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◎開会の宣告 

〇委員長（近藤 守君） どうもご苦労さまです。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。 

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〕 

〇委員長（近藤 守君） ご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。 

 

◎白老中核イオル整備構想について 

〇委員長（近藤 守君） 数日前にですね、道と国とのイオル再生について、いろいろ検討が

行われました中身をですね、久慈参事の方から内容について説明をお願いいたします。 

 はい、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。 

それでは、私の方からですね、新聞等で報道されました内容等につきまして、北海道及び北

海道ウタリ協会等から情報を得たことについてですね、お話を申し上げたいと、こう考えてお

ります。 

それからもう一つは、資料としてですね、１６年度、９月くらいまでの要望活動等について

ですね、この機会でご報告を申し上げたいと、こう思っております。 

それから、皆さん方に既にお配りしてございますが、再生構想のチラシが、パンフレットで

すね、これちょっと、できたばかりなのですよ。それで、こういうものができたということで、

この内容についても若干こう、ご説明をしたいと、こう思っております。 

そういうことで、よろしくお願いしたいと思います。 

それで、この新聞等の情報については、これから順次お話しますけれども、その前にですね、

おさらいの意味で若干ちょっとご説明をしたいと思います。 

それで、議員の皆さん方に別紙という資料が行っていると思います。別紙、２枚綴りの別紙

ですが、これをちょっと若干説明をしたいと思います。 

要するに、イオルのその再生構想については、どういうところからですね、発信と言います

か、どういうところから出てきたのかというようなお話をまずした方がいいかなと思います。 

それで、ここに書いてありますように、平成７年にですね、こういうときの村山総理がです

ね、アイヌ民族の伝統的な儀式をも含まれた施設としてですね、国営のアイヌ文化公園構想を

打ち出したわけでございます。 

それと同時になると思いますが、官房長官の私的な諮問機関であるウタリに関する有識者懇

談会が設置されたと。我々はこれはウタ懇、ウタ懇と言っているのですけれども、ウタ懇が設

置をされてですね、翌年の４月に報告書が出されたと。こういう経緯がございます。 
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そういった中で、四つの提言がこの報告書から出ております。 

一つはですね、ここに書いてありますように、アイヌに関する総合的かつ実践的な研究の推

進を図ることが必要だというようなことで、道内にですね、道内にこういう研究者の育成、資

料保存をするためのアイヌ文化研究センターの設置が必要ですよと。これは、国家的視野に立

って設置するべきだというようなことが、このウタ懇の報告書に出されました。 

それから二つ目はですね、アイヌ語を含むアイヌ文化の振興も図ることが必要ですよという

ことが出されております。 

それから三つ目としてですね、伝統的生活空間の再生を図るべきだということで、ここで伝

統的生活空間の再生ということが出ております。それで、伝統的な生活の場を再生して、さま

ざまな展示施設を盛り込んだ空間を公園等として整備するべきだということが、三つ目の提言

として出されました。 

それから四つ目としては、理解の促進ということで、差別・偏見のないですね、社会の醸成

を図るべきだという、これは文化振興も含めながらこういう理解の促進をはかるべきだという

ことの、四つの提言がですね、このウタ懇で出されました。 

そのウタ懇の会長は、東大の学長をしておりました伊藤学長を中心としたですね、６名か７

名ぐらいだと思いますが、非常に権威のある懇談会でございまして、こういう提言がされたと。

こういうふうになっているわけでございます。 

そういうことを踏まえてですね、平成９年の５月にですね、アイヌ文化振興法が制定された

という経緯がございます。これまでは、改正旧土人保護法という法律でございました。それが、

アイヌ文化振興法ということで、文化振興に関わるそういう新法が新しくできたと、こういう

ことでございます。 

それで、それと時期と同時にですね、法律と同時にその推進機構が設立されました。財団法

人アイヌ文化振興・研究推進機構というものが設立されたと。 

こういった中で、この推進機構を中心としてですね、年間、人件費も含めて７億ぐらいの金

だと思いますが、このお金でいろいろな形で文化振興・国際交流がですね、されております。

そのうち約半分は道がですね、この推進機構の方にですね、助成をしていると。こういう形で

ございます。 

そういうことで、法律ができて、そして文化振興をするための推進機構が設立されたと。こ

ういう経緯の中で、それで平成１０年の３月に北海道は、ここに書いてありますように、伝統

的生活空間に関するイメージ構想を策定をしたと。この策定をした経緯はですね、私の聞いて

いるところでは、国からの要請でですね、要請で道がまとめてほしいというようなことでです

ね、こういうイメージ構想を策定したと。このように受け止めてございます。 

そういうことで、平成１０年の３月にイメージ構想を策定したと。 

で、次のページですが、それを、イメージ構想を作ってさらにですね、平成１１年の７月に

は基本構想を策定をしたと。こういう経過でございます。 
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そして、その翌年ですが、平成１２年の９月です。さらにですね、より具体的な内容を検討

するということで、学識経験者及びアイヌ関係者の１０名で組織するですね、こういう推進北

海道会議を設置したと。こういう形になっております。 

それでこの北海道会議のですね、会議の結果、平成１４年の４月に白老町が整備適地ですよ

ということで中核にですね、選定をされたと。 

そして、この中で地域イオルが六つ、それで中核イオルが一つということで、こういう北海

道会議で決定をされたと。こういう経緯でございます。 

それで、その中にですね、真中に平成１３年４月どうのこうのってございます。実はこれは、

先ほどの四つの提言の中の一つであります文化センターがございます。文化センターにつきま

して、文化センターじゃない、研究センターですね。失礼しました。研究センター。文化研究

センターについてですね、これは先ほど言いましたようにアイヌ文化振興機構がですね、アイ

ヌ文化研究センターの基本構想を策定をいたしまして、独自にですね、策定をいたしまして国

の方に設置の要望をしております。 

それと併せて今言ったようにですね、中核イオルは白老って決まったよと。こういうことで、

そういう経過になっております。 

それで、皆さんもご存知だと思いますが、そういう最終報告書を踏まえて１５年度に植生調

査も実施されてきたと。こういうことでございます。流れとしてはですね、そういう流れにな

ってございます。 

それで、ちょっと飛ばしまして次のですね、イオル再生等アイヌ文化伝承方策検討委員会と

いうのがあると思いますが、実はそういう経過を踏まえてですね、ずっと来たわけです。 

それで、その間白老町としてですね、中核になったという責任と言いますか、責任の重さと

言いますか、それからこの整備を推進してほしいという願望も踏まえてですね、白老町でご存

知のとおりですね、中核イオルの基本構想を策定をし、それから整備計画もですね、新たに作

ったわけでございます。 

そして、それについては、国の方に説明をしてですね、中核イオルとしてこうあるべきだと

いうことで、国の方に提言をしていると。提言をしたと。こういうことでございます。 

そういう経過を踏まえてですね、実は、ここに書いてありますように、イオル再生等アイヌ

文化伝承方策検討委員会というものが、実は国土交通省の中に設置をされたわけでございます。

要するにここはですね、イオル再生をどう具体的に進めたらいいかということで、国土交通省

が事務局となりまして、検討委員会が設置をされました。 

そのメンバーとしては、ここに書いてあります５人のメンバーで検討委員会が設置されてお

ります。一人は佐々木高明先生といいまして、国立民族学博物館の元館長でございますし、そ

れからこのウタ懇のメンバーでもありますし、それから前アイヌ推進機構の理事長さんでもあ

る方でありました。この方がメンバーの一人でございます。それで今は、この委員会の委員長

になっております。 
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それから、辻井達一先生といいまして、これは北海道今環境財団の理事長をされております。

