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◎開会の宣告 

〇委員長（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。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（近藤 守君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、

委員長において傍聴を許可いたします。 

 

◎ 

〇委員長（近藤 守君） 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) おはようございます。今日の特別委員会ですが、先般の８月１日

の特別委員会に引続きまして、国の方で１８年度の概算要求が出されたということで、それに

基づきましてご説明を受けることになってございます。 

 以上であります。 

〇委員長（近藤 守君） はい。このことに関しまして、町長よりお話が、説明がございます

ので、よろしくお願いいたします。 

〇町長（飴谷長藏君） おはようございます。この度、イオルの決定につきましては、白老町

議会を始めですね、北海道、そして国土交通省の絶大な支援を受けまして、去る７月２５日で

ございますが、その中で予算が決定されたと。こういうことでございます。 

 ご承知のとおり、この、今回に至るまでですね、１０年という長い期間を要したわけでござ

いますが、私も町長になってすぐですね、国土交通省に出向きまして、この関係をさまざまな

関係者も係わった中でですね、進めてきたわけでございますが、何よりも一番大きかったのは、

北海道ウタリ協会の方がですね、一枚岩と言いますか、になってくれたというのが一番大きか

ったのかなと思っております。 

 それまでは、７箇所が、要するに引き合いと言いますか、ということできたわけでございま

すが、先般ですね、各地域のウタリ協会の会長さんがいる前で、実は自民党の幹事長さん、さ

らには北海道局長さんにですね、国土交通省のですね、説明の機会がございまして、中核イオ

ルということで、中核の地である白老町長の方からということで私説明したわけでございます

が、まずは一番先に申し上げたのはですね、これは町おこしでやっているものではないという

ことをまず申し上げたわけでございます。 

 そして、国もこのアイヌ民族に関してはいろいろな、さまざまな支援をしてきたでしょうと。

しかしながら、文化的な面でも民族的な面でも、いまいち誤解、さらには偏見みたいなものが

いまだに残っていると。それの数字が、ウタリ協会の理事長さんの方から出たのですが、確か

義務教育の中ではまだ４０数％があるのだというお話もされまして、私の方から申し上げたの
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は、いまだに４０数％という数字があります。それをきちっとですね、回避なり、その誤解を

払拭するにはどうしたらいいかということを、私の方から申し上げたわけでございますが、こ

れはまず子どもにですね、きちっと理解していただきたいと。子どもに理解していただくため

の、このイオルの中でもそういう施策を展開したいのだと。 

 その子どもが大人になったときに、今のような世界が初めてこういう状況ではなくなるでし

ょうということを、実は説明いたしました。 

 それで、大枠の中でですね、だいたいその目的を申し上げますと、これはイメージ的なもの

なのですが、まず、中核イオルの一つの大きな使命がございます。文化の伝承・保存。さらに

は伝統工芸。さまざまなものがありますが、その他に、道内残り６箇所のですね、地域で今、

実際一生懸命ですね、伝承活動なり保存活動なり、調査活動をしている方々をまず白老、この

中核イオルの地である白老の地に来ていただきまして、ある程度白老との情報交換、さらには

さまざまなものを勉強していただいてですね、また、その各地に帰っていただいて、伝承活動

を実践していただくと。まずそういうネットワークを作りたいという考え方をしております。 

 それと、国とのお話の中ではですね、既存の施設を活用したいと、そういうお話もさせてい

ただいております。その活用についても、国の方では支援していただけるという、我々はそう

いう認識を持っておりますので、その辺についてはこれからもまた折衝事項なのかなと思って

おります。 

 あと、私の方で基本的にですね、整備に当たって担当の方に言っているのは、小学校５・６

年生でも、４年生、５年生でもしっかり理解できるようなイメージと施設づくりに徹底してい

ただきたいと。ソフトでも同じでございますが。 

 それをきちっと徹底すると、大人でもおじいさん、おばあさんでも分かる。ですから、見る

側聞く側の立場と、さらには整備するに当たっての時代背景をきちっとしなきゃならないだろ

うなと。 

 ですから、アイヌ民族の、例えばこういう事件なりこういう出来事があったというときは、

日本の西暦でいったら何年頃で、日本と言うか、例えば江戸なら江戸でですね、江戸中期であ

れば江戸中期で、そういう例えば徳川でこういう事件があった。そういうことがあったという

ふうに、絶えず比較できるような、そういう。世界でも同じなのですが、そういう年表とかも、

子ども達がきちっと理解できるようなですね、そういうイメージと施設づくりとソフトづくり

に徹底していただきたいという指示を出しております。 

 これから、詳しいですね、内容については担当の方から申し上げますが、この後ですね、国

の方からは５年。今年を含めて５年間で整備したいという、白老を重点的に整備したいという、

国の方からのお話もございます。 

 あとはサブイオルとどういう連携をとれるかということも、大きな課題となっておりますの

で、議会の方からももし良いご提言等ございましたら、ぜひこちらの方にご提言していただき

たいなと思います。以上です。 
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〇委員長（近藤 守君） ありがとうございました。 

