
１ 

    平成１５年白老町中核イオル整備促進に関する調査特別委員会会議録 

 

平成１５年９月２４日（水曜日） 

    開  会        午前    １０時００分 

    閉  会        午前    １０時５３分 

 

○議事日程 

  第１  調査事項    白老町中核イオルについて 

 

○会議に付した事件 

  調査事項    白老町中核イオルについて 

 

○出席委員（８名） 

  委員長      玉  井  昭  一  君          副委員長      小  西  秀  延  君 

  委  員      鈴  木  宏  征  君                        吉  田  和  子  君 

              大  渕  紀  夫  君                        近  藤    守    君 

              及  川    保    君          議    長      堀  部  登志雄  君 

 

○欠席委員（０名） 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

  生活環境課参事            久  慈  幸  男  君 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

  事  務  局  長            山  崎  宏  一  君 

  書          記            田  邊  あけみ  君  



２ 

 

      ◎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

会いたします。 

 

○委員長（玉井昭一君） 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。  

                          ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（玉井昭一君） 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。久慈参事の方から説明があるということでございます

ので、それを先にお伺いしたいと思います。久慈参事、どうぞ。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） おはようございます。３点ばかりちょっとご報告がござい

まして、その内の一つでございますが、すでに前回お話しました白老の中核イオルの整備基本

計画についてですね、今、策定をしている最中でございます。それで、７月３０日、第１回目

の幹事会を立ち上げまして、順次いろいろやってございまして、それで２回目以降こういう日

程でやるということで一応決定をしております。それで、９月３０日の日に第２回目の幹事会

を開催して、一応３月の下旬までに完成するという日程になってございます。その中で、一応

今、予定ですが１２月の上旬にはですね、この特別委員会との中間的な協議という形の中で若

干の内容について示していきたいと、こう考えております。あとは２月中旬ぐらいにですね、

委員会にも協議をしていきたいと。こういう日程になってございます。一応そういうことで、

日程になっておりますので、ご報告申し上げます。それで基本計画の内容等についてもですね、

一応こういう形で検討してございまして、これにいろいろ肉付けをしながら、また再度ですね、

検討していきたいと、こう考えております。それで、この目次の内容については若干触れてい

きますけども、はじめにとありますが基本計画をなぜ作るかとか、それから基本構想の前回作

った一応概要的なものをやると。そういった中で今置かれている現状の分析をするということ

になるかなと思います。それと、３番目としては計画の具体的な内容に入っていきたいと、こ

ういうふうに考えてございます。そういった中でゾーニング的なものだとか、アクセス的なも

の、こういうような導線の計画なんかもですね、概念図という形の中で一応検討していきたい

と、こう考えております。そして、あとは次のページですが、事業工程計画的なものもですね、

ある程度考えていきたいと、こう考えております。そういった中で、どういった課題があるか

というような課題の整理もしていかなきゃ駄目だなというふうに考えております。それと、こ

れは国の事業としてやる形で推し進めていくわけですが、当然やはり中核イオルとなった責務

としてですね、やはり白老町としても基礎的な事業の推進というのも当然やるべきじゃないか

なというふうに考えております。そういった中で関連用地の確保と書いてありますが、例えば

ポロト地区だとか、それからあとですね、例えば森林なんかも行政面積の８割を占めているだ

とか、国有林ですね。それからポロトの駐車場の用地だとか、それから白老の駅から裏の所、
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土地開発公社で取得しておりますが、こういうような用地を確保したりだとか、そういうよう

