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  ◎開会の宣告 

○委員長（近藤 守君）おはようございます。これより、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。 

  

○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にご異議ありませんか。  

〔「はい」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。 

 次に、本日の委員会の日程について事務局長から説明いたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 本日の特別委員会の調査といたしまして、先月の２５日に国土

交通省所管のアイヌ文化振興等施策推進会議が開かれ、イオル再生の事業化を承認し、白老町

から先行して実施することとして、国の平成１８年度の概算要求に盛り込む方針を決めたこと

から、その内容等につきまして、担当課から説明を受けるものであります。以上であります。 

○委員長（近藤 守君） これより調査を行います。先ず、資料に基づき執行部からの説明を

お願いいたします。煤孫助役、どうぞ。 

○助役（煤孫正美君） 実は今まで、５月の人事異動前までは、私の所管ではありませんでし

て、５月の人事異動になりまして生活環境のウタリ対策の私の所管ということで、今後私の所

管の中で進めてまいりたいというふうに思いますので、よろしくお願いいしたします。それか

ら今、上坊寺局長から言われましたけれども、今日の特別委員会の議題ですけれども、ご承知

のように２５日に国土交通省の方で、来年の予算の概算に計上するということで。これから財

務省との協議もありますけれども、ほぼ財務省との協議も整った上での発表だというふうに捉

えております。そういう面で、白老町はご承知のように全道の７地域の中核的な位置づけとい

うのも、ある程度その中で議論されましてはっきりしたというふうに思っておりますので、そ

ういう面では大変嬉しいというふうに思っております。またそういう面で、逆の面から言いま

すと、やはり北海道の７地域の中核的な地域ということで、その役割というのは大変重いもの

というふうに思っております。これからは、具体化に向けて進むということに期待しておりま

すけども、今日はこれまでの経過とこれからのスケジュール等がどういうような形で動いてい

くか、それを議員の皆様にご説明をして、ご理解いただければというふうに思っております。

また、この事業を進める中で、これから国だとか北海道、それから札幌にあります財団法人ア

イヌ文化振興研究機構とのいろいろな関わりの中で進めなきゃならないというふうに思ってお

りますので、そういう面で随時特別委員会の方にご説明をしないまま進む可能性も若干ありま

すので、重要な案件については必ずご説明したいと思いますけども、そういう面でご了承いた

だきたいというふうにお願いしたいと思います。そういう面で、これからも精力的に白老町の

まちづくりの大きな要素だというふうに捉えておりますので、進めてまいりたいというふうに

思いますので、これからもご協力お願いしたいというふうに思います。以上でございます。 

○委員長（近藤 守君） ありがとうございました。では、久慈参事の方から説明お願いいた
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します。 

○生活環境参事（久慈幸男君） おはようございます。今いろんな助役からもお話ありました

ように、イオル構想が平成８年の３月にウタリ対策懇談会から提言されまして、それから１０

年経ったのかなというふうに思っております。それから、北海道会議で白老町が中核イオルに

選定されたのは、平成１４年の３月でございます。そういうことで４年近く経っておりまして、

新聞紙上等にもありますように、やっと長いトンネルから抜け出して灯が見えてきたかなと、

こう思っております。ただ、トンネル抜けてもまだまだ道は長いのかなという感じを持ってお

ります。そういうことで、そういような観点からこれから勢力的に着々と事業に向かってまい

進していきたいなと、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、

今日お話することは、先ほど局長からもお話ありましたように、７月の２５日に開催されまし

た国の推進会議で、基本構想が示されたわけでございます。これについてご説明をしたいと思

いますが、その前に３月１７日にこの同委員会が開催されまして、その時にイオル再生に関す

る検討委員会が佐々木高明先生はじめ５名で委員会構成しておりまして、その中で具体的な仕

組み案を検討していたわけでございます。それで、仕組み案がまとまりましたということで、

３月１７日にその旨説明したかと思います。その中で３点ばかりお話したと思いますが、先ず

検討委員会の結果を踏まえて基本構想を同時平行して作成するんだというようなお話をしたと

思います。それから、イオルを先行して進める地域を６月位までに決定するんだという話もし

たと思います。そして、１８年度概算要求すると。こういう、大きく絞って３点話ししたかと

思いますが、一点目の基本構想につきましては、先ほど言いましたように、若干１ヶ月位遅れ

ましたけれども、７月２５日の推進会議において基本構想が取りまとめられましたと、こうい

うことです。二点目の先行地域についてでございますが、新聞紙上では先行的実施が本町に決

まったというような、それらしき書き方をしておりますが、正式には国からは指定されており

ません。と言いますのは、この基本構想の中にありますように、この地域の設定につきまして

は、地域の実情を踏まえながら、アイヌの人々の自主性が尊重され、その意向が反映されるこ

とが大切であると。こういうようなことが基本構想の中に書かれてあります。従いまして、７

月２５日の推進会議におきまして、アイヌの人達の意思が反映される地域は何処かというよう

な意味で、先行的実施地域は北海道ウタリ協会の全員の意思として、白老町がふさわしいとい

うような意見が述べられたわけでございます。それで、国はこれを最大限尊重いたしまして、

８月の末までに概算要求を取りまとめると共に、先行的実施場所の指定を行うと、こういうこ

とになっております。ですから、基本構想の手順に従って、そういう手順を踏まえたというよ

うなことでございますので、ご了解をいただきたいと思います。それから、概算要求につきま

しては、助役等からも話ありましたように、８月の末の提出期限に向かって、現在所管であり

ます国土交通省のアイヌ施策室で現在作業中であるというようなことを聞いております。この

概算要求がされて、これから財務省に提出されるわけですが、１８年度の予算化に向けてこれ

から努力していかなければ駄目だなと考えてございます。そういう観点でこれから若干お話を

していきたいと思いますが。資料の１ページ目につきましては、これは先ほど来から話ありま
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すように、基本構想がこの推進会議で報告され取りまとめされましたと、こういうようなこと

