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      平成１６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 
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      開     会         午後     ２時５５分 

      閉     会         午後     ６時０２分 

 

○議事日程 

  第１     調査事項     白老中核イオル整備基本計画（原案）について 

 

○出席委員（８名） 

  委 員 長      近   藤    守    君            副委員長       斎  藤   征   信  君 

  委    員      小   西  秀   延   君                          鈴  木   宏   征  君 

                吉   田  和   子   君                          及  川     保     君 

                根   本  道   明   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 

 

○参考人（白老中核イオル整備促進期成会幹事会） 

  代  表   幹   事              中   村     齋     君 

  副 代 表 幹 事              岡   田   路  明   君 

  副 代 表 幹 事              加   藤     忠     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  
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        ◎開会の宣告 

○委員長（近藤守君）  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（近藤守君） 本委員会については傍聴を許可することをご異議ありませんか。  

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

○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。本日の委員会は中核イオルの整備基本計

画（原案）についてを議題といたします。この際、参考人の出席要求についてお諮りし

ます。本日の中核イオル整備基本計画について、本日の委員会に白老中核イオル整備促

進期成会幹事会の中村代表幹事及び岡田・加藤両副代表幹事を参考人として出席を求め

意見を聞きたいと存じますがご異議ありませんか。 

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

○委員長（近藤守君）  ご異議なしと認めます。よって、本日の委員会に３名の方々を

参考人として出席をいただき、意見を聞くことにいたします。休憩して、参考人の出席

を求めます。  

                         休   憩            午後   ２時５６分  

 

                         再   開            午後   ３時２０分  

○委員長（近藤守君）  休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。本日は参考人と

して白老中核イオル整備促進期成会幹事会の中村代表幹事及び岡田・加藤両副代表幹事

の方々の出席をいただいております。ここで皆様に一言ご挨拶を申し上げます。本日は

何かとお忙しい中にも関わらず、本委員会のためにご出席いただき誠にありがとうござ

います。本委員会を代表して心からお礼申し上げますとともに、きたんのないご意見を

いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。では、早速ですが久慈参事よ

り中核イオルの基本計画について説明をお願いいたします。はい、どうぞ、久慈参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） それでは今、委員長からお話ありましたように原案

の内容等について説明をしたいと思います。それで、ご存じのとおりですね、この基本

計画が出来る前に構想を独自に作りました。それで、そこにもう少し肉付けをしていこ

うというような形の中で、昨年の７月３０日に幹事会を発足いたしまして、人数も１５

人という形の中でいろいろ検討してきたとこういうことでございます。構想も、それか

らこの基本計画も本来は国の事業でございますので、国がやるべき事業と言いますか、

計画なんですけども、あえて我々が作った意図というのはですね、やはり白老が中核に

なったというようなことの責任と言いますか、責務というようなことがまず１番目にあ
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るのかなと思っております。それともう一つは、やはりいろんな形の中で今、中核イオ

ルの整備促進を要請、いろんな形でやっておりますけども、あとで説明いたしますけど

も、なかなか国の動きとして非常に鈍いところがございます。そういうようなことから

踏まえてですね、やはり白老町としての国に訴えると言いますか、要請をするという時

の一つの材料と言いますかね、そういうような形も必要なのかなと思っております。そ

れと我々は国の方といろいろ対応している中で、やはり今、国土交通省のアイヌ施策室

が担当しておりますが、なかなか担当者もアイヌ文化についての認識が薄いというよう

な感じもしております。そういうことから考えてですね、幹事会の代表であります中村

館長、それから副幹事の岡田先生、それから加藤ウタリ協会の副支部長でございますけ

ども、アイヌ文化に対してはいろいろ卓越しているというようなことでございますので、

そういう知恵を借りながら作っていって国の方にこうあるべきだというようなことを示

していくというようなことで我々は作ったということでございますのでご理解をしてい

ただきたいと思います。 

  それで、もう既に皆さん方もご存じだと思いますけども、イオル構想が出来るまでの

経緯を若干お話をして、そして、今、今後どういう展開が国の方で考えられているのか

というようなことを踏まえて、内容に入っていきたい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。それで 、内容についてはいちいち細かいことまで説明はし

なくていいかなと思っております。今日は専門の方がいらっしゃいますので、逆に委員

の皆さん方からいろんな質問を受けた中で、いろいろ答えていくというような形にして

い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。 

  それで、皆さん方に原案の概要等についてという説明書類が行っていると思いますけ

ども、１番目としてこれまでの経緯等について若干お話をしたいと思います。１つ目は

ですね、１ページ目に書いてありますけれども、古い話ですが平成７年の３月、国の内

閣官房長官の私的機関であるウタ懇と我々言っているんですが、そういう有識者の懇談

会が設置されたと。こういう形の中で平成８年の４月に報告書が提出されたという経緯

がございます。ここまでに至るまでにはいろんな社会的背景がございまして、アイヌ民

族に対するいろんな世論等がございましてここまできたというようなことがございます。 

  そういうことで４つの提言がございまして、一つはアイヌに関する総合的かつ実践的

な研究の推進というような形の提言がございます。ここの中ではですね、ここには書い

てありませんが、国家的視野に立って拠点となる研究組織を道内に設置することが必要

ですよということが、このウタ懇の中に出てきております。そういう研究組織を設置し

て仮称でございますがアイヌ文化研究センターの設置が望ましいというようなことが、

このウタ懇の中に出てきております。それから２つ目としては、アイヌ語を含むアイヌ

文化の振興が必要だと。それから３つ目としては、伝統的生活空間の再生というものが

出てきております。それで理解の促進というようなことは、これは様々な形の中でアイ
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ヌ民族に対しての理解の促進を図るべきだと。こういう４つの提言が実はあったわけで

ございます。 それで１番から３番目については三位一体できちんとやるべきですよとい

うことがウタ懇の報告書に出てきたわけでございます。それを踏まえて平成９年の５月

にアイヌ文化新法が制定されたとこういう流れでございます。 

  それで３番目としてアイヌ新法に制定されましてアイヌ文化の振興を図るという形の

中で、平成９年の６月に財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構が設立されたとこうい

うことでございます。これは今、札幌市にございますが、この中でどういうことをやっ

ているかというと、もちろんアイヌ文化の振興だとか理解の促進を図るというよう な形

の中で、いろんな施策がこの文化振興推進機構の中でやってございます。普及活動等も

やっております。それで、平成９年からこれまでに約２９億円ほど事業に費やされてい

るというような形になっております。ただ、この推進機構を非難するわけでございませ

んけども、どうも補助金的な意味合いが強くてですね、本当の意味と言いますか、言い

方がちょっとあれかも知れませんが、本当の意味でのアイヌ文化の振興が実際になされ

ているのかなというのがちょっと疑問に思っております。ただ、そういう形の中で約２

９億円ほどアイヌ文化に対する補助金が投入 されてきていると、こういうことでござい

ます。 

  それで４番目でございますが、そういうウタ懇等の報告書等も含め、それからアイヌ

文化新法が出来たというふうなことで、北海道は平成１０年の３月に伝統的生活空間の

再生ってどういうものかというようなことでイメージ構想を策定をしております。これ

は、ここに書いてありますが、学識経験者だとか民族関係者によります検討委員会を設

置してイメージ構想を策定しているとこういうことでございます。それで、それに引き

続き平成１１年の７月には基本構想を策定をしたとこういうような流れでございます。 

  それで６番目としてはですね、これはアイヌ文化振興等施策推進北海道会議を設置し

たとこうなっておりますが、これは合わせてですね、次のページの２ページ目にもあり

ますが、一方では国の方にも国土交通省、それから文化省、アイヌ推進機構、それから

北海道、それから北海道ウタリ協会、この組織で組織します国の主催の推進会議が設置

されております。そういうことを踏まえて北海道会議が設置をされたとこういうことで。

これは何をするのかと言いますと、主にイオルのどう進めたらいいかというような形の

中で北海道会議が設置されたと、こういう流れでございます。 

それで、この北海道会議でこれは学識経験者、それからアイヌ民族の方々含めて１０

名で設置されたわけでございますが、７番目の平成１４年の３月にですね、我々、最終

報告書と言っておりますが、最終報告書が北海道会議で２年間ぐらい議論されまして、

この中で当町が中核イオルの整備適地に選定されたと。こういう流れでございます。こ

れが本当の北海道それからアイヌ民族の皆さん方の考え方ですよというような形で最終

報告書が提出されたわけでございます。これが１４年の５月に国の方に提出をされてき
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たと、こういう経過でございます。 

それから９番目でございますが、平成１３年の４月にアイヌ文化研究推進センターの

基本構想策定とこうなっております。実は道がこの最終報告書を出す前に推進機構です

ね、先ほどから言っているアイヌ文化推進機構、これがこういう研究センターが必要だ

と、これは先ほど冒頭で言いましたようにウタ懇でもこういう推進センターが必要だと

言っておりまして、それで推進機構がこの研究センターはどうあるべきかということで

基本構想を策定をしております。これについても国の方に設置要望をしております。独

自にここのセンターが作ったとこういう流れでございます。そういうような流れがずっ

とあったとこういうことでございます。 

それで１０番目としては、この中核イオルに対して初めて予算がつきまして、調査費

１５，５００，０００の調査費がついてですね、現在アイヌの伝統的活動に必要な動植

物に関する調査が行われおります。今年の３月にその調査結果が出されるという予定に

なっているとこういう流れになってございます。これが今まで国及び北海道の流れでご

ざいます。 

  それから、白老町としてそれじゃあ、これに対してどういう動きをしているかという

ようなことでございますが。白 老町は（１）番目の国際先住民文化村交流構想というの

がありますが、このイオル構想が出来る前から世界の先住民の文化を体験・展示・普及

することが必要だということで、独自にこういう文化村構想を策定をしているところで

ございます。 

  そして２番目としては、時の村山内閣が国立のアイヌ文化公園構想を掲げたというよ

うなことで、国際先住民文化村構想からアイヌ民俗文化公園構想に名前を変えてですね、

その構想を策定したとこういう流れでございます。 

そして３番目としては先ほど言いましたように、平成１５年の３月に中核イオルの選

定を受けて白老独自の中核イオルの整備構想を策定をしたと。そして、合わせて４番目

としてはそれにもう少し肉付けをして基本計画を今、策定中であるとこういうような流

れでございます。 

それで５番目としては、町としていろんな要望活動等も積極的にやっております。詳

細の別紙と書いてありますが、詳細はちょっとつけるのを忘れましたのであとで差し上

げたいと思いますが、ここに載っていないいろんな形で要望活動を展開しているとこう

いうことでございます。特に中核イオルの整備構想を独自に作ったわけですが、非常に

この構想について関係機関等に、もちろ ん国の方もそうですが、その説明にも行ってそ

れなりの理解をされてきたのかなというふうな感じがしております。それなりのインパ

クトは与えてきているのかなというふうに感じがしております。ですから、そういうこ

とで今回、基本計画を作ってさらに同じように国等の関係機関の方に説明をして促進を

図るようにし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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  それから３ページ目でございますが、今後の展開を書いてございます。我々が今、情

報として得ている分でございますが。まず、国の方の関係でございますが、平成１６年

度予算、これは来年度の予算でございますが、今年は中核イオルの植生調査を実施した

わけでですが、１６年度は皆さんご存じだと思いますが白老以外の６地域の地域イオル、

ここの植生調査を実施するというような予定になっております。約１千万ぐらいの費用

をかけてやるというふうに聞いてございます。 

  それから、２番から５番、まででございますが、ここでは先ほど説明しましたように

国主催の、これは国土交通省が主催をしてございますが、アイヌ文化振興等施策推進会

議の中で昨年の９月１８日だったと思いますが、この中で会議資料として出てきたこと

でございます。これを我々として情報を得たわけですが、要するに２番目は１６年度に

自然素材の状況を把握したり、伝承者の実態の把握それから検討を１６年度にこういう

会議の中でしていくというようなことでございます。併せて１６年度からイオル再生の

基本的な方向の検討に入っていくと。その中では必要性だとか目的、機能についてです

ね、この会議の中で検討していくようなことが話されております。そして、我々として

は１７年度というふうに期待を持っているんですが、書き方としては１７年度以降とい

うような書き方をしております。この中で１７年度にイオル再生 の基本構想を策定する

というようなことを検討されております。この中ではどういうような機能が必要だとか、

それから本当に地域イオルも含めて複数の整備が必要なのかどうかと。それから複数作

った場合、その役割分担はどうしたらいいかとか、それから整備手法、整備主体はどう

したらいいかとか、それから管理だとか管理主体をどうしたらいいかということがこの

基本構想の中で検討をして、基本構想が作られるというような運びになっております。

そして、これを踏まえて整備計画が作られて、それ以後ですね、事業着手という言葉が

推進会議の会議の資料として出ております。ですから、我々としてはこれが１日でも１

年でも早く前倒しで基本計画、基本構想が策定するように我々は努力していきたいとこ

ういうふうに考えているところでございます。 

  それから６番目としては、北海道ウタリ協会の中にイオル推進委員会が設置されたと

こういうことでございます。私どもとしてはですね、白老町が中核になったその年から

やはり北海道ウタリ協会の中にこういう推進的な組織がきちんと出来てですね、我々と

表裏一体で推進させるべきものだというふうな期待を持ってたわけでございますが、な

かなかウタリ協会の中 にも大変難しいことがございまして、なかなか一枚岩にならなか

ったというようなことがございます。それで、我々としてはやはり最終的には中核イオ

ルの再生というのは、アイヌ民族の人たちの民族の復権を図るそういう事業ですよと。

ですから、アイヌ民族の人たちが中心となってですね、この事業を積極的に推進してい

かないと駄目でないですかということを再三申し上げてまいりました。そういうことで

やっとですね、この推進委員会というものが北海道ウタリ協会の中に出来たというよう
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なことで、先般の理事会でこの設置が決議されたわけでございます。この推進委員会は