この方は、北海道会議の座長をされた方です。北海道会議、先ほど言いました北海道会議の座

長をされておりました方がメンバーに加わっております。 

それからもう一人は、大塚和義先生といいまして、これは今現在国立民族学博物館の教授を

されている方でございます。この方が、これは民俗学の権威ということで、委員会の中に入っ

ております。 

それから、あと二人はですね、これは伝承活動実践者ということで、北海道ウタリ協会の理

事長であります加藤さんと、それから北海道ウタリ協会の理事であります吉田昇さんという方、

これは門別の支部長をされている方です。それから、日高地区連合会の会長をされている方で

ございます。それと、北海道会議のメンバーであった方でございます。そういうことで、吉田

昇さんがですね、構成メンバーとして入っているわけでございます。 

それで、この会議のですね、オブザーバーとして北海道ですね。これは環境生活部担当でご

ざいます。北海道が入っております。それから、文化推進機構もオブサーバーとして入ってお

ります。そして、北海道ウタリ協会という３団体がオブザーバーという形で参画をされており

ます。 

で、先ほど言いましたように、事務局につきましては、主としては国土交通省北海道局アイ

ヌ対策室ですね。ここが事務局としてなっております。 

それで、この設置につきましては７月の３０日の日にですね、第１回目の会議がされており

ます。会議の内容については後でちょっとご説明しますが、それで２回目が先般の１０月の１

８日に行われたと。そして、３回目が一応１２月の上旬に開催される予定だと。 

そして、年度内にですね、協議をして一定の指針が示される予定になっていると。こういう

状況になっております。 

それで、この委員会の次のフローをちょっと見ていただきたいと思いますが、ここで決めら

れたことは、今後どういうような形になるかということでございますが、要するに外部団体に

こう、ある程度検討しているわけです。で、この検討した委員会の結果につきましては、今度

アイヌ文化施策推進会議というのがですね、国土交通省の中にあります。この中で、幹事会の

中でさらにもまれるのかなと思っております。 

で、この中ではですね、国土交通省、それから文化庁も入ります。それから環境生活部の次

長さんがメンバーになっております。それから推進機構から２名。それからウタリ協会という

ことで、６名で構成される幹事会がございます。この中でさらに検討されていくと思います。 

そして、最終的にはですね、上の方の国土交通省の審議官、それから文化庁の文化財部長、

それから北海道の環境部長ですね。それからウタリ協会の理事長、それから推進機構の理事長。

この５名での推進会議がございます。この中でですね、最終的に決定されていくのかなと思っ

ております。 

従いまして、ということで、検討委員会が決定されたことについては、最終的にはこういう
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推進委員会の中で検討されていくと。こういうことでございます。 

それで、ちょっと戻りますが、この検討委員会につきましてはですね、初めて検討委員会が

設置されることになったわけです。今年の７月にですね。これも実は、お話いたしますと、先

ほどちょっとお話しました北海道会議の報告書が平成１４年に出されたわけですが、この辺の

経緯で国ができないから北海道がまとめてくださいよというようなボールを投げたのですが、

それを投げ返したよというような、北海道としてもそういう取り扱いをしているわけですが、

今ごろになってですね、国の方についてはそうじゃないと。これはあくまでも北海道の考え方

だよということで、意見のくい違いがありました。実際の話。 

で、それはおかしいよということで、我々も国の方に行ったり、推進機構の方にお話をした

りして、やりとりをしたわけでございます。 

それで、強くですね、これは私の方からも白老町からも言いました。それであるならば、早

いうちにですね、国としての考え方を示しなさいよという話を強く言ってまいりました。で、

北海道もですね、そうあるべきだということで転換をいたしまして、この委員会の設置に至っ

たということでございます。 

それで、ただですね、基本的なことはやっぱり崩してもらっては困ると。要するに、北海道

会議で決定された中核イオルを含めていろいろな文化振興のあり方についてですね、これを崩

されたら困るよと。あくまでもこれを基本とした形の中でですね、検討委員会で議論してくだ

さいよということで、これは北海道と、それから北海道ウタリ協会、それからもちろん私達も

そうですが、意見の一致をしているところでございます。 

そういうことで、先ほど言いましたように７月３０日の日にですね、そういう形の中でこの

会議を進めてくださいという話をですね、北海道ないし北海道ウタリ協会から話をしたわけで

ございまして、それで第１回目ではいろいろ議論がありましたけれども、基本的には北海道会

議をですね、尊重した形でですね、これから議論していきましょうということになったわけで

ございます。 

それで、聞いたところによりますと、７月の３０日の第１回目の検討会議ではですね、実は

先ほど言った研究センター。提言の四つのうちの一つですが、この研究センターについてはで

すね、実は北海道会議の最終報告書の中では、こういう書き方をしているのですね。研究セン

ターのあり方。この中核イオルの機能に重なり合う部分が多いことから、整備に当たっては十

分配慮する必要があるというようなことがですね、最終報告書に掲載されているわけでござい

ます。 

ですから、研究センターの機能というのは中核イオルと重なり合う部分が多いよということ

だから、その辺十分配慮しなさいということをですね、この北海道の最終報告書の中にきちっ

と明記されているわけでございます。 

そういうことで、７月の３０日の日の会議においてはですね、基本的にはですね、その研究

センターイコール北海道会議という形になって進むべきだったのですが、１回目の会議ではで
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すね、こういうことになったそうです。北海道会議の報告書は基本的にはこういう形で進めま