でございます。合わせて国から再生に関する進め方について説明がありまして、了承されたと

いうところでございます。次の２ページ目を開いていただきたいと思いますが、検討委員会の

先生方等については、前回もお話してありますように、こういうメンバーで検討していたとこ

ろでございます。この度開かれました、推進会議のメンバーというのは、国交省、文化庁、北

海道、推進機構、ウタリ協会等が入っている推進会議のメンバーでございます。この中で基本

構想が取りまとめられたと、こういうことでございます。基本構想の概要につきましては、３

月１７日の仕組み案等とそんなに変わりございませんが、一応要点だけ絞って簡略に説明をし

たいと思います。 

先ず（１）の基本的な機能についてでございますが、これはいろいろ大変もめたところでご

ざいまして、１番目の①の自然素材の確保が一定のルールの元で自由に行うことができるとい

うような文言だけに一応なっておりまして、この辺についてはこれだけじゃ文化振興にならな

いという中で、北海道を始め、北海道ウタリ協会、関係市町村が一致協力して、２番目の項目

を入れたところでございます。要するに、そこで採った自然素材を活用して、工芸技術の文化

伝承だとか、文化の体験、交流活動が行われる。こういう二つの空間がイオルの空間の基本で

すよということでございます。これが基本でございますので、これに基づいて事業が進めらと

いうことになるもんですから、ここに非常にみなさんが注目をして、一生懸命国の方に要請し

たところでございます。形としては、そういうような一定のルールで行われる空間と体験だと

か伝承工房等が行われる空間の二つの空間があるというような捉え方になったわけでございま

す。 

２番目の基本的な形態としては、森林、耕地の領域、それから水辺の領域、これが考えられ

るというようなことになっておりまして、これらの土地については賃貸借とか占用等が考えら

れるということですが、基本的には賃貸借の使用を中心に検討すべきであると。土地を借りて

いろんな空間を作っていくことが基本的ですよというような形になっております。空間を構成

する要素として、この事業を効力的に欠くことが出来ない条件として、いろんな形の情報発信

を行う場所。そして、伝承活動とか交流、工芸技術の文化伝承、こういうものを備える空間が

具体的に備えることが考えられますよというようなことが基本的な形態の中にありますよと。

要するに自然だけじゃなくて、こういうような情報発信をするだとか、基本的な機能の中のこ

とでを言ってるわけですが、そういう施設整備も必要ですよということが謳われております。  

３番目については、同じ様なことが書いてありますが、自然素材の入手を図る施策としては、

森林については必要可能な制度の活用、所有者の契約との栽培と書いてありまして、森林利用

に可能な制度というのは、規制緩和、特区等があるかなと思っております。森林法でいろんな

かたちでネットを被ってるわけでございますので、それをどのようにネットを外して、自由な

一定のルールで、自由に採取ができるかということになりますと、これから議論するわけです

が、イオル特区だとか。例えば、森林法の中ではいろんな国との関係の中で規制緩和していた

だくという形になるかなと思っております。２番目の水辺の空間等による植物については、こ
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れは河川地域の占用だとか、土地の借用等も入ってくるかなと思っております。魚類、動物等

については、これは漁業協同組合との協働だとか特別許可取得、こういうことが考えられると

いうようなことになっておりまして、この辺については具体的に実行する段階で非常に大きな

問題を抱えておりますし、現行法の中で果たして何処まで出来るかというようなことが大きな

課題としての残るかなと考えております。 

（４）番目の施策の展開。この方法をどういう形で展開していくかということがここに書か

れております。①番目としては、国を中心として関係市町村も含めて連携をしてやることが必

要だということが書いてあります。２番目としては、具体的な施策の実施については、国の出

先機関でありますアイヌ文化推進機構。ここを中心とした仕組みを基本としますよということ

になっております。従いまして、これからいろんな予算措置がされて予算が確保されますと、

国から財団法人アイヌ推進機構の方にお金が降りて、そこから下の方に降りていくというよう

な形になるかな、これが基本になっていくのかなと考えております。３番目としては、実質的

な管理運営。ここに書いてございますが、関係市町村やアイヌ文化伝承活動実践者、こういう

方々が管理運営の実務を行う組織を整備する必要があるというようなことが書かれております。 

従いまして、関係市町村が中心となって、管理運営の組織を構築しなくてはならないと、こう

いうことになっております。４番目としては、これは先ほど来もお話しましたように、地域の

特定、地域の設定については、それぞれの地域の実情を踏まえながらアイヌの人々の自主性が

尊重され、その意向が反映されていることが大切ですということが基本構想の中に書かれてお

ります。５つ目としては、施策が展開される空間全体のネットワークとして、効果的運営をさ

れるよう、拠点を設けるなどの機能の分担や連携を図ることが必要であるということが書かれ

ていまして、ここで拠点としての機能も必要だし、ネットワークという形になりますと、地域

イオルの整備も必要だということが、この５番目の方に書かれております。ですから、白老町

ではなくて地域イオルの整備も必要だということが書かれております。あえて地域という形で

は書かれておりませんが、ネットワークを図るということでございます。６番目として、先ほ

ど来から言います、当面は。４ページ目にいきますが、先行として進める地域において重点的

に施策の展開を図ることとし、効果的な施策の推進を目指すことが考えられると、こういうこ

とで当面は先行地域を設定して、そこを重点的に施策の展開を図るということが書かれており

ます。７番目でございますが、これは空間の目的達成のために必要な設備、施設等については、

期待される効果の迅速かつ効果的な発現を図るため、既存の設備、施設等を積極的に活用しな

さいということが書かれております。８番目としては、その既存の施設が必要な機能を備える

ことが困難な場合については、必要な設備は検討しますよということが書かれております。基

本構想の概要については、このようなことでございまして、何回も言いますが、基本構想の基

本的な機能は一定のルールで自由に行うことが、自然確保が出来るということと。そして、そ

この空間において伝統技術だとか、体験交流の場所が出来る場所、この２つが機能だよという。

施策の展開の中では国と関係市町村が協力して、施策の展開をすることですということ。施策

の実施については、国の出先機関であるアイヌ推進機構が基本になりますと。ただ、実質的な
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管理運営については、市町村を中心とした管理運営団体が行うことになりますよということで