うちも含めて７地域の支部の代表と、それからオブザーバーとして各市町村の職員が参

加をしてですね。これはどういうことをするのかと言うと、ここに書いてありますが、

今、国でやっている推進会議のあと押しをすると言いますか、この推進会議でいろんな

情報を得たことをこの委員会がさらに煮詰めて推進委員会の方に要請をしていくだとか。

それから、もちろんイオル再生についての事業のいろんな要請をしていくだとか。非常

に効果的な委員会に私はなるのかなと期待を持っているところでございます。そういう

ことでやっとウタリ協会も重い 腰を、重い腰と言ったら失礼ですが、やっと一枚岩にな

りつつあるというようなことで我々としては喜んでいるところでございます。そういう

ことで国及びウタリ協会の中でもですね、こういうような明るい材料が出来つつあるの

かなというふうに感じているところでございます。 

  それから４ページ目でございますが、それじゃあ白老町はこれからどういう形で運動

をするのかなということを概要として書いてございます。これまでも北海道だとかアイ

ヌ推進機構だとかウタリ協会等に基本構想だとかを説明して要請もしております。今回

もこういう計画書が出来れば、その説明と整備促進の要請はもちろんしていきたいとこ

う考えております。 

  それとまた、我々としては１７年度の予算がどういう内容の予算がつくのかと、非常

に来年度の予算は大切な時期だなと考えておりまして、特にやはり国及び国会議員に対

していろんな要請活動を精力的にやっていかなきゃ駄目だというふうに考えております。

そういうことで、国及び国会議員に対しての説明と整備促進の要請をやっていきたいと

こう考えております。 

  それからあとはウタリ協会との共同の要請活動にも我々は参加していくということも

考えております。 

  それからもう一つ、これは新たな取り組みでございますが、北海道会議のメンバーは

すでに解散しております。それで、こういう方々の側面からの応援ということも必要か

なというふうに思っております。したがいまして、元北海道会議のメンバーに対して我々

の考え方というものを説明をし、要請もしていきたいとこういうことも一応考えており

ます。 

  それから５番目としては、道を通じて国の方にこれから打診をしていきたいとこう考

えておりますが、国土交通省が主催します推進会議、ここの推進会議の議題として当町

の考え方と言いますか、イオルをどう進めたらいいかという、アイヌ文化をどう進めた

らいいかというような考え方も踏まえてですね、そういう推進会議に出向いて説明をす

るような場を設けることもこれから検討をしていきたいと。これは相手があることです

から、一応話をしていかないと駄目なんですけども、我々事務方としてはそこまでちょ

っと今年は踏み込んでや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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  それから６番目ですが、実はこれは非常に特殊な事業でございまして普通の公共工事

とはちょっと違う分野でございます。と言いますのは、アイヌ文化に精通した、やはり

学識経験者の意見というものは非常に国の方も耳を貸すところがございまして、したが

いまして、今、いろんなイオルについて何て言いますか、知識豊富な方がいらっしゃい

まして、その方が国の方に対してこうあるべきだとかというふうなことで、いろいろ注

文と言いますか、いろんな説明をしている方がいらっしゃいます。そういうことで、そ

ういう学識経験者に対して我々の考え方をきちんと示して理解をしていただくというよ

うな機会も設けたいなというふうに考えております。その場合はここに来ております中

村館長を中心として学識経験者同士の話し合いと いう場も必要なのかなというふうに考

えております。 

  そういうことで１番から６番まで、新たな取り組みもございますが、１７年度の予算

に向けて１６年度に思い切った対応をしていかなきゃ駄目かなというふうな危機感を持

って対応していきたいとこう考えております。国の予算は４月から大体６月ぐらいまで

で概算要求がまとまります。８月の末までで概算要求まとめますので、４月・５月・６

月、７月になったらちょっと遅いかなと思っております。４、５、６の中で精力的な対

応をしていきたいとこう考えているところでございます。ですから、おこがま しい言い

方かもしれませんが、このイオルの特別委員会の先生方につきましてもですね、いろん

な形で国及び関係機関の方に要請をしていただきたいというふうに考えております。そ

うしなかったらですね、なかなか国の方は腰を上げないというような状況かなというふ

うに考えておりますので、その辺ご協力をお願いしたいとこう考えております。 

  一応そこまで、これまでの経過と今後の取り組み等について一応ご説明をいたしまし

たが、あとは内容等につきましては本当に概要でございますが、私の方から説明をして

いきたいと思います。委員長、ここまでで、もし、何か質問等あればお答えしたいと思

います。 

○委員長（近藤守君）  今まで説明を受けたんですけども、ここまでの概要について何

かご意見、質問がありましたらお受けしますけども。はい、根本委員。 

○委員（根本道明君）  この上層機関の中でいろいろありますけども、国土交通省、文

部科学省、文化庁、法務省といろいろありますけれども、主と言うかね、中心的にこれ

から担っていくところはどこなんでしょうか。国土交通省なんですか。 

○委員長（近藤守君）  久慈参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） 国土交通省が主催でございます。 窓口で。国土交通

省北海道局てありまして、その局にアイヌ施策室がございます。東京でございますけれ

ども、そこが窓口になっておりまして、ここが主催でこういう推進会議を設置されてい

ると。推進会議のメンバーに今、言ったようにウタリ協会だとか、それから文化庁だと

か、それから推進機構だとか、北海道庁、それから国土交通省、この５者が入っていろ
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いろ協議しているとこういうことでございます。 

○委員長（近藤守君）  はい、斎藤副委員。 

○副委員長（斎藤征信君）  私も国の姿勢についてちょっと伺いたいんですけどもね。

今、話を聞いていると随分国の姿勢というのは重いなという感じするんですけども、や

っぱりイオル構想が出た段階である一定の目標を持って国が進んできたんだろうという

ふうに思って、私たちはもう少しスムーズに動くのかなというふうな感じがしていたん

ですよね。それが動きがとても鈍いと。黙っているとそのままいつまでも放っておかれ

そうな今の説明なんですけどね。これは道も一緒になってそういう状況になっているの

かどうなのか。その理由は何なのかという、わかりましたら概略教えてほしいんですが。  

○委員長（近藤守君）  久慈参事。 

○生活環境課参事（久慈幸 男君） 国の姿勢が重たいということと、それから道の姿勢

どうなんだとこういうことですが、先ほど説明いたしました２ページ目にございました

よね、最終報告書が平成１４年の３月に作られたわけですが、実はこの経緯を説明いた

しますと、これについては本来国がやるべきことなんですけども、国で例えば中核をど

こにするか、それから地域をどこにするかということについて、それから内容も含めて

どうするかということを国の方が出来ないから北海道がその辺まとめてくれないかとい

う要請があったわけですよ。それを踏まえてですね、ここに書いてありますように学識

経験者、それからアイヌ民族の人たち含めて１０名で２年間検討して、最終報告書が１

４年の３月に出来たと。出来ましたよということで国の方に提出したと。ですから、北

海道も北海道ウタリ協会も、この報告書が出来たから翌年からこの報告書を基本に淡々

と事業が展開されるだろうというようなことで考えていたわけですが、実は我々もそう

ですが、北海道ウタリ協会、道もそうですが、国の方はそうでなかったと。要するに今

になってですね、これは北海道が勝手にと言ったらおかしいけど、北海道が作ったこと

ですねと。これは国は認めてませんよということを最近言い出してきているんです。そ

れはおかしいですよということを再三言っております。ですから、この前実は関係団体

集めて、この説明をして同じような質問が出てきたんですが、それじゃあ、そういう時

に何で担保取らなかったんだという話しも出てきました。確かにそういう手落ちはあっ

たのかなと思います、北海道がね、そういうふうに投げかけられて。ですから、北海道

はボールがきたから、それを投げ返したんだという考え方を持ってるんですよ。北海道

も中核は白老ですよと。地域イオルはその６つの地域ですよと。内容はこうですよとい

うことはもうこれは覆すことは出来ないと。これはもう忠実にこれでやってくださいと。

それは我々もそうですし、ウタリ協会の考え方もそうです。だから、北海道全部が最終

報告書に沿った形でやってくださいということになってるんですが、どっこい国の方は

そうでないというのが今の実態なんですよ。だけど、その辺はおかしいですよという話

は我々はずっと言ってます。そういう状況なんですよ。その裏にはですね、いろいろ国
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の方も正直、正面きって言えないところがあるのかなと。要するに、国の財政的にも厳

しいということもあるだろうし、あんまりはっきりは言えないところあるんでないかな

と思いますが。状況としてはそういうところなんですね。 

○副委員長（斎藤征信君）  大体分かったような気もするんですが、これは分かっちゃ

いけないだろうなという気もするんですよね。北海道新聞の資料ここにあるんですけど

も、中核イオルの位置づけについても国の方針とはならないだろうというような、そう

いう立場に立っているというふうなことが書かれているんですけどね。今の話でそうか

なと思うんですが。ということは国の方針が全く転換したということなんですかね。そ

れとも財政的な裏づけが取られない ために一歩後ろへ下がってるという感じのものなの

か。それに対して道はね、これ一緒にやったということで国へ対する要望というのは、

もっとさらに強く行けるものなのかどうなのか。そういう姿勢があるのかどうなのか。

その辺りはどうなんですか。 

○委員長（近藤守君）  久慈参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） 道庁は先ほど言ったように、もうこれを覆すことは

出来ないと。この通りやってくださいということで精力的に動いてます。ただ、さっき

言ったように国の方は、言い方としては、これは北海道が考えたことですから国は認め

てない、極端な言い方するとですよ、そういう言い方をしているんですよ。それはおか

しいよということは再三我々は言ってます。ただ、それの裏には正面切って分かりまし

たということはちょっと言えない事情もあるのかなというふうなこともありながら我々

責めてるとこういう状況なんですね。ですから、この前も関係機関集まった時に話出た

んですが、確かに白老町は中核になって、その責任というのはあるかもしれないけども、

もうこれは北海道が一丸となってどんどん国の方に要請していくと。北海道が中心にな

って動くような形に持っていくべきことでないのかという話はされてました。ただ、北

海道もいろんな形で一所懸命やっていることはやっているんですよ。それともう一つは

ね、さっきウタリ協会云々という話もありましたけども、ウタリ協会もうちが中核イオ

ルになった時にもやはりばらばらだったんですね。要するに、ある市町村は一所懸命こ

れに対して、中核になるためにいろんな金もつけていろんな要望もしたというようなこ

とで一枚岩にならなかったと。足の引っ張り合いがあったというのがありましてですね、

ウタリ協会の中でもごちゃごちゃしてたというのも実際あるんですよ。ただ、でもそん

なこと言ってられない よという話は再三して、こういう推進委員会も出来たということ

になってるんですが。ただ、国の方も中核とは白老になってますけども認めてないと言

いつつですね、１５年度に中核地である白老のこういう植生調査をやるということで１

５，５００，０００つけてるわけですからね。来年度は６地域をやるとこう言っている

わけですから。だから、何かちょっとその辺がおかしいところあるんですけども、正面

切って言えないのかなというふうなこと・・・。我々と話している時はそういうような
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言い方してます。 

○委員長（近藤守君）   はい、及川委員。 

○委員（及川保君） 今の久慈参事とのやりとりを聞いてると誠に厳しい、今後も非常

に厳しい状況になってるのかなとこう思わざるを得ないんですね。このことについては

ですね、もう最初から国が主導でやっていくという、推進していくんだという思いで私

たちはいたんですよね。しかし、もう時すでに１０年過ぎようとしているわけですよね。

でも、昨年、中核イオルを白老町にということで非常に我々も喜んで何とかしなきゃい

けないと。しかし、昨年の特別委員会の中でも久慈参事は非常に今の国の状況は厳しい

ということは再三に渡っておっしゃってたんですよね。私は今のこの状況を見ていると

本当に、国がなぜこれを推進していくんだということを決定しながら、だらだら、だら

だらとこういう状況になっているのかと。今、参事の話を聞くと我々が、北海道が、全

体がまとまって一丸とやっていかなければ、当然それはその通りだと思うんだけども、

国が主導権を握ってやっていくことじゃないんだろうかね。この件について、まず一つ

伺っておきたいなと思います。 

○委員長（近藤守君）  久慈参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） もちろん国でやらなきゃならない事業なんです。と

いうのは歴史的な経過から考えると国なんですよ。要するにアイヌ文化、アイヌ民族と

いうものが無くなった経過というのはやはり国がそういうような施策をしたからアイヌ

文化が無くなってきているわけですから。土地も含めてですね。民族というものも含め

てね。ですから、これは国の責任として、やはりアイヌ文化を復興させていって、最終

的にはアイヌ民族としての尊厳を確立しましょうという考え方ですから、これは国がや

るべきことなんですよ。ですから、我々としてはそういう長い歴史から考えて、これは

国がやるべきですよということは再三言っております。ですから、その辺は多 分認識は

しているのかなというふうに考えているんですね。ただ、僕らとしてはそういうことを

国の方に行く度にそういう話しもしてますし、我々の熱意も伝ってきつつあるかなとい

うふうに楽観しているところもあるんですけども。そういうことから言って、今年は中

核イオルの調査費がついたと、１５，５００，０００ね。だから、認めてないとは言い

つつ、認めたというのもあるわけですよね。来年度は地域イオルの６地域を１千万の調

査費を付けてやりますよとこう言っているわけですから、認めてないって言っているけ

どやっているというようなこと。それか らもう一つは、先ほどちょっと説明したように

１７年度に国としての構想を作るという段階も入ってきてあると。それと昨年９月１８

日の推進会議の中で、国の会議ですよ、この中で初めて整備計画を立てて事業着手とい

うことが文字になって出てきたんですよ。ですから、一歩、二歩前進したのかなという

ような気持ちでいます。 

ただ、手綱は緩めることなくどんどん締めて、我々は責めていく必要があるのかなと
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いうようなことで考えております。ですから、私としては先ほど言ったように１７年度