しょうと。だけども、推進機構が出したその研究センターの要望が、平成１３年の４月に国の

方に出しているわけですが、これ以降ですね、国として回答が出ていないわけですよ。国とし

てですね。 

ですからこの委員会で、この研究センターの推進機構が国に要望したのですけれども、その

結果どうなったのだということが、第１回目の会議で出てですね、２回目の会議のときに国と

しての考え方を示しなさいということが１回目の会議でですね、提示されたと。こうでござい

ます。 

そういうことで、１８日の日にですね、第２回目の会議を向かえたと。こういう経緯でござ

います。 

それで、１８日の会議においてはですね、事務局としてはまずこの研究センターとイオルに

ついては、とりあえず議論はするけれども別物だと。別物だという考え方で議論していただき

たいということが、事務局としてですね、国土交通省の方から出されたと。こういうことでご

ざいます。 

要するに、イオルについては伝統的生活空間。要するに伝承者の育成だとか、アイヌ文化を

どう進めていくかという、文化の振興なのですよ。 

それから研究センターについては、そこで生まれた文化をどうその研究者が研究して、どの

ようにそれを伝えていくかという、全くこう、違うものなのですね。最終的には通じますけれ

ども。ええ、違うものだと。 

そういうことで、その辺は切り離して考えていきましょうということが、この１８日のです

ね、会議の中で提案をされたというふうに聞いております。 

それで、その中でいろいろ話し合ったのが、仮にあの研究センターを作るにしてもですね、

今１１月の何日ですか、１２月ぐらいに九州の国立博物館ができているのですよ。福岡のどこ

か大宰府市かどこかに、今出来上がっています。それがですね、私も情報を取りましたけれど

も、４００数十億の金がかかっていると。それで、その内ですね、地元負担も半分ぐらいある

というような状況。 

そういうことから踏まえてですね、研究センターを仮に国で作ったとしてもですね、今の国

の状況の中では非常に難しいと。それとまた、地元負担というのも出てくるというようなこと

で、全く消したわけではなくて、ですから研究センターとイオルについては全く別々に考えて

いきましょうということが、先ほど言いましたように提案されまして、委員会としてはいろい

ろ議論をされましたけども、それではそうしましょうということが、１８日の委員会で決まっ

たそうでございます。 

それで、それじゃそのイオルについては、今後イオルの再生について進めるのですが、それ

じゃそのイオルについてはですね、森だけ再生してもですね、これ文化振興にはならないよと

いうことを議論されまして、そのとおりですねと。 
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それで、そこにその伝承者がやはりきちっと伝承されて、若い人もきちっと正確に技術が伝

承されて文化振興されていかなかったら、踊りも含めてですね。いかなかったら、きちっとし

た伝承にならないですよと。そのためには、例えばそういう伝承者を育成する機関ということ

で、施設が必要だということも出てくるでしょうねと。で、その場合はもちろんそういう箱物

も当然出てくるだろうということも議論されたそうでございます。 

また、これはうちの北海道ウタリ協会の理事長が言っているのですが、文化振興をするため

には、ただそこだけでやっているのではなくて、やはりその何ていうかね、発信をしなきゃだ

めだと。情報をいろいろな形で提供していかなきゃだめだ。そして、いろいろな民族、国際的

な民族がいるわけです。そういう国際的な交流をする場なんかも必要ではないですかというよ

うなこともですね、言っております。 

ですから、そういうことでイオル再生をすることによって、その自然の再生だけではなくて、

そういう伝承者を育成するための箱物も当然出てくるだろうということで、１８日の話はです

ね、意見が皆さん一致をされたと。こういうことでございます。 

それで、新聞等にも出ましたけれども、次回からはですね、次回に向けては白老の中核イオ

ルを一つのモデルにしてですね、一つそのたたき台を作ろうかというようなことが、１８日の

会議で決定をされたというふうに聞いております。 

ですから今後その白老が、白老として、白老のいろいろな環境を含めて、どうそのイオルを

ね、再生するかというような青写真がこれから１２月以降の会議でですね、いろいろ決められ

ていくのかなというふうに私も期待しているところでございます。 

一応そういうような新聞報道等についてですね、これまでの経緯も含めて、一応ご説明をい

たしました。もし何かご質問があれば、お答えをしたいと思います。以上でございます。 

○委員長（近藤 守君） はい、ありがとうございました。 

確かに我々も１０年前からですね、この話を聞きながら、議会の中でもいろいろ検討されて

きたわけですけれども、先般の１０月１８日の会議の内容が報道されて、今のような説明で、

大変町民等がっかりしたのがいなめない事実でございます。 

そういうことでこれからさらにね、これをどのように進めていくかということでですね、委

員の皆さんにですね、また質問等々があればですね、発表して、意見を出していただきたいな

と思います。よろしくお願いいたします。 

どうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） これ参事ね、またこう推進委員会の幹事会、検討委員会が今回新たに

新設されましたよね。本当に僕、このメンバーを見ているとね、この上の二つのメンバーを見

るとほぼ同じなのですよね。部長さんと課長さんの違いはあるのかもしれないけどね。 

こういうその事実を、今までのこの経過、前の委員会でも申し上げたのだけど、本当にその

国がやる気があるのかなというのが、参事も多分そのことは十分認識されておるとは思うのだ

けどね。 
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私は非常にこの国のこの姿勢がね、やる気があるのかという、本当に疑問を感じるのですよ