すね。当面は先行して重点的に行う地域についてはアイヌの人達の意向を踏まえた形で、その

地域を決めますよということです。必要な設備、施設等については既存の施設、設備等を積極

的に活用することが望ましいとするというようなことが基本構想の中に書かれたものとして、

その要点については今説明したとおりでございます。 

それから、４ページ目の実施要領、管理運営等についても国の方から示されたわけでござい

まして。要するに、これを再生するための役割分担、組織等が書かれております。（１）の組織、

役割分担ですが、国土交通北海道局と文化庁は中心として全体的に管理を行うということで、

計画の策定だとか予算のとりまとめ、関係省に対する要望、調整、こういうことを全体的に行

うということ。２番目の北海道は国と共に実施に向けた基本的な条件の整備を行うと。国と共

に事業が推進するようにやるんだよということ。３番目として、アイヌ推進機構。これは、先

ほど来から説明してますように、実施に対する、事業に対する助成を行うと共に、管理運営に

対する指導、助言を行うというようなことになっております。北海道ウタリ協会。これはアイ

ヌ文化伝承実践者だとか、団体等と連携をしながら、この事業が円滑に進むように取り計らう

ということになります。５ページ目の関係市町村につきましては、先ほど来からもお話してま

すように、管理運営委員会が中心となって、空間の管理運営の実務を行うという形になってお

ります。ですから、関係市町村が実施部隊というかたちになっております。６番目は、アイヌ

文化伝承活動実践者団体は、この管理運営委員会に参画して、管理実務を行うことですよとい

うことが書かれております。７番目としては、そういうような管理運営委員会が新たに組織さ

れて実務を行うというようなことになっております。（２）番目については、基本構想と同じよ

うなことが書かれておりまして、空間の整備については、アイヌの人々の自主性が尊重され、

その意向が十分配慮しなさいということだとか、既存の設備、施設等を積極的に活用しなさい

ということが書かれております。（３）の空間の管理運営につきましては、このようなことがい

ろいろ出ております。管理運営委員会が管理運営のための計画を定め、それに基づき管理運営

を行うということで、管理運営事項としては、自然素材の確保だとか、確保した自然素材の加

工、調整、利用、保存をどうするか。管理運営のための予算の管理。自然空間に係る財産も出

てくると思いますが、その辺の管理を行うと。６番目としては、管理運営のための要員。要員

の要請だとか確保。要するに、どれ位の規模でやるかということもこれからありますが、その

辺の自主的にの動かす人の要員の養成、確保、こういうとも出てきております。地域における

空間の利用に関する調整。それから、アイヌ文化の伝承活動や体感の調整、こういうことが出

てくると思います。管理運営計画を策定しなければなりませんが、その中では、１つには自然

素材の確保に関する計画を作らなくては駄目だと。どの位の自然素材で、どの位の使用量が必

要だとか、何処から入手するだとか、どういうふうに確保するだとか、そういうような管理運

営計画を作っていかなくては駄目だと。管理運営に関する要領として、こういう財産だとか、

財産に係る維持管理だとか、空間の管理運営。こういうことの管理運営計画を作っていかなけ

ればならない、こういうようなことになっております。地域の設定等につきましては、先ほど



 7 

来からお話ししてるようなことがこの中に書かれております。２番目とし再生に必要な予算措

置等につきましても、先ほど来から書かれておりまして、国及び北海道は、７ページの上の方

に書いてありますが、自然素材の確保などの自由に対して、必要な予算措置を講じるというこ

とが一つ。それから、２番目としては、確保された自然素材や空間を活用して行う文化の伝承

活動や体験活動あるいは交流活動をとおして必要な予算措置を講ずるというようなことが書か

れております。ですから、国は自然素材の確保に対しての予算措置だとか、伝承活動、交流活

動に対しての予算措置を国と北海道等は行いますということなっております。３番目としては

非常に気になる話なんですが、関係市町村は地域の環境、条件等に則して、国及び北海道と共

に必要に応じて、予算措置を講じると書かれておりまして、これは本来国の事業でございます

ので、関係市町村がここまで書かれるというのはどうかなというふうになっておりまして、こ

の辺についても、再三道の方に申し上げ、北海道ウタリ協会としても申し上げたところでござ

いますが、必要に応じて予算措置を講ずるということになってございます。（２）番目の規制緩

和等につきましては、先ほど来から言ってるとおりでございまして、事業を展開する中で、や

はり現行法の中で、どのような形で自然のものを採取したり、事業が取り込めるかというよう

なことになりますと、特区等の活用を含めた規制緩和しかないのかなというようなことが書か

れておりまして、その検討を行うと、こういうふうになっております。８ページ、９ページに

つきましては、こういうことで基本構想等書かれておりましたが、これからイオルを再生する

中での進め方ということが書かれておりまして、これも今までお話したようなことが書かれて

おります。１番目としては、先ほど来から言うように、具体的な施策の展開にあたっては財団

法人アイヌ推進機構を中心とする仕組みを基本にしますよということでございます。２番目と

しては、何回もしつこく言いますが、地域の実情を踏まえながら、アイヌの人々の自主性が尊

重され、その意向が反映されることが必要ですよということでございます。（２）番目が、その

施策が展開する地域については、１の考え方を踏まえアイヌの人々の自主性、意向、地域の実

情を十分考慮して、先行して進める地域において施策の展開を図るんだよというようなことが、

進め方の中に書いて。これは、先ほど来から言ってるとおりでございます。３番目の（１）に

つきましては、これは基本計画を作るというようなことになっております。ですから、基本構

想ができましたので、基本計画を策定するということで、これは１７年度中に基本構想を踏ま

えて基本計画を作るというふうになっております。（２）でございますが、地域において展開さ

れる施策については、こういう形で進めるということで、これは先行して進められる地域のこ

とを言っておりまして、そこについてはこういうような計画を１８年度の予算要求の中に盛り

込みたいというような考えを持っております。先ず、先行的実施地域のお話ですが、地域計画

を策定しなければならないということでございまして、要するに地域において必要な調査、設

計等を行って、空間の計画を策定するというかたちになります。空間整備のための各種調査、

設計が行われるというふうになっております。２番目としては、空間の管理システムの試行、

実施ということで。順調にいきますと、１８年度に試験的に行うような形になっております。

ですから、１８年度に実施されるとなると、どういう管理システムを構築して、どの位の人数
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でやっていかなければ駄目だということが、これから地域が指定されますと、鋭意国だとか北

海道とも協議しながらやっていかなければ駄目だというふうに思っておりまして、それはただ

単に人数だけの問題ではなくて、地域計画は１８年度作るんですけども、ある程度地域計画も

視野に入れながら、管理システム等も考えていかなければ駄目だと、こう思っておりまして、

この辺は始めての事業なので非常に手間問うかなと考えておりますが、この辺は十分道や国と

協議しながらやっていかなければ駄目かなというふうに思っております。３番目として、９ペ

ージの③でございますが、必要な自然素材の育成というふうになっておりまして、栽培法が確

率されていない植物を中心に試験研究だとか、実験を行うというようなことになっております。

栽培法の試験研究だとか、例えば種の入手だとか、あるかなと思うっております。空間を利用

した体験交流ということで、体験交流も実施すると。合わせて、活動を実施するための要員の

要請も行うと、こういうことになっております。５番目としては、イオルの広報ということで、

再生の関する、こういう空間活用するということで重点的な広報活動を行うと、こういうこと

になっております。聞くところによりますと、１９年度から本格的に実施になるんではないか

なと考えられております。ですから、１８年度中に地域計画を策定しながら、一部管理システ

ムを試行的に実施して、どのような問題があって、どのようにしたらいいかということをある

程度１８年度に慣らしながらやって、１９年本格的実施という運びになるのかなと考えられて

おります。これからの取り組み日程等につきましては、平成１７年の８月に概算要求の提出が

ございます。国土交通省から財務省へ提出すると。９月に入って、基本的な計画に関する基本

計画を策定していくと、こういう形になります。先ほど来から話してますように、正式に国か

ら白老町が先行的実施地域に指定を受けた後には、実施に向けて本格的な協議が行われるので

はないかというふうに考えているところでございます。一応、概略でございますが、そういう

かたちで今進もうとしているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。以

上で説明を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。只今、説明がありましたが、この件につ

いて質疑がありましたらどうぞ。小西委員。 

○委員（小西秀延君） 何点かご質問させていただきたいんですが。先ず初めに、５ページの

管理運営に関しまして、管理運営委員会というのを設置するとなってるんですが、それの管理

運営委員会の中心となるのが、市町村というかたちで書かれてます。ここの部分で白老町の職

員がどういうふうに係ってくのか。また、この管理運営委員会を構成する方たちがどういう方

たちになっていくのか、そういう構想等があればお教えいただきたいと思います。あと、最終

ページの方になると思うんですが、平成１７年８月に概算要求書の提出とあるんですが、これ

がどの程度の金額になって、これからの見込みとしては何年のプロジェクト位で総額どれ位に

なっていくのか、その辺が掴めてるようでしたらお教え願いたいと思います。以上、取り合え

ず今のところ、それ位質問させていただきます。 

○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） 管理運営委員会の設置でございますが、基本構想の中にあ
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りますように、関係市町村。白老町が先行的実施になると、白老町が中心になっていかなくて