の予算、これが果たして基本構想を作るための予算がつくかつか ないか、これが大きな

曲り角かなとこう考えています。これでまた来年度、どこどこの調査、何かの植生調査

をするだとか、そんなような話になっちゃうとちょっと本当に厳しい話になるのかなと

いうふうに私は考えております。以上です。 

○委員長（近藤守君）  ではですね、時間の関係もございますので整備基本計画の内容

について説明願います。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） それでは基本計画の内容について説明をしていきた

いと思います。 

  まず、４ページ目の計画の主旨につきましては、今までもお話ししておりますように、

この伝統的生活空 間の再生というのはアイヌ民族全体の悲願であるとこういう観点から

中核イオルとしての責任ということで、必要最小限の具体的な計画を考えたと。そして、

これについて国に対して提言をするものですよということが主旨として書いてございま

す。それで、先ほどからもいろいろ話しておりますが、歴史的経緯の中で損なわれた文

化の振興は国家施策として取組む緊急なものですよというようなことが主旨として書か

れております。 

  それでイオルの理念として、どういう理念の元で進めるかということが４ページの３

番目の〓の①～④に書いてありますが。先ほ どから言っているように、アイヌ民族の尊

厳の復興、これがやはり最終到達が理念だということ。それで２つ目としては、文化の

伝承と発展を図るんだということで人材の育成だとか、教育の普及、それから伝承活動

の日常化というものをしながら、文化の伝承と発達を図っていくんだということが必要

だというふうに書いてあります。それから３番目としては平等な社会の創成だとか、こ

れは先ほどらいから話出ております。それから、４番目としては自然環境の保全と未来

計画というようなことで、要するに自然環境を保全するということがやはり必要ですよ

ということも理念として掲げております。４つが我々としては理念として掲げていると

こういうことでございます。 

  それで、イオル構想の概念というのはここに書いてありますが、イオルとはどういう

ものか、それイオルの構想とはどういうものかということが書かれております。イオル

というのは、アイヌの人たちが生活に必要なものすべて賄う自然空間、これをイオルと

こう言うわけです。イオル再生構想というのは、そういう自然環境から生まれた様々な

精神文化、儀礼だとか口承文芸だとかいろいろあります。こういう精神文化等が一体と

なった場を再生するこ とですよと。そして、アイヌ文化の総合的な振興を図るためにい

ろんな関連施設を整備すると。こういうことをイオルの再生構想の概念だというふうに

捉えております。 

  それで５ページ目の方にいきますが、５ページ目の （４）番目。ちょっと①②③はと
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ばしますが。 （４）番目の中核イオルはなぜ必要なのかということが書いております。

アイヌ文化についても、北海道のいろんな形でコタンがあるわけですが、それぞれ特徴

があるわけです。それぞれの地域に特徴があって、やはりそういう特徴を一つの所で、

一箇所で管理するという。いろんな調査研究も含 めてですね。そういうことが非常に効

果的であるというようなこと。それから、北海道だけでなくて樺太アイヌだとか千島ア

イヌですね、こういう文化もこの中核イオルできちんと情報を管理していくと。そうす

ることによってアイヌ文化全体を見渡すことが出来ると。こういうようなことで中核イ

オルが必要だと。こういうようなことで考えております。それで役割については今言っ

たように、伝統的生活空間の再生だとか調査研究、教育の普及だとか文化の伝承、それ

から民族間の交流、それから一番大切なのは地域イオルと連絡調整だとか情報提供、こ

ういうことが中核イオルの役割になってくると、こういうふうに考えております。 

  それから、地域イオルはここに書いてありますように、札幌はじめ６つの地域を地域

イオルとこういうふうに呼んでおります。 

  それから現状分析につきましては、ここに書いてあるとおりでございます。白老町は

いろんな自然がありますよということが書かれております。 

  それから５ページ目の（７） 、これからの具体的な計画になって行くわけですが、イ

オル全体の構造としてですね、要するに白老の中核イオルはイオルの中枢を担うもので

すと。地域イオルの窓口になってい くんですよということが書かれております。それで

６ページ目にいきます。概要の説明書の６ページですね。これは構想の時にもお話した

と思いますが、中核イオルの機能を生活再現ゾーンと学術研究ゾーンの２つに大別する

というふうに考えております。生活再現ゾーンの中では自然環境の復元を図るというこ

とが一つございます。ここでは先ほどらいから話してありますように、当時のアイヌ民

族の人たちが自然環境の中で生活していた、そういう自然環境をきちんと復元をすると。

この中でいろんな植物の復元もしてですね、例えばオヒョウの木を植えて、オヒョ ウの

木からいろんな文化が生まれたわけですが、そういう自然環境の再現を図るということ

がまず一つ必要だと。 

  それから、２つ目としてはコタンの再現ですね。コタンを再現して、きちんと調査・

研究に裏付けられた日常生活、こういうものをきちんと再現をしていくというのがござ

います。 

  それから、学術研究ゾーンの中でございますが、この中に一つはアイヌ文化情報セン

ター、これが必要ですよというふうに考えております。ここは中核イオルの拠点でもあ

るというようなことで、アイヌ文化情報センターが必要だというふうに考えております。 

  それから２つ目としては、国立アイヌ民族博物館。これも今、財団の方にありますが

アイヌ民族博物館がやはりイオル達成をするための中心的な施設になるということでア

イヌ民族博物館も必要だと。この中で体験学習それから伝承工房、こういうものも併設
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して必要だというふうに考えております。特に伝承工房につきましては、伝承者がそこ

で作業をして演じをすると。そして、自ら技術を磨き上げると。そういうことをしなが

ら普及活動に努めていくんだと、こういうようなことが書かれております。 

  それから次にアイヌ文化学院。これはやはり伝承者 がいなかったらアイヌ文化もきち

んと伝承されていきません。ですから、これからアイヌ文化を学ぼうとする若い伝承者

を育成していくと。又は教育者、研究者もきちんと育成することによってアイヌ文化の

振興が図られていくということで考えておりまして、アイヌ文化学院というものを必要

だというようなことを書かれております。 

  次、８ページ目でございますが、８ページ目につきましては国際交流会館。これはや

はりアイヌ民族だけでなくて世界の先住民族との交流を図るということが必要なのかな

というふうに考えております。併せてですね、やはり国際交流会館は研究者の交流の場

にも繋がっていきますし、そういうことで国際交流会館はぜひ必要なことだというふう

に考えております。併せて、国際交流会館の中には国際交流で来た方の宿泊施設、それ

からアイヌ文化学院の人のための宿泊施設ということにも活用をしていくというふうに

考えております。 

  それからミュージアムショップ。これはやはりアイヌ民族の人たちが自ら作ったもの

をミュージアムという形の中で売っていくというようなことで。そういう物品を売るよ

うなミュージアムショップが必要だというふうに考えております。それから野外展 示と

いうことで、これは世界の先住民族の住居、こういうものも展示するということも必要

だというふうに考えております。 

それから３番目としては地域イオルとの連携。やはり中核イオルは地域イオルをどう

総括してアイヌ文化をより、文化の広がりを持っていくかということは非常に大切なこ

とかなというふうに考えております。ですから、地域イオルと連携を密にしながら、例

えば共同で事業をやっていくだとか、独自の企業に対していろんな啓発だとか普及活動

をしていくとかということが必要なのかなというふうに考えております。そういうこと

で地域イオルとの連携というものが必要だというようなことが３５ページのところにき

ちんと書いて、本文の原案の方に書いてあります。 

  それから４番目としては、やはりアイヌ文化をきちんと普及をしていくためには、や

はり既存機関との連携、それから教育活動をきちんとやっていかなければ駄目だという

ふうに考えております。したがいまして、行政との連携だとか研究機関との連携、それ

から博物館の連携、それから教育機関との連携。教育機関との連携と言ってもなかなか

難しいところありますが、例えば学校教育できちんと教えていくだとか、社会教育も普

及を図っていくだとか。それからまた、子弟の教育ですね。アイヌ民族の子弟の教育と

いうものが必要。これがやっぱりアイヌ文化の復興にも繋がっていくということで、子

弟の教育もしていかなければ駄目だということで一応考えております。それから１０ペ
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ージ目ですが、１０ページ目につきしては子弟の教育もありますが。いろんな例えば文

化サークルだとか博物館友の会だとか、こういう会との連携も図りながらアイヌ文化の

振興も図るということも必要だというふうに考えております。 

  それから１０ページの⑤の方に書いてありますが、まちづくりへの新た な提言という

ようなことで、我々としてはまちづくりに対する提言をここに書いたわけですが、要す

るにアイヌ文化の、アイヌ民族の人たちのやはり精神的な礎となった自然というものを

これからはきちんと保全をしていかなきゃ駄目だということで、これからのまちづくり

の中でただ自然を壊すということでなくて、自然の中での観点という形の中でまちづく

りを進める必要があるということが４１ページの方に書いてございます。 

  それから６番目として、それじゃあこの中核イオルを含めてイオルの再生機能を進め

ていくためにはどうしたらいいかということ で、我々としては推進体制を一応確立して

おります。我々としては先ほど言いましたようにアイヌ文化情報センター、これを拠点

として推進体制を図っていくべきだというふうに考えているところでございます。この

推進センターが出来る前にイオルの準備室、こういうものも必要だということが４２ペ

ージから４４ページの中に書いてございます。 

  それから、次に（８）でございますが、事業の年次計画を一応立てております。第１

次から第５次まで一応考えてございまして、これが４７ページから４８ページの方に書

いてありますが、第１次期は実施計画・実施設計をすると。この中で組織・機能案作り

だとか準備室の設置もしていくと。これは国の方でやるべきです。それで、第２期で第

１期の工事が開始されていきますよということ。次の１１ページですが、その中で地域

イオルの組織化も図っていくと。第３次期では第２次の工事が開始をされまして、第３

次では第１次の事業が一部実施されていくことを一応考えております。それで、第４次・

５次にはすべて事業が完成していくと。こういうようなことで一応年次計画も立ててお

ります。その中で優先順位もある程度決めておりまして、本来であると一括全部やるべ

きでございますが、あえてやるとすれば、順位をつけたということで。最初にアイヌ文

化情報センター。これは中核イオルの中枢になるわけですが、こういうものが必要だと。

順次、自然環境の再生だとか、それからアイヌ文化学院の設置、博物館、コタンの再現、

国際交流会館の設置と。つけるとすれば、こういう順位でやったらどうかということも

提言として書いてございます。あとは白老町として、それではどういう取り組みが必要

かということが同じく１次から５次まで書いてございまして、１次ではイオル構想に対

して町の役割はなんなのかということもある程度決めていなきゃ駄目かなというふうに

考えております。町としてもそういう準備室の設置なんかも必要だと。こういうような

ことを順次考えました。 

  それから１１ページの下の方ですが、イオルについた国の事業でございます、もちろ

ん白老町としてもイオル事業を推進するためにいろんな取り組みがございます。１から
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１０番まで１２ページに書いてありますが、こういう基礎的な事業をどんどんするべき

だということが書いてございます。一つは地域マスタープランが今、１６年度に出来上

がりまして、これは平成１６年から２２年まで。これは北海道が定める土地計画区域に

おいてですね、ポロト地区と中核イオル整備と整合性を図り整備するという形で明記を

しております。ですから、こういう形の中で地域プランもそういうふうな明記をしてい

るだとか、それから白老町都市計画マスタープラン、これについても同じくこのポロト

地区を伝統的生活空間再生をするために云々というような書き方をしているところでご

ざいます。それから３番目としては、ご存じかと思いますがアイヌ文化振興基本方針、

それから事業計画が出来上がっております。これもきっと事業に沿って淡々と事業をや

っていくということが必要だということだとか、それから屋根博だとか、それから海と

緑の健康づくり推進事業もあります。それから独自にやりましたアイヌ民族の伝承有用

植物に関する本も出来上がっているだとか、それから２０００年の森事業、それから拠

点事業ですね。それから９番目としては鉄北幹線道路計画。これは今、道々として昇格

を図って事業を推進していくだとかこういうような計画もあるということ。それから１

０番目としてはイオル関連用地の確保ということで、我々としてはポロト地区には約１

７万平米ほどの、町有地も含めて準公共的な用地があるというようなことでございます。

例えばポロト公園。今の財団建っている用地ですね。それからＳＬ置いている所。これ

が都市公園用地でございまして、ここで４４，６１７平米あると。それから、元ホテル

ポロトさんの用地。これは現在、白老振興公社と一部町有地がございます。これが合わ

せて８０，７３５平米あると。それからポロトの駐車場の用地。これが６，８００平米。

それから駅裏からポロト地区の誘導、ずっと線路沿いあります。これが３６，９８１平

米あると。合わせて１６９，１３５平米がありますよというようなこともこの計画書の

中に書いてあります。約５１，００ ０坪が書いてあると。こういうようなことで一応計

画を立てました。これは先ほども言いましたように、あくまでも白老町が考えた提言で

ございまして、このとおり国の方でやっていただければありがたいんですが。あくまで

も提言でございまして、これに沿ってこれからもし国の方で事業計画立ててきた場合は、

これに沿って国の方も整備計画を立てていただければありがたないなというふうに考え

ているところでございます。あとは、この内容について本当に簡単に説明いたしましま

したので、今日、ご専門の方がたくさん来ておりますのでわからないところがあれ ばお

答えをしたいと、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。以上でご

ざいます。 

○委員長（近藤守君）  ありがとうございました。今、るる説明がございました。委員

の方から中身について質問がありましたらどうぞ。はい、斎藤委員。 

○副委員長（斎藤征信君） 基本的な部分についてちょっとお聞きしたいんですけども。

中核イオルというのが生活空間と、それから学術的な拠点として本当に地域イオルの中
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核にならなきゃならないという意味はよく分かるんですけども。この計画の１３ページ