ね。どうなのですかね、これ本当に。本当の状況。 

今現実的にこういうふうに、こういう組織としてね、できて進むという形にはなったのです

けれどね。 

○委員長(近藤 守君) はい。久慈参事。 

○生活環境課参事(久慈幸男君) 端的に言いますと、私は一歩進んだと思っております。今ま

だ停滞をしていたのがですね、一歩すすんだかなと思っております。 

要するにですね、私ども何回も国土交通省に行ったり、いろいろと対応しましたが、及川議

員が言いましたように非常に反応が鈍かったです。ですから、その辺は強烈にですね、いろい

ろな形で推進をしていった結果がですね、こういう形に委員会が設置されて、一つの方向を出

すと。こういうふうに聞いております。 

それで、平成１６年度に一つの方向ができれば、１８年度の概算要求にはですね、国として

基本構想を立てたいという話も内内に聞いております。ですから、そういう計画がきちっとで

きればですね、今度は実施計画という形に進んでいくのかなというふうに期待をしているとこ

ろでございます。 

ただ、確かにその、国の財政的な状況も考えるとですね、非常にハードルは高いかなという

感じはしますけれども、ただウタリ協会の人たちから言わせると、これは普通の公共工事とは

違うよという話をしています。要するに、長い歴史から言うとアイヌ文化を抹殺したのは国じ

ゃないですかと。明治政府じゃないですかというような話。 

やはりこれをきちっとね、責任を持って対応するのが国ですよということは、ウタリ協会の

理事長を初めいろいろな方たちが申し上げております。 

ただその辺が、国とウタリ協会と認識がちょっとずれておりますので、その辺をどこでね、

妥協していくかというところがこれからの委員会の中で出てくるかなと。要するにですね、極

端な話を言えば、森取られたから全部森を返してくださいという極端な方もいるのですよ。で、

海で、昔ここで漁師をしていたから漁師の全部ここの海も返せとか、川も返せと。こういう極

端な方もいるのです。そういう極端な話をされるとですね、前は進まないなとこう思っている

のですよ。 

その辺は今の加藤理事長はですね、その辺は良識を持った対応をしようとしている方ですし、

それからここの吉田 昇さんもですね、同じような考え方を持っております。 

ですからその辺ですね、先ほどのように私はちょっと一歩進んだなというふうに期待をして

いるところでございます。 

○委員長(近藤 守君) はい、小西委員。 

○委員(小西秀延君) はい。総体的な話をちょっと今頭の中で整理をしていたのですが、１５

年の３月にイオルの整備構想ができて、１６年の３月に整備基本計画という形で進んでいきま

したよね。その進む過程でかなり壮大な計画を考えていたと思うのですが、この今の文化伝承
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方策検討委員会ですか、そちらの方に下りてきているときに今のないようをお聞きすると、国

の考え方に一歩近づけたというような、実際の計画というのですかね。どう言ったらいいのか

な。国の方針に近づいたその構想をやっていくっていうふうに捉えてよろしいのかなというふ

うに思うのですが。 

その辺をちょっともう少し説明していただきたいのですけれども。 

○委員長(近藤 守君) はい、久慈参事。 

○生活環境課参事(久慈幸男君) うちが１５年、１６年に作った計画書については、これは北

海道会議のですね、最終報告書に基づいて、これを基本として白老町が作ったのですよ。です

から、白老町イコール北海道なのです。 

ですから、白老町が勝手に作ったわけではなくて、北海道の内容を踏まえて白老町が作った

と。より具体的に作ったと。こういうことなのですね。 

それで、問題は今、国の方での考え方ですが、私は今研究センターについてはですね、これ

は切り離して考えましょうということで、委員会で検討されたわけですが、イオルの再生を進

める中で、先ほど言ったように、森だけ再生しても文化振興にならないということが基本的に

なっています。 

ですから、そこで伝承者を育成する、国際的な交流もする、情報提供もするという形になれ

ば、今のうちの出したこの報告書にもマッチした、１００％ではないかもしれませんが、マッ

チした形になるのかなと。内容はね。内容は。こう思っています。 

その辺はだから、これから委員会の中でどんどんやはり意見を言った中で、北海道の報告書

に近づけたものになっていくのかなというふうに期待をしているところですね。 

○委員長(近藤 守君) はい、根本委員。 

○副議長(根本道明君) 白老が中核イオルに決定してから何年かになるわけですが、その間に

ですね、地域イオルの人方がですね、個々の動きって言いますか、ちょっと聞き及んだところ

によると、国交省の方に自ら陳情に行ったり、そういうふうな動きがあったわけなのですが、

その後ですね、そこら辺の交通整理ができたのか。 

また、地域イオルの人方の考え方が、白老が中核イオルでこれからイニシアチブをとってい

くわけですが、そこら辺の交通整理と言ったらあれですけど、一本化になっているのかどうな

のかというのと、現在つかんでいる情報で結構ですから、教えていただきたいと思います。 

○委員長(近藤 守君) はい、久慈参事。 

○環境生活課参事(久慈幸男君) これにつきましてはですね、皆さん方に平成１６年度の整備

促進要望実施の１枚の紙が行っていると思います。いつ、どういうような要望をしたかという

ような要望書が行っていると思いますが、実はですね、この北海道ウタリ協会の中に、イオル

推進特別委員会というものをですね、今年設置をいたしました。 

 これは、明かしますと白老町から要請をしてぜひですね、個々にその運動をするのじゃなく

て、窓口はやっぱり北海道ウタリ協会が窓口となってやるべきだよということで、ぜひですね、
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北海道ウタリ協会の中に、イオルの推進委員会を、特別委員会を設置していただきたいという

ことで、今年設置をしていただきました。 

 それでこの中にはですね、今根本議員からのお話にありましたように、地域イオルの各支部

が入っております。それと、それに付属して行政の担当者もですね、この委員会の中に入って

おります。 

 それで、この１回目、２回目の会議の中では、いろいろな意見が出てきましたけれども、最

終的には北海道会議の最終報告書をですね、尊重しましょうと。尊重して、それから推進して

いきましょうということが、この委員会の中で議決をされました。 

 ですから、ここに書いてありますように、北海道ウタリ協会と言いますか、特別委員会で６

月からずっとこういう形で、国または道の方にですね、要請活動をしております。 

 ですから、一枚岩になってね、今は要請活動をしているというような状況でございます。 

 ただ、あとこの特別委員会から外れて、例えば個々にいろいろな市町村がいろいろな陳情を

する中で、このイオルも含めて陳情している市町村も中にはあると思いますけれども、窓口と

してはウタリ協会が一枚岩になって推進していると。こういう状況でございます。以上です。 

○委員長(近藤 守君) はい、根本委員。 

○副議長(根本道明君) 今、久慈参事の方から説明を受けて、一枚岩になったというふうな意

見を聞いたのですが、やはりこれは一枚岩になることが非常に大事なことだと思うのですよね。

各おのおのがばらばらに陳情活動を行なっていたり、足並みが揃わないというふうなことにな

ればですね、やはり国の方としても、ちょっと言葉があれなのですが、なかなか一本化になら

ないなと。予算付けっていうふうなことに対しても二の足を踏むのじゃないのかなという、具

体的に進まないのじゃないのかなとって、そのように思うのですが、これからもその一本化と

いうふうなことを、きちっとですね、白老町がイニシアチブをとって、道・国というふうなル

ートをですね、一本化して陳情活動というか、これからの活動を行なうということが、非常に

僕は大事なことだと思うのですよね。 

だから、そこら辺のことを強く決意してもらいまして、ウタリ協会の方に決意してもらいま

してですね、今後そのような方向で進んでいただきたいと。 

○委員長(近藤 守君) はい、久慈参事。 

○生活環境課参事(久慈幸男君) 今はそういう形になっております。ですから、加藤理事長を

先頭に、ウタリ協会が一枚岩になっているという状況でございます。 

ただ、気を付けなきゃならないのは、どうしても白老町っていう名前が出ちゃうとですね、

それじゃ白老だけやればいいのかっていう話も飛出てくるのですよ。ですからその辺は気を付

けなきゃならない。 

私どもは、言っているのは、一生懸命我々やりますけれども、これはあなた達のアイヌ民族

の文化振興を守るために、振興を図るために私達はやっているのですよ。白老町のためじゃな

いよというようなことは、常にいろいろなところで言っております。 
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白老町のためという形になっちゃうとですね、なかなかその辺理解されていなくなりますの

