
１ 

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１７年 ３月１７日（木） 

  開 会   午後 １時３０分 

  閉 会   午後 ２時３８分 

 

○議事日程 

審査又は調査事件  

○ イオル再生の具体的な仕組み等（案）について 

 

○会議に付した事件 

 協議事項   

○ イオル再生の具体的な仕組み等（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         委 員    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 

 

○説明の為出席した者の職氏名 

 助 役  三國谷 公 一 君        生活環境課参事 久 慈 幸 男 君 

 

 

 

○職務の為出席した者の職氏名 

 事務局長  山 崎 宏 一 君       書 記     浦 木   学 君 



２ 

◎開催の宣言 
 
○委員長（近藤 守君） ご苦労様でございます。ただ今から白老町中核イオル整備促進に関する調

査特別委員会を開会いたします。 

 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。 

 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。 

 

◎ 調査事項 
 

○委員長（近藤 守君） これより調査に入ります。本日はイオル再生の具体的な仕組みが示されま

したので、今後のスケジュールを含め説明をいただきます。久慈参事よろしくお願いいたします。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） ご苦労様でございます。今委員長のほうからお話がありましたよ

うに、この度、国土交通省からイオルの具体的な取り組み案が示されました。そういうことで、今日

は要点について簡単にご説明を申し上げたいと思っております。 

 皆様方には、資料がいっていると思いますが、具体的なことは別紙のほうに書いておりまして、要

点でまとめておりますのでそちらのほうを説明を申し上げたいと思います。 

今お話しありましたように、国でイオル再生とアイヌ文化伝承方策検討委員会というものが設置さ

れております。これにつきましては８ページに載っていると思いますが、検討課題としてはイオル再

生のですね、アイヌ文化の伝承についてどうするかという検討課題の中で、５人のメンバーで検討さ

れております。ここで検討された内容につきましては、アイヌ文化振興等施策推進会議幹事会、最終

的な決定機関でありますアイヌ文化振興等施策推進会議の中で諮られているというフローになってお

ります。 

アイヌ文化振興等施策推進会議はですね、構成メンバーとしては国土交通省の審議官を含め 5 人の

方々で最終的に決定されていくということでございます。 

１ページ目に戻りますが、さる２月２４日第４回目の開催で「伝統的生活空間の再生の具体的な仕

組み等（案）」が示されたということでございます。この仕組み案が決定されるまでの間ですが、北海

道をはじめ北海道ウタリ協会、我々白老町も入ってですね、仕組み案についていろいろ国とのやり取

りをやりました。要するに我々の案にそったかたちでまとまるようにですね、いろんな形で努力をい

たしました。特に北海道はですね、非常に精力的にやっていただきまして、概ね北海道案に近い形で

まとまったのかなというふうに考えております。要点について６点ばかりまとめておりますので、簡

単にご説明を申し上げます。 

１、イオル再生の空間機能 

 どういう機能を持った空間であるかということが、具体的仕組み案の中に示されております。 

①素材の確保が一定のルールの下で自由に行われる場。  

②この自然素材を活用した工芸技術の伝承の場や体験交流の場。 

こういう２つの機能を持った空間が必要だということで、この度はじめて仕組み案に提示をされま

して了承されたところでございます。 
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２、イオル再生空間の形成。 

