと、よほどきちっとこっちも勉強し

て、絞ってね、動けるところは精力的に動くていうようなことを考えれば、それは原則論をきっ

ちり押さえた上でだけど、考えれば我々の調査特別委員会である中核イオル整備促進という、こ

れが目的だから、ここに一致するようにね、オーバーラインはさっき言ったような建物建てるな

ていっているんじゃなくて、基礎をきちっとやれと言っているわけだから、そこら辺をね、がっ

ちり議会がやれる、そしてそこがどんなものがあるのかてこと、どういう行動ができるのかとい

うかね、整備促進期成会と違う部分がどういうところがあるのかてことちょっと出してやったら

どんなものかなと思うんだよね。久慈参事はさっきちょっとそういうようなことちらっと言って

いたでしょ。こういうこと取り組みたいとか、こういうことだとかて言っていましたから、そう

いうことも視野に入れながらね、ちょっとやってみたらどうかなと。 

○委員長（玉井昭一君） 今大渕委員さんからそういう意見が出ましたので、私も今までお伺い

していることをある程度話しますけれど。 

 実はね、久慈参事が内緒で言っていた。僕 ブレーキかけるわけじゃない。当然進めるべきで言

っているんだけども。根本的にはっきり言ってね、どうも国はさっき言ったように温度差が多い。

道と白老は一枚岩だけれども、国は温度差が多いというのは、６月４、５日に山本助役とここに

も書いてあるけれども、ある程度の人達が国土交通省と文化庁に行ってきたよと。すごく門前払

いみたいな感じで扱われたと。これ以上やるには政治がらみしかないかなと、こういうふうに吐

いたんですよ。久慈参事がね。それで実際困っている。少しこのさっき言った７月１４日でした

か、あのころから取り戻してきたかなと言うような話もしていましたけれども、基本的にね、ま

ともに国土交通省に行っても快く受け付けてくれないていうかね、そういう状況らしいんですよ。

これは６月４、５日の時点だけども、まだ今だってね、そんな観点だから、鳩山さんところ行っ

たり、岩倉さんところ行ったりしているわけですよ。事実何回か行ってるらしい。一生懸命やろ

うとはしてくれている、代議士の人達もね。だからそんな話を聞きつつ神戸道議が議長になった

ときの知事が来てもらったときに、それなら委員会もなにかすべきだということで、私はああい

う横断幕作ってやった経緯があったんだけれどね。その辺ちらっと聞いてたから行く前に。後の

話でしょ。それでそういうことをやるべきなのかなと、これがまず一つね。 

 今大渕委員さん言ったように中身を精査した中で、白老町の議会としてやっていくべきことは

どうかなと。こういう２点か３点ぐらいのね、やり方があるのではないかなと、僕は思うんです。

その辺のことを踏まえた上で、今ここでね、ある程度意見の交換をしたいと思います。 

 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 例えばね、さっき言ってた中では、機構の佐々木高明さんが国とべった

りで、非常に悪い……白老町とは違う役割を果たしているんだよね。それは事実なんだよ。今も

機構の理事長なんだと思うんだ。だから例えばこの問題でね、良いか悪いかわからないけれども、
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勉強会だと称して佐々木高明さんに会って、地域の実情はこうなんだということ話する。これね、