で、私もそう思っているのですよ。ですからこれは、アイヌ文化を後世にどう結びつけていく

かという、大きな事業でございますので、そのために一生懸命やっているのだよということで、

いろいろな会合の中ではそういう話をされているところでございます。 

それで、今根本議員が言いましたように、今は北海道ウタリ協会の加藤理事長がですね、非

常に、今までは、今までという話になるとあれですが、今非常に協調性が出てまいりました。

理事長が代わってから、非常にそのリーダーシップを発揮されまして、いろいろな形でですね、

先頭になって、ここに書いてありますように、いろいろな国会議員も含めて、いろいろな方々

にお会いをして、要請をしていると。今までなかったことですね。今までなかったことです。 

そういうことで、これからも理事長は大変ですけれども、理事長を中心としてですね、要請

活動をやっていきたいと。こう思っております。以上でございます。 

○委員長(近藤 守君) はい、斎藤委員。 

○副委員長(斎藤征信君) 話を聞いていてちょっとよく分からないの。国と道とのね、考え方

の違いという部分で、イオルのこの空間を再生するということと、それから研究センター、箱

物をこう作っていくということとね、これは別に考えろというのがこれ道の考え方ですか。 

 ということは、国は財源がなくて箱物も建てられない、だから一緒にやっていると時間がか

かってしまう。だから、それを別々にしてこう考えていけということを、これは主張している

のかどうなのか。その辺りはどういうことなのですか。 

○委員長(近藤 守君) はい、久慈参事。 

○生活環境課参事(久慈幸男君) 道はですね、道庁は北海道会議を尊重してやってくださいよ

と言っているわけですから、先ほど言ったように北海道会議の中では、研究センターは中核イ

オルに重なる部分があるので、十分配慮しなさいという報告をされているのですよ。あの報告

書は。 

 ですから、この研究センターとは別物だという考え方は北海道はしておりません。していな

いです。 

 ただ、１８日の会議の中で、実は７月の３０日の日に開催された１回目の会議の中で、先ほ

ど言ったように研究センターがもう、要請を出しているのだけど、それはどうなっているのだ

ということが出たわけですよ。ですから、その辺国として、その研究センターの整備は今後ど

う考えているか、次回まで考えて出しなさいということが議論された、提議されたのです。そ

れが１０月の１８日。 

 で、その中で国として出てきたのは、研究センターとイオル再生構想については別に考えた

いと。別に考えたいという考え方が出てきたと。それが委員会として、そうですねというふう

になったと。こういうことです。 

○委員長(近藤 守君) はい、斎藤委員。 

○副委員長(斎藤征信君) そうすると、そんな中でも道の意見が国をこうリードしているとい
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う形になっているのですかね。国の構想がきちっとないために、いろいろなことをこう言って

くるけれども、それを道の提案で、それを引っ張っているというような形をとっているのです

かね。そうならないのですか。 

○委員長(近藤 守君) はい、久慈参事。 

○生活環境課参事(久慈幸男君) 要するにさっき言ったようにですね、北海道会議で出された

報告書、これは北海道が今になってですね、勝手に決めたということの考え方をしているので

す。国は。 

 だけども道は、そうじゃないよと。玉を投げられたのだよと。だから作ったのだよというこ

となのですけれども、国の方はそうじゃないと。その辺でくい違いがずっとあったと。 

 それで１年、約２年ぐらいの空白がここにいろいろこうあって、どうしたらいい、どうした

らいいということで空白があって、それで、それだったら国としてのですね、イオルについて

の計画はどうあるべきかということを検討してくださいよということを、北海道が投げかけを

してこういう委員会ができたと。 

 それで、今これから１８年度の概算要求に向けて、来年６月ぐらいになりますから、概算要

求の基本計画に向けて、今それの予算化に向けて、多分北海道もウタリ協会も、これから努力

されていくのではないかと。こう思っております。 

 ですから、この委員会の内容が、非常に重要かなと思っております。ですから、私は加藤理

事長にですね、ウタリ協会の４千人の会員の顔が、手が全部両肩にかかっていますよというこ

とで、プレッシャーをかけているのですけれども。 

 ですから、この内容如何ではですね、如何では非常にこうね。あれかなと思っているのです

けど、ただ、先ほど言ったように北海道ウタリ協会のイオル推進委員会が設置されて、委員会

では北海道会議を尊重しますよと、こういうような言い方をしております。 

ですから、この委員会の中でどういう結果が出てくるか。例えば今白老町をモデルにして、

これからあるていどこう、青写真を作りたいと国でこう言っておりますから、白老町だけなっ

ちゃうと、それじゃ周りはどうするのだというようなことも出てきますよね。ですからその辺

がですね、非常に難しいかなと思っています。 

ただ、そういうそのまな板に上がるところまで、今来たということは、私は一歩前進したか

なと。今まで国は全くうちらの要望に対して「いや、そうじゃない。そうじゃない。」とかって、

ただこうやり取りだけでしたから、それは今度議論する場ができたと。それは、事務局は国土

交通省が事務局になったよと。こういうことですから、一歩前進したかなというふうに見てい

るところです。 

○委員長(近藤 守君) はい、根本委員。 

○副議長(根本道明君) 今の話を伺って、なんて言うのですか、今まで国のやっていることと

道のやっていることはね、たらい回しっていう言葉を使ったらこれが適切なのかなというふう

な感じなのですよね。つまりキャッチボールをね、あなたの方でやりなさいよ、あなたの方で。
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これは、どういうふうなことかというと、やはりそこには予算という財源的な問題が絶えず備