にある中核イオルと地域イオルの関係という のは、白老は中核イオルでもあり地域イオ

ルでもあるというふうにならないのか。そうすると６つの名前が並んでいるところに白

老というのも中核イオルの一つになって、白老独自の動きがあって初めて、そこの中で

合わせて中核イオルの仕事が出てくると。こんなふうにならないのかどうなのかという

のが一つ。それともう一つは、先住民族の部分で世界各地見てみれば、日本なんかはこ

ういう運動というのはかなり遅れているんだろうというふうに思いますけども、まちづ

くりと合わせて先進的な運動を進められている、そういう参考になる地域というのはあ

るのかどうなのかって、その辺りを教えてほしいんですが。 

○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） 中村代表幹事の方からご説明申し上げたいと思いま

す。 

○委員長（近藤守君）  中村代表幹事どうぞ。 

○代表幹事（中村齋君） ご質問のことについても我々も意見が２つに分かれたことが

あります。つまり、道から言われているのは中核イオルになって６つの地域イオルを統

括しなさいというふうに言われているわけですね。一時はもう一つ、白老地域イオルと

いうものを外に出したことがあります。つまり７つの地域イオルを設定して、その上に

中核イオルが君臨する形を考えたことがありますが、今は元に戻って道に言われたよう

な体制で６つの地域と中核イオルと。それの理由はですね、地域イオルそのものの概念

が非常に不明確であると、道会議で決めた。あそこで説明されている地域イオルの特性

もどうかなと。学術的にも、この運動を進める上でもどうかなという内容がバラバラに。

例えば釧路ではイタオマチップを作ることが特性だとかってですね、そんなことはない

んです。各地域のいろいろな文化の特性があるわけです。それからもう一つは、旭川あ

るいは釧路というくくりが あるかと思えば、静内、平取、白老という、こういう狭いく

くりでくくられている所があって。じゃあ、鵡川はどうするか。あるいは天塩はどうす

るのか。そういった問題については何にも触れてないわけですね。そうすると地域イオ

ルそのものの概念が不明確であるとすれば、それはこのイオル構想が具体化した段階で

中核イオルとしてしっかり白老が運営なり経営なりの イニシアチブを取った場合には、

それをまず優先的にやっていくことが出来るのではないかと。その段階で地域イオルに

白老を入れるかどうか、独立させるかどうかはそれで間に合うだろうということが一つ

です。それからもう一つは、中核イオルになった理由としてはここでの蓄積があるんで

すね。つまり、アイヌ民族博物館がやってきた事業のことなんですが。こういう蓄積が

ないとですね、これから何を種に文化を膨らませていくかというこれらが起こるわけで

すけれど。ただ、振興しろ、振興しろと言っても駄目なわけですから。その種になるも

のとして、今、北海道で一番その種となる可能性のあるのがアイヌ民族博物館の今まで
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の実績なんですよ。今もやっていることなんですが。そういうことが実績でほら、ある

じゃないかと。種があるからここを中核にして、それぞれの地域で細々と続けて、ある

いはバラバラに続けていたものを統括していく拠点としてはふさわしいということです

から、そうすると白老はとりあえず中核イオルとしてやっていって、やっていく中で当

然白老地区も、それから穂別地区も登別地区も、あるいは八雲地区も全部考えていかな

きゃいけないものがありますね。やらなきゃいけないんです。そういうことからすると

ですね、とりあえず今、新しいものを設定するよりは言われたとおりにやっておいて、

中核イオルというものが機能する、優先的に機能させろと言っているわけですから、そ

の機能した段階で今のようないっぱい落ちこぼれのあるアイヌ文化復興のためのイオル

再生構想というものを確実なものにしていこうというので元に戻したと、そういうこと

であります。それから先進諸国でそういう所があるかと言うと、私の知識ではないです

ね。ただですね、例えばニュージーランドという国がありますが、ニュージーランドと

いう国は国全体の施策としてマオリという先住民族の文化を振興する、それを保護する

やり方を取っていて、今、これから白老でも提案したいと思いますけれど、アイヌ語と

和名の地名の両併記という問題がありますが、こ れはニュージーランドでは完全にやっ

てますね。つまり国の施策としてマオリというものを大事にするということを取り上げ

ることによってですね、マオリの持っていた自然観とか、あるいは自然と人間の関わり

とか、そういったものが国策の中でそれが活かされていてですね、あそこぐらい自然環

境をいじらない国はないです。いじっていないということを目途としてやっている国は

ない。それから自然オゾンの問題も、世界ではオーストラリアもそれから北極圏もオゾ

ンの問題あるわけですけれど、一番それは最優先として取り組んでいると。そのための

オゾン層の破壊を防ぐためにはどうしたらいいかと。それはやっぱりマオリの自然観と

いうものですね。アイヌの自然観と同じなわけでけども。そういったものを機軸にして

教育なり、あるいは具体的な自然保護とかをやっていこうというふうにしてやっている

というわけですね。 

○委員長（近藤守君）  はい、斎藤副委員長。 

○副委員長（斎藤征信君）  先ほどの中核イオルの問題、分かったんですけどね。白老

にはおれだけの実績があり、今までの積み上げはあると。だから遅れているよその地域

を指導したり何かしていくためにも中核として上にあるべきだという考え方でいきます

とね、やはり白老の中にもまだまだ遅れていてもっとやっていかなきゃならない部分が

たくさんございますよね。長い目で見た場合に、ただちに皆が運動が始まれば、ただち

に同じレベルの所までは行く。それ以上にやはりもっと進めていくためには、いつまで

も中核であるというふうに言ってていいのかどうなのかね。やはり白老には白老独自の

ものがなければならないんじゃないかと。そうだとすれば、その部分も謙虚に地域イオ

ルの一つと考えるべきでないのかなと、私は率直にそう考えるんですけども。それは考
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え方の違いだと言われればそれはそれでいいんですけども。それともう一つは、国際的

にも地域がそれほどないと言うんであれば、これから進む道というのは特別手本があっ

て、それで進めていくということではないと。独自にすすむんだということになるんで

しょうか。 

○委員長（近藤守君）  はい、中村代表幹事。 

○代表幹事（中村齋君） 最初の部分ですけど、中核イオルは出来た段階では国にそれ

をやってくれというふうに委譲するというふうに提案してあります。ですから、白老が

やるわけではありません。そうすると、なおさらご意見のとおりに白老はどうなるんだ

と。それは今やっている自信があるからです。白老地区としてはですね。今、イオル再

生構想があろうとなかろうと、今、アイヌ民族博物館を中心としてやっていることがす

でに白老地区というものを頭に入れてやっているということだというふうな自信がある

し、すでに蓄積がありますよと。ですから、これからも、これがあろうとなかろうとそ

れは続けていくわけですね。それからもう一つ。ただちょっと欠点があるんですね。白

老地区と称する場合に。それは今までの白老の地域社会の活動がアイヌ民族を取り組ん

だ活動でなかった、ちょっと極端に言いますが、なかったせいで白老のア イヌ民族の特

性を示す文化の伝承というのが非常に希薄だった。で、今、アイヌ民族博物館で公開し、

展示している文化は平取町とか千歳とか、そういった所の人たちを招いて蓄積したもの

であると。なぜ、そうなったかと言うと、その頃はまだ平取にしろ千歳にしろ町でそう

いうことをやろうとするものがなかったので、そのまま埋もれていたわけですね、和人

の社会に。知られないで延々と続けていたと。それをアイヌ民族博物館がここへ導入し

て、その人たちの文化の保存をやってきたということになりますね。それはあとで、岡

田先生はその辺が詳しいんですけど、地域イオルについては。今まで掘り起こしをしな

かった。今までというのはアイヌ民族博物館が出来る以前の問題なんですよ。早く和人

化が進んでいる地区なんですね、白老とかは。そうするとアイヌであるのは嫌だという

人たちがどんどん増えていく最先端ではなかったかと思うんです、これは私の見解です

けど。そうすると、なおさらアイヌであることをやめていくという気運が強くなってい

きますから、言葉も段々話さなくなる、アイヌの服を着て町を歩くことだってしなくな

っていく、早く和風になっていうという。ですから開拓以前から、白老の場合には 伝統

的なアイヌ文化を押さえる社会的な経緯があったということが原因であって今そうだと

いうことですね。ただ、その中でも宮本エカシその他を中心とする人たちは、なお持っ

ていてですね、まだ伝統の中で生きていた人たちは生存していたわけですから、その時

に来る度に踊りを見せ、物を作って売るようになったということから今のアイヌ民族博

物館は始まったと。もうすでにそれが学問的な体系をしようとする段階ではエカシたち

もどんどん亡くなっていって、聞き取りも終わらないうちに亡くなっていったと。資料

も散逸していくと。そんなことで白老自身の 問題点はそこにあって、これから復興しな
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きゃいけないかと思います。ちょっと今の補足を・・・。 

○委員長（近藤守君）  岡田副代表。 

○副代表幹事（岡田路明君） 補足と言うほどのことではないんですけども、斎藤副委

員長のご心配はさもあらんというふうに考えております。ただ、僕がこの文章を作る中

でやっぱり一番そのことについて随分議論したんですけども。こういう同じものが何回

も作り直されたわけですが、この中に白老という地域イオルが入っているものもあった

んですけれども。中核イオルなのか、地域イオルなのかという区分けの経緯が、そもそ

も道の方の出しました会議の区分けの経緯というのは当初もう一つか二つ一緒に手を挙

げまして、要はこのイオル構想というものを自分の町へ、あるいは十勝のように地域と

書いてあるところが、これは帯広がやっていることですけども、自分のところへ持って

こようとする、候補地として立候補したところがありまして、最後まで立候補を続けて

いたのがこの７つですね。その中で道の会議が出した結論が白老が適地だろうというこ

となんですが。じゃあ、他の６つをばっさり切り捨ててあなた方の所はもうどうでもい

いよと、何も残らないんだよということになるのかと言うと、それは逆に言うとその地

域の人たちの、今まで誘致活動やってきた人たちの感情というものもありまして切り捨

てられなかったんだろうと。そこから折衷案と言いましょうか、白老を中核イオルとい

う名前にしまして、他の６つを地域イオルという名前にしてしまったというところから

道の報告書が出てしまってますので。道の出した報告書の中には地域イオルの中に白老

はない、存在していないんですね。ですから、今年と来年に渡って行なわれる調査の中

でも白老と他の６地域イオルというような区分けをしてしまっているというのがありま

して。元々、白老が地域イオルになるという、位置づけにするという感覚が道の報告書

にもないものですから。最初、入れた時期もあるんですけども、最初から道の方にない

んであればなくてもいいんじゃないかと。と言いますのは、しょせん白老が地域イオル

になる、それが例え国が中心となってこの中核イオルを運営したとしても中核イオルに

なる場所は白老ですので、その中で行われる伝承事業の主なものは白老の伝承事業なる

わけですね。使う山も白老の山ですし、海も白老の海ですし、川も白老の川ですから、

当然そこで行なわれる文化伝承事業につきまして白老 の文化というものが中心になって

くるだろうと。であれば、あえてここで、先ほど中村先生からもお話ありましたけども、

最初から地域イオルとして白老が存在するんだという言い方をしなくても、当初は中核

イオルとしての活動でもいいんではないかと。そのうちに、それが発展する中で地域イ

オルとしてどうしてもこの部分だけは白老の特性を残さなければいけないというような

ものが出てくるとは思うんですが、その段階で地域イオルとして白老を位置づけるとい

う手もあるんではないかというようなことから、地域イオルの中から白老は外したとい

う経緯がありまして、白老の文化がどうでもいいというふうにぞんざいになってしまう

というのは、そうなりますと誘致をしたという目的も何も本末転倒になってしまいます
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ので、白老がどうでもいいわけじゃないんですが、白老が中心になるということですか

ら、とりあえずはそのまま中核イオルという位置づけで構わないんじゃないかというふ

うに考えているところです。 

○委員長（近藤守君）  吉田委員。 

○委員（吉田 和子君）  今、構想ということで説明があったんですけれども、年次計画

及び優先順位までずっと述べながら、作成されたということなんですけども。全体的な

構想を聞いているとかなり大きなと言うか、頭の中で描けないぐらいいろんな構想があ

って、教育面も、すべてこれは継承するためには必要なものだろうというふうに思うん

ですけれども。この計画というのは何年ぐらいで成り立っていくものだとお考えになっ

ているのか。それからお金の話をして申し訳ないんですが、国も今いろんなことで、こ

の構想が大きければ大きいほど国の予算というのは見ていくとかなり厳しい植生調査か

ら始まって、すごいギャップがあるような気がしてしょうがないんですね。そういうこ

とから考えていくと、この構想が本当に実現されていくためのステップをどのように積

んでいけるのかなっていう。だから、本当に経費と年数というのは、先ほど中村先生の

お話を伺っていて、本当に失われていっているものはたくさんあって、伝承されなけれ

ばいけないものが、それから口で伝わっていくもの、体で伝えていくものというのがど

んどん失われていっているというお話を伺った時に、本当にこの構想が国に行って説明

することさえ、なかなか難しい現状にあるって先ほども言ってましたけども。そういう

全体的なことを含めて、どのように私たちも理解をして、どのいうふうに捉えて考えて

いくのかなというのをちょっと思って聞いてたんですけども。 

○委員長（近藤守君）  久慈参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） 我々としてもこれが出来れば、まず素晴らしいなと