国とべったりなのは彼なんだから。彼が北海道の情報全部流しているんだから。機構の理事長と

いう立場、あそこ７億円と言ったけれど、７億円の金は総ばら撒きの金だからね。すごいんだか

ら。だから、彼とこの問題で勉強会だということで、我々が行って、時間とっていただいて、機

構、道庁に行って、機構の事務室行って、それはもう野村さんと行ったら一番いいんだけどね。

おれ野村さんと１回か２回か行ったことあるんだけど。そういうふうにしてね、やっぱり白老の

実情を直接、それは久慈参事に相談してみないとね、やったことが前の人だったら困るから、そ

こは相談しないと駄目だけど。例えばそういうことね。彼が北海道の情報全部国土交通省に流し

ているわけだからさ。そういうことを議会としてやれば、町 の久慈さんが行って言うのとは違っ

た側面に聞こえると思うんだ、相手は。そういうことを議会がやったらどうだて、僕が言ってる

わけさ。それを白老町議会のイオルの整備促進に関する調査特別委員会入ってやると。そういう

ことをまだ何点かあると思うんだけど、そういうことをやったらいかがなもんかなと思う。 

○委員長（玉井昭一君） はい、近藤委員。 

○委員（近藤守君） 先ほど久慈参事の話からしてね、要するにイオルの問題についてはね、北

海道一つにまとめてね、例えば白老だけじゃなくて、地域イオル、それから中核イオルを含めた

形でもっていきたいという話がね、あったわけですよ。今大渕委員さんのお話の中でね、白老だ

けがそういう突出した形でね、行ったときに他のね、その地区の議員さん、地域イオルに入って

いる部分のね、議会がどういう態度をするかということをもってね、もしそうであればそこにも、

声をかけて、一緒に行かないのかというような形でね、もっていくようにできたかなという気は

するんですよね。非常に難しいんだよね。やっぱりいろいろ話聞いてると、出たら何かあれにさ

れるし、引っ込んでいればまたなんか何もやっていないと言われるし、非常に難しい場面がある

と思うんだけども、やっぱり横の政治がらみでいくのが何か一番いいのかなていう気はしないで

もないですけどね。 

○委員（及川保君）  いいですかね。 

○委員長（玉井昭一君） はい、及川委員。 

○委員（及川保君） 今お二かたの委員これごもっともだと私自身も今そういうふうに思ってま

してね。というのは、この委員会始まる前に委員長とちょっと若干お話した経緯があるんですけ

れども、何だかの行動起こして、この委員会がね、特別委員会としてあるわけですから、行動起

こす、しかも支障ないなという思いで実はいたんですけども。大渕委員の言われたこと私やるべ

きだと思うんです。今近藤委員が言われたことですけれども、これもまた実は今後ね、地域イオ

ル、この部分がいかに団結、固まって行動できるか、ここにかかってきているんじゃないかな、

国を動かすには。ということからすると、この辺のことも踏まえながらね、この委員会が向こう

４年間活動していくんですけどもね。この両面からね、やっていく必要があるのかな。私はまず

一つ佐々木高明さんの話もありましたけど、ここは白老としてね、全体を巻き込んで、最初から

みんなを巻き込んでていう話なると、遅れて後ろ後ろに一般の人があるのでね、とりあえず今

佐々木高明理事長の話を聞くというか、また私どもも勉強するという意味合いにおいてはね、ま
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ずとっかかりはそれからスタートすべきかな。そんな思いでいるんですけども。いかがでしょう

か。 

○委員長（玉井昭一君） 他に。はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私も今回一番最初に質問したのは地域イオルとの関わりをどうね、中核