わってくるから。そういうふうなことで、あるいは道は地域の人でもってプランをあげてくだ

さいよと。こういうふうな姿勢でしたよね。 

 しかしここに、そういうふうな官僚的な考え方でやられていたのでは、このアイヌの人方の

ね、いつまでもこのイオルというのは発展していかないと思うのですよね。 

 ここにきて、その一つの考え方が、今先ほど久慈さんから加藤さんは、復権ということに対

しては持ち出さないというふうな説明がありましたけれども、やはり、国も道もやはり、そう

いうふうなところがとげが刺さっていたのかなと。こういうふうにも考えるのですけれども、

そこら辺のこう、その考え方あるいはまたその政治、ここで初めてこの、今こうやって見まし

たら、政治的な動きが出てきていますよね。この５月１５日、５月辺りから。 

 こういうふうなことが、今までの中ではなかったわけなのですが、今後やはりこういうふう

なことをきちっと、何て言うのですか、国の方もこう動きやすくなるようにというか、やる気

があるようになってきたというふうに考えるのですけれども、そこら辺の流れはどういうふう

になっていますか。 

○委員長(近藤 守君) 久慈参事、どうぞ。 

○生活環境課参事(久慈幸男君) 要するに、国土交通省もですね、２年ぐらいで新しい人がど

んどんどんどん代わっていくのですよ。アイヌ対策室ですね。担当のところですね。 

 で、アイヌ文化だけ考えてもですね、非常に奥深い話で、歴史的な経緯も踏まえてどうある

べきかということは、やはりそういう専門家でなかったら分かっていない、いかない事業だと

思うのですよね。 

 それが１年や２年ぐらいでですね、担当が代わっているという状況。そういった中でね、じ

ゃアイヌ文化を、このイオルをですね、どう進めていくかということは、本当にね、国土交通

省が真剣に考えているのかなというようなことは、私も疑問を持っています。実際の話ですね。  

 もし、アイヌ対策室にそういう部屋ができているのであれば、そういう専門官をきちっと置

いてですね、そしてアイヌ文化をどう進めたらいいかということを、もうちょっと腰を据えて

ね、やるべきじゃないかなと思っているのですが、今の状況を見ると、だいたい２年ぐらいで

代わって、今メンバーを見てもですね、本当にその、若い方がスタッフになっているという状

況なのですね。 

 ですから、そういうところを考えてもですね、どうなのかなと、こう思ってはいるのです。 

 それで、いろいろ議論になっているのが、今国の方で予算がないから大変だとかっていう、

こういう話もちらちら聞こえてくるのですよ。だけども、先ほども言ったように、アイヌの人

たちから言わせれば、そんなことは論外の話だと。歴史的なことを考えてくださいと。これは

国でやるべき事業ですよということを言ってもですね、なかなかその辺理解されていないとい

うのがあるのですね。 

 だからその辺を、これからそのね、どういう形でアプローチしていくかということになると
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思うのですが、これはもう政治力的なものしかないのかなということもですね、北海道ウタリ

協会の理事長が考えておりまして、それでこういう、ここに書いてありますように国会議員等

にですね、いろいろな形で要請しているというような状況でございます。以上です。 

○副議長(根本道明君) 分かりました。 

○委員長(近藤 守君) はい、吉田委員。 

○委員(吉田和子君) 今久慈参事から答弁がありましたように、私は国土交通省の中に、その

人たちも加わってアイヌ文化振興施設の推進会議ができたことが、すごく進んだことだという

ふう捉えているということなのですけれども、今ずっとお話を伺っていて、ほとんどアイヌ文

化ということが、国が本当に重要性を意識していかないとだめだって。それをやっぱり訴えて

いくのは北海道しかないのかなと。北海道なのだろうなと今思ったのですけれども。 

 で、北海道は白老が作成した中核イオル整備構想というのを持っていっているという。で、

先ほどからお話を伺っていて、伝承の育成としてのものと、それから中核イオルのその構想と、

それから研究センターは別のものだというふうに捉えていくという考えがあるということなの

ですけれども、私さっきずっとお話をずっと流れを伺っていて、加藤理事長がいらっしゃって、

アイヌの人たちの一枚岩になっているのだというお話があったのですけど、私はアイヌの人た

ちだけではなくて、この中核イオルを中心にしたイオル構想の中に入っている拠点、すべての

地方、その自治体全部が一枚岩になれているのかどうなのかということが一つちょっと、疑問

なところがあるのですね。 

 で、本当にアイヌの人たちが一歩一枚岩になると同時に、その拠点も、それから全部地方の

中核も全部一緒になったものが、一つの基本構想的なものが作られなくていいのかなってちょ

っと思ったのですね。というのは、さっき言った北海道は白老町の基本構想を土台にしながら

進めていくという話をちょっとしていましたよね。 

 それで、他の拠点の人たちが、納得して本当にそうなのだということになっていけるのかど

うなのかということがちょっとね、ずっと今聞いていて一つ思ったのです。 

 北海道は白老が中核ですから、もちろんそういうことで積極的にこういう基本計画を作って

進めて、整備計画を作って進めていくっていうことはすごい大事なことですし。 

 ただその中に、北海道がその一つの土台を、それを白老町のものをどんと背負っていってい

ることが、他の拠点が納得してのことなのかどうなのか。そういう部分での一枚岩になれてい

るのかどうなのかなという、そういうものが出来上がってこないと、国はアイヌ文化をどう伝

承したらいいのかということが、さっき言ったように、迷っている。どういう形がいいのかと

いうことが分からないということになれば、北海道が本当の意味でのアイヌの人たちだけじゃ

なくて、北海道の全部が一枚岩にならなきゃならないのじゃないかなという、そんな気がする

のですよね。 

 そういうふうに考えていくと、この基本構想、中核イオルの基本構想だけではなくて、その

拠点の考えというのも、もっとこう付帯したものが出来上がっていかないと、本当に北海道と
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してというよりも、アイヌ文化としての伝承のものが、築かれていくのかどうなのかと。国と