後で、今後のスケジュールの中でも説明をしたいと思いますが、現在検討委員会での検討結果、こ

れは大体４月から５月くらいまでまとまるだろうというふうに予定されております。それと並行して

ですね、平成１７年、今年の６月までに基本構想を策定するというふうになってございます。 

この基本構想の中で、ある一定の地域を定めるというふうになっております。これも６月くらいま

でに決まるだろうといわれます。ある一定の地域に決められた地域においてですね、先行的に実施を

して、いろいろ検証をしていくと。成果を見た中でですね、後段のほうに書いてありますように全体

的に、段階的に進めていくんだよということがですね、イオル形成のひとつ目の方法でございます。 

  ここで言わんとすることは、北海道会議では白老町を含めて７つの地域イオル・中核イオルが定め

られたわけですが、それをある一定の地域を定めて、そこでいろいろ実施をして、検証をしてですね、

それを踏まえて段階的にやっていくんだということが示されているのかなと思っております。 

２番目に書かれていることは、イオル再生にあたっては、既存の設備・施設等を積極的に活用する

ことが書かれています。後段の方は施設が必要な機能を備えることが困難な場合には、必要な措置を

講ずることを検討する。ここも大きな趣旨ではないかと思っております 

3 番目としては、当面は、モデルとして先行的に進める地域を重点的に行う。この先行地域において、

実施状況や結果の検証を行い、効果的な施策の展開を図っていく。 

  モデル地域は、４月１９日の検討委員会で審議され、最終的には推進会議で決定するという運びに

なっております。 

３、イオル再生の責務・役割分担 

①国は、基本構想の策定、予算要求等の取りまとめ、関係省に対する要望・調整など全体的な管理

を行う。 

②北海道は、推進会議（国主宰）に参画し、国とともに実施のための基本的環境・条件の整備を行

う。 

③アイヌ文化振興財団は、イオル再生の管理運営に対し、経費の助成、指導・助言などの支援を行

う。 

④北海道ウタリ協会は、伝承活動実践者や団体等との連携を図る。 

⑤関係市町村は、運営評議会（イオル再生の管理運営等に関し、関係市町村を中心に、アイヌ文化

伝承保存活動実践者・団体などで組織）に参画し、中心的役割のもと、関連する事業の助成や規制緩

和等を行う。 

 イオル再生の責務から役割分担までをお話ししましたけれども、国は予算をつけますよと。北海道

はそれに対していろいろ整備を整えるように努力をしなさいと。それについた金はアイヌ文化振興財

団のほうへ助成しますよと。実施部隊は関係市町村がやるよという流れになっています。ただ、この

中で、今懸念されているのが、必要に応じ関係市町村の負担が伴うと明記されております。 

４、管理運営 

①関係市町村を中心に、必要に応じ、アイヌ文化伝承活動実践団体等に委託することができる。 

②主な管理として、 

・自然素材の入手、確保した自然素材の配分、加工、調製、利用、保存 

・空間内の財産等の管理 
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・伝承、体験・交流等の活動などの利用に関する調整 

③関係市町村は、管理運営計画を策定する。 

・自然素材の確保に関する計画～長期的に自然採取をする場合どのような形で採取をするのが

よいか、育成方法、１年間の使用量はどのようにしたらよいかなどという形になるかと思いま

す。 

・空間利用・管理運営の計画～施設的なものが出来た場合どうしたらよいか 

④検討委員会の下に、管理運営について、実務的な検討を行うため、国においてワーキンググルー

プを設置し、自然素材の確保や管理運営等について、専門的・実務的な検討を行う。 

５、予算措置 

①対象となる事業は、 

・自然素材の確保のための事業 

・自然素材を活用して実施される伝承、体験・交流等の活動 

②北海道は、アイヌ文化振興財団に助成措置し関係市町村等に助成する。 

③関係市町村は、必要に応じ予算措置が伴う。 

６、今後のスケジュール・その他。 

①平成１７年６月までに検討委員会の検討結果を踏まえ、「基本構想」を同時並行して策定し、イオ

ル再生の形成を進めることとされた地域（６月までに決定）を想定し、１７年夏には概算要求（１８

年度予算の財務省提出）を行う。 

②この要求内容については、基本構想の内容を踏まえたものとする。 

何を盛り込むのかは、基本構想の内容を踏まえ６月までに決定する。 

③１７年度では、イオル再生を進めることとされた地域において、実施可能な施策等について先行

的に取り組む。 

◎具体的な取り組み 

・地域の推進体制づくり 

・自然素材の確保の方法、規制緩和等 （森林法への対処～特区等についても検討する） 

・自然素材の育成の試験的取り組み など 

④次回から、北海道が事務局入りする予定。 

北海道から要請したわけではなくて、国土交通省、文部科学省の一緒に事務局入りをしてほしいと

いう要請のもとで、事務局入りをすると聞いております。我々としては力強い限りだなと思っており

ます。 

⑤別紙１、２フローチャート参照（ｐ４～５）  

これが、今お話ししたことのフローでございます。４ページにつきましては、推進体制でございま

す。１番上にあるアイヌ文化振興等施策推進会議、これが最高決定機関でございます。イオルについ

ての全体のいろいろな最終決定をするわけでございます。北海道も入ってですね、いろいろ協議をし

ていくというふうになります。ここで決められたことは各省庁のほうへ予算要求をしたり、いろんな

規制緩和等も出てくると思いますが、関係省庁のほうへ要請をしていくというふうになると思います。

ここで予算がつきますと、アイヌ文化振興・研究推進財団のほうへ予算を補助すると。先ほどらいか

らお話しておりますように、大きなくくりとして運営評議会というのがございます。この中には関係
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市町村が中心的な役割を果たしていくわけですが、市町村も入りますし、伝承団体等も入って運営評