いうのは思っています。それと、これが出来るとアイヌ文化のイオルの目的が達成でき

るかなと思っているんですが。全体でどのぐらいの年数かかるかというお話ですが、今、

話出来るのは１日も早くやっていただきたいなという気持ちで今考えているんですよ。

ただ、その中で確かにこれは国でやらなきゃならない事業なんですが、我々道庁も含め

ていろいろ話している中で出てくる話、これは事務的な話ですが、地元負担なんかも出

てくる可能性もあるんじゃないですかという話もあるんですね。そうなった場合、どの

部分が地元負担として出てくるかという話になると思うんですけども。今、積極的にや

っているんですけども、一日も早くやっていただきたいという考え方で進めるんであれ

ば、例えば、この部分については白老町があれしますよとか、この部分については道が

やりますよと、だ けど、ここは国がやってくださいというようなすみ分けなんかも、こ

れから考えなきゃ駄目かなと思っているんですよ。早くするためにはですね。ただ、一

方ではやはりこれは国の事業ですよという形で推し進めていくと。その辺の見極めをい

つにするかというのもあるんですけども、その駆け引きですね。ですから、そういう事
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態もこれから想定をしなきゃならないこともあるのかなというふうに考えています。そ

ういう時期にくればですね、また議員さん方にもご相談申し上げていかなきゃ駄目だな

と思ってますが、現時点ではこれは歴史的な経緯からいってですね、やはりこれは国で

やるべきですと、国でやる事業ですよというようなことはかたくなに今は言っていきた

いというふうに思っています。ただ、先ほども言ったように、どうも思わしくないなと

いうような状況が出てくれば、今言ったようにすみ分けということも考えなきゃならな

いこともあるのかなというふうに思っております。 

○委員長（近藤守君）  はい、どうぞ。中村さん。 

○代表幹事（中村齋君） お金の話は私は疎いのですが、私が国でなければならないと

いうことを国の役人に言っております。その理由は奪ったものは返せと。これはもう他

の地域と違うんですね。他の地域は身内の中で食い合ってるあけですけれども、アイヌ

民族の場合は他の民族から奪ったんですね。それは返さなきゃいけないだろうと。そし

て、北海道というものが成立したのはなぜかと言うと、日本の近代化のためにあったわ

けですね。そして、私の祖先なんかが、父、母ですけど、移住してきて占拠したわけで

すね。私も、申し訳ない、土地を持ってしまったんですが返さなきゃいけないと思って

いるんですが。それはおかしいですね。だから、しかもそのことによって日本が近代化

を、今日の繁栄を誇るようになったのはやっぱりアイヌ民 族の犠牲の上で成り立ったと

いうことを日本国民全体が知らないと困るんですね。やはり案外知らないんですね。ア

イヌ民族というのは全然別な塊であって、観光、物珍しく、興味深く見るものであると

いう位置づけであって来るんですね。だから、その考えを払しょくしなければ、国の予

算によるアイヌ文化の復興はありませんし、小さく言えば地域の予算の復興も有り得な

いと私は考えますね。だから、基本的なそういう考え方、スタンスというものを持って

ほしいと。我々も、行政的ないろんなやりくりあると思います。それはそれとして置い

ておきながらですね、しかし基本的にはそういうものをしっかりと考えなきゃいけない

と。それからもう一つは、先ほど申し上げましたように、これが始まるか始まらないか

の前にすでに私たちはやっていかなきゃいけない。７０歳以上のアイヌ民族系の人たち

の聞き取りとかを全部やっていかなきゃいけないんです、今。僕ももうすぐ死ぬと思い

ますが、死んだら無くなっちゃうわけですよ。聞けないんですね。私の母親も移住のこ

とを聞こうと思っているうちに死んでしまって聞けなくなっちゃったわけです。これは

もう文化の復興も何もないんですね。ネタが無いわけですから。そう すると、これは一

方において進めるし、国からたくさんお金もらいたいと私も思ってますが、もう一方に

おいては無くてもやらなきゃいけないかという課題を今アイヌ民族博物館は抱えている

わけです。それをやっぱり一つの早く促進する材料としても、それを述べていきたいと

思っております。それから子弟の教育というのに重点を置いてますが、アイヌ民族の復

権というのは自分がアイヌ民族であることでいいって誇りを持てる社会を作るためには、
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言う人がいないと出来ません。言う人がいなくなったら、そんな必要はないわけですね。

私はアイヌ民族だって言う 人がいなくなったら困るわけですよ。そうすると、それはア

イヌ系の人がアイヌ民族であると言ってもしょうがない。私の子供が言ってもしょうが

ないわけですから。そうすると、そういう子供たちの教育というのは非常に大事だと。

家庭教育からやっていかなければいけませんし、それから和人の混合社会の今の学校教

育制度や社会制度の中でも白老町ではそれはやっていかなきゃいけないと思うんですね。

ですから、これだけのことをやってくれないとなまじかなことでは済みませんよと言う

のがこの計画だと押さえてください。今までのアイヌ文化復興のための施 策というのは

すごい中途半端であって、何の実りもないと言ったら加藤さんに怒られるかもしれませ

んが、効率が低いと言い直しますね、すみません。効率が低いんですね。あれだけの今

までの蓄積があったら、もうちょっと今までに消えていったいろんな無形の文化だとか

思想とか言語とかはよみがえっていたであろうと思われるぐらいのお金なんですね。で

すから、そういったような使い方の問題も含めてやっぱりこれは箱ものだというふうに

言われて、どうも警戒されているようなんですが、箱ものではなくてそういう精神的な、

しかし根本的な問題を重視するという案としてやっていただきたいなと、考えてもらい

たいというのを皆さんに言いたいなと思っております。 

○委員長（近藤守君）  加藤副代表どうぞ。 

○副代表幹事（加藤忠君）  今、これを進めるために誰かが、学者が言ったからどうの

こうのじゃないんだなと思うことを肌で感じたね。例えば国土交通省に行っても。１０

何人で行った時もウタリ協会で来たと言ったら、はい、どうぞ、どうぞって、このぐら

いの大きいテーブルで非常に親切丁寧にいろんなことに答えることがあったがゆえに、

これから先、ウタリ協会がきちんと、先ほど参事言ってたけど、 一枚岩できちんとしな

ければこれは進まないなということは非常に感じ取れたんですよね。ですから、今回は

いろんな意味で雑誌にたくさん載っているんだけども、何回にも渡って載っている人方

がいたりして非常に大変なことがあったんだけども、とりあえずはこの間３０日の理事

会で２月１日からイオルのことの委員を作るということで推薦されて、３月１５日まで

その委員が全部出るのかなと。その上で北海道が一丸となっていかなければ駄目でない

かなということを感じ取れるものですから。例えば、白老町もそうなんですけども、先

ほど館長言っておりました よね。白老町の根底にあるそのものは、白老町が一丸となっ

てないんだなとかって思う部分は、過去にですよ、そのことが指摘される部分は往々に

してあるのかなという懸念されるところです一つはね。平取とは違ってというところが

出てくるのかなとありますけれども、それはそれで過去として前向きにこれから、じゃ

あ白老町として皆さんにもお願いしながら一丸となっていかなければ、このことについ

ては進まないような気がするんですよね。ですから、白老町もそうですけども、北海道

も知事を先頭にしながら行くことぐらいのことを考えてやらないと。ですから、この特
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別委員会が出来たら、まず、神戸議長を通じながら特別委員会として北海道知事に対し

てどう行くかということをやっていかなきゃならないと。それには白老町自体がきちん

と理解していって持って行かなければ、そのこと自体も受け入れてもらえないのかなと

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（近藤守君）  鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  大体吉田さんが聞いたことがちょっと聞いてみたかった部分な

んですが、やっぱり国としても前は単一民族だと言っていたやつが小数民族がいるとい

う、そこを言ってしまってからの、言った以上はそれを保護するとかということを国際

社会に向けて発信しなければですね、日本国としての何て言うんですか、面目と言うの

か、そういうところで言ってしまった部分が何となく感じられて。そうだけど、言って

しまった以上はやっぱりやっていただくという、そういうところにうちらが持っていか

なきゃ駄目だと思うんですね。ですけども、何か国が考えているところと、今、構想が

出てきた部分との温度差が非常にあるような気がするんですよ。だから、より以上に今、

言ったように皆でやっぱり一枚岩になって、北海道を含めてですね、当たっていかなけ

れば実現出来ない部分かなというふうに思います。そして、白老なんていうのは結構、

博物館を中心に歴史がある、中村先生もおっしゃったように結構一所懸命その部分でや

られている部分があって、そういう部分があるんであれば国もそこをやっているんだっ

たら、それでいいんでないのみたいな話で終わってしまうような一面も何かあるような

気もするんですよ。子弟の教育と言うんだったら、岡田先生もおりますけどもどこかの

大学にお願いして教育してもらったらいいんでないのみたいなところで分散されてしま

って、今、うちらが立てたような計画でなくて、もっと違うような形で国がいってしま

うんでないかなという懸念もちょっとするところもあって、やはり白老でまとめていた

だいたこの計画が少しでも実現するような、そういう方向に向けていくためにはやっぱ

り一枚岩になって北海道全体で今の地域イオルと言われた方もやっぱり自分たちの役割

と言うんですか、そういうものを持ってやっぱり当たっていかないと駄目かなというよ

うな気はしておりまして。それは今、お話聞きましたので。今、中核イオルで白老町は

今、こうやって基本構想細く作ったんですが、地域イオルと言われている６箇所ですか、

そちらの方は何かこういう地域イオルとしての構想みたいなものの作業というのは進ん

でいるというのは聞いているんでしょうか。そこら辺ちょっと。 

○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） 中核が白老で、地域イオルが６つになってからは地

域イオルでは作っておりません。ただ、中核になるかならないかまでにはですね、イオ

ルの再生構想はこうあるべきだということは札幌から今の６つの地域では、格差はあり

ますけれどもそれなりに作っております。 

○委員長（近藤守君）  はい、鈴木委員。 
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○委員（鈴木宏征君）  役割というのがきっとあるというふうに考えて、中核と地域と

いうふうに分けたというふうに考えれば、やはり中核イオルはこういう役割をしますよ

と、地域イオルはこういう役割で進んでいきますというものがきちんとうたってないと

またまずいような。国の方に説明する時に、中核イオルはこういう構想でわかりました

と。地域イオルのはどういうことをやっていくんですかみたいな話になった時の、やっ

ぱり話としては地域イオルとしての構想というのを、考え方を持っていかないと駄目だ

と思うんですが、そこら辺はもう決まっているんでしょうか。 

○委員長（近藤守君）  はい、中村代表。 

○代表幹事（中村齋君） 北海道会議の中では地域イオルというものをこんなふうに考

えてます。アイヌ文化と言ってもそれぞれの地域に分かれた文化の特色を持っている、

歴史を持っている。したがって、一括には論じられないというふうに言ってますね。で

すから、その特性がちょっとあいまいだというだけであって特性があることは間違いな

いし。それから、例えば白老のアイヌの人たちの祖系をたどっていくとどうも平取の方

にありそうだと。元からここに居た人はもっと南に移っていったというふうなことも今

まで言われている、学問的な証明はちょっと難しいんですけれど、そういったことが言

われている。そうすると、本当に全道で一括アイヌ文化と捉えるのは非常に難しいし、

捉えるべきではない。言語も多少、私は網走の出身なんですけれども、札幌に来てみて

向こうで言ってたアイヌ語とこっちと違うなというふうなことが私でもわかるぐらいの

違いがあったりですね。それから家の建て方が違ったりする。そういったものは逆に言

うと、もともと人間というのは自分の生息環境の中で生活を成り立たせていたという基

本的なことを証明するわけです。そういうことを証明する ためにも地域というものを拠

点にした、十勝なら十勝、釧路なら釧路という、海岸があるかないかを含めて、そうい

ったものをちゃんと明確にすることは必要であるというふうな位置づけをまずしており

ますね。それから、先ほど申し上げましたように、地域間の移動とか親族関係とか、あ

るいはいつ頃から和風化が進んだかとか、その結果その地域はどうなったか、アイヌ民

族はどんなふうな変化をしてきたかとか、そういったものを比較研究するためにも、そ

れぞれを区分して明確にしていく必要があるということまでは明示されていますので、

あとは今度具体的にそれをどう展開するかということだと思います。それから、現在、

自然環境が非常に変わってきてまして、人為的あるいは自然的に。そうすると例えば今、

アイヌ民族博物館ではチセを作ってるんですけど、前にここで豊富に取れたカヤがない

んですね。それでどうしているかと言うと、例えばガマなんかは十勝からいただいてる

し、カヤもあちこちから、遠くまで出かけていって集めてやっと今、屋根にしていると

いうことがあるんで、文化をこれから復元する再生すると言った場合にも地域の特性、

特性というのはまだ残っているとか残っていないとかを含めて特性です。そういったも

のを明確にしていく必要があると、そういうことで地域イオルはこれからもうちょっと
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概念を明確にするところまではあるんですけど、とりあえずはそういう意味づけはされ