 では、担当参事の方から説明をお願いいたします。 

○生活環境課参事(久慈幸男君) おはようございます。それで、８月１日以降のですね、いろ

いろな動きがございましたので、それについてご報告を申し上げたいと思います。 

  先般のこの委員会で、基本構想と実施要領についてですね、一応概要を説明したと思います。

それで、今日はですね、基本構想の原本と、それから実施要領の原本が付いておりますので、 

 これについて後で見ていただきたいなと、こう思っております。 

  それで、今町長の方からお話ありましたように、イオル再生事業に係わるですね、国の予算

が１８年度概算要求がされたと、こういうことになりました。 

  それで、これは７月の２５日に開催されましたアイヌ文化振興等推進会議。この中でですね、

この基本構想の中に、アイヌの人たちの意向を踏まえた形でですね、当面その先行的な実施場

所を決めてやるのだというような、基本構想の中にございます。 

  そういうことを踏まえて、７月の２５日は、北海道ウタリ協会の加藤理事長の方から、その

場所は白老町が適切ですよという回答があったと。そういうことを踏まえて、８月の２９日の

日にですね、国のその概算要求を予算と併せて、今これからお話します事業内容の発表も併せ

てですね、白老町を先行的な実施場所がふさわしいと。こういうような指定があったわけでご

ざいます。 

  それで、これからご説明いたしますけれども、８月２５日概算要求発表して、３１日にです

ね、財務省に提出をされたわけでございます。 

  それで、概算要求の金額につきましては、１１１，０００千円を要求したと、こういうこと

でございます。それで、うち半分はですね、道費の負担と、こういう内訳になってございます。 

  それで、実施地域につきましては先ほど来から言っておりますように、白老町を先行して実

施する地域として指定をして、着手をしますということでございます。 

  それで、町長からもお話ありましたように、概ねこれから５年間に渡りまして、白老町にお

いてですね、事業展開を集中的に行なうと。こういうようなお話がございました。 

  で、一応５年間をやって、その成果をですね、いろいろ検証しながら次の地域イオルのあり

方をどうしたらいいかというようなことについて、検討すると。こういうようなお話でござい

ました。 

  ですから、言い方としては、当面白老町をですね、実施地域に指定をして実施して、５年間

やってみると。で、その中でいろいろ検証しながら次のステップに踏んでいくのだと。こうい

うようなお話をされております。 

  それで、事業内容でございますけれども、一応１億１１００万円の金額に対して、このよう

な事業をやるというようなことになっておりまして、ただ、特別詳しい内容についてはですね、

示されておりません。私どももこれから北海道、それから国の方とですね、充分連携をとりな

がらですね、再度細かいことについていろいろ聴取をしながらやっていきたいと、こう思って
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おります。 