して本当にそうだというふうになっていくものを、道としてどんどんどんどん吸い上げていか

なきゃいけないのじゃないかなと、そんな気がすごく。ここで言っていいのか分からないです

けれど。 

 中核イオルである白老が中心だということから考えていくと、そういう方向性の一枚岩を作

り上げていくということも必要なんじゃないかなというふうに思っていたのですけれども。 

○委員長(近藤 守君) はい、久慈参事。 

○生活環境課参事(久慈幸男君) そのとおりでですね、実は六つの地域では、それぞれ地域イ

オルと言いますか、イオル再生はこうあるべきだということの、内容は別にしてですね、それ

ぞれ作っているのです。釧路・旭川それから平取はたくさん作っています。静内。それぞれ作

っているのです。 

 それで、その内容を見ますとですね、ほとんど同じような感じなのですよ。要するに研究セ

ンターも必要だ、博物館も必要だ、再生も必要だと。ほとんど同じようなものです。 

 ですからそれをね、それぞれ、例えば旭川は旭川で、こういうイオルをするのだ。それから

釧路は釧路でこれをやるのだってなっちゃうと、同じものが全部できてしまうような感じ。そ

の辺が非常に難しいのです。 

ですから、この委員会の実はウタリ協会の中で検討委員会ができたときにも、ある支部から

そういう話もありました。はい。要するに、中核イオルについてはいろいろこう書いてあるけ

れども、地域イオルについてはあまり具体的に書いていないと。北海道の報告書の中で。 

 ですから、これを具体的にするべきだというようなことがありまして、やるかという話もあ

ったのです。ところが、もう足の引っ張り合いになるだろうと。ええ。いや、おまえのところ

は何で研究センターが行くのだ、俺のところへよこせとか、博物館ももうちょっと分け前をよ

こせと。こういう話もね、多分出てくるだろうと。 

 ですからそういうことで、これは国の方の事業だから、とりあえず北海道会議ができたので、

この会議の報告書をまず基本として、国の方で考えていただきましょうというようなことにな

ったということなのですよ。 

 ですから、この委員会のあり方というのは、非常に重たいものになるのかなというふうに考

えて、実際今吉田議員が言いましたように、そういう話はこのウタリ協会の検討委員会の中で

も出ました。出ましたし、議論出ました。 

 だけども、それを一つにまとめたら大変な話になっちゃうよと。膨大な話になっちゃうよと。

それで、あるところの支部なんかは、国有林全部ウタリのものだと。全部返せという極端な言

い方をする人もいるのですよ、実際の話。そんな話をしたら、進まないよと。そんな話をした

らね。だから、木を採るのは当たり前だと、こういう人もいるのです。ただ、ウタリ協会の方

は、何言ってるの、今の世の中そんなことできないよという、支部の人もいるのです。いや、

そんなのおかしいじゃないかと。俺らの領土だったと、こういう人もいる。 
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 だから、なかなかですね、その辺まとめるのは大変なのです。 

 だから、北海道としてもああいう形でまとめざるを得なかったのかなというふうに思ってお

ります。そういうことでございます。 

○委員長(近藤 守君) はい、吉田委員。 

○委員(吉田和子君) じゃ今このイオル再生とアイヌ文化伝承の検討委員会ができたという

ことは、もう北海道としてのアイヌ文化に対するイオル構想に対する構想を一本化していける

ということに期待をしていいということでしょうか。 

 そうじゃないと、やっぱりさっき言ったように足の引っ張り合いをしていると。そうしたら、

国としてどうなのだと。北海道はどういうふうに考えて。 

だけど白老は中核イオルだから、当然なのだというふうに考えちゃっていいのかどうなのか

ね。そういうところがすごくね、これから国としてもっと大きい自治体の方に持っていくかと

いうことになっちゃわないのかどうなのか。その、拠点と中核と、決めたってこの中核という

白老の存在というのは、これは永久的に生きていくものなのかどうなのかね。 

 何かそういうことを聞いていると、みんなが足の引っ張り合いをしていると。そうなったと

きに、実際にこの検討委員会でなったときに、構想的なものも全部白老から行っているものも

あるのですけれども、この検討委員会で検討されていく中で、本当に中核イオルになった白老

が、本当に各自治体にもっともっとこう働きかけて、その一本化をしていかないと、何かこう、

引っ張り合いなった内に、知らない内に何か国のやることですから、強く働きかけたところと

か、何かの拍子でひょっと動くという可能性は、そういう不安はないのかどうなのかというの

がちょっと、今話しを聞いていて思ったのですけど。 

○委員長(近藤 守君) はい、久慈参事。 

○生活環境課参事(久慈幸男君) この委員会の中でですね、多分これから議論されていくのは

その辺だと思うのですけれども、例えば森の再生それからその自然環境の再生ということで考

えれば、例えばオヒョウの木なんかはですね、今は日高の方にあるのですよ。でも、それもだ

んだん少なくなってきて。それで、アイヌ民族博物館も、毎年アポイ岳のああいう山麓へ行っ

て、伐採してきていると。 

 要するに、あそこでなかったら、多くのオヒョウの木が植生されないというような環境にあ

ると思うのですね。 

 それからまた、チセを作る蒲だとか葦、ありますよね。こういうのもだんだんなくなってき

ていると。 

ですから、これからこの検討委員会で議論されるのは、そういう植生の、例えば植生を再生

する場合の地域分担というものも出てくるかなと思っています。 

 例えばオヒョウの木は日高のあそこを指定して再生しましょうとか。それから蒲だったらあ

そこの地域を指定して再生しましょうとかという役割分担と言いますかね。そういうものが出

てくるかなと思うのですよ。 
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 そして、いろいろな情報ないし、それから伝承者を育成していくという形になれば、それは

もちろん私は白老町が中核になっているわけですから、そういうものの情報提供をする場所。

それから伝承者を育成する場所。そういう拠点はやはり白老町になっていくかなと。 

 そして、例えばあそこの山へ行けばオヒョウの木がありますよ、あそこへ行けば蒲がありま

すよという、そういう情報のやっぱり中核にはなっていくのかなと。 

ですから、うちだけじゃなくて、やはり役割分担をしながら一つのイオルを再生していくよ

うな形になっていくのではないかなというふうに思っているのです。そういった中で、中核は

どうあるべきかということがですね、委員会で議論されていくと思いますけれどもね。 

○委員長(近藤 守君) はい、小西委員。 

○委員(小西秀延君) ちょっと最後に、自分の質問の最後でお聞きしたいのですけれども、そ

ういうさまざまなところで構想していったものがある程度膨大で、国とのギャップがあるとい

うのは今もそうだと思うのですが、ここで一つ参事が言われているとおり、国の認識っていう

のは前進したというのは僕も思うのですけど、その中でですね、国からの指導で文化と研究セ

ンターというのを別だよと。別に考えなさいっていう指導が来ているところで、植生また文化

にも箱物がついていくだろうというのが、やはり北海道やまた白老町の構想だと思うのですよ。 

 その認識について、国との溝は埋まってきているのかということを、この進行してきた段階

においてですね、溝が埋まってきているかということをちょっと、お伺いしたいのですけれど

も。 

○委員長(近藤 守君) はい、久慈参事。 

○生活環境課参事(久慈幸男君) 先ほど説明しましたように、研究センターは推進機構がです

ね、１３年に国の方に出したのです。で、それ１年後にですね、北海道会議で研究センターも

中核の機能として重なる部分が大きいですよという報告書が出しているのですよ。 

 それで、この７月３０日の日の会議は、その推進機構が出した研究センターの要望が、どう

なっているのですかということが事務局に、国土交通省に意見として求めたそうです。 

 ですからそれを、１０月１８日の次回の会議までね、どうするか考えてきてくださいという

ことが、１８日の日で出てきたと。こういうことなのですね。 

 それで、その中では実は研究センターとイオルでは別に考えましょうということで結論が出

たと。そういうことなのですね。 

 それで今言ったように、イオル再生構想の中に、今言ったように研究者の育成的なものも必

要だというようなことが、この検討委員会で議論されれば、当然箱物も出てくるでしょうと。

こういうことなのです。そういうことで、今度の委員会はそういう認識に立って、これから議

論しようという。 

 ただ、基本的にはアイヌ文化のその伝承保存普及をどう進めていくかということになってい

くのかなと。研究はちょっと、またちょっと別に考えようかと。研究者の育成ですね。研究で

すね。例えばアイヌ史の研究をするだとか、そういう研究者ですよ。学芸員を育成するだとか。
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そういう研究部分ですね。そういうのはちょっと、また別に考えましょうというふうになって