議会というものをですね、地元のイオルを管理運営していく運営評議会というものができる。ここに

事業助成をしていくということになっていくわけでございます。 

簡単ですがそういうフローになってございます。 

５ページ目につきましては、これからの当面の進め方となっておりまして、平成１７年の６月を目

途にですね、基本構想を策定をしていくということになっておりまして、１７年度の取り組みについ

てですね、先行的に取り組みもやっていくと。基本構想を踏まえて予算要求をしてですね、１８年度

事業展開をしていくという運びになっているということでございます。 

今までの説明はこういうことでございますが、６、７ページにつきましては、１６年度ですね、い

ろんな形でイオル整備促進要望等の活動をやってきました。数多くの要望活動等、また個人とのお話

もしてまいりました。特に北海道と北海道ウタリ協会が一枚岩になって、いろんなかたちで中央要望、

陳情活動をやってきたということは、非常に大きな結果につながってきているかなと思っております。 

本町も側面からいろんな形で応援をしてきたといえるかなと思っております。 

７ページのほうに書いてありますように、国土交通省所管の委員会がこういう形で開催をされてき

ておりまして、今第５回目の開催が４月１９日に開催される予定になっております。聞くところによ

りますと、基本構想案が示されるというふうに言われております。 

それと、ウタリ協会の中にイオルの推進委員会ができております。これは地域イオルを含めて７つ

の市町村が、一緒になってイオル推進をやっていこうということでできました。これも、３月２４日

７回目の会議をやるということで、ここも精力的にやっているというような状況でございます。 

参考までに９ページの新聞の切り抜きも付けましたが、北海道新聞が直接、国土交通省へ行って取

材した内容でございます。今お話ししたようなことがこの中に書いておりまして、この記事を読みま

すと、６月を目途に基本構想をまとめ、２００６年度にも事業に着手すると。最大の焦点となってい

た施設整備についても「伝承の場や体験、交流の場を形成する」と、初めて必要性を明記したという

ような記事が書かれてございます。 

北海道アイヌ施策室の談話が出ておりますが、「延々と議論するよりも、可能な事業から着手するこ

とを重視した」と書かれてございます。参考までですが、まだ決定されておりませんが、モデル地域

は「中核イオル」に選定された白老町が選ばれる可能性が高いというようなことも書いておりますが、

これは新聞の記事でございまして、最終的にどうなるか分かりませんが、こういう記事が載ってござ

います。 

最後のページの新聞記事でございますが、先般の北海道議会の一般質問に出ておりまして、高橋知

事が今言ったのと同じようなことを言ったと書いてございます。6 月を目途に基本構想をまとめたい意

向だと。道としては今年の夏の国への予算要望に、着工予算を盛り、早期実現へ全力を挙げたいとい

うようなことがかかれてございます。知事を先頭にですね、悲願達成に最大の努力をしたいと決意を

述べられたというようなことも書かれてございます。そういうことで、非常に国のほうもイオルに対

しては、大分理解を示されてきつつありますし、北海道も知事を先頭に一生懸命やるという形になっ

てございます。 

ただ、まだ委員の中には｢施設は必要ないのではないか｣とかという意見も多々あるように聞いてお

ります。ですから、最終基本構想案がどういう形でまとまるかということが、我々も今注意して、関
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心を持っているわけですが、まだ予断は許さないなというふうに思っております。そういうことで、

是非北海道、また北海道ウタリ協会を通じて、いろんな形で、我々の意思といいますか、考え方を述

べていきたいなという考えをしているところでございます。以上説明で終わりたいと思います。 

○委員長（近藤 守君） ありがとうございました。前回の委員会に比べて大変具体的に、大きな前

進だったなと、こういうふうに感じております。ただ今、久慈参事のほうからいろいろ説明がありま

したが、この件について何か質疑がございましたら、どうぞお願いしたいと思います。 

 はい、斎藤委員どうぞ。 

○副委員長（斎藤征信君） 今話しを聞いていて、具体的に動き出したなということで喜ばしいので

すが、話を聞いていて分からなかったのは、いわゆるイオルの候補地として、そのモデル地域を作る。

そのモデル地域がどこになるかということでは、中核イオルとの関係はどういうふうになるのか、モ

デル地域が白老ではなくて、地域イオルのどこででもやるのか、中核イオルの場所でやるのか、そう

いうような関係というのは、どういうふうな関係になっているのかお聞かせ願いたいなというふうに

思います。 

○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） 国の議論ではですね、北海道会議で決められた中核イオルだとか