  一つはですね、一番目は自然素材の育成事業ということで、２８００万円の予算が付いてお

ります。これは、ここに書いてありますように、特に不足している自然素材の育成方策を確立

すると。で、また併せて栽培法が確立されていない植物の試験研究を行ないますよと。こうい

うことで２８００万円の予算が付いておるわけでございまして、これは一つ考えられるのがで

すね、育成するエリアですね。土地をどこにするかというような、そういうエリアをきちっと

特定いたしまして、で、特にその自然素材として必要なオヒョウの木ですね。オヒョウ楡です

ね。オヒョウ楡、これはオヒョウ楡は沢地の方に育成するわけですが、それだとかミズキ。そ

れからオオウバユリですね。これは山の方に育成する。それからガマだとか葦。これは湿地で

すね。 

それからアワとかキビとかヒエ。これは畑。こういうのを育成を図ってですね、素材の量の

安定的確保を図るのでないかと。このようなことが予想されております。 

それとまた、専門的な試験研究に委託して、特に必要とする自然素材の栽培方法を調査研究

するのだというふうになっておりますが、多分これはオヒョウ楡のですね、苗木が市販されて

おりません。それでその育成方法もですね、これ確立されていないというようなことで、多分

このオヒョウ楡の苗木なんかについてもですね、試験研究機関の方に委託して、そういう苗木

なんかを育成をして、そして何年ぐらいになったらですね、採れるような樹木になるかとかで

すね、そういう試験研究が行なわれるのでないかなと。こういうふうに考えております。 

ですから、２８００万円円予算が付いておりますが、そういう土地を、まぁ土地については

公有地をですね、主に考えなさいというような言い方をしております。ですから、その公有地

に対する、考えられるのは借地料だとか、それから若干その植えるにしてもですね、整地なん

かも必要ですし、それから後、苗木を植えるとなると鹿の対策なんかも必要だと思います。 

ですから、そういう経費等がですね、この中に入ってきているのではないかなというように

考えております。 

それから、二番目の管理運営等の事業で、３８００万円が予算付いております。これにつき

ましては、先行的実施地域においてですね、イオル再生のための地域計画を立てなさいと、こ

ういうふうになっております。 

で、この地域計画の中には、町長から冒頭お話ありましたように、既存施設の利用をどう図

って、どのような拠点施設としてやっていくのだとか。その既存の施設を利用したですね、検

討なんかも入ります。 

それから、全体の今言った、自然素材の育成なんかも入りますが、そういう全体の土地利用

をどう図っていくとか。 

それから、これから出てきますが、体験交流なんかもあります。そういうソフト的な事業で

すね、それをどうしていくかと。 

ですから、イオル全体の全体計画と言いますかね。これを、地域計画を立てなきゃならない
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と。これの予算等が３８００万円ほど付いてございます。 

ですから、これは大変重要なことで、１８年度を初年度として、これから継続的にですね、

行なわれる事業内容を検討することですので、これについては後でご説明をしたいと思います

が、１８年度からですね、即間に合うようにですね、今から準備しておく必要があるかなとい

うふうに考えております。 

それから、三番目として体験交流事業で２９００万円の予算が付いております。これは、自

然素材やイオルの空間を利用したアイヌ文化に関する一般向けのですね、体験交流事業を実施

すると。こういうことで、特に今町長からもお話ありましたように、これからの子どもたちに

正しくですね、歴史認識を把握していただいて、それから差別のないですね、やっぱり社会を

構築するという意味から、こういう体験交流はただ遊びじゃなくてですね、きちんとやっぱり

そういうような趣旨での体験交流というものが必要なのかなと思っております。 

ですから、どういうことをするのだというようなこともですね、これから鋭意に検討をして

いかなきゃだめかなと、こういうふうに思っております。 

ですから、以前どこかで私話したのではないかと思いますが、イオルについては海・山・川

をですね、我々は空間のエリアというふうに考えております。ですから、川であればですね、

今鮭の採捕もですね、できるように一応なりました。ですからそういう採捕の方法も、昔ので

すね、手法でマレクで捕れるようなこともできるでしょう。 

それから、いろいろ昔の人からお話聞きますと、私は子どものときカーバイトの光で親が一

緒に行って鮭を捕ったことが記憶があるのですけれども、それ以前の昔の人はガンビの皮で火

をたいて、その火の明かりで鮭を捕ったというような話がございます。ガンビの皮ですね。そ

れは私もアイヌの人たちから聞いたのですけれども。ですから、そういうような手法もですね、

やれるのではないかなと。 

ただ、それはただ鮭を捕るじゃなくて、なぜ鮭を捕らなきゃだめなのかとか、鮭を捕って、

それを昔のアイヌの人はどういうふうに活用したのだとか、その辺もきちっとですね、コンセ

プトをきちっとした形の中での体験交流ということをですね、きちっとやっていかなきゃだめ

だなと思っております。 

ですから、そういう実施場所だとか、それから実施されるその環境の整備だとかね。そうい

うようなことで、このぐらいの予算が付いているんじゃないかなというふうに感じてございま

す。 

それから、次のページの④でございますが、普及啓発事業で７００万円の予算が付いており

ます。これは、アイヌ文化の伝統・文化に関するですね、広く国民の理解を図るのだというよ

うなことで、啓発事業ということで７００万円付いております。 

 一応、国の方から案として示されているのが、リーフレットを作成したりですね、セミナー

を開催したり、講演会の開催なんかも入っております。で、これにつきましては、主に実施地

域が主となるのですよというようなお話がされておりまして、これについてもですね、果たし
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てそのセミナーだとか講演会等がいいのかどうかということもですね、改めて検討する必要が