なことでですね、用地の確保をしてますよとか、いろんな形の中でやはり白老町が独自に側面

からの事業に対して推進を図っていくというようなことも必要かなというふうなこともです

ね、この計画の中で触れていきたいと、こう考えております。そういうことで、順次出来まし

たら特別委員会の方にもご報告をしながら共に作っていきたいと、こういう考え方でおります

のでよろしくお願いしたいと思います。 

  それから、もう一つご報告がございます。実は皆さん方に資料は提出しておりませんが、実

は９月１８日でございますが、国でアイヌ文化の、このイオルの関係のですね、推進会議が開

催されました。それで、その報告書と言いますか、会議の内容が実は今日手に入りましたので、

一応ご報告を申し上げたいと思いますが、これからのイオル再生の進め方というものが国とし

て提示されました。それで、一応概要等をご説明申し上げたいと思いますが、ご存じのとおり

平成１３年道の最終報告書が出来ました。それで１４年度においてはですね、ご承知のとおり

イオルの再生調査が行われております。それで、国としてはですね、１５年度中にこの北海道

が作った最終報告書と、前にもちょっと説明いたしましたウタ懇の報告書、この報告書の比較

整理をしていきたいと、こういうような計画になってございます。それで、１５年度中に北海

道の最終報告書の調査結果の整理としていきたいと。どういう問題点があって、どうだという

ふうなことを１５年度中に学識経験者を含めた、こういう推進会議の中で整理をしていきたい

というようなことが示されております。それと１６年度についてはですね、イオル再生の基本

的な方向の検討に入っていくというふうなことが示されております。それで、基本的な方向の

検討の中ではイオルの必要性だとか目的、機能、この辺について検討を深めていくという計画

になっております。そして、平成１７年度にイオル再生の基本構想の検討に入っていくという

ような準備になっております。この基本構想の中では機能の具体的内容、それから整備手法、

管理手法、この辺について基本構想を立てて検討をしていくというような形になっております。

それで、この進め方の案を見ますと、平成１７年度にそういうような構想を立てて、１７年度

以降事業着手というような形になってございます。一応、今日、道からもらった報告書により

ますと、そういうことになっておりますが、今後の検討、それから進捗状況によって変更もあ

るというようなことも注意書きとしてありますが、そういうことが先般行われました国のアイ

ヌ文化振興等施策推進会議の中で話されて、国の方から提示されて委員の皆さん方も了解をし

たと、こういうような報告がございますので皆さん方に情報として提供をしたいと、こう考え

ております。 

  それで１６年度もですね、今年１，５５０万の予算が特に中核イオルを中心とした自然素材

の調査をやってございます。私もすでに一緒に同行いたしまして、８月の中旬だったと思いま

すが、一応国有林等入りましてですね、自然素材の分布調査に着手をしました。推進機構の職

員も３名ですね、泊まりがけで入りまして、初めてということもあったのかどうかわかりませ

んが、結構一所懸命というふうな形で取り組んでおります。それで、１５年度はうちを中心と
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して自然素材の調査を中心にやっていくと、こういうふうなことになっておりまして、１６年

度もそういう自然素材のですね、今度は原材料を調査をしていくと。これは北海道全体の地域

イオル含めて７つの地域だと思いますが、自然素材の原材料の調査をしていくと。その中で標

本調査もやったり、それから伝承者から聞き取りをしてですね、自然素材として必要な量だと

か、そういうような話も聞くというふうな調査を行うというようなことになっているそうでご

ざいます。それで一応概算要求では今のところ１，２００万ぐらいの概算要求を財務省に提示

したと、こういうようなことになっているそうでございます。そういうことを踏まえながら、

先ほどちょっとお話しましたように１５年度、１６年度については北海道が出した最終報告書

と、それからウタ懇の報告書、これの比較検討したり、それからイオルの基本的な検討、機能

だとか目的、この辺を１５、１６年度中に整理をして１７年度には基本構想という形になって

いくのかなと。順調に行きますとですね、そ ういうような計画になっているというような情報

が今日入りましたのでご報告申し上げたいと思います。それから、もう一つですが、些細なこ

となんですけども、ポロトの角地にある看板を一応こういう形で今、変えようというふうに考

えておりますので、これももう少ししたら発注をして、もうちょっと目映えのするような形で。

それでイオルって何？とあまりわからない方も結構いるので、やはりあそこで立ち止まって読

めるような形も必要かなと思って、若干ちょっとこちゃこちゃしてますが、こういう形で変え

ていこうと、こう考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。この３点だけです。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ご苦労様でした。今の久慈参事のご説明で何か質問のある方

どうぞ。ありませんか。はい、近藤委員。 

○委員（近藤守君） 今、年度の予定というのをいろいろ聞いたんですが、現在は白老町はご

たごたしているんですけども、そういうことに関してはね、関係なしにどんどん進められるん

ですか。それとも、やはり影響が出るのかということだけ、ちょっと。 

○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） 端的に申し上げます。全く関係ございません。我々淡々と

してやっていきたいと思っております。それで、これはやはり白老町として大きな懸案事項で

ございますので、私は玉井委員長にもお話したんですが、やはり白老町として熱意を国の方に

お示しをするということが大切だと思いますので、やっぱり何かの機会に特別委員会として国

の方に顔出しをするとか、道だとかに顔出しをするということは必要なことかなと、こう考え

ております。それで我々はやることはやっていくと。こういうようなことで議長がよく言いま

す、両輪で走っていきたいと思ってますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 他はございませんか。今まだはっきりはしてませんけども、いずれ