ていると押さえております。 

○委員長（近藤守君）  ちょっと休憩してお諮りしたいんですけども。 

                          休  憩           午後  ５時００分 

 

                          再  開           午後  ５時０５分 

○委員長（近藤守君）  では休憩を閉じて委 員会を再開します。ご質問の方どうぞ。斎

藤副委員長どうぞ。 

○副委員長（斎藤征信君）  教育問題のところでちょっと一つ伺いたいんですけども。

単一民族という言葉が出たとさっき話出たんですけども、この考え方というのはかなり

根強くあるんだろうと。間違って出たものじゃなくてね、あるんだろうというふうには

思うものですから。やはりその中でこれからの教育をどんなふうに進めていくのか。私

たちも実際に現場でアイヌの文化を取り上げようとした時に、様々な邪魔が入って自由

には出来なかったと。これがかなり変化をしてきていることは大体わかっているんです

が。この計画書の中の３９ページ。そういう目で見てきますと３９ページのところに博

物館でアイヌ民族がいることを知るって、こう書いてあった文章におやっと思ったんで

すよね。博物館に行ってアイヌの人たちを見るということ自体が変な話だなと。これは

実際には同じ地域の中で自然に共存出来る関係というのが本当はそのための運動じゃな

いのかと、そういう気がするんですけども。小学生の場合も確かに歴史は大体３年生ぐ

らいから副読本でやんわりと勉強し始めるわけですけども。だから、習い始めたからす

ぐ民族教育なんだというふうにはならないだろうというふうには常々思ってたんですよ

ね。周りの環境、地域との関係だとか、それから教える側にそれだけの知識があるか、

とすれば教える教員側の質的な向上、豊富な知識を持たない限り駄目なんでないかと。

そういう研修をもっともっと大事にしなければならんと。そういう中で教育というのが

組まれて行かなきゃならないんじゃないかと。その辺りがどこかに書いてあるかなと思

ったらそうでもないような気がして。それでもう一つの問題としては、３９ページにア

イヌ民族学院を将来的に設置するとこういうふうになっているんですよね。じゃあ 、民

族学院を今、創立した段階でどういうことが出来るんだろうかなと考えたわけですけど

も。もちろん、これを作る場合にはもう周りの地域が変わって、そういうものを建てる

ことも当然だというふうに世の中が変わってきた時だったら話は分かるけども、今のま

までこういう学院を建てた時に、今たくさんある各種学校の一つにしかならんと。あそ

こはアイヌの人たちが通う学校かというような形にしか取られないんじゃないのかとい

う気がしてしょうがないんですよね。やっぱり同じ日本人として同じ学校に通いながら、

そこの中でそういう民族としての誇りを学 ぶような、そういうことが必要だとは思うし。

それからもう一つは学ぶ子供たちが小さければ小さいほど、多文化教育って名前で今は
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言っているんですかね、文化が一つじゃなくて私たちのわからない文化、いろんな文化

が交じり込んできて成り立っているんだよと、こういう文化もあるんだよということを

学びながら、そういう人たちが民族として誇り持って生きていけるんだというような、

すんなりとそこへ入っていけるような体制を作らない限り、この民族学院なんてのはな

かなか難しい課題なんだろうなというふうな気がするんですよね。だから、そこまでに

行くまでの過程として、地域を変え、そして学校を変えていくような仕組みがなければ、

私たちはこの中で教育を変化させてきたというふうには言えないんじゃないかと、こん

なふうな気がしてこれを読んだんですよね。その考え方が間違ってないのかどうなのか。

その辺りご意見をお伺いしたいなというふうに思います。 

○委員長（近藤守君）  はい、中村代表どうぞ。 

○代表幹事（中村齋君） おっしゃるとおりです。ただ、お気づきでしょうけれども、

これには言わずもがなのことが書かれていたり、妙に具体的であったりする部分がある

と思います。それは意 識しております。なぜなれば、これを見る国土交通省のお役人を

頭の中に置いているからです。それで抽象的には多分皆さん頭がいいからお分かりなん

でしょうけれど、じゃあ具体的にはどうかという段階になると、それがどうもイメージ

出来ないと、今までの話からですね。それで、ここは例えば博物館の機能なんて博物館

と言えば分かるはずなんです、いちいち説明しなくも。だけど、あえて博物館とはこう

だとか、館長がいるとか、学芸員が必要とか、大体学芸員がいるかどうかを知らない人

が日本人多いんですよ。学芸員てなんだと言われる。私も学芸員ですけど、全然尊敬さ

れない。外国では学芸員ていうとプロフェッサーなんですね。それを僕が言わなきゃい

けないぐらい尊重されない。そういう社会を意識して、ここでこういうことを言ってお

かないと、またそこで説明しなきゃいけないだろうというところについては妙に具体的

に書いてあります。ですから、そういう意味ではこれは一つの原原案ですから、わりと

安心してそういう整合性のないことをやっております。それから、ここのカリキュラム

ですけど、これは私が作ったものです。これを作るにあたっては今までの白老町の風土、

それから白老町の先生方のいろ いろ意味での能力、それから社会の受け入れ方、そんな

ことを考慮して最低限のことをでまとめてあります。もうご承知でしょうけれど、子供

は認識度、学習度が段階がありまして、大人がいくらそこでそれを教えたくたって全然

理解しない階ていがありますので、それは教育学的にこの学年ではこのぐらいの認識度

というものがあって、それで段々自分から自分の身の周りに、さらに自分の周りに。そ

して、もっと客観的にというふうに発展して学習を進めていくカリキュラムを組むわけ

ですね。ここで低学年で共同学習と書いてますけど、これは一応３、４年生の共同学習

を意識して、１年生２年生はカリキュラムでは共同学習やらないから３、４年を考えて

います。そうすると３、４年でどこまで民族意識とか民族の存在とか、異文化とかがわ

かるかと言うとあまりわからない。それで何か違っているなということで、まず導入部
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として、隣のおじさんがアイヌだと言ったらとなりのおじさんはすごく怒る場合があり

ますね。怒るという言い方はちょっとおかしいですけど、もっと複雑に怒る場合がある。

そうすると、うっかり隣のおじさんはアイヌだよとは言えない。それは小学校３、４年

生の副読本を作る段階でですね、うちで はまだそれをやっているよと、つまりアイヌ文

化の表記のところなんですけど。うちではまだイナウを捧げてますよというような表記

をしているところを、原案としてあったんだけど、それは否定されているんですね。そ

うはいかないだろうと、ここの社会の認識度ではですね。うちではと言えるのはどのぐ

らいいるかと言われるといないと、そうするとそれは妙に寝た子を起こすことになるの

ではないかというような懸念があって。しかも我々が作ったとしても、それを教えるの

は先生ですから。先生がその材料をどう扱うかの能力にも関わってきまして、ちょっと

した言葉で登校拒否になることが理解出来ない大人ばかりですから、そういうことだと

困るので。博物館というのは割と第三者的な存在なんですよ、教育機関としては。で、

しかもここでは私はアイヌだと言えるのは博物館にいらっしゃるわけです、学芸員を含

めて。そうするとアイヌの民族がいることを知るというのは一番いいですね。そこでこ

の人はアイヌ民族だよと言うとああって思うていうような程度のことですよというのは、

この後これをどう展開するかというものが出てくるわけで、それは先生方とこれを詰め

てどんなふうに展開するか、その段階でどういう 問題が起こるかというのはこのあとで

くると思います。それでまた、いや、ここではやめようということになるかもしれない

という程度の材料として見ていただきたいと思います。こうあればいいなと思って作っ

てます。 

  それから民族学院については、これは実はアイヌのご婦人一人ですけど、アイヌの有

識的ご婦人の提案なんです。これは朝鮮学校も頭に浮かびました。それから日本国憲法

から基づく教育基本法がありますから、今、一応アイヌ民族は日本国憲法の下で権利を

主張することになりますので、そういったようなことから考えると憲法違反になる可能

性もあるし、いろいろあるんですけど。これはアイヌ民族の一人でもそういう声を出せ

ると。つまり、社会がそれをひょっとしたら朝鮮学校のように疎外するかもしらん、石

つぶてを投げられるかもしらん、でもアイヌ民族というものの尊厳とか誇りとかアイデ

ィンティティとかを育成するにはやっぱりこういうもので積極的にやっていかないと駄

目なんだという切なる思いが吐露されたと思ってですね、私はそれを取り上げようと決

めました。ですから、あれはこの構想の中では入ってませんので、異質な形で置いてあ

ります。これは異質だろうと言われたら、そうですと言います、説明の時にね。今度は

ちょっと文章を変えますが、あまり過激なところが多すぎたので修正いたしましてです

ね。例えば、これなんかはそういう社会環境が出来た段階、近くなったという表現しま

した。平等な社会の確立というのは視点の３番目にありますが、その社会が確立する直

前ぐらいからこの構想をやっていこうかなというふうな表現に変えてありますので、い
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たずらにあつれきを起こすようにして置くというものは全くありません。しかし、課題

だと思います。問題提起として受けとめてください。 

○委員長（近藤守君）  どうぞ、岡田副代表。 

○副代表幹事（岡田路明君） 補足の説明なんですけれども、斎藤副委員長がご指摘の

ように子供の教育というと言いましょうか、そういうものは本来もっと僕はこのイオル

構想で取り上げるべきことではなくて、日本国が国際化を目指すんであれば異文化理解

というのはもう国際人としての絶対的な必要条件ですので、英語しゃべれるとか何とか

というのは２次的なものですよね。国際人になるためにはやはり自分と違った文化をき

ちんと認識し、認め合うということが必要なわけですから、それを本来であれば義務教

育の中で日本の国がやるべきことであっ て、アイヌのことだけを取り出して、このイオ

ル構想なるものの中で、アイヌ文化の振興を目指そうというイオル構想の中で取り上げ

るべきことではないと私は思ったんです。ただ、アイヌ文化のことについて理解をして

いただくためには、まずアイヌ民族がいることぐらいは理解してもらわなければならな

いだろうと。それには早ければ早いほどいいだろうと。と言いますのも、私事ですけど、

私の娘が札幌の学院大学というところへ行っておりまして、その講義の中でたまたま北

海道文化を教える講義があったんですが、その中で他の学生が先生がアイヌ民族のこと

を話したことについて、一人の学生がじゃあ大学生の中で自分がアイヌだということを

知ってて大学に通っている学生なんかはいるのかという質問をしたっ言うんですね、自

分を目の前に。自分というのはうちの娘アイヌですから。自分を目の前にしてそういう

話になったと。驚いておりました。さもあらんという話には二人でなったんですけど。

娘とそういう話にはなりましたが、自分がアイヌ民族であることを知らないでみんない

ると今の学生は思い込んでいるのかと。たくさんいる学生の中で誰一人そんな馬鹿なと

いう話にはならなかったわけですね。結局、なぜ こんなことが起きるかと言うと、今の

教育の中では一度たりとも自分の周りにアイヌ民族がいるという教育がなされていない

んですね。どこでも修正されていない。僕は実は和人の生まれなんですけども、小学校、

中学校、高校通しまして、自分の身の回りにアイヌ民族がいるという教育を受けた覚え

はありません。それは自分が勝手にいろいろ知っただけのことであって、教育の中で、

特に義務教育の中で受けた覚えはないんですね。最近はだいぶ、先ほどの先生の話でも

副読本やなんかのこともありまして、全地域じゃないですけど、地域によってはアイヌ

民族がいるんだと、君たちの中にもいるんだよということを教えつつある地域もあるか

と思いますけれども。それは全地域じゃないですね。ですから、本来ですとそれはこの

イオル構想なるものの中で、イオル構想というのはあくまでもアイヌ民族の文化を復権

しようという構想ですから、その中でアイヌ民族に対する差別を無くそうだとか、アイ

ヌ民族の基礎的な知識を子供のうちからつけさせようなんていうのはここがやるべきこ

とでは本当はないと私は思っております。ただ、それが積み重なっていかないとこのア
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イヌ文化の振興も成り立たないものですから、ここにこう いうような取り扱い方をさせ

ていただいたという経緯があります、僕としてはですね。それと、もう一つは２９ペー

ジでしょうか、先ほどご指摘にありましたアイヌ民族学院のところ。これは差し替えた

のは回ってないんですね。これは幹事会の中の一人の方が提案されたことなんで、提言

という形で載せたんですが、その後と言いましょうか、つい一昨日の話ですけれども最

終的な見直しをした時にこのままではまずいだろうと。と言いますのは、私としてはや

っぱり小学校、中学校というのは自分の選択が出来ない。これはアイヌ民族として生き

させようということでこういう学校を考えたわけですけれども、中学校なら判断つくか

もしれませんけども、特に小学生になる時に自分がアイヌとして生きたいのか和人とし

て生きたいのか、まさにアイディンティテイですが、その選択というのは僕は出来ない

というふうに思っております。ですから、最終的に修正された中からは小学校、中学校

は消えております。小学校、中学校、義務教育はやっぱり日本文化と言いましょうか、

日本の義務教育で受けるべきだと。ただし、日本の義務教育そのものを変えるべきだと

いうふうに考えております。それで、そういう社会が出来た暁には、 このアイヌ民族学

園というのを作って、つまり理解される社会が出来た暁にはアイヌ民族学園を作って高

校から、義務教育を終えて高校から自分が選択を出来る年代から、自分がどちらで生き

るかを選択して学べる機会を作ると。全員がやる必要はないですけども。自分がアイヌ

として生きたいと認識した時には、その道を選べる機会をちゃんと設定するということ

で、この提言を残した方ががいいんじゃないかということから残っております。という

ようなことです。 

○副委員長（斎藤征信君）  これだけ詳しく説明していただくと、すべて討議した上で

書かれているということがよく分かりましたので結構です。 

○委員長（近藤守君）  堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） ちょっと基本構想でなく、その前の方にちょっと逆戻りする