イオルとしてもっていくのか、お話伺ったら、なかなか難しいてお話があったので、議会として

動く方法が何かないのかなと思って聞いたんですね。なかなか厳しいところにあるということで

すので、議会として出て行って良いものか、私は本当は地域イオルの指定されたところの人達と

懇談することも良いのかなと思っていたんですけれども、私たちが出ちゃったらまずいのかなて、

そんな話をしていく中でね、ちょっと思いながらも聞いてた。なかなか難しくなっているんだな、

もうちょっとスムーズに私はいってると思っていたものですから。そういう面で質問して、もし

かしたらそういう地域イオルの方々との交流もと思ったんですけれども、厳しいものがあるのか

なというふうに今考えながらも聞いていたんですけれども。 

○委員長（玉井昭一君） 今ね、それぞれ言われましたけども、それぞれ皆さん大事なことばか

りだと思うんです。それどういうふうに順序立ててやっていったらいいのかということにかかっ

てくると思うんだけど。だから、久慈参事にもね、あるいは大津主査にもいろいろ聞きながらね、

どういう手法でいけば私達は応援部隊になれるのか、基本的には応援部隊ですから、それを相談

すべきかなと、私は思いますよ。みんな大事なことなんですよね、それぞれに。 

○委員（大渕紀夫君） 議会は議会として動いたほうが良いと思うんです。僕がさっき言ったの、

佐々木高明氏の場合はちょっと違うんだけれど、それ以外の部分は、僕は議会は議会として動い

たほうがいいと思うんです。そうでないとね、議会の独自性なくなるわけさ。町の要求で動くも

のでないんですよ、これは。そこだけはっきりとしないとね、何か町のために動くんだども、そ

れは町に言われて動くものじゃないんですよ。議会は議会独自として考えてやるものだから、そ

れがね、マイナスなれば駄目だけれども、例えば今吉田さんが言った各地域イオルのね、調査を

するというのはさ、それ何も独自でやったほうがいいですよ。そんなの町に聞いてなんてね、や

る必要全くない。議会は議会としての独自性があるわけだから、そこははっきりね、区別して。

ただ佐々木高明氏の場合はちょっと影響があるから、それ白老のマイナスなったら困るから僕言

っただけで、本来からいったら議会は議会としてね、やるべきなんだと思っています。 

○委員長（玉井昭一君） それはわかるんですよ。何も反論するんでないんだけどね、その通り

なんです。ただね、今までやってきた経緯があるから、そのことを全部踏まえて今説明受けてい

るんだけど。それを踏まえて議会が動くのなら何も問題ないでしょ。そうすればアジャパーにな

らないから。今大渕委員さんが言ったように。だから前に進んでいくことであればどんどん議会

だって独自でやって構わないと思うんですよ。私もそう思います。だからその辺のことをね、今

までの経緯を全部踏まえてきちっと理解した上でやるんであれば、そうでないと意味ないから、

その辺のことをね、よく考えてやるべきだなと、こう思いますけど。 

 他ありませんか。 

 はい、鈴木委員。 
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○委員（鈴木宏征君） さっきだれか委員からも出たんですが。うち中核なんですが、地域イオ

ル５箇所なんですか、うちが１ヵ所で６ヵ所ですね、そうすると各…… 

○委員長（玉井昭一君） ７ヵ所。 

○委員（鈴木宏征君） そこの町の議会の連携というのありましたけれども、そこにもこういう

調査みたいな、特別委員会みたいなのできている情報はないんですか。 

○委員長（玉井昭一君） 私は聞いてないんですけども、静内なんかはどんどんやってますよ、

議会を挙げて。平取は聞いてないけど。 

 静内と平取２つは…… 

 ああそうか、僕は静内だけしか聞いてなかったんだけど、新聞でちょっと見落としてたかもし

らんけども。それはあります。 

○委員（鈴木宏征君） そういう同じようなもし委員会みたいのあれば、そういうところとの連

携とってですね、議員同士で勉強会とか開いたりしてですね、やるていうのもまた一つだと思う

んですよ。そしてそこの議会がですね、連携して、どっかに陳情に行くとか、一つだけが行くん

じゃなくて、やっぱりそういう地域イオルの人達も一緒になって行動起こしたほうが、やっぱり

よいイメージて言うんですか、そういうことも考えたほうがいいんじゃないかなと。  

○委員長（玉井昭一君） そうだね。だから地域イオル、あるいは中核イオルにかかわらず、イ

オル全体で行くというのと同じ事だと思うんですね。 

 はい、近藤委員。 

○委員（近藤守君） 今の私の責任の話になるんですけれども、いずれにしてもね、７箇所のう

ちで白老が中核イオルですからね、白老がねやっぱりリーダーシップとってね、やる分には別に

問題ないなという気はするんですけども。リーダー取った場合にね、思うんですが、その辺どう

思いますか。 

○委員長（玉井昭一君） そりゃもちろん問題ないですよ。当然だと思いますよ。中核に選ばれ

たのは、選んだのが７町村なんだから。７町村が納得の上でさっきも僕言ったように、選ばれた

んだから。だからリーダー格になって引っ張っていくていうかね、あるいは協力してもらうてい

うか。それは問題ないと思いますよ。 

 大まかこの辺で出尽くしたかなと思うのですが、方針としてはね。今４項目出されました。佐々

木高明さんと会って、白老の実情を訴えるべきだと。それから中核イオル、地域イオルともに行

っていくべきだと、行動していくべきだと。議会は議会として独自に動くべきだよと。それから

他議会との連携によって動くべきだと。この辺かなと。どっか漏れてましたことありましたか。

ありませんよね。この辺ですよね。この辺で、しからばこの４項目をどういう動き方をするか。

この趣旨を決めなきゃならないですね。これなかなか大変だな。どういうふうに、少なくともこ

の項目ごとにどうやって進めるべきか、ということになると思うのですけど。これどうですか、

今ここで結論出すの難しいと思うんですよね。暫時休憩します。 

              休 憩  午 後 １時２４分 
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              再 開  午 後 １時２９分 

○委員長（玉井昭一君） それでは委員会を再開いたします。委員の方々から４項目ほど出まし

た。もう一度重複しますが、佐々木高明さんと会って、白老の実情をお伺いしたいということ。

それから中核イオル、地域イオルともに行う。議会は議会として動くと。それから他議会との連

携により行動すると。この４項目を主体にして動くことは皆さんで今一応話し合いした通りでご

ざいます。それでこの件についてですね、町部局との話合いをした上で、どういうふうに進めて

いくかを相談して、正副委員長がある程度取りまとめをした結果、再度委員会を開いて、その上

で皆さんと図っていきたいと、こんなふうに思いますけど。よろしいですね。 

              ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

 そういうことで進めます。 

 それではその他で何かありましたら。 

 ありませんか。 

 ないようでしたらこれで委員会を終了したいと思います。ご苦労さまでした。 

                                 （午後１時３１分） 

 

 

 