は駄目だということには変わらないと思います。というのは、やはり国のお金なんですね。で

すから、直に白老町に来るんではなくて、先ず国の出先機関であるアイヌ推進機構。これ、文

化振興やっている。そこから白老町に降りて来るというかたちになると、やはり白老町が中心

になって、管理運営委員会を作っていかなければならないと思っておりますが、ただ、管理運

営委員会から、これは特定した話ではないんですけど、管理運営委員会からアイヌに関係した

団体に再委託できるということも考えられると思っております。ですから、その点白老町で管

理運営委員会作りますが、実質の活動舞台はそういうアイヌの関係団体の方に、委託をすると

いうことも一つ考えられるかなと。ですから、そういう線でこれから考えていった方が現実的

かなというふうに考えておりますし、そうすることによって、この事業もスムーズに行くんで

はないかなと、こういうふうに考えております。それで、管理運営委託団体は何処にするかと

いうことについては、今特定はできませんが、そういうことを考えざるを得ないのかなという

ふうに思っております。それから、予算のことですが、今、概算要求の提出が８月までという

ことで、その項目は８ページと９ページの①から⑤までの予算につきまして、これについて予

算計上するというようなお話を聞いております。それで、新聞紙上では１億とかどうのこうの

という話ありますが、私共は全く金額については聞いておりません。多分８月の末にはきっと

もう少し詳しい内容で、どれ位の金額で要求するというようなことがわかるかなと思いますの

で、その時点になってまたご連絡を申し上げたいと思います。それからもう一つですが、この

イオル構想が始まった時には、巷のうわさではいろいろ何十億とかって話もありました。ただ、

現実的に国との対応の中では、国も財政的に非常に厳しいというかたちの中で、果たしてそれ

位の金額が付くかどうか、それはわかりませんが、非常に厳しいというかたちの中で、このイ

オルを進めなければ駄目だというような状況になってる。多分、この流れから言いますと、１

８年度にこういう地域計画を作って、そして実験的にある程度やって、１９年度からある程度

本格的にやるというような話ですので、白老町においても大体２年から３位の計画の中で一つ

ものが出来るのかなというふうに考えております。ですから、一挙に単年度で予算が措置され

て、事業が実施されるということにはちょっとならないのかなと。いろいろ国等の対応だとか

お話の中ではそういう感じを持っております。以上です。 

○委員長（近藤 守君） どうぞ、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） ３ページの、小西委員と同じような所なんですが、実質的な管理運営

の部分ですね。既に白老はアイヌ民族博物館ですか、財団として持ってるんですが、そことの

係りというのか、あまりそこに限定してることではないと思うんですが、一つの管理をする受

け皿としては、そういう所も一つの場所かなというようなことも考えの中にはあるのかどうか

ということがあれば。 

○委員長（近藤 守君） 久慈参事。 

○生活環境課参事（久慈幸男君） 今、お話にありましたように、管理運営についてですが、

アイヌ民族博物館が適当ではないかという話でありますが、今は限定はしておりませんが、選
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択肢の一つであると、いうふうには思っております。 

○委員長（近藤 守君） 根本委員。 

○委員（根本道明君） 白老町が先行実施地域に選定されたというふうなことで、これは非常

に白老町としては先行していくのが喜ばしいのかなと、プラス面なのかなというふうに考えま

すが、他の地域イオルのことを考えると、両手を挙げて喜ぶわけにはいかない、そういう実情

があると思うんですね、今の説明を聞いてると。やはり、他の地域イオルもいろんな文化、今

直ぐしなければならない。今しなければならないというのは、例えば伝承する人方が高齢化に

なっていて、直ぐ取り組まなければわからなくなってしまうというふうなものもあると思うん

ですよね。そういうふうなことも、やはり道も国も捉えてると思うんですが、その中で他の地

域イオルの、白老町は特別委員会を作ったり、いろんな促進委員会などを作ってやってますが、

他の地域はどのようなのか、僕らわからないものですから、捉えてるところで教えていたいだ

きたんですが。特に議会としての取り組みはどうなのかということ。 

○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） 先ず、先行的地域白老町が指定されたということは、先ほ