地域イオルだとかということは、北海道が勝手に考えたというような考え方は持っております。ゼロ

からイオル再生をどうしたらいいかということの、基本的なスタンスとしてはそういう考え方でやっ

ているのかなと思っております。ただ、北海道、北海道ウタリ協会は、「あくまでも北海道会議を尊重

してやってくれ」と常に主張しております。中核イオルになった白老から、モデル的な、先行的に実

施するべきだということの意見は、委員会あるごとにいっております。ただ、私個人的なニュアンス

としては、国土交通省の担当者もですね、１ヶ月に１回か２回くらいは私のほうにいろいろな取り組

みのお話も電話がきますし、そういうことからいうとですね、国の事務局としてはですね、中核であ

る白老をですね、まだいってはいませんけれども、モデルという考え方なのかなと。我々も当然そう

だなと思っているところです。ただ、６月までに決めるという話しをされていますから、ふたをあけ

るまではわからないというのが実態です。 

○委員長（近藤 守君） はい、斎藤副委員長。 

○副委員長（斎藤征信君） 分かりました。今お話しされた中核イオルのある白老にもってこいとい

う主張というのは、協力にいうのは、これ当然かなと思うのですけれども、実際に国の段階では、ど

こへ持っていくか分からない、成り行きによって中核イオルも動いてしまうと、こういうようなこと

にもなるのですか。 

○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） 中核とか地域イオルという概念は持たないといっているんです。

だからイオル再生をどう進めるかということなんです。だから、北海道では中核イオルが１つで、地

域イオルが６つとなっていますが、極論からいうと「そんなにいるのか」という委員もいらっしゃる

のです。 

 極端にいえば、１つか２つくらいでいいのではないかというような人もいらっしゃいます。ですか

ら、これは憶測ですけれども、６つも７つも決めてしまうとそれだけ予算もかかってしまうというこ

とにもつながるだろうと思うのですが。ただ、北海道と北海道ウタリ協会では、前からいっているよ
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うにアイヌ文化はそれぞれ地域によって、地域差があって、文化の違いがあるんですよ。祈り一つに

しても違うのです。ですからそういう文化の違いがあるんだと。だから１つだけ定めるということは

おかしいと。だから北海道会議で練られたように、７つの地域をきちんとやるべきだということは再

三主張しております。 

 私もそう思います。祈り・儀式一つにしてもですね、全然違いますから。地域の違いの文化をこれ

からきちんと伝承させていくというのは、それぞれの地域の方々がやらなければ伝承されていかない

わけですから、そういう必要性は訴えております。 

○委員長（近藤 守君） はい、斎藤副委員長。 

○副委員長（斎藤征信君） あとひとつだけ。２ページの役割分担の中で、国が財政的に金は出すと。

あとは、整備や管理はみんな地域に任せると。こういうことは道や地域の、地方の計画をどんどん出

していって、それが認められれば国は財源を出していくという形なのかなと。金は出すけれども口は

出さないというふうになるのかどうなのか、ちょっとわかりませんけれども。地方にも財政的な負担

も必要だという話を先ほどしましたよね、ということで、このイオル構想の中で、地域が勝手にやる

のだったら地域が責任を持って自分でやりなさいと、こういうことなんだと。国の考えていることは、

大きなところは金は出すけれども、部分的なものはみんな地方が出せといっているのかどうか、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） イオルそのものはですね、我々は国の事業だと、国が主体的にや

るべきだという基本姿勢は変わっていないのですよ。このイオル再生については、国が全面的にやり

なさいと。責務と役割分担のところに書いてありますが、基本構想も作るよ、予算措置もしますよ、

全体的な管理も見ますよという話なんですよ。そういった中で、地元としてはですね、例えば白老が

モデル的になったといった場合ですね、それぞれ、釧路だとか静内だとかいろいろで、例えば山から

木をとってくるにしてもですね、採ってくる場所が民地だったりするところもあるし、道有林だった

ところもあるし、国有林も、それぞれ地域によって違いますよね。ですから、例えば白老がモデル的

になれば、国有林中で採取をするとなった場合、どういう方法でとるか、計画書を作らなければだめ

なんですね。それを国のほうへ「こういう形で計画書を作ったから、このための予算もこれだけかか

るよ」というような計画書をあげていかなければだめなのです。３ページに書いてありますように対

象となる事業というのが２つありますからね、そういう２つの事業に当てはまるかはまらないかとい

うことを見定めながら、国のほうは予算措置されていくのかなと思っております。 

 我々としては、地元負担というのはあまり考えていないです。あくまでもこれは国がやる事業だよ

というようなことでやっております。ただ、必要に応じて予算措置が伴うということの条文が、ひと

つ付け加わることが確かでございまして、必要に応じという度合いがどこまでなのかというのは、今

見えないというところでございます。 

○委員長（近藤 守君） はい、三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 今の地元負担の話しでね、補足させていただきたいのですが、基本的には

久慈参事の話したとおりなのですけれども、大きい部分として施設整備というのが、今回動き出しま

して、内容的にはまだ決まっていないのですが、施設整備の可能性も出てきたと。そういう中で、こ

れが６月の基本構想の中で具体的になってくると思うのですが、久慈参事、基本的にはこれ全部国で
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やる話しだし、地元負担はないというふうに考えているよということなんですが、我々もそういう要