にしても今、久慈参事が言われたようにですね、このイオルについては国の事業であり、北海

道の事業であり、白老町の大きな事業であるということからですね、今、近藤委員も言われた

ようにこの件がはっきりした時点で、もう一度この特別委員会を立上げて進めるしかないなと、

こんなふうに私は思っておりますが、その辺についての話もございますれば全般的に。はい、
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鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） そのことだけでないんですが。ちょっとお聞きしたいですが。今、国

での会議の内容を教えていただいたんですが、担当者とか道としては今の１８年から事業開始

ですか、という国の方の考え方の中ではスケジュールとしては大体こんなものなのか、ちょっ

と遅れているというのか、自分たちが考えてたより遅れてるというふう考えているのか、そこ

ら辺はちょっと教えていただきたいなと。 

○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） 道庁はですね、我々と同じ考え方でございまして、前にも

話しましたように、１４年に最終報告書が道で出たわけですが、その報告書がやはり国の方で

まとめることが出来ないから北海道でまとめてくださいよということの投げかけで北海道が

３年ぐらいかけて作ったわけですよ。それで、北海道としてはこうですよと。だから、北海道

の意見イコール国の意見という取り扱いになっているというような感覚で、北海道も考えてた

し、アイヌ民族の人たちもそう考えてたわけですね。ところが提出したらですね、今言ったよ

うに植生調査をするだとかという形になってきて、ちょっと違うんじゃないかということは道

庁も言っておりますし、我々も言ってます。支部の人たちもそう思ってる。だから、支部の人

たちは、もう道の報告書が出来たら、もうすでに１年か２年後には着手するんじゃないかとい

うような感覚でずっと思ってました。ところが蓋を開けてみるとそうでないというふうなこと

で。ですから、国と道とやはり、かなりひらきがあったと、こういうようなことは事実です。

ただ、それ以降ですね、ウタリ協会を中心としてですね、いろいろな陳情活動をしたりですね、

やはり我々の考え方と違うよというふうなことをどんどん言ってきて、私たちも国の方に行っ

てきた時にもそういう話もしましたし、北海道もそういうことを強く言ってきた。そういうこ

とで今、お話しましたように平成１７年度、今、予定ですけどもね、一応基本構想の検討に入

っていくということで、こういうふうに表が示されてきたということは前向きになってきたの

かなというふうに一応思っております。 

○委員長（玉井昭一君） これについては今までは、今、発表されるまでは何となく陳情しか

ないかなと。日程的には全然はっきりしなかったというのが事実だし、今、日程がきちんと出

てきたということは久慈参事が言われたように、かなり国も真剣に考え始めたというふうに捉

えられますのでね、だから、いい方向には向いているんでないかなと、私はそう思いますけど

も。大体、そういうふうに取っていいですね。そんなふうにね。はい、久慈参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） ただ、私も国の会議には出席出来ません立場なので、北海

道にどういう状況なのかということを、朝ちょっと聞いたんですけども。確かにこういう形で、

これはちょっと今、皆さん方には提示出来ませんけども、こういう形で出たということに対し

ては国の方もだいぶ前向きになってきたかなと思っておりますが、安心は全然してないと。さ

らに馬力をかけて、いろいろいろんな形でやっていきたいというお話はされてました。ですか

ら、一番問題なのはやはりウタリ協会だと思うんですね。ウタリ協会がアイヌ民族の、やはり
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民族の復興のためにこれをやるわけですから、やはりウタリ協会がどんどんこれに向けて前向

きに取り組んでいくということと、それから私もこの前チェプ祭の時に秋田理事長にもちょっ

と話したり、それから副会長の吉田さんにも話したんですけども、各支部で引っ張り合いっこ

したということはおかしいですよと。これはアイヌ民族のための事業なんだから、やはり中核

が白老に結果的に決まったんだけども、全部白老だとかという、そういう話が何ぼか支部によ

こせとか、そういう話をされちゃうと国の方も勝手にやってくださいという話になるから、や

っぱりこれは一枚岩になってやってくださいという話はしております。それで、理事長も同感

だと。こういう考え方はしてるんですが、ただ、中身を話しますと、いろいろ支部の人でもや

はり、このイオルについてはもうずっとずっと懸案だということで一所懸命やっている支部も

あったわけですね。それが白老にぼんと決まったということで結構落胆している方もいらっし

ゃるんですけども、ただ、それはね、長く見ればアイヌ民族のためのやはり事業なんだという

ことを考えてやっていただきたいという話はしております。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今、言ったことだと僕は思うんだよね。何か事業が来るから、何て言