どちょっと言いましたように、北海道ウタリ協会の意思としては、北海道白老町が適当である

という話をされたと。それを受けて国が８月の概算要求に向けて、最大限尊重して地域を指定

するということですので、国からは未だ指定されていないということですので、ご理解をいた

だきたいと思います。それから、他の地域のお話でございますが。地域の実情は後でご説明し

ますが。３ページの⑥でございますが、当面という言い方をされてる。当面先行して地域を定

めて重点的にやるんだというようなことが書かれております。この当面という言い方は、どう

いうことですかというようなお話を私が国の方にお話しました。その時は当面というのは、当

面先行的実施地域でやってみて、どのような問題があって、どうなんだということをきちっと

検証して、よしこれじゃ大丈夫だということで次のステップに向かって行くんですよというこ

とで当面だということで、ですから白老町で終わったら、それで終わりということではないと。

だけども、今現在何処何処の地域をやるということは、それはできないということで当面とい

う言葉を使ったと、こういうことでございます。それともう一つは、７月２５日の北海道ウタ

リ協会の加藤理事長の方から、白老町をある程度アイヌの人達の意向だということで申し上げ

たんですが、地域イオルの他の６つの地域についても、これは根本委員がおっしゃいましたよ

うに、それぞれの地域で文化の違いがあるんだと。それによって白老町が中核になって上手く

文化として循環するんだという話しで、やはり地域イオルの必要性を訴えております。ですか

ら、それについて国の方も十分お聞きしましたと、いうようなお話をされてるそうでございま

す。そういうことで、うちだけではなくてうちが終わったら、やはり地域イオルもこれから順

次整備をしていくんだという考え方は国の方で持ってるようでございます。それと、地域の実

情につきましては、私聞いてる範囲では、平取町ではこういう特別委員会があります。順次い

ろんなかたちの中で報告をしているそうでございます。詳しい内容はわかりません。静内町に

つきましては、これは特別委員会はないのではないかと思います。今回、整備促進期成会があ



 11 

ったわけですが、白老町が先行的実施場所に決まりそうだと。それと、１８年度事業着手に向

かいそうだということで、期成会が解散をしたというようなお話を聞いております。それと後、

旭川、十勝、釧路、札幌につましては、それぞれ議会との係りはあまりないというふうに聞い

ております。それと、行政等との係りも薄い所は、例えば釧路だとかは支部だけが動いてて、

行政はあまり係っていないというような地区もございます。そういうことで、それぞれの地域

でいろいろ考えの違いもあるのかなというようなところもございます。ただ、地域イオルでそ

れぞれ、うちも基本構想を作ったり、基本計画作っておりますが、札幌では札幌のイオル構想

だとか、旭川では大雪イオル設営企画書だとか、平取だと平取の基本構想だとか、それぞれ構

想を持っておりまして、この辺につきましては支部で作っているというのが主なところかなと

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） 根本委員。 

○委員（根本道明君） これ確か１９９７年ですか、アイヌ新法ができた。そして、こういう

ふうなものが認められて、そして今こうやって進んできて１０年経ったって言いますけれども、

１０年の間におらが町におらが町にという運動を各町村でやっていて、実質的には何もという

か、本当のイオル構想としてしなければならないことが置き去りにされて、そして誘致運動が

先行していった。そしてまた、それが決まって、また更にそのことが何年か、今の説明で聞い

たら、先行の地域だけやって、あと順次やっていきますよというようなことであれば、国の考

え方が何というのか、逃げ腰いうか弱腰というか、もっと積極的に北海道のアイヌ文化という

ものを取り組むんだという、最初の思想の元にやってくれるんであるならば、もっと他のこと

も考えて、他の地域のことも考えて、要するに言葉をしなければならない、うちの町はこれを

やらなければならないということが、各地域持っていると思う。だから、そういうふうなこと

をもっと真剣に取り組んで。今聞いたら他の議会は取り組んでない。平取だけでしたか。平取

だけ特別委員会取り組んでるということであるんですけれども。あと、他の町は自分の所が外

れたから、もういいんだというふうな、そういうふうなことではないと思うけども。ないとは

思うけども、そういうふうに取られるんだよな。行政が取り組んでないということであれば。

やはりそういうふうなことは、もっと理解してもらって、うちらの方が理解してもらうという。

やっぱり先行の町なんだから、やっぱりリーダーをしていくということも大事なことなのかな

と思うんですが。それだけ責任があるということ、白老町は。だから、そこら辺のこと考えて、

国の方にもっと胸を張って交渉にあたってほしいという考え方が自分にもあるんですけれども。

要するにお金だとか、箱物ができるとか、そういうふうな問題は違うんだよと。今の２０年、

２０年経っちゃったら、アイヌ文化というものが、もうわからなくなるという、せっぱ詰まっ

た状況の中で、今我々が何をすべきか、先にこっちをやれとか、先ずそういうふうな問題では

なく、もっとアイヌ文化というものをどういうふうにして、今北海道を創られる時に、アイヌ

の人達がやった役割とか、そういうふうなものをもっと前面に出して、そして大事なんだよと

いうふうな最初の思想に基づいて、もっとやっていくべきではないかなと思うんですが、そこ

ら辺の考えかたはいかがですか。  
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○委員長（近藤 守君） 久慈参事。  

○生活環境課参事（久慈幸男君） 根本委員のお話は、国だとか関係の官庁等について、同じ

ような話をしてます。ですから、極端な話をすると、新法が出来る前については、土人保護法

という法律の元で、アイヌの人達がいろんなかたちで拘束されてきたと。そういう経緯がある

わけです。ですから、そういう結果としてこういうふうになってると。ですから、これは国の

責任として、当然やるべきだというようなお話をずっとしてきてるわけです。ですから、イオ

ルが必要だよと。イオルは国としてやるべきだよという話はずっとしてきてるわけですが、た

だ残念ながら、その辺の認識度といいますか、理解度に隔たりがあるというようなことで、や

っとただここまで来たのかなというような感じをしております。ですから、白老町が仮に先行

的場所に決まったら、非常に責任あると思います。責任ありますし、多分他の地域から注目さ

れると思います。それと、今までの経緯から言っても、成功しても失敗してもいろんなかたち

で言われるかなと、こう思っております。ですから、大変胸の痛い気持ちでおりますが、是非

成功するように努力するしかないかなと思っております。ですから、その辺はやはり、そうい

うノウハウを持っている人達の集まりをきちっと強化して、体制強化をして推進して行かざる

を得ないかなというふうに考えております。 

○委員長（近藤 守君） 根本委員。 

○委員（根本道明君） 最後になりますけども、白老町はそういうことで、凄く責任があるや

に考えます。それで、一つ提案なんですが、これは委員長に提案なんですけども、例えば平取

が議会の活動があるというふうなことであれば、白老の議会と一度赴いて交流を持つというか、

意見交換をするということも必要なのかな。他の札幌にも旭川にもなければ、その対応する団

体と我々がやはり行ってお話を聞くということも、これも一つの手法かなと。交流というんで

すか、交流活動を実施するとなってますが、そういうふうなことも必要かなと思うんですが、

そこら辺いかがでしょうか。 

○委員長（近藤 守君） 久慈参事。  

○生活環境課参事（久慈幸男君） 札幌には一昨年ですか、札幌のアイヌ文化交流センターが

市で、役１４、５億位かけて造ったものあります。そこを中心として、定山渓へ行く金山とい

う所にあるんですけども、そこを拠点としてイオル構想を展開したいということで整備はして

あります。あと、平取につきましては、萱野さんのあの辺のチセを中心として、二風谷のダム

ですか、あの辺を中心とした構想がきちっと持っております。あと、静内等については、シャ

クシャインの像がある辺りに整備してるということ。あと他の旭川だとか、十勝、釧路あたり

については、ここをこうするというのはあまり無いような感じがしております。もし行くとす

れば、札幌だとか平取、ちょっとしたら静内位までかなというような感じはしておりますが。

札幌はそういうことで１４、５億位かけて造っておりますので、見るとすればそういうような

とこ。あと、一生懸命イオルについて取り組んでおります平取町に行っても勉強になるかなと

いう感じはしております。 

○委員長（近藤 守君） 斉藤委員どうぞ。 
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○副委員長（斉藤征信君） 話を聞いてて、幾つかお聞きしたいんですが。先ず取り合えず決