望はしているのですが、こういう場ですから補足して説明させていただきたいのですが、そうなって

きますと国のほうもですね、道に対しても負担を求めているようでありますし、北海道のほうもです

ね、非公式な話の中では、そういったことになると地元負担もありますよと。こういうことは非公式

な話なんですが、例えば副知事から町長が、一緒に上京した時にちょっとそういう話があったりです

ね、また、関係部の次長さんのほうから私のほうへそういうことも想定されますよということもちょ

っと伺っているものですから、具体的になりますと当然議会のほうとも相談しなければなりませんが、

そういう側面も含んでいるということは、ちょっと補足として説明させていただきたいと思います。 

○委員長（近藤 守君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） ２点ほど。関係者の長年の努力が、何とかやっと見えてきたかなという思い

で、説明を聞いていたのですけれども、今斎藤副委員長から出たように、イオル再生の形成を進める

こととされた地域、6 月までに決めなければいけませんよね。３月ですからあと２ヶ月ちょっとくらい

しかないのですけれどもね。今までせっかく、中核イオル・地域イオルというように、北海道で長い

間かかって決定したことが、国がいくつもいるのかというので、何かそれが新たに振り出しに戻った

ようなふうに説明を聞いたのですが、参事は今説明の中では中核イオルとしての白老の状況はあまり

変わらないようなニュアンスで聞いたのですが、この辺がまず１点お聞きしたい。 

 もうひとつは、せっかく努力して決められて、進めようとした中核イオル、振り出しに戻って各地

域間の意見の食い違いが出てこないのかどうかね。そのことが懸念されるのでこの２点についてお聞

きしたいと思います。 

○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） ６月までに決められる、イオル再生を進めるとされた地域の指定

ですが、これについては先ほどらいからいうように、最終的には委員会で決定をされるわけですが、

北海道もそうだし、北海道ウタリ協会もですね、当然「白老だ」ということを委員会でいっています。

ただ、委員の中には限定的にここだというようにいっていないということがありまして、私の聞いて

いるところでは、白老からというふうになるというような、全体のニュアンスとしてはですね。私そ

こに出席しておりませんので、道の話しを聞きますとそういう形に進むのではないかというふうにい

われております。私も当然そうなるべきだと思っておりますし、これからもいろんな形で要請をして

いきたいと思っております。 

 もうひとつは、地域イオルを含めて７つありますが、実はどうなんだという話しですが、先ほどら

いから説明しております。北海道ウタリ協会の中にイオル推進委員会というのがございます。これは

７つの市町村がイオル再生を一枚岩でやろうということで、白老町から話しかけてやっとまとまった

んですよ。最初は、足の引っ張り合いがありましてですね、なぜ白老だけとかといろいろあったんで

す。それが、最近は、こういうふうに具体化になってきて、確かめましたが、中核である白老から手

をつけるべきだということで、地域イオルの人たちも認識になっております。当然今回のモデル的に

進めるということは、北海道ウタリ協会のなかでは白老がというようなことで意思統一されておりま

す。これは、間違いございません。３回ばかり確認して、私もその会議には出席しております。 

○委員長（近藤 守君） はい、及川委員。 

○委員（及川 保君） ２つ目の件につきまして、一番懸念される部分であるわけですよね。そのこ
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とによって、また振り出しに戻るということが非常に懸念されるわけですから、白老が推進会議の中

で中核イオルとしていきましょうと決定されたわけですからね。「白老」「白老」とやってしまうとい

ろんなことが出てきちゃうのだけれども、なんとか我が町が中心になって皆さんをまとめていくとい

うことを念頭に、是非、これから頑張って欲しいなというふうに思います。 

○委員長（近藤 守君） はい、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） モデル地区の決定というのですか、審議されて推進会議で決定されるという

ふうにこれに書いているのだけれども、検討委員会のメンバーというのは、８ページのメンバーなん

ですものね。北海道会議の座長さんですとか、加藤北海道ウタリ協会の理事長さんですとか、北海道

ウタリ協会の理事の方、そういう方が委員の構成メンバーということで、北海道会議だとかも中核イ

オルですか、そういうものも中にはある程度、北海道も北海道ウタリ協会も一枚岩になっているとい

うことであれば、ここの中で今参事がいったように、他の町を最初にやるというような、モデルにす

るというようなね、話が出てくる要素というのがあまりないような気が僕はするんですよ。このメン

バーでやるわけですから。ここで決まったことがですね、推進会議に上がっていった時に、検討委員

会で決めたことをですね、異議を出すというようなことも考えられないので、僕としてはこのまま道

が考えている中核イオルが白老ということであれば、この流れでいくと検討委員会でもやっぱり白老

という名前が出て、その通り推進会議で決定するのではないかと期待をもっているわけなんですよね。

そういうふうに是非いくようにですね、６月までに会議が開かれるわけですけれども、やっぱりここ

にいらっしゃるメンバーの方にですね、そこら辺白老からも、きちんと働きかけをしていただいて、

そういう流れの中で決定されるように努力してもらいたいと思うのです。 

○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） メンバーの先生方に対しては、北海道もそうですし北海道ウタリ