うの、仕事のためにこれをやるというような認識が随分あるでしょ、現実問題としてみれば。

やっぱりね、そこがきっちりしないと駄目なんだわ。僕はいつも言うんだけど、委員長もさっ

き言ってたけど陳情しかないのかなと。確かにそうかもしれない。現実問題としてみたら、そ

れしかないのかもしれないんだ。ただね、出発がそこだったら駄目だと僕は思うんです、はっ

きり言って。違うんですよ。白老町なら白老町がどれだけアイヌ民族政策をきちんとしてやる

かかということが問題なんだよ。北海道なら北海道がどれだけきちんと民族政策を持っている

かということが問題なんだよ。で、何か聞いていると、それが経済再生だとか経済復興のため

の一つの起爆剤だとかな、そういう認識に聞こえてどうにもならないんだ、僕が思うのは。だ

かた、そこら辺ね、やっぱり道と町がそういうふうにすると、引っ張り合いっこというのはや

っぱりね、それはきっと逆に言うと出るのかなという気がね、するんだ。だから、そこをやっ

ぱり、イオルの中核町と地域イオルとの関係をさ、もうちょっと綿密に連絡を取れるものは取

って、やっぱり白老町がリーダーシップ取ってやるというようなね、そこはやっぱりそういう

ふうにしないと行政サイドでもなかなかちょっとうまくいかないのかなというふうに思うん

だけどさ、そこらはどんなものですかな。 

○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） まさしくその通りでありましてね。ただ、僕もこのイオル

の問題をやっててね、やはり大切さというのは地域イオルの位置づけというのは非常に大切だ

と思うんですよ。やはり白老は白老のアイヌの文化がある。それから平取は平取のアイヌ文化、

いろいろ違うわけですね。だから、そういう文化をやはりきちんと保存伝承していくというこ

とは必要なことだなと思うんです。ただ、今は中核イオルだけにとらわれてきてますけども、

そうでなくて地域イオルが必要だというふうなことが、僕は必要だと思うんです。ですから、
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うちが今やろうとしています基本計画の中にも中核イオルとしての役割って何なのか、それか

ら地域イオルとしての役割は何なのかと。この地域イオルの重要性と言いますか、この辺をき

ちんと明確にして、そして国の方に一つの案として提示していきたいと。ですから、このイオ

ル構想は中核イオルだけでないですよと。地域イオルも絶対、一体にやっていかんと駄目です

よという話はね、していかなきゃ駄目かなと、こう思っております。それと、うちが中核イオ

ル決まってですね、それでいろいろ整備計画を立ててどういうものが必要かと、こういうふう

になっているんですけども、どうしてもですね、やはり中核になると情報的なセンター機能が

必要だ。そしてまた、伝承者を、人材を育てる教育的な機関も必要だと、こういうふうなこと

にならざるを得ないかなと思っているんです、私はね。ですから、ここから発信をして、例え

ばここで伝承者が育てられればですね、例えば阿寒だとか静内だとか平取に行ってですね、さ

らにそういう形で伝承していくと。それが中核の役割でないかなと私は思っているんですよ。

これだけは崩すことは出来ないなと思ってます。その辺を支部の人たちにも話をしてね、理解

を深めていかなきゃ駄目かなと思っています。ですから、私もこの仕事をしていろんな支部の

支部長さんともお会いをして雑談をしながら、今行ったようなことも激論も交わしたところも

あります。ですから、そういうことでお互い話をしていけば理解を深めていくことかなと、こ

う思っております。ですから、これからも各支部といろいろとコミュニケーションを取りなが

ら、先ほども前段で言ったようにアイヌ民族の人たちの復興のための事業なんだよということ

はもう基本なんですから、それが引っ張り合いっこしたらどうしようもない話ですよという話

をこれからもどんどんやっていきたい。そして、中核としては何なんだと、地域イオルとして

は何なんだということをきちんと明確にさせていくことが必要なのかなと。そういうことが理

解を深めていくことに繋がっていくのかなというふうに個人的には思っております。その辺は

代表幹事である中村齋先生も同感ですし、それから副代表幹事の岡田路明先生も同じです。そ

れと今回入れた苫小牧の教授も同じ考え方はしております。そういうことで話し合いをしなが

ら理解を深めていくしかないかなとこう考えております。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今言われたセンター機能が果たす役割というのは当然ですよ。それは