定したとうことは嬉しいということを前提に置きながらも、国の考え方って一体どうなってる

のということを、本当に疑問に思っちゃうんですね。今、根本委員からも話あった先行地域の

任務ということから考えても、本当に北海道のアイヌ民族全体の問題を捉えて、そのために何

を始めるかとういう、その流れをきちんと青写真をあってやっているのか。何にも無いからそ

この部分から始まって、これから全てが始まるんだよと。あとの地域のことはよくわからない

けれども、これからの計画で、先ずここから始まるというようなふうに見えるのかどうなのか

と、そのあたり、どうも不安なんですよね。それで、先ず一番大きく言うと、中核イオルとい

う、一番最初にお話あったんですけども。国は、中核イオルはあまり大した関係ないというこ

とで、本当にその考えが煮詰まった上で、この先行実施というのが決まったのかどうなのか。

その辺ふらついてて、何だかやってみて、この後の計画が動くのかどうなのか。そのあたりが

どうすきっと捉えられない。先行地域でやる任務というのは、白老でやると言ったって、全て

の種類を全部白老でやるわけにはいかないはずですよね。そうすると、みんなに手分けをして、

いろんなことをやってみて、それを何処かへ集めて、中核イオルを作り上げていくというよう

な、そういうものの考え方をしなかったら、やり始まって何処へ飛んで行くものやらわからん

というようなことでは、ちょっとあまりにも不安材料があるのではないかというようなことを、

このあたりはどうなんでしょう 

○委員長（近藤 守君） 久慈参事。  

○生活参事（久慈幸男君） 前もちょっとお話したと思うんですけども。道が基本構想を作っ

たのが平成１４年の４月。要するに伝統的生活空間の再生の具体案というのを平成１４年の４

月に作ったわけです。これは、要するに国の方がイオルをどう進めていいかわからないという

ことで、道でやっていただきたいということで、やってきております。その中で始めて白老町

が中核という形で選定をされ、地域イオルが６つに決まったという経緯があるわけです。です

から、北海道も当然こういう北海道で作った基本構想に元づいて、淡々と事業を推進されてい

くものだというふうに考えていたのではないかと思っております。私もそう思っておりました。

私もそこから担当いたしましたが。ところが蓋を開けてみますと、いろんな話聞くには、あま

りにも北海道は風呂敷を広げすぎたんだよというお話でした。要するに、国と北海道の考えか

たが非常大きな隔たりがあったと、いうような考え方。だけども、報告書として提出せざるを

得なかったと。こういうようなことが、前段にあったように聞いております。そういう考え方

の中で進んだもんですから、要するに中核は白老町だとか、地域が６つあるよということは、

国は認めてませんと。それは北海道が決めたことですので、それはそれなりの考え方ですよね

って考え方だったんですね。だけども、それはおかしいよと。北海道ウタリ協会も北海道も関

係市町村もそれはおかしいよというようなかたちの中で、ずっと進んで来たのが事実でござい

ます。それで、やっと国の方も重い腰を上げてきたというのが最近でございまして。それと、

もう一つあったのが北海道ウタリ協会の中にも、いろんなやはり問題がございまして、やはり

北海道ウタリ協会の中もきちっと一枚岩にしなければ駄目だというようなこともあったんです
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よ。そういうような作業もありまして、やっとウタリ協会も揃ってきたと。それじゃ国の方も

真剣に考えましょうということになったのかどうかわかりませんが、やっと昨年の６月に、こ

の佐々木公明先生を中心としたイオルの検討委員会が出来たというのが事実なんです。ですか

ら、ここから一から始まったと言っても過言ではないかなと思ってはおります。それともう一

つ、私での方で仕掛けた話ですが、これはウタリ協会の中に、やはり一枚岩でなければ駄目だ

ということで、イオルの推進委員会を作りました。そういうようなことで、ずっと来て、やっ

と北海道も動き、ウタリ協会も一枚岩になって、やっとここまで来たと、こういうことでござ

います。ですから、先ほど来から言うように、北海道と国のイオルに対する認識と言いますか、

かなりの隔たりがあるというのは事実でございます。そういった中で、ここまで辿り着いたと、

こういうことでございますので。ですから先ず白老町が先行的実施場所に決まれば、そこで取

り敢えず初めての事業なんですけども、取り敢えずやってみて、そこから次のステップに向か

って行くと、こういうようなことになるのかなと思っております。だから北海道会議で決まり

ましたいろんな事業がございました。アイヌ文化研究センターが必要だとか、アイヌ民族博物

館的な施設が必要だとか、いろんな事業がこの中に盛られておりましたけれども、一切そうい

うことはありません。ですから、前の考え方からはかなり縮小されてきているのが事実でござ

います。そういうような経緯で今まで来たと。ですから、こういう結果になったということで

すので、ご理解をしていただきたいと思ってます。 

○委員長（近藤 守君） 斉藤委員。 

○副委員長（斉藤征信君） 取り敢えずそういうことを、そういう壁を一歩ずつ乗り越えてき

たということ、これはやっぱり評価しなければならないことなんだろうなというふうには、基

本的に思ってはいるんですけども。あと中身もう少し聞いておきたいのは、組織がたくさんあ

る中で、財団法人研究推進機構ですか。そこの部分の中心とする仕組みであるという書き方が、

それを基本とすると。その反面、地域の考え方というのを尊重しなければならないとあります

よね。地域のそういう動き、そういう考え方を指導する部分が推進機構にという意味なんでし

ょうか。あるいは、このイオルの計画を考えるものは別にあって、推進機構というのがどんな

役割を果たすのかという、この辺、私は理解しきれないんですけども。そのことが一つと。も

う一つは、管理運営委員会の設置の問題なんですけども、そこの部分聞きながら、正に走りな

がら考えてるんだなというふうに聞こえたんです。何がイオルを構想していくのに、何が必要

なのかというのを、これは今までの中でも、かなりどういうものが必要なのかと。実践的にも

積み上がったものというのがないのかどうなのか。必要な、これからやっていくためのイオル

構想を完成させていくために何が必要なのかということが、今資料としてかなりの部分集めら

れていて、その元で進められているのか。全くそれ無しにこれから一から始まるのか、そうい

うふうなあたりは、どんなふうになっているのか、その辺教えてほしいです。 

○委員長（近藤 守君） 久慈参事。 

○生活参事（久慈幸男君） アイヌ推進機構については、４ページの③の所に書いてあります

ように、この事業に対する助成を行って、その管理運営に対する指導、助言を行うと、こうい
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うようなことございます。ですから、実行部隊ではないということですね。ただ、この辺は懸