協会も、個人的にはですね、私も中村館長と含めていってお話をしております。ただ、ちょっと根の

深いものがございまして、市町村でいろいろ紐付きな人も中にはいらっしゃいまして、なかなか難し

いところございまして、次回から北海道が事務局入りするということになりましたので、北海道は先

ほどらいからいうように、まず中核である白老からというかたくなな態度でございますので、多分こ

の検討委員会の中でもですね、そういうかたちで進むのではないかと期待しております。 

○委員長（近藤 守君） どなたか、はい、根本委員。 

○委員（根本道明君） 一つ確認しておきたいのですけれども、イオル特別委員会が最初立ち上がっ

た、そのときは中央に何とか白老を中核にしていただきたいというふうな考え方が前面に出ていて、

他の地域とのいろんな条件比較をしたときに、白老町にはポロト湖があり、周りに国有地の営林署の

土地があり、今まだ白老町の土地にはなっていませんけれども、白老町で求めたウエシマからの土地

が振興公社で持っているわけですけれども。そういうものがこの白老町が中核になる地理的なという

か、利点というか、民間の土地を買って進めるというのではなく町は町の土地として、提供できると

いうような話があったわけですよね。そういうふうなのが中核イオルになるメリットというのがあっ

たと思うのですが、白老町が中核になって、白老町のあの土地を使ってこの展開を、多分やっていく

と思うのですけれども、そのときには、そのときの思想をそのまま活かしていけるのかどうなのかと

いうことを、今確認をしておきたいと思うのです。 

○委員長（近藤 守君） はい、三國谷助役。 
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○助役（三國谷公一君） いろいろと皆さん心配されているのですけれども、今回先行的に実施する

場所として白老地区がということになりますと、今根本委員の発言にもなってくるんですが、質問の

主旨になっていくのですが、国有林あり町有地化きる土地がポロトコタンの周辺にあり、そんなこと

と合わせて、今イオル構想が進んでいくにつれてですね、財務省との関わりも出てきまして、国土交

通省の窓口の方も町に来た時にいろいろお話聞くんですが、国のほうも財政的な問題があってですね、

なかなか新しい施設をどんどんということにはなりませんよと。そういうなかでやはり、もう１点は

大きくは、今白老町にですね、あの周辺に既存の施設がございますね。ああいうものを再利用しなが

ら有効に使いながらイオル整備というものを考えている部分があるんですね。そんなことから、白老

町がですね、先行的に実施していく場所として可能性が高いというふうにつながっていくというふう

に考えているのです。 

 いずれにしても、既存の施設と今町有地化できる場所ですね、こういうものも一体となって、また

国有地も一体となって自然の再生の場、それから新たに施設整備が可能となるのであれば、当然適地

としてなってくるであろうし、既存の施設を再利用しながらと。 

 一体的なイオル構想の整備計画になっていくのではないかというような、我々予想はしております。

多分そのような話し合いになっていくと思いますし、我々も今の白老町の有利な点を、これから今後

十分ピーアールしていきたいなとこのように考えております。 

○委員長（近藤 守君） はい、根本委員。 

○委員（根本道明君） この委員会で、なぜそれを出したかというと、とかくこれが進んでいって、

そのときのありがたさが薄れてしまって、今度は国からもその土地代金をよこせよという形になって

くれば、非常にいずい関係になっていくと思うんだよね。そこら辺は財務省とのいろんなやり取りが

あると思うし、それから、国がこのイオルに対しては前面に出てやるという、これは今ままでの北海

道の歴史の中からは当たり前のことなんですね。最初のイオル構想とアイヌ民族文化公園再生何とか

構想というのがあった、その思想からいったら国がもう一度、今の日本人の忘れられた考え方を、も

う一度そこで取り戻そうというのが底辺にあるわけで、国で主軸になって考えていくということなん

ですけれども、やはり道は道の役割があり、また地域、白老町は白老町の役割があるというふうに、

先ほど久慈参事がいいましたけれども、白老町の役割の中に、今のこの土地の割り振りというものが

カウントされるのかどうかということをね、きちんとしておきたいと思うんですよね。白老町も新た

に、この土地も国のほうへ提供いたしましょう。こういうふうなものも提供いたしましょうというと

いうふうなことには、なかなか白老の今の財政の中からは難しいのかな、できるのはその辺くらいな

のかなと考えるわけであって、もっと大きく考えられるのは、営林署の土地、白老町のポロトの湖、

白老町の町有地になるべく財産、もうひとつあるのがポント湖というのですか、小さな湖、あれは王

子不動産の持っている土地だと思うのですけれども、そういうところもやはり視野に入れて、一体と

して考えていく必要性があると思うのです。これからプランニングする上においてはね。そういうふ

うな考え方はどうなのか。その２点。 

○委員長（近藤 守君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 議論して行きますとうちが決まったような、議論になっているんですが。