もう当たり前なんだ。だから、それにそういうことがいろいろ付随してくるというのは、僕は

よくわかっているのさ。ただ、その前段として、今ね言われた、そこら辺が大切なのはアイヌ

の人たちのことをどういうふうに位置づけるかということなの。例えば、白老は僕は大したも

のだと思うのは、財団の学芸員というのは皆さんウタリの方ですよね。ところが帯広行ったっ

て、どこ行ったってほとんど和人なんだよ。で、僕は誰かに聞いたんだけど、今言った中で大

切なのは副代表の岡田さんや例えば駒沢の教授の方々がね、そういう人が入っているわけだか

ら、例えばここでと言うか、中核イオルの所でね、やっぱりきちんと学芸員を育てると、アイ

ヌの人たちの。そういう人たちが全道のアイヌの資料館にずっと散らばっていくようなさ、そ

ういう役割を中核イオルを果たせばね、僕は評価の対象が全然違うと思うんだよ。そういうソ
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フトの部分を含めて、何て言うのかな、事業じゃなくてそういう部分を含めて考えた時にね、

白老はたまたま会長もそうだ、副会長もそうだとなればね、そういう機能をもし果たしたとし

たらだよ、これはやっぱり素晴らしいと思うんだよ。平取の状況はよくわかんないし、静内の

状況は僕はよくわからないんだけど、そういう所にウタリの学芸員の人たちがずっと配置され

ていったらね、これはやっぱり全然違った側面が、僕はイオルそのものに違った側面が出るん

じゃないかと思うんだよ。そういうことをぜひ中核イオルとして政策化してやるべき中身じゃ

ないのかなと。それが国を動かしたり、道を動かしたりする最大の力になる。そういうことが

必要だと僕は思っているのさ。どうですか。 

○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） チェプ祭の話をまたしますけどもね。チェプ祭で鵡川の支

部で踊りをやりました。その時に長老の荒井田ステノさんて方が椅子に座って９０何歳のおば

あちゃんが、あの人ユーカラの文化賞をもらってる方なんですね、ですからもう９０何歳なん

ですよ。で、ああいう方がどんどんいなくなってきているという現実。それから千歳支部の仲

本ムツ子さん、この方もチェプ祭の方に来てました。あの方も聞いたら８０近いだろうと。あ

の方も、ユーカラを、アイヌ語を日本語で話せる唯一の人なんですね。この人も文化賞もらっ

ていると。ですから、そういう方がやはりどんどんいなくなってくると、年とってきてですね。

そういうことを考えるとですね、やはりこのイオルの再生というのは急がなきゃ駄目だと思う

んですよね。ですから、今、大渕委員が言いましたように、そういう方が例えば講師になって、

本当の基本のユーカラを教えてあげて、そしてどんどんアイヌの人たちに伝えていくというこ

とはやはり大切なことだと思いますね。ですから、今、アイヌ民族博物館に村木学芸員がいま

す。彼女は歌もうまいですけども、彼女のユーカラはすごいですね、カムイユーカラは。昨年

１２月にやったアイヌ文化祭の時に、『お前、ぜひやってくれよ、ぜひやってくれよ。』って、

彼女も恥ずかしがり屋なんですけどもやった、これはすごいです。やはり叙情詩なんですね。

やはり恋に破れたとか、いろんな情熱的にアイヌ語でガーっと歌うんですね。彼女に聞いたら、

それじゃあ誰から教えてもらったのと言ったら、名前はちょっと忘れましたけど、そういう長

老に教えてもらったと。それで、やっぱり長老の声を聞いて、何回も聞いて教えてもらったと、

こういう話なんですね。ですから、やっぱり伝承するというのはなかなか難しいんですよ。長

い年月もかかる。ですから、やはりきちんと基本を覚えた人でないと伝承に繋がっていかない

というようなことになると思います。ですから、それの役割はやはり中核イオルだなと私はこ

う思ってます。この辺は先般、国の方に行ってもですね、そういう話をしてきました。そうい

う実例を話してきましたので、中核イオルは当然そういうふうなことになって、そしてそこで

育った人が各地方に行って伝承をしていくと。それがアイヌ文化の振興に繋がっていくという

形になっていくんでないかなというふうに思っております。そういうことで一日も早く、この

中核イオルが実現するように町をあげて取り組む姿勢というものは絶対必要ですね。これは私

も今回国の方に３回か４回ぐらい行きました。行っていろいろ話したらですね、いろんなやっ
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ぱり雑談もしながらですね、白老のまちづくりはこうなんだよという話まで出てくるんですよ

ね。そういうことで、担当者とやっぱり町との距離がどんどん縮まってきますので、ですから、

やはり議員としてでも、この特別委員会としてでもですね、やはり町の熱意というものを国の

方に伝えていくということは絶対に必要じゃないかなと思っておりますので、今後我々の応援

部隊になっていただきたいとこう思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 他。はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 昨年だったと思いますけれども、アイヌの、コミセンで文化祭的なも