念をするところでございまして、要するに国の事業ですから、これを管理運営である市町村に

任せるということ自体がちょっとおかしいのではないかというような考え方を持っております。

ただ国の方は、やはり地域の実情がわかるのは市町村でしょうと。だから金を預けるんで、管

理運営委員会は市町村が中心となってやりなさいと、いうような言い方をしております。ただ、

僕らとしては、あくまでも個人的な考え方ですが、これは国の事業なんで、ましてや白老が中

核だということになると、将来的にはこの推進機構がイオルの中核の施設に来ると。来て事業

の展開をやるというような運びになれば有難いなというような考え方は持っております、個人

的には。ですから、今札幌で事務所を構えてやっておりますが、将来的にはそういうかたちで

推進機構の組織が中核であるここに来て、きちっと事業展開をするということが本来の体制の

あり方ではないかなというふうに考えております。ですから、その辺については、これから事

業展開をする中で国の方にも申し述べていく必要があるのかなというふうに考えております。

今、推進機構には道庁から４人位が出向で来てるそうです。聞くところによると、国の方も財

政的に非常に厳しいというかたちで、今、間借りをしてるんですけれども、その間借の家賃も

かなり高くなってきてるというような話だとか、いろいろ聞いておりますので。ですから、こ

の事業が展開すると、推進機構が、アイヌ新法が平成９年に出来て、６月に出来たんですね。

要するに文化振興をするための機構なんですよ。ですから、イオルもアイヌ文化振興の事業な

んです。だから、だぶってしまうこともあるんですね。体験だとか、交流だとか、今いろいろ

推進機構の金を使って、国際交流だとか、国内交流だとか、アイヌ教室だとか、いろいろ推進

機構使ってやってる事業がたくさんあるんです。今、国も約７億の金、人件費も含めて、フィ

フティーフィフティーで、国が３億５千万。道も３億５千万出して７億で事業展開してると。

ですから、うちがイオルを展開すると、本当にだぶるような事業が出てくる。それならば、こ

こにきちっとした拠点が出来るわけですから、どうぞ来てくださいということを言ってるんで

すね。何にも構わないのかなと、こういうふうに一応考えておりまして、この辺についてはあ

る程度また整理した中で要請をしていく必要があるのかなというふうに思っております。白老

町のイオルは一応考えてるのは、海、山、川を一応考えてるんです。アイヌの人達は昔、海、

山、川を生活の糧にしてたわけですから。例えば海は何処の地域で、どういう体験をした方が

いいだとか、山は何処を例えば自然の採取をする場所がいいだとか、川は何処がいいかとか。

そして、体験する場所はどういう形でどうしたらいいかとか。その辺のある程度素案的なもの

は、試案的なものは固めて持っております。ある程度それを基本とした形の中で、事業展開を

するのかなというふうに思っております。こういうことしか今ちょっと言えませんが、ある程

度事業実施に向けた事業の提案書みたいなものは、ちょっと持ち合わせしておりまして、それ

については道の方にはある程度提出はしております。それを踏まえた中で事業展開を、ある程

度基本にしながらやっていくのかなというように考えております。 

○委員長（近藤 守君） 斉藤委員。 

○副委員長（斉藤征信君） 最後に一つお願いします。海、山、川をアイヌの人達の自然素材
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を得るための場所に設定をする。だけども、設定はしていきながらそこで生活せえよというこ

とではないはですよね。そうすると、そこから得てきたものを使って物を作り上げる、それが

文化ですよね。それを、自分達で作りながら後へつないでいく、あるいは地域の人に知らせて

いくという、そういう作業をするとなれば、かなり多くの物。家を建てるだとか、魚を獲るだ

とか、着る物を作るだとかという他に、言葉だとか文様だとかという、別の文化もございます

よね。そういうものをずっと広げていくために、そういう場所だとか、やっぱり建物はそんな

に関係ないんだと言いながらも、そういう作業場だとか何とかという形で、かなりの多くのも

のが必要じゃないか。そういうふうにも考えるんですけども。これで言うと、もう建物は建て 

ないから、既存のものを使えということになっていくとすれば、本当にこういう構想が進めら

れていけるのかどうなのか。かなりいずい思いをしなければならないのか。そのあたりは、ど

んなふうに捉えてますか。 

○委員長（近藤 守君） 久慈参事。 

○生活参事（久慈幸男君） 正しく山、川、海だけの自然だとか、山を再生するだけがイオル

じゃなくて、そこで生まれた文化を、やはり伝承者をきちっと育てて、それから一般国民に対

しても広く文化を広めていくと。そして、アイヌ民族としての尊厳を高めると共に、アイヌ民

族としての理解を深めていくということが、このイオルの大きな目的なんですね。ですから、

そういうことから言うと、今言ったように、体験をする場所だとか、工房の場所だとか、料理

をする場所だとかということは必要かなと思っておりますし、中核に仮になった場合、地域の

いろんな情報の発信場所的なものも必要なのかなと、こう考えております。それと、いろんな

研究発表する場所だとかというような学習の場所だとか、そういう場所にもなるのかなと思っ

ておりまして、そういうことからいって、やはり施設が必要だというようなことを言ってきて

おります。それで、非常に国の方も新しい物については、非常に厳しいという言い方をしてお

りまして、それでこの構想の中にも既存の設備を積極的に活用することが望まれますよという

ことを書かれておりまして、これについては白老町が先行的実施場所になった場合については、

既存の設備について何処が適当なのかは、事前にある程度把握しておく必要があるというふう

に思っておりまして、今何処をどうするんだということは、ちょっと特定の場所は言えません

が、そういう準備はしているということですので、ご理解をしていただきたいと思います。 

○委員長（近藤 守君） 他に。及川委員。 

○委員（及川 保君） 足かけ１０年ですよね。久慈参事もここまで、先ずほっとしていると

ころなのかなというふうに思います。私はちょっと心配するのは、先ほど来出ている、当初非

常に力を入れて、町もいろんな構想をウタリ、アイヌの皆さんと手を携えて計画を作成したり

してきた。私も議会人として、その中に居ていろんな所で意見を言ったりしてきたわけですけ

れども、今日こうして目の前に平成１８年度の予算も今月中ですか、決定するんだという、本

当にご苦労さんだなと思います。ただ、心配することが一つあるんですね。先程来、アイヌ文

化の伝承なり自然の育成なりと、いろいろこの中にも出てるんですけども、文化や伝承者の育

成だとか、すぐ出来るものではないですよね。非常に時間をかけなければ、そういうことにな
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らないわけですよね。そうすると今、白老町が中核イオルとして決定しそうだと。国の決定は

未だのようですけども。それは喜ばしいわけですけども、この決定することによって、これか

らあと６つあるイオルの地域の皆さん。非常に時間がかかる、検証して、それが良ければ更に

前へ進むんだというように参事の話だったですね。そのことを考えると、先は非常にばらばら

になる。下手をすると北海道のアイヌ文化をやっと緒に着いたばかりという状況の中で、心配

するのは取り越し苦労だという思いはあるのかもしれないけれども、どうも私はそっちの方が

心配なってきますね。ようやくここで、先ず白老が中核としてあるべきだと。７つの地域が今

回そういうかたちになろうとしてますけれども。このことが逆に、全体のこの中身を見てみる

と、聞いてみると、非常に心配があるなと。何とかこれを一枚岩でいけるように、６つあるあ

と地域の皆さんと一緒に、このイオル構想を作り上げていくということが本当に出来るかなと

いうことが心配なんですけども、助役、どういう思いでおりますか。 

○委員長（近藤 守君） 煤孫助役。 

○助役（煤孫正美君） １０年前に係った時には、そういうご説明はしてないで、やはりこれ

が一つの北海道のシンボル的なものになるだろうというような捉え方できたんですけども。い

ろんな過程の中で、今言われましたように７つの地域何とかという分散しまして、その目的と

いうか何か、それがちょっとぼやけてしまったかなというような感じはしております。ただこ

れ、ご承知のように、ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会というのが国の方にありまし

て、その時に４つの柱。つまりアイヌに対しての施策について４つの柱というのがあったんで

すよ。その時に一つがアイヌに関する総合的かつ実践的な研究の推進。つまり、文化の研究の

推進というのが一つだったんです。それから２つ目がアイヌ語を含むアイヌ文化の振興という

ことで、これが２つ目でした。そして３つ目が、アイヌ文化の理解の推進ということで、これ

３つめです。４つ目が、伝統的生活空間の再生ということで。この４つ目だけが国の方では施

策に展開してないという解釈なんですよね。他の３つについては、国の方はこれは既にやって

いるというような解釈です。ですから、今言われた、いろんな面から文化だとか、アイヌ語の

話から伝統工芸というか、踊りも含めて。そういうものは国の方の判断としてはもう進めてい

るというような判断なんです。そういうふうに懇談会の中の報告書はそういうふうになってる

んです。そうなりますと、やはりイオルの伝統的生活空間の再生というのは、それから言えば、

私達は非常に前からいろんな面で期待はしましたけれども、この４つ目のかたちが、こんなか

たちに落ち着くのも、この文書から言えば、そんな理解できないこともないなというような、

今になってみれば。でも我々の気持ちとしては、やはり平取町と白老町が行政が積極的に入っ

てイオルの場所を選定した経緯もありますんで、そういう面では、やはり地域のアイヌの方々

の振興策とアイヌの方々の文化の振興とそういう両面を叶えてやったことは事実であって、や

はりその線が薄れる７つの地域に分散されたということが、非常に私としては残念だなという

ふうに思っております。初めはやはり、言葉は違いますけれども、中核という言葉を使ってた

んです。これが今になってみると、中心的なという言葉に置き換えてしまってるんです。だか

ら、そういう面で非常に町としても、今までの経緯の中も含めて、非常にそれは懸念はしてお
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りますけれども。これは、いろんな学者だとか、北海道やウタリ協会も入れた中で取り決めた