そうなればという想定の話とすればですね、今いったようなことだと思うのですが、私どもは、最大

限うちの資源・資産というものはピーアールしているんです。だけれども、なんでもかんでも国に提
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供しますとか、使ってくださいだとかいう考えは持っておりません。できるだけ今の資産を活用して、

できるだけ国からいただけるものはいただかなければいけないですし、辺にごり押すという意味では

ないのですけれども、当然基本は国でやっていただく事業ですから、我々は協力しますが、その代わ

りきちんといただくものはいただいて、イオル事業というものを実施していかなければならないので

はないかと考えております。 

 あくまでも、私どもの今ある資産・資源。こういうものをきちんと活用しながら、イオル事業をや

っていく。ただ今出ました王子不動産のポント湖ですか、王子さんのほうからは、もしそういった有

効に使う手段があるのであればというお話は、非公式の中でいただいていますが、そこまでは広げて

今イオル構想の中ではすることにはならないのかなと、そういう考えは持っております。 

○委員長（近藤 守君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今各委員、私たちは白老ですので、白老に決まっていただきたいという思い

で、推し進める意味での確認を。１点は構成メンバーの中に学者というか、考古学者と民俗学者の２

人がいますよね。各省庁のかたがたというのは、学者には弱いんだという話をちょっと聞いたのです

けれども、このなかで加藤北海道ウタリ協会理事長が白老の方だというのもありますので、そういう

ことも含めて、先ほどの説明でウタリ協会は一枚岩だということですから、私はそういう面ではさっ

きいいましたように、このメンバー、まして加藤理事長を抜いた他のメンバーは、北海道全体として

みているわけですよね。その中で、この方たちというのは北海道に視察とかにいらしたのかどうなの

か、その点がひとつと。 

 各担当省庁の、３月９日には財務省の方がいらっしゃったということなんですけれども、他の地に

は行っていないのかどうなのか。動きを見ると候補地があるのかな、それは中核と地域イオルの候補

になっているところを見て歩いているのかどうなのか、その点が２点目と。 

 一番気になっているのが、この検討委員会の方たちというのは１ページにありますように、設備・

施設はお金をなるべくかけないという考えがありますよね。そういった中で既存の施設・設備等を積

極的に活用するということがすごく気になっているのですが、この設備を他の地域でかなり有効なも

のを持っているところがないのかどうか。そういう面で私はすごく気になって、絶対白老にしていき

たいというためにも、他よりも白老は負けていないんだというものが示せるのかどうなのか、３点伺

いたいと思います。 

○委員長（近藤 守君） 久慈参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） まず、構成メンバーの先生方ですが、佐々木先生も、辻井先生も、

大塚先生も、特に平取だとか他の地域の状況は十分知っていると思います。特に佐々木先生と大塚先

生についてはですね、国立民族博物館の名誉教授と教授という間柄で、佐々木先生はウタ懇の委員で

もあったということで、今平取のほうではですね、平取ダムの二風谷ダムの裁判の関係で、アイヌ文

化を平取ダムを作るときに、どういう形で振興していくかという検討委員会を作っていましてですね、

委員にもなっていると。大塚先生もそういうメンバーになっていると。辻井先生もそういうメンバー

になっているということで、地域のイオルを、またアイヌ文化をどう進めるかということを十分承知

している方々でございます。 

 それから、今、国土交通省が事務局となってですね、国土交通省の担当者は主に私の見ているとこ

ろでは白老くらいしか来ていないかな。審議官はですね、加藤理事長のほうから要請をいたしまして、
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うちだけではなくて他の地域も見てくださいという話をしまして、先般は幕別・帯広のほうへ行った