いくのかなというふうに考えてはいますけどね。 

○委員長(近藤 守君) はい、斎藤委員。 

○副委員長(斎藤征信君) あと一つだけ。だいたい中身は分かりましたけれども、これから先

ね、国がきちっと方針を出していけば、それに従いながらね、それがいいか悪いかって、それ

を肉付けしていくとかっていうのは、方向が出るのだけれども、国が一切そういう姿勢がなか

なか出てこないと。じゃ地方が、北海道が姿勢をきちっとすればいいのかと言ったら、これも

市町村合併や何かと同じで、これは地域が多々集まるとね、綱引きになってしまう。それを乗

り越えながら行かなきゃならないということはよく分かるのですよね。 

 そのために、これからもっと会議って積み重ねていかなきゃならないのだろうと思うのだけ

ども、これ１２月にそういう一定のね、方向付けが出てくるとなれば、まぁそれだってすぐに

簡単な答えなど出てくるわけがないので、その後の見通しっていうのはどうなっているのか。

この後、これからはここまでで決まっていて、あとのことはまた、その後考えるのかね。その

後の何かこう、予定というものは入っているのかどうなのか。その辺りはどうなのですか。 

○委員長(近藤 守君) はい、久慈参事。 

○生活環境課参事(久慈幸男君) 先ほどちょっと説明しましたように、３回目の会議が１２月

の上旬に開かれると。そして、年度内に１６年度の年度内にですね、年度内に委員会としての

方向性を決めようと。一つの指針を決めようということになっております。 

 ですから、１６年度中にイオルの再生構想はどうあるべきかという具体的な内容がですね、

検討委員会の中で皆さん方に提示されていくのかなと思います。 

 それを踏まえて、私が聞いている範囲では、それを踏まえてイオルの基本構想をですね、１

８年度の概算要求という形の中で要求をしていくという運びになるのかなというふうに思って

います。 

○委員長(近藤 守君) それでは私の方で、最後言いますか。今後ね、白老の中核イオルのモ

デルとして、青写真を作るという話なのですけれども、これは今まで白老のイオルに対する努

力が報いられたのかなという気はするのですけれども、白老町としてはね、このことに関して

今までどおり行くのか、それとも何かもっと強いインパクトを与えてね、やるのか。その辺の

ことをちょっとお聞きしたいのですけれども。 

 はい、久慈参事。 

○生活環境課参事(久慈幸男君) モデルの話ですよね。 

○委員長(近藤 守君) そうです。 

○生活環境課参事(久慈幸男君) モデルについては、これからどういうね、白老町でどういう、

委員会としてどういう定義をされるかちょっと分かりませんが、ただですね、１０月の１８日

の会議の中では、既設の施設も利用しながらイオルを再生することも一つの考え方ですよとい

うことが、検討されたそうでございます。 
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 ですから、そういうことを考えるとですね、白老町は今あるアイヌ民族博物館、財団法人と

いう法人格を有している博物館があります。ですから、こういう施設の活用というものもです

ね、当然委員会の中で出てくるかなと思っております。 

 ですからその辺は、どういうアプローチで出てくるか分かりませんが、うちらとしてはです

ね、既存の施設の活用という話になれば、非常にその打開策としては早くなるのかなと。です

から、活用してくださいと。 

 だけども、施設として、例えばの話ですよ。施設として小さいですよと。もう少し拡張して

くださいよと。人員も少ないですよと。もう少し増やしてくださいというようなことだとか、

それから、伝承者を育成するためには、今の施設では足りないですよと。やはりきちっとした、

施設でなかったらだめですよとかというようなことも出てくるでしょうし。 

 具体的な話がですね、これから出てくるかなというふうに一応期待しております。 

 ですからその辺は、理事者も含めてですね、どうあるべきかということはこれから検討して

いかなきゃだめかなと思っています。 

○委員長(近藤 守君) はい、三國谷助役。 

○助役(三國谷公一君) 一応この国の委員会の方も２回開かれたということで、加藤理事長さ

んの方から私どもも会議の結果についてはいろいろと情報としては聞いていたのですよ。 

 で、今回２回でちょっと動きが出てまいりまして、道の環境生活部の次長さんも、実はこの

会議に出ていて、オブザーバーですけれども、いろいろな話を聞いていたということで、私も

すぐ道の方に行きましてですね、次長さんといろいろと話してきました。 

 道の感触もですね、やはり今までいろいろと話がありますけれども、ちょっと国の方と道の

方と、今ウタリの協会の方とですね、やっぱり温度差はあったということはこれあったよと。 

 ただ、やっぱり国の方もここにきまして、具体的にやはり動いてきたという印象は持ってい

ますと。こういうようなお話もされていましてね、じゃ今後具体的にどうかというお話になっ

てきますと、やはり国の方も財政的には相当厳しくて、北海道だとか、機構の方で言っている

のがなかなか難しいよという中で今回整理されたと。 

 で、イオルのことについてはですね、今参事の方から話がありましたけれども、白老に限定

はしていないと言いますけれども、一つ白老をモデルにということはですね、道の次長さんも

やっぱり白老が今までやってきた、これはポロトコタンを中心にやってきた、そういった今ま

での活動。それから今のある施設。人材も含めてですね。資料的にも含めて、これは大きいで

すよと。 

 ですからやはり、これが国の方でもですね、必然的にこのことを中心に物事は進んでいくん

じゃないかと。という道の見方もしております。我々も全くそのとおりで、今このモデルにつ

いては一応町の方で作って出していますけれどもね、このパンフレットにもありますけれども、

今後のやっぱり今の検討委員会。この動きを注視しながらですね、やはりその考え方に沿った

ものにやはり、我々も現実的に考え方ももう変える部分があれば変えていかなきゃならない部
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分もあるのではないのかなと。 

 ただ、その辺のですね、動きも注視しながら、やはりできるだけ早期に実現できるような方

策、これ関係者の皆さんと協議していかなきゃなりませんが、今後ともその国の動きを見なが

らですね、町としてもそういった動きをしてまいりたいと。  

 ですから、この会議のことにつきましては、動きのことにつきましては今後ともこの議会の

方の特別委員会にも報告させていただきながら、また議会の方とも十分協議させていただいて

ですね、この事業の取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。以上でありま

す。 

○委員長(近藤 守君) ないようですので、これで委員会を終了したいと思います。今日はど

うもありがとうございました。 

（午前１１時４４分） 