のをやりましたよね。各地域からも応援に駆けつけていただいたり、すごいなと思ったのはそ

ういう伝承されてる方々が小学校の子供たちにそういうことを伝承した姿も披露していただ

きましたよね。今後、そういうことはね、こういうアイヌ文化の伝承ということでは、きちん

とした伝承になっていくかどうかわかりませんけれども、文化を知っていただくという意味で

ね、白老もまだまだ理解していない方がいっぱいいると思うんですね、いろんな面で。そうい

うこともまた今後考えていかれるのかどうなのか、その点一点だけ伺いたいと思います。 

○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） 実はこの前ですね、早稲田大学のゼミの人が８名ぐらい来

まして、このイオルの問題について白老町でどういう取り組みをして、どうなんだという話と、

それからアイヌ文化を白老町としてどのように普及をしてるんだというようなお話、学校教育

としてですね。その辺を聞きたいとか。それから差別的な問題も。結構、高度なお話だったで

すけども、そういった中でイオルについては、こうこう、こういう形でやってますよという話。

それから差別の問題もですね、以前私も国連の方が来たときに差別の問題について女性の方を

集めてどうのこうのとあったので、その話も一応しましたけども。ただ一番、学校教育の課長

も来たんですけども、それじゃあアイヌ文化を学校教育の中でどのような形でやっているかと

いう話を学生の方から言われたんですが、現実ですね、今回、社会科の副読本の改正が出来て、

それを作って小学校３年生の子供たちにアイヌ文化というのはこうですよということで教え

ているというようなことの話だったんですけども。私は実はこの仕事をやって平取支部の課長

さん方といろいろな話をしたんですが、平取辺りは週のカリキュラムの中にアイヌ文化を教え

る時間というのはきちっと定めてるみたいですね。それで、年間の予算もかなり予算措置して

ると。取り組みの違いはあるかもしれませんけども、そういうことで平取支部は積極的にやっ

ているというのは事実です。じゃあ、白老町はどうなのかと言うとその辺ちょっと懸念すると

ころはあるかなとこう思っております。もう少しですね、アイヌ文化に対して子供たちに教え

ていくということは必要でないのかなと私は思っております。ただ、今までのいろんな社会的

な背景だとかそういうこともございますので、踏み込むことが出来なかったということもあっ

たと思いますけれども、一昨年ですか、アイヌ文化振興計画を教育委員会で作りましたですね。

あの中でもきちんと明記されておりますので、この辺をきちんとやっていただきたいなという

ふうな感じはしております。それで、昨年文化祭をやった時にムックリと踊りを披露しました。
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ムックリは緑丘小学校の５年生の子供たちにお願いをしてありました。最初行ったときに、や

はり先生方もちょっととまどうんですね。白老小学校もそうだったんです。ただ、白老はこう

いう文化なんでという話をして説得をして、それから財団の方にもお願いをしてやったと。見

たかどうかわかりませんけども、実は私がずっと後ろの方にいたらですね、ウタリ支部の人た

ちが一所懸命オハウを作ったりしてたんですね。そしたら、３人ぐらいのおばちゃんが居まし

た。それはアイヌの人だったんですね。そしたら、私に寄ってきてですね、「久慈さん、いや

素晴らしい」と「こんなことをやってくれて本当にありがたい」と、涙流してですよ、私もも

らい泣きしたんですけどね。やっぱり子供たちがムックリを弾いたり、踊りをする、ああいう

姿は今までなかったって言うんですね。やっぱり横にいたおばちゃん方に聞くと、我々はやっ

ぱり差別されていたと、やはりその辺の認識の違いは随分あったんだなと思っております。あ

れには私もちょっと感動してですね、あの姿を見てこれは成功したなと。７～８００人くらい

入りましたけどもね、成功したなとこう思っております。ただ、それまでの過程は本当に大変

だったことは大変です。子供たちに理解していただく、先生に理解していただく、校長先生に

理解していただく、こういうのは結構ありましてですね、何回も通ってお願いした経緯があり

ますが、ただ、踊りも素晴らしかったし、ムックリも素晴らしかった。言ったときですね、全

然ムックリなんか弾けなかったですね。それが財団の方にお願いしてね、一所懸命毎日行って

やっていただいたというのもありますが、そういうものだと思うんですよね。やはり取っ掛か

りが必要でないかなと思ってます。ですから、これからアイヌ文化をきちんと伝承していくと

いうことは、やっぱり教育委員会としても新たな認識をしていただきたいなという個人的な希

望を持っております。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい。他。はい、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） ７月１９日から８月２８日まででしたか、ポロトナイトと言うんです