と聞いております。審議官が最終的に決断する方ですから、他の地域の状況も見ていると思っており

ます。 

 それから、既存の施設について他の地域うんぬんという話がありましたが、２年位前に札幌市でア

イヌ文化交流センターというのが、定山渓へ行く途中にできたんです。札幌市で約１５億円くらいか

けて作ったんですね。非常に立派な施設です。もしできれば委員の皆さん方も行ってもらえたらどう

かと思っているんですけれども、町長にも行ってくださいという話をしているのですが、そういうこ

とで札幌市にできています。あとの地域はですね、うちと同じような既存の施設があるというのは、

平取町が二風谷ダムのところへ行くところに博物館を国で作りましたですね。若干小さいですが町立

博物館がありますね。静内町はシャクシャインの像のところにですね、シャクシャイン像の広場がご

ざいまして、そこに生活館みたいなものあります。平取、静内、白老、それから札幌にそういう施設

ができたと、このくらいかなと思っております。以上です。 

○委員長（近藤 守君） はい、斎藤副委員長。 

○副委員長（斎藤征信君） 今のにも関わるのですけれども、いずれにしろこの事業を呼ぶ、モデル

地域に決定するのはこの検討委員会のメンバーによるものではありますけれども、それを決定させる

のは、地域がどれだけ動いているかということだろうと思うのですよ。その部分で聞きたいのだけれ

ども、各種団体がどんな動きをしているのか、町民がどんな活動をやっているのか、町がどんな整備

をしているのか、いろんな各種計画がたっているのか、このようなことが決め手になって、やはりそ

ういうところへ必ず最終的には決定していくのだろうというふうに思うのですけれども、ちらちらと

聞くのにはイオル構想に関して各地とも、様々な動きをしているというようにも聞いているんですよ

ね。そういう動きと白老町の今やっている動きが、私たちには頑張っているなというふうには見えて

も、これとこれとこういうのがありますとなかなかいえないのだけれどもね。そういう動き、負けな

い動きが、実際にここの白老町で作られているかどうか、その辺りどんなふうに見ているのか教えて

欲しいと思います。 

○委員長（近藤 守君） 久慈参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） 議員の皆さん方はですね、当然北海道会議の報告書を見ていまし

て、根本委員からお話があったように、白老は交通のアクセスがいいよということ。それからアイヌ

民族博物館を通していろんなアイヌ文化の振興をやっていますよと。先駆者的な地域ですよとか、身

近に自然の空間もたくさんありますよと。立地条件が整ったから北海道会議で中核イオルになったん

だよということは、委員の人たちみんな分かっているんですよ。 

 ただ、先ほどから話しているように、先生方でもいろんな紐付きが合って、実際は白老なのだけれ

どもという方も中にはいらっしゃると、こういう状況なんです。ただ、北海道はですね、これは今白

老が中核だから、白老から先行的にやるべきだということは知事もいっています。ですから北海道は

先行的な取り組みはかたくなに白老からやりなさいというふうになっておりますので、それから北海

道ウタリ協会もそういう気持ちになっていますから、気持ちはここの検討委員会に伝わっていくので

はないかと期待しています。 

○委員長（近藤 守君） 他に質問はございませんか。ないようですので、本日の説明の内容につい

て委員会報告の必要性について、皆さんどのように考えますか。大変大きなことですので、他の議員



１３ 

の皆さんにお知らせ、委員会報告もしくは、例えばこの資料配布とかいろいろ考えているのですけれ

ども、委員の皆さんどのようにお考えになりますか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） それは今回、３月定例会でするということですか。 

○委員長（近藤 守君） はい。中間報告的なものになろうかと思いますけれどもね。やったほうが

いいのか、それとも以前は資料配布した時にで終わっていいのかということを委員の皆さん方にお諮

りしたいのです。はい、及川委員どうぞ。 

○委員（及川 保君） この特別委員会が、１昨年の第１回の議会から発足したのですけれども、結

構委員会を開いて経過を報告いただいているんですね。そういう意味では、特にこの６月にきちんと

立ち上げられそうだということなのだけれども、やっぱり議会で全議員に報告しておいたほうがいい

と思うのですが、いかがでしょう皆さん。私はそう思います。 

○委員長（近藤 守君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 道ウタリ協会の一枚岩になっていることですので、白老町議会もやはり、特

別委員会の委員だけではなくて、議会全体が様子をきちんと分かっていて、やれることはみんなでや

れるとか、そういう方法も見出しながら進めていくべきだと思いますので、委員長としてしっかりそ

の点を含めて報告して、皆さんにまた協力をいただくという、そういう方向性を持っていたほうがい

いような気がします。 

○委員長（近藤 守君） あと他の委員さん、小西委員。 

○委員（小西秀延君） 皆さんの意見と同じですが、これを報告することによってですね、白老がイ

オルに対する議会の考え方というのも、町民や外の人も理解してくれると思いますので、そういう意

味でも行ったほうがいいかと思います。 

○委員長（近藤 守君） じゃ、そういうことで委員会の意思としてですね、本会議において報告し

たいとこのように思っております。  

他にありませんので、委員会をこれで終了したいと思います。どうもご苦労様でした。ありがとう

ございました。 

 

（閉会 午後２時３８分） 