ような感じなんですが。平成１４年の３月に伝統的生活空間再生構想の具現化に向けて

の最終報告書を策定して、北海道会議でですね、そして国に北海道として出したという

ことなんですが。その次の１５年度から植生調査というもの始まりましたよね。これは

この報告書の中に、そういう植生調査から始まって云々という形の報告書だったのか、

たまたま報告書とは関係なく国は国として具現化に対する施策と言うんですか、これは

国は国なりに持っていて報告書とはまた別の形でやられているのか、その辺がちょっと

先ほどからいろいろお話聞いているんですけども、何かちょっと北海道ではアイヌ民族

の文化こういう形で、中核イオルとか地域イオルとかってなっているんですけど、国で

言うのはイオルという形で中核も地域もこれは国としては関係ないことなのかなという

感じもするんですよね。そらから国自体のこのイオル構想の基本的な考え方ですか。こ

れと、今、我々一所懸命要請、要望しているのと何か合わないような感じ受けるんです
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よね。そのようなものですから、その辺の今まで事務的な折衝の中で、その辺はがっち

り案があって、たまたま今、予算がないからこういう時間がかかるよとかね。この部分

で合わないから国は国でこっちの施策からやるよというようなものになっているのか。

その辺はどのような形になっているのか。その辺はどうでしょう。 

○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） まず、最終報告書の中に今後どういう形で調査をし

てどうということは一切書いてません。要するに中核イオルとしてはこうあるべきだと、

その機能はこういうようなことするべきだと。地域イオルはそれぞれ６つありますよと

いうようなことの報告をしているだけであって。その先、それじゃあいろんな調査をこ

うするだとかというのは一切書いてないんですよ。それで、１５年にうちの植生調査の

予算がついてやったわけですが、私どもも最初１，５００万予算ついたから順調に、最

終報告にのっとった形の何か具体的な調査が始まるのかなというふうに思ってた、期待

はしてたんです。ところが植生調査だったと。こういうことなんですけども、我々とし

て主張してきたのはですね、こういう植生調査しなくてもそれぞれの地域イオ ルで情報

出せばいくらでも出せますよと。例えば、文献なんかについても、こういう文献があっ

てこういう調査してますよということでいくらでも出せますよと。こういうことをわざ

わざしなくてもですね、もうちょっと中身の濃いものをやったらどうですかという話は

道にもしましたし。国にもしました。何回もしまして、国のある担当者、室長さんのい

わく話ですが、要するに国土交通省は先ほど前向きでないとは言っているけども、内心

はやはり前向きにやりたいという考え方を持っているんですよ。ところが予算つける時

にはやはり今日来ました財務省とやりと りすると。そういった場合にですね、財務省は

やっぱり説明を求めるらしいんですよ。要するに伝承者、それから植生、自然を再生す

るとこう言っているけども、それじゃあ量的にどのぐらい必要なの、どれだけ足りない

のということを求めると言うんですね、やっぱり。だから、このイオルをやらなきゃ駄

目なんだという、我々とちょっと考え方違うんだけども、そういう国土交通省の予算の

やりとりでそういう話が必ず出てくると。だから、どうしてもこういう植生調査をして、

例えば白老の山にはオヒョウがこれだけ足りないだとか、あそこへ行けばこういうもの

が足りないだろうという調査をして、だからイオルをやらなきゃ駄目なんだって、基本

計画も立てなきゃ駄目なんだという順番を追っていかなきゃ駄目なんだという、こうい

う話がされているんですね。最近そういう話を室長さんは話してます。そういうことが

ありますね。それからあとは最終報告書にのっとってですね、北海道が出した最終報告

書を基本に我々はこの計画書を立てているんですよ。だから、勝手にいろいろやってい

るわけでなくて、最終報告書の基本に沿ってこれをさらに具現化の内容に詰めていって

いるとこういうことなので、だから、この内容に 対しても北海道も多分理解されている

と思います。これから説明するんですけども。その段階で構想も作りましたけども、こ
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れも北海道と同じ考え方ですねということで理解してますし、国の方に行った時にもそ

れなりの理解されているかなと。 

○議長（堀部登志雄君） 理解されているの。そういう具合に考えてよろしいんですか。  

○生活環境課参事（久慈幸男君） されていると思う。構想はこうだなっていうのはね。

ただ、冒頭で言ったように中核はまだ決まってないよという考え方ですね。それでね、

何回も国土交通省とやりとりをしていろんな形の中で話しているんですけども、最近は

アイヌ施策室というのは国土交通省は１課しかないんですよ。だから、これをするため

には我々も血と汗流しますよという話は担当の室長さんからも受けてます。ですから、

これがうやむやで終わるということはまず無いんでないかと思います。仮にうやむやで

終わっちゃうとですね、我々だってあれだし、もちろんウタリ協会だって何なのという

話になると思いますので。ですから、先ほどから何回も言いますように、我々のこの計

画は北海道の最終報告書に沿った形でやっているということは間違いないし、それなり

に国の方も理解さ れているかなと思いますし、それなりのインパクトは与えているのか

なとこう思っているんですよ。それで今日、財務省の担当者が来ましたけども、財団を

見るということもそれなりに気にしていることなのかなというふうに思って、理解して

いるんですけどね、前向きにね。ですから、こういう行動は私は必要だと思います。 

○委員長（近藤守君）  はい、堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 最後なんですけども、今、私、何あれするかと言うと、要す

るに国でそれなりに北海道から出しているいろんな構想なり、報告書なりをある程度１

００％その通りやると は認識しなくても、ある程度それを尊重してやっていただけると

いう感触をきちんと持ってやるべきだと思うんです。そうであればですね、やっぱり北

海道全体、どっちかと言うと今、北海道全体のあれですから、やはりこれは政治的にも

それなりの党派を超えたですね、国土交通省なり財務省なんて言うとね、そういう形の

ところからやっぱりどんどん責めていくようなことも一つ、これに先ほど載ってました

からね、国会議員を通じてというような話も出ましたんで。それらの方をやはり強力に

そういうようなアクションも起こしながら、何としても同じ土俵で、例えば今、景気が

悪いから若干予算はつかないよ、つくよというようなことはあってもですね、それをし

ていかないと、まあ、理解されているでしょうぐらいでこちらで一所懸命やっても、何

か最後にがっぱりずれてしまったなんていうと、非常に皆さんせっかくここまでやって

ですね、非常に無駄足にならなきゃいいなという感じ受けるんですよね。当初、中核イ

オル決まった時には明日にでもすいすい行くような、非常に町あげて、町民から始まっ

て全体がものすごく燃え上がったんですけど、段々今度は本当に国もやる気あるのかな

いのかというようなとこまで行ったものですからね、その辺はぜひ一つ強力に北海道一

枚岩になってやっていただきたいと。これだけです。要望だけです。 

○委員長（近藤守君）   はい、加藤副代表。 
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○副代表幹事（加藤忠君）    一つ。ウタリ協会で民主党特別委員会があるからという

情報を得ながら、そのことでウタリ協会として行っているんですよ。こういうテーブル

で、これの３倍もあるような所で北海道選出議員で、横路さんもそうなんですけども、

議員の方々が８名出席したところでウタリ協会の理事長が熱弁を奮って、そのことで党

派も超えてやってもらわなきゃ困るんだとい うことで熱弁奮った経緯もあるんですよね。

ですから、今、議長おっしゃるように党派を超えて自民党だけじゃなくて公明党も含め、

民主党も含め、本当に党派を超えてやっていく必要があるのかなと切実に思って帰って

きたんですよ。国土交通省の関係もこれからはこのことについては、イオルについては

じゃあ要するにバッチで行くのかというふうなものの言い方もしてましたですよ。です

から、これはやはりバッチで行くことが一番いいんだなと思う感触も受けてきたんです。

そういう意味では今おっしゃられるように、何か煙に巻かれたようにして終わるんじゃ

困るなと。で、国連自体もこの２００４年には決議されないことに決まっちゃっている

ものですから、日本政府としても今から３年前に道新やなんかに載ったように、この１

００年間の中のアイヌに対する対策をどうやったかということを日本政府に説いている

んですよね。その時の答えが福祉対策をこうやっているというふうなことを日本政府と

しては答えているんですよね。じゃあ、何をやっているかと言ったら、知ってのとおり

道路作った、橋作った、そういう大まかなものを世界の民族に示したら、日本の国は金

額で示したらそれはそれは膨大なもので、おおっ と思いますよね。今回はイラクの関係

とか何かありすぎて、それが通らないことになったみたいらしんですよね。ですから、

そういう意味では危機感を感じているものですから、先ほどから言っているようにウタ

リ協会をあげてそのことに進んでいかない限りは進まないと思っていますし。さっき、

議長も鈴木委員も懸念されていた部分が、温度差があるんでないかというようなことを

言われてましたけれども、確かに温度差があるんで、先ほど参事が学識経験者が国の機

関でこのことを提案した人がいるんですよね、このイオルということをね。そのことに

ついても、やっぱりそういう人方にも理解させなきゃ駄目なんだということを言ってま

したけれども。確かにそれもありますけれども。懸念されるところはそこなんですよ、

一部ね。このイオルって何とかというのは伝統的生活空間だという、一般的には分から

ないですよね。何が生活空間なのか。で、このイオルということを、何を言いたかった

と言ったら、その人は伝統的生活空間じゃなくて居留地と言いたかったんだよね、本当

はね。居留地と言っちゃったら、人権もそうなんだけどもどちらかと言うとすごい問題

が、それこと土地問題とか、返さなきゃならないとか、いろんなことがあるものでイオ

ルって名前付けて言ったんだよというような、そんなようなものであるから、やっぱり

これから先はそのことを白老町もそうなんですけど一丸となって党派を超えながら、そ

ういうところに行ってバッチで行くより他ないのかなというような、うちは気がしてお

りますけどね。ですから、先ほど言ったように北海道は北海道として知事を先頭にさせ
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るんだということをしなければならないような気がしますけれども。そういう点では議

員の皆さんにも一つになってもらって、白老町もこれだけアイヌに対して理解している

んだよということを示 さないと、先ほど館長おっしゃっていたように、その点が和人化

されるのが早かったからこうだというようなことを言っておりましたけれども、そうい

う懸念もありますけれども、そうじゃなくてこうなんだよということを白老町の議会の

中でも示していく必要があるのかなと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（近藤守君）  はい、根本委員。 

○委員（根本道明君）  アイヌ文化公園構想の根幹にあるものは、これは僕が間違って

いればご指摘していただきたいんですけども、根幹にあるものは日本人が今プラスチッ

クが、そういう石 油文化の中で日本人が忘れてき ていたもの、こういうものをアイヌ文

化を紐解いてもう一度見直そうと、そういうふうな考え方が何かあったようにも考える

んですよね。そしてまた、それが世界の 少数民族の中にそういうふうなヒントがあるん

じゃないのかというふうなこと。それから、北海道の歴史の中でこういうふうに虐げら

れた歴史があったというふうなことから、もう一度見直そうよというふうなところが原

点にあったようにも考えるんですけれども。それと、今なんとなく他の町、僕は白老町

が一番北海道の中でアイヌ文化で中心になってね、そして指導的な立場になってやって

いかなきゃならないというのは先ほど説明のとおりだと思うんですけれどもね。確かに

このイオル構想、これは中核イオル構想といって白老のことで中核と入ってますけども、

やはりこれは道に、そうしたら北海道で出せよと言っても出せれないような気がするん

ですよね。そういうふうな面ではやはり中核イオルだけではなく、地域イオルのことも

やはり目を配って、北海道全体のいろんな地域イオルのいろんなこともやはり網羅して

いかなかったら、いろんな文化のことをやっていかければ本当のアイヌ文化の伝承と言

うかな、そういうふうなも のにはなっていかないのかな。これは中核イオルだけですか

ら、白老だけで原案作ってみましたけどね。そういう面では先ほど鈴木委員が質問をし

た、他の地域イオルではどのようなことをやっていますかというふうなことがそういう

ところにあると思うんですよね。やはり、他の地域イオルのところも地域イオルになっ

たんだから、いや、中核イオルにならなかったから大した魅力ないやと言ってやめてし

まうんじゃなく、やはりそういうふうなところにも働きかけてネットワークを作って、

これはやっぱりイニシアチブを取るのは白老だと思うんですよね。そしてネットワーク

を作って、そしてこれからの活動に努力していただきたいということ。それからまた、

これは非常に大きな問題ですので、持ち分担を分けてですね。特別委員会作ってるのは

この７つのイオルの中で白老だけだと思うんですけれども、その中で白老のこの委員会

はどういうふうなことをすればいいのかと。３つ目ですね。どういうふうにすればいい

のかというふうなことを率直に、要望ではないですけども、我々もわからないわけよな、
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こういうふうなことをやったらいいのか、またはやったら駄目なのか、越権なのかとい