か、夜やりましたよね。あれを僕も２回ぐらい見せていただいたんですが、素晴らしいという

のか感動して見てきたんですよ。今までにないと言ったら語弊があるんだけども、やっぱり文

化を伝承するというか、伝えようというそういう雰囲気が非常に伝わってきまして、初めて、

ずっとポロトで踊りや何かも観光や何かでたまたまお客さんに付いていって、踊りや何か見た

り博物館を見せてもらったりしたんですが、それとまた違う１ランクも２ランクも違う感覚で

あのナイトを見せてもらったんですが、やっぱり見たお客さんは非常に感動して帰られている

んですよ。だから、そのことはきっと財団の伝承という考え方の中で、どこかの部分で変わら

れたのかなと。こういうふうにしていかなければならないという、何かきっかけがあったのか

なと思うんですが、今後についてはどういうふうにあれを考えているのかなと思って。もし、

分かれば。 

○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） あれは４０日間に渡ってロングランで一日も休みなしでや

ったということで、これは最初の取っ掛かりはＪＴＢの方にお願いをして、ＪＴＢで企画をし
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て登別に泊まったお客さんを夜連れて来ようかという取り組みをやったんですね。私は本当、

今、鈴木委員が言ったようにですね、人数は最初１日８０人来ないとペイしないと、採算取れ

ないというような形で、約５千人くらい入らないと駄目だというようなことだったんですが、

結果は全然少なくて１日１０何人だったと思います、平均取ればですね。８００人くらいだと

思いますけどもね。そんな結果になったんですが、ただ、知里幸恵さんの序文から始まって、

子守歌かかってウポポをやったりですね、鶴の舞いをやったり、電気を消して非常に情緒的に

やったりですね、そういう取り組みは本当に職員も意識改革されて訴えるものがあったなとい

うふうに思っております。私も３回ばかり行って、丁度行ったときに大阪のお客さんばかりだ

ったんですけども、大阪のお客さんも初めて見たということもあったんでしょう、非常に感動

して帰りました。ですから、私のこれからはこういうような取り組みというのは大変必要でな

いかなとこう思っております。それで、それじゃあ職員が変わったのかどうかというふうなこ

とはあるんですが、当然、今、理事長も含めてですね、一所懸命経営の再建という取り組みを

やっております。ボーナスも私も聞いているところを言いますと、０．２カ月分しか出てない

と。それと給料も３年ぐらい全然昇給もしてないという形の中で、職員が一丸となってこうい

う取り組みをするということは本当に涙ぐましい努力だなというふうに思っております。です

から、何かのこういうことがきっかけとなってどんどんお客さんが増えていけばいいなと、こ

ういうふうに考えておりますが、私も８月ぐらいまでちょっといろいろ分析してますけどもね、

今、８千人ぐらい増えているんです。９月１５日現在８千人ぐらい増えてますが、中身見ます

とですね、ＳＡＲＳの影響でやはり国外にシフトしてた旅行が日本になってきて、東南アジア

系の人たちが増えて来ているんですよ。日本に入って来てる。それで、財団も韓国の人が７千

人ぐらい増えている。昨年の９月で７千人ぐらいしか入ってなかったのが、今も７千人入っち

ゃっているんですよ。そういうことが台湾、韓国が増えている。それじゃあ、団体客である修

学旅行はどうなのかと言うと、修学旅行が団体数でかなり減ってます。４００団体ぐらい減っ

ている。ですから、総体では増えていますが中身はやはり日本人のお客さんというのは現実に

減っていると。こんなような状況なんですね。ですから、これからも外国人がどんどん増える

というわけでもないですし、やっぱり主流は日本の人たちかなとこう思っているんですけども。

ただですね、私も財団の方にいて感じているのは、アイヌ文化というのはただお客さんがたく

さん来ればいいということではないと思うんですよ。やはりこういうアイヌ文化を後世にきち

んと伝えていくということは行政としての責任があるんでないかなと。町としてですね、ある

かなとこう思っているんです。ですから、その点、私も職員も前に言ったことあるんですけど

も、やはり自分たちが努力しなかったら行政も向いてくれないよと。自分達が汗水を流してや

っていかないと、絶対行政だって手を差し延べてくれないよという話はずっとしてます。です

から、今回こういうコタンナイト４０日間ロングランでやったと、結果はね、お客さんは少な

くなかったんですけども、ただ、この取り組み、一丸となってやったということは素晴らしい

ことだし、それから、今まで一過性の踊りと歌しかなってなかったんですけども、そこに知里
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幸恵さんの序文を入れたりですね、いろんな取り組みをやってきたということは非常に成果と