ことですから、それは尊重しなければならないんですけれども。やはりこれから、当初、白老

が考えたようなかたちに、今度文言の解釈ですけども、そういうかたちで白老町が取り組むべ

きだろうというふうに思っております。それで、この７つの地域が摩擦が起きるのは非常に残

念ですけれども、そういう意味でいろんな機構なんかを通して、北海道ウタリ協会も通した中

で理解をもらいながら、進めていかなければならないなというふうには思っております。以上

でございます。 

○委員（及川 保君） こういう状況だというのはわかりました。久慈参事も大変だろうかと

思うんですけども、ウタリ協会の加藤理事長もこれからが非常に正念場になるんだろうな。先

ほど申し上げたように、育成という部分からすると、アイヌ文化、時間がかかるんだよという

ことも踏まえて、この７つの地域が手を携えて、それぞれの地域で、白老アイヌ文化というの

は一つじゃないわけですよね。地域のそれぞれの文化があるわけですから、そのことも強く頭

に置いていただいて、この白老だけじゃないということを念頭に置いて進めていただきたいな

という思いです。 

○委員長（近藤 守君） 他に、質疑はございませんか。なければ本日の白老町中核イオル整

備促進に関する調査を終了いたします。 

 なお、本日の調査事項について、白老町議会規則第４７条の規定による委員会の中間報告を

するか、そのことについてお諮りいたします。 

○委員（及川 保君） 今、議論したように、非常にこの中核イオル構想大詰の状況にきたと

ういう説明を受けましたので、中間報告をした方がいいんじゃないかというふうに思うんです

けれども、いかがでしょうか。 

○委員長（近藤 守君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） ８月に予算を要求しますよね。そうしますと、９月に議会の報告です

から、８月に要求されると要求の中身というのが大体わかってきますよね。そうしますと、今

回イオルの事業の中では結構、予算が付くということは大きなことですので、やはり９月の議

会にこの内容を踏まえて報告した方がいいんじゃないかと思うんですが。 

○委員長（近藤 守君） 小西委員。 

○委員（小西秀延君）私も同様で今、鈴木委員がおっしゃられた、８月の国への要望の内容も

兼ね備えた中間報告であってほしいなと思います。 

○委員（根本道明君） その前に、如何なものか取り計らってもらいたいんですが、視察研修、

委員会の中でやっていただいて。もし、４人の道から来てる推進室があるんだったら、そこに

も赴いて白老町の意向というものを、この委員会の意向というものを持っていくのも一つかな

と思うんですが。 

○委員長（近藤 守君） 斉藤委員、よろしいですね。私も８月の予算が概要が出た金額で先

が見えるんじゃないかと思うんですよ。何億も付けばやる気があると思うし、１千万や２千万

の金額であれば、こればこれは駄目かなという、そんなことも考えられますんで、その辺を踏
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まえて中間報告をしたいと、こんなふうに思います。それから、もう１点、根本委員の方から

ありました、他町村の議会の研修といいますか、視察といいますか、そこら辺のことについて

お諮りしたいんですが。及川委員。 

○委員（及川 保君） 研修そのものについては、この特別委員会がやるということは、非常

にいいことだなというふうには思うんです。心配なのは先ほど久慈参事の方からいろいろと説

明あったように、議会の中で特別委員会を作ってるのは平取だけのようですね。もう一つは、

静内は特別委員会ではなくて、期成会があったんだけども、今回白老に決まりそうだというこ

とで、今回なくなってるという部分、それが心配なんだけども。ただ、各地域の実態どうなの

かというのは、この説明だけじゃ全然見えてこない。確かに。それを各地域の実情を調査研究

するというのは、この特別委員会としては意義のあることではあるなというふうには思います。 

○委員長（近藤 守君） 斉藤副委員長。 

○副委員長（斉藤征信君） 私も、答えがすっきりしてるわけではないんですけども、各町村

の温度差というのがもの凄くあるわけですよね。だから、何を目的にやるのかという、交流を

し合うのかという、これが全道のイオル構想の中のお互いに頑張ろうな、一緒に手を携えてや

ろうなというふうな話になっていくんであれば、これはいいんですよ。ところが、いろんな思

惑があって、やっぱり人よりも一歩先に出たいとか、何かあった時に、それが果たしてお互い

に交流し合うことがプラスになるのか、マイナスになるのか、その辺の見極めは私できないん

ですよね。ですから、何か下工作が、下準備があって、それから整ったからお互いに意見交換

してやれるところを決めていこうかというようなことを話ができるような下準備がなかったら、

ただ出て行って話が進まないんのではないのかなという気もありますんで。 

○委員長（近藤 守君） 他。鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 交流はいいんですけども、やっぱり今までの町村でも取り組みの方法

とか、さっきも今までの経過を話しても、やはりどうしても今までの誘致の方法というんです

か、国の方に働きかけてる部分がわが町わが町というところでやってきて、結果的には白老町

先行というような姿になってるんですけども、負けた方と言ったらおかしいですけど、選ばれ

なかった方としては、何で白老町がという所で収まってしまってれば、何か私達が研修したい

と言って、コンタクトを取っても、何だ決まった所の白老、何研修だとか交流だなんて、話に

ならないような、なるかもしれない。だから、もし研修をやるとしたらそういう方向なんだけ

ども、これからのイオルの進め方としては、やっぱりうちだけではなくて、先ほど皆さんおっ

しゃったように北海道７地区、これらをうちらも考え方というのを忘れることなく思ってます

し、うちらも何かあるたびにこういうものは言っていきますと。だから皆さんも、そういうふ

うな順番は出来てしまったんだけども、連絡調整を取り合ってやろうという、何か目的意識が

なければ、きっとただ行っても駄目だと思うんで、そこら辺きちっと踏まえて行くんであれば

良いかなと思いますし、ここら辺は何かデリケートな問題ですよね。 

○委員長（近藤 守君） この件については、やはり久慈参事と相談して行った方が良いのか、

もうちょっと待った方が良いのか、その辺相談して決めたいなと思いますけども。 
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○委員（及川 保君） さっき言いましたように、特別委員会が今後のイオル構想押し進めて

いくという部分では、研究するということは非常に意義のあることだと思いますので、やった

方が良いのではないかと思います。 

○委員長（近藤 守君） そういうことで進めたいと思います、了解いただきます。あと、な

いですね。それでは、このように取り扱いをいたします。以上を持ちまして、本日の白老町中

核イオル整備促進に関する調査特別委員会を閉会いたします。ありがとうございました。 

（午前 １１時３７分） 