うふうなことがあるものだから。だ から、逆にこういうふうなことをやってくれよとい

うふうな、運動やってくれよというふうなことが明確にされればそのように僕達も、出

来る出来ないは別にしてそういうふうにして方向性を付けていきたいと思うので。答弁

出来るかどうか分からないけど。 

○委員長（近藤守君）  中村代表。 

○代表幹事（中村齋君） 一番最初のことだけお答えしたいんですけど。ちょっと一番

最後のことで。さっき、こういう委員会、完成する中間でやっていただくと皆さんのご

意見が盛り込まれたんでないかなってちょっと二人で話をしました。それだけです。環

境問題ですけど、これはしかし環境問題ではなくてアイヌ民族の復権ですね。先住権と

いうものがあるんですが、みんなに。その先住権がアイヌ民族が奪われているという、

それをどうしようというのが一番大きな問題だと解釈いたします。そして、そのために

はアイヌ民族の存在を知らしめるいろんなことをやりましょう。そのためにはアイヌ文

化の拠点、生活を形作った自然をまず復元しなきゃいけない。そして、伝統的なものも

集めなければならない。民族教育もしなければいけないというのがこれですね。その中

の最初の自然を復興しなければならないという部分で、なぜアイヌ文化にとって自然か

というところの一部に我々人間が自然の中で生きてきたんだという一番根元的な問題に

立ち返らなければ現代の石油化学文明で滅亡してしまうであろうという危機感、オゾン

層の破壊も含めてそういったものに必ずアイヌ文化を復興する、理解する中でそういう

学習も出来るよということを北海道会議ではエコミュージアム構想につながるという表

現であります。エコミュージアムというのは環境をどう考えるかという博物館的な教育

なんですね。これは現実には弟子屈町でエコミュージアム的な活動を展開しております

ので、あとで見ていた だければと思いますが、これは世界各地の動きであります。しか

し、プラスチック文化からどう脱却するか、人間性を取り戻すかということについては

その中の一つの要素としていくと。それを白老町のこの構想では新しいまちづくりの提

案ということで、今まで北海道の歴史は開発の歴史であると。つまり開発と言うのは自

然破壊でありますね。それを自然を壊すから自然の中で生きていくまちづくりというふ

うにはならないだろうかという、これは理想論ですけどそういったような提案を、視点

を第４番目に入れてあるということであります。１番目はそういうことです。終わりま

す。 

○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） 先ほどらいから私言っているんですけども、北海道

の最終報告書に沿った形でその枠内で我々はこの基本計画作っているんですよ。ですか

ら、枠をはみだして勝手に作ったということでなくて、北海道が出した最終報告書に肉

付けをして作っているとこういうことなんですよね。ですから、先ほど議長からも質問
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あった時私話したんですが。昨年作った構想も説明をして、北海道も理解されてます。

それを国の方に持っていった時も理解されていると思います。そうい う話は出てきませ

んでしたから。だから、今回のこの計画書もきちんと出来たら、もちろん北海道、国の

方に説明しますが理解されるとこういうふうに思っているんですよ。ですから、あとは

国の方がこの内容に沿ってどういう構想を作って、実施計画を作っていくかという形に

なってくると思うんですね、国の方がですよ。だから、そういうことでは道も我々と同

じ考え方だということで理解していただきたいとこう思っています。それとあと委員会

としての役割ですが、今、中村館長言いましたように、これを作る中で、中間か２回か

３回ぐらい皆さんと議論して意 見を聞いた中でこれを詰めていけば良かったなとこう思

っておりますが、今日の意見を聞いてまた直すところは直していきたいとこう思ってい

ます。それで、一応これについては３月ぐらいまでにきちんと出来てですね、４月、５

月には関係機関に説明かたがた要請を含めて行こうとこう思っております。それで、こ

こに委員会の役割については私はまずは実現に向けた取り組み、行動を委員会としてま

ずやっていただきたいなというふうな気持ちでおります。それについてはどういう 行動

をこれからしていくかというのは、これから委員長さん等を含め ながら検討していきた

いと思いますけども。まずはこれの実現に向けた取り組みを共同歩調でやっていただき

たいとこう思っています。それで、この先ですが、国の方から例えば具体的な話がきた

段階では、またこの委員会にかけてどうしたらいいとか、こうしたらいいとか。さっき

私ちょっと言いましたように、自分の持ち分のすみ分けというのも出てくるかもしれま

せん。その時にまた委員会にかけて、これは重大な問題になりますから、そういうよう

な場面も出てくるかなということで、この委員会はこのイオルが進むことによって大変

重要な委員会になってくるかなと私はこう思っておりますので、今後ともよろしくお願

いしたいと思います。 

○副代表幹事（加藤忠君）  鈴木委員も今おっしゃってたんだけども、地域イオルのこ

とについて何かこうぼけてると。先ほども話されたように地域イオルは何か、何のこと

はない北海道会議で中核と決めておいてて、じゃあ皆声出しているんだから、そうした

ら地域にするべやというようなものだったんですから、これは。事実は。で、今、じゃ

あどうなっているのかということになると、例えば札幌市は、市としてはそのことをま

だ別に認めてないというような感じ。だから地域イオルと言えども何も絵も何も出てな

いし、役割がどうだとかって何ものもありません。ですから、うちが一番今、関心ある

のはこのウタリ協会の７団体から２名ずつ出してイオルの特別委員会が今、出来たって

言いましたね。その委員会がどういうようにして出てくるのかなと思って感じているん

です。ウタリ協会でお金も無いんだから、じゃあどうするかと、じゃあ行政も交えて一

緒にやりましょうということになっていますから、そのことについてどう出てくるのか

なと思って関心ある方なんですよ、逆に言うと。ですから、ウタリ協会のこの間の理事
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会でもそうなんですけども、このイオルということに対しては中核だとか地域とかとい

う問題じゃなくて、まず国にイオルをやれということを言いましょうということに決め

ているところなんです。これはこれで生かしてね。こういうようにして原案作ったよと

いうことで進めることはいいんですけども。イオルをまず早く作るんだということを進

めようということ。だから、イオルを作るんだということはまず中核から手をかけなき

ゃ駄目なんだよというのがウタリ協会の今の役員の考え方です。 

○委員長（近藤守君）  時間もだいぶ経ちましたのでこの辺でよろしでしょうか。長時

間に渡りました参考人に対する質疑を終了いたしました。ありがとうございます。ここ

で皆様に対し委員会を代表して一言お礼申し上げます。本日は大変お忙しい中、本委員

会のためにご出席いただき貴重なご意見を述べていただきました。また、真摯なるご答

弁をいただき本当にありがとうございました。大変勉強になりました。本委員会として

は皆様のご意見を今後の調査に十分生かして、実現に向けて積極的に邁進していきたい

なとこんなふうに思っております。本日は誠にありがとうございました。ここでちょっ

と休憩入ります。 

                         休   憩            午後   ５時５２分  

 

                         再   開            午後   ５時５２分  

○委員長（近藤守君）  休憩を閉じて委員会を再開します。今日、いろいろ、るる説明

を受けたわけですけども、今後の取り組みですね、どのような方向で持っていったらい

いかなと思いまして、ご意見を聞きたいと思います。まず、３月になんかね、あれが出

ると言ってましたね。この前のまず、植生調査の報告書が出るって言ってましたね。そ

れは単なるあれですかね、ただ 、ここに木があるとか無いとか、どうのこうのというだ

けの話で特に直接はないんでしょうね。はい、どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 今までの開催をしてたのは向こうから要請があってと言うのか、

やられてた部分が多いんですよね。こういう時期にこういう計画が出来たから、ちょっ

とうちの委員会の方にお話したいという、そういう相手方の投げかけでやられていた部

分が多かったような気がするんですが。 

○委員長（近藤守君）  そうですね。 

○委員（鈴木宏征君）  で、これからも、うちらから直接そちらに何か聞きたいとかい

うことで委員会を開催するということはなかなか今の委員会の中の構成の中で、じゃあ

もっと勉強してやるなんていうことはなかなか難しいですよね。今のお話聞いただけで

も。それで、やっぱり今、担当の方から委員会の方にお聞きしたいとかですね、意見を

いただきたいとかという、そういう時期の中で開催していくという形でいいんじゃない

かなと私は思うんですよね。 

○委員長（近藤守君）  要するに向こうの動きが何かあった時にということですね。あ
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と、他の委員さんでご意見ありますか。やっぱりあれですね、今のいろんな話聞くと、

国の新規事業というのは３０年、４０年のスパンというようなことをよく言われますけ

ども、そんな考えしますけどね。それを少しでもスパンを短くするということがね。は

い、及川委員。 

○委員（及川保君） この件については特に今、報告するということではないんですね。  

○委員長（近藤守君）     報告と言いますと。 

○委員（及川保君） 調査そのものを議会報告するということではないんですね。それ

であればね、今、お話あったようにね、久慈参事も、この委員会もいろんな面で協力お

願いしたいという話もあったんでね、そんなに遠くない時期にそういうことがあろうか

と思う。それでまた対応したらいかがでしょうか。 

○委員長（近藤守君）  はい、斎藤副委員長。 

○副委員長（斎藤征信君）  それしかないかもしれないけども。状況として国の姿勢が

あまり芳しくないという話だから、どうなってるのかということをいち早くやっぱりキ

ャッチして動きを作っていくようなことをさせなきゃならんだろうというのもあると思

うんですよ。だとすれば、向こうから来るのを待っていて開催するだけじゃなくてね、

積極的に係の方と打ち合わせをして何かちょっとした動きがあった時に、それに合わせ

てこれをもう、すぐに開くと。そして、どんどん こちらの意見を重ねていくというよう

なね、そういうチャンスをつかまえて行くようなそういう開催の仕方をしなければなら

ないんじゃないかなという気はするんですけど。 

○委員長（近藤守君）  はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君）  この委員会が１１月の解散あってから新たになったんですけど

も、今日の話を伺っていて必要ないのかなというふうにはちょっと思ってたんですけど

も、地域イオルと中核イオルの考え方、それから、さっき本当に言っていたように一枚

岩になってやらなきゃいけないんじゃないかという話があって、各地域を訪問するとい

うことを委員会でやろうという話がちょっと出たんですよ。それがそのまま解散という

こともあって、今に至ったんですけども。今日の話を伺っているとね、地域イオルはそ

れぞれが引いたところもあるという、そういうお話を伺うとその必要性はないのかなと

今ちょっと思ってたんですけども。そういう中で地域イオルがどう考えているかちょっ

とね、今日の話ではちょっと質問する場所も無かったんで、私たちももうちょっと考え

方も聞きたいなとはちょっと思ったんですけども。そういうの含めてやっぱり委員長が

常に情報をこちらがキャッチして、委員会としてやらなければならないこと、そういう

ことが必然的に出てきた場合にどんどん対応していくべきではないかなというふうには

思います。 

○委員長（近藤守君）  はい、根本委員。 

○委員（根本道明君）  今、斎藤副委員長の言ったように、僕はどちらかと言ったら、
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そいうふうに攻撃的にやはりこの委員会はするべきだと思うんですよね。というのは、

イオルというのは白老町のまちで期待のされている事業でありね、これがそのためにも

やはり我々議員として政治的に、政治の力を借りなきゃならないという先ほどの説明も

ありましたけれどもね、そういう面では我々が出来ることと言ったらやはり、党派を問

わず政治家にお願いをして、又は陳情に行くぐらいの気持ちがあってもいいと思うんで

すよね。というのは、室蘭市、今日の新聞見ましたらＰＣＢのことでもって中央陳情や

っておりますよね。議員が、会派がね。そういうふうなことをやってもいいぐらいの白

老町のまちづくりには大変大きな問題だと思うのでね、そこら辺も含めてこれから考え

ていただきたいなと思っております。 

○委員長（近藤守君）  及川委員。 

○委員（及川保君） 全くそのとおりだと思うんですけどもね、やっぱりここは単独で

白老町の議会 が率先してやっていくことにはならないと思うんですよね。イオルという

のは各地域におって、さらにここで久慈参事がいろいろ苦労されて構想計画も出来て、

こういう段階ですからね。やっぱり委員長、副委員長でこの辺のことはきちんと踏まえ

て、また議長とも相談されて、そういう時には率先してそれはやっていくと、こういう

ことでやっていくしかないと思うんですよね。いかがでしょうか。 

○事務局長（山崎宏一君） ちょっといいですか、委員長。 

○委員長（近藤守君）  はい、どうぞ。 

○事務局長（山崎宏一君）  総論でまとめますとね、さっき出たように、今、及川委員

の話のとおりですね。もちろん期成会もありますし、それから１８団体入った協議会も

あるんですよね。それに行政がある、ウタリ協会があるという、複数でいろんな直接、

間接でまとまっていかなきゃならない推進なものですから、今言ったように、うちだけ

突出してということにもなかなかならない部分がありましてね。ですから、単独ではな

かなか出来ない部分の方が多いのかなと、どっちかと言うと。ですから、今、根本委員

おっしゃったように、やっぱり行動を早くとるためには情報もつかまえて、その一翼を

担ってそれじゃあ特別委員会がこうしようという、それは出来るかと思いますけども。

ただ、単独でなかなか出来ないかなという、この組織上ね。ですから我々、委員長も含

めて、情報を担当課の方からいただきながら、また、これの進捗状況を見ながら出番の、

いつが出番なのかということも、何をすべきかということも検討しなきゃならないです

から。その辺、向こうと密に連絡取り合ってやっていくことが大事かなという気がしま

すので。 

○委員長（近藤守君）  あと、よろしいですか。 

                              ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

 

            ◎閉会の宣告 
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○委員長（近藤守君）  以上を持ちまして今日の委員会を終了いたします。どうもあり

がとうございました。ご苦労様でした。 

 

                                                       （閉会  午後６時０２分） 

 