しては素晴らしいことだったかなとこう思っているんですよ。ですから、これからも当然いろ

んな取り組みを財団で多分やっていくと思います。そういうことから言ってですね、やはり行

政としてもアイヌ文化の振興ということを考えていくと、やはり何かの目を向けてやるという

ことは私は必要でないかなと。そういうことが職員の励みにもなっていくんでないかなとこう

思っています。今まではそれじゃあどうなのかと言うと、財団の方は８０万、７０万人にも入

ってですね、それなりに財政的にも余力もあったということもありました。それとまた行政か

らいろんなことを注文すると治外法権的なこともありましたので、言えなかったということも

ありましたけども、だからと言って今度もそういうことかと言うとそうじゃなくて、やはりき

ちんとアイヌ文化を振興していくということでの行政的な支援ということは、やはり必要なこ

とかなと。私がウタリ対策室にいるからということでなくてですね、絶対必要だと思います。

そういうようなことで財団もどんどん生まれ変わって行ってますし、行政もそういう形で支援

をしていくということが必要だと思ってます。それから、これからどうするかというお話です

が、当然これからもああいうコタンナイトでやった取り組みを基本としてですね、いろんなバ

ージョンをいろいろ考えているみたいです。同じことでなくて、こういうお客さんはこうだと

かということで、いろんなバージョンを考えているみたいですので。職員も今、一致協力して

やっているという姿が非常に見えてますので、ですから、そういう点では非常に変わってきた

かなという感じはしています。それはやはりトップがきちんとしているという部分もあります。

それと学識的にはやっぱり中村館長のいろんな専門的なアドバイスだとかそういうことも当

然あるかなと思っております。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 大体、出尽くしたかなと思いますが、小西副委員長は何かありませ

んか。はい、どうぞ。 

○副委員長（小西秀延君） まず、遅れまして申し訳ございません。勉強不足で大変申し訳な

いんですけど、ちょっと聞きたいところがあって、定期的にアイヌ文化の伝承とかを学術的な

大会とか、全道規模で開かれているとかというのは、毎年やられているとかというのはあるん

ですか。 

○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） 定期的にやっているのはですね、北海道ウタリ協会がアイ

ヌ文化祭をやっております。今年は登別でやる予定をしています。昨年は静内町だったと思い

ますけども、そういうことで定期的に毎年ウタリ協会主催でアイヌ文化祭をやってます。それ

はどういうことをやっているかと言うと、アイヌ語弁論大会だとか、それから各支部の踊りを

披露するとか、それからアイヌ工芸品の展示会だとか、そういうのをウタリ協会が中心として

やっていると。今年は１１月だったと思いますが、登別でやる予定でしておりますので、もし、

機会があれば見ていただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、小西副委員長。 
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○副委員長（小西秀延君） それは規模的には大体どれぐらいの参加者というか、そういう規

模で推移しているんですかね。 

○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） 全道大会ですから、かなりの人数集まりますが、ただです

ね、慢性化して来ているというのがありまして、静内町に私、行きましたけども、２～３００

名の人かなと思っておりました。ただ、そのあと交流会なんかもありまして、各支部だとかも

交流会なんかもありまして、結構そういう点では、何て言うかな、年一回各支部との交流が行

われるわけですから、それはいいことかなと思っております。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。はい、小西副委員長。 

○副委員長（小西秀延君）  そういう大会とかはですね、先ほど言ってた、何て言うのかな、

情報交換とか、また教育の場とか、そういうふうにもっと活性化していって中核イオルの機能

に結びつけていくというような形には、そういう所はやっぱり持っていく、変更していくとい

うのは難しいんですかね。 

○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） そういうことの必要性というのは大変私は必要だと思いま

すが、ただ、昨年も文化祭を初めてやりましたが、非常に何て言いますかね、大変だったのは

大変だったんですよ、第１回目なんでね。ですから、これからもそういう文化祭とかイベント

等を通じてですね、アイヌ文化の普及というものは必要だと思っておりますので、これから鋭

意検討していきたいとこう思っております。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。他、ありませんか。 

 

        ◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） ないようでしたら以上で白老町中核イオル整備促進に関する調査特

別委員会を閉会したいと思います。ありがとうございました。 

 

（閉会    午前１０時５３分） 