あるのかなと考えているところでございます。 

 それから、文化振興事業で９００万円が付いております。 

 これは、アイヌ文化フェスティバルだとか、アイヌ語上級講座、それから親と子のアイヌ語

教室などを実施するというようなことで、９００万円付いてございます。 

 実は、④と⑤につきましては、これは札幌にあります財団法人アイヌ推進機構。ここで、ア

イヌ文化の振興という絡みの中で、普及事業と文化事業をやっております。それで、この似た

ような事業がやっているわけでございます。アイヌ文化フェスティバルも今回で十何回やって

いると思いますが、やっております。 

 それをですね、イオルの再生事業に併せてその実施地域でやると。こんなようなことでござ

います。 

 ですから、この辺もですね、文化フェスティバルも私、ここだけの話ですが、何回か行って

おりますが、関係者しか集まっていないという実態でございます。ですから、もう少し効果的

なフェスティバルになるような中身をですね、検討していかなきゃだめだなというように考え

ているところでございます。 

 こういうことで、１番から５番までですね、こういうような予算措置がされたと。こういう

ことでございまして、冒頭お話しましたように、これから再度細かいことにつきましては、国

とか道とですね、いろいろ協議しながらですね、白老町としてどう取り扱うべきかというよう

なことも検討していかなきゃだめかなと考えております。 

 それで、４番目の事業の実施主体でございますが、これにつきましては前もお話したと思い

ますが、札幌にありますアイヌ文化振興機構の方にですね、国から補助金という形で交付され

ると。それで、基本的にはこの財団が事業主体になりますと。こういうことでございます。 

 ただしですね、ここにただし書きが書いてありますが、白老町において実施すべき事項とし

て適当と思われる事業等につきましてはですね、委託または助成金という形の中で対応すると。

こういうようなことになっておりまして、いずれももう少ししたらですね、双方がお互い協議

しながら、白老町がやるのか、それから財団がやるのかというような取り決めをそれぞれやっ

ていかなきゃだめだと思いますが、国の方のお話ですと、概ね白老町がですね、主体的に取り

組むべきだというようなお話をされておりましたが、私どもも少数でやっておりますので、そ

の辺の対応もですね、やっぱり財団の方のお手伝いももらわなかったらできない事業、たくさ

んございますので、その辺はやっぱり充分財団とお話をしながらやっていかなきゃだめだなと

思っております。 

 それで、５番目のイオル再生の推進体制について、一応おさらいの意味で書いてございます

が、これにつきましてはこの資料の一番最後のイメージ図があると思いますが、これについて

皆さん前回もお示ししておりますので、お分かりかなと思います。 

 それで、具体的な基本構想ではですね、具体的な施策の実施におきましては、先ほど来から
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言っているように推進機構が中心となってやるのだよというようなことでございまして、それ

で、空間の管理運営についてはその市町村とアイヌ文化の活動の実践者、それから団体が管理

運営の実務を行なうのだと。こういうようなことになっております。 

 従いまして、市町村を中心とした管理運営委員会の設置の必要性をですね、基本構想の中で

言ってございます。 

 それから管理運営要綱がございますが、ここではですね、このアイヌ文化推進機構は空間の

管理運営に対して、適切な指導だとか助言を行なうのだと。そういうようなことになってござ

います。 

 そういうようなことで、３ページ目の方はですね、管理運営委員会を。３ページ目ですが、

関係市町村はということが書いてありますが、白老町はですね、その管理運営委員会の中心に

なるのだと。こういうようなことで、その実務を行なうというふうになっております。総合的

な実務を行なうというふうになっております。 

 それから、伝承者・団体等は管理運営委員会の中に入りますが、実際の事業をするのはこう

いう実践者が行なうのだと。そういう団体が行なうのだと。こういうような内容になっており

ます。 

 それで、６番目の今後の取り組み及び検討事項等でございますが、これは今回１億１１００

万円が新規要求されたわけですが、これ皆さん方にですね、資料として付いておりますが、こ

ういうアイヌ関連施策の体系という、こういうのがあると思います。 

 実は今まで推進機構はですね、アイヌ文化振興法ができてから、この上の三つですね。総合

的研究だとか、文化の振興だとか、啓発事業だとか、約７億円の金を毎年付けておりました。 

 それで、新たに今回イオルの再生というものが加わったと。こういうことでございます。で

して、下の方はアイヌの人たちの生活向上ということで、生活福祉関係の予算等がですね、北

海道を主体として予算措置をされていると。こういうことでございます。この辺の内訳がこう

いうふうになっておりまして、それで、この７億円プラス１億１１００万円が予算措置された

と。こういうようなことでございます。 

 それで、(６)の②ですが、基本構想が６月にできました。で、１７年度中にですね、国は基

本計画を策定することになっております。 

 それで、いろいろ情報によりますと、９月１０月頃にですね、国として素案を示すというよ

うなお話がございます。ですから、この素案を示した段階で、北海道だとか白老町等がですね、

それについてどう考えるかというような打診があるかなというように考えております。 

 それから、③でございますが、これがちょっと重要でございますので、地域計画が先ほど言

いましたように、土地利用だとか既存の施設の利用だとか、それからソフト事業をいろいろ検

討するわけでございます。イオル全体のですね、計画を作るわけでございますが、これにつき

ましては、一応その１９年度のですね、概算要求に間に合うようにやはり準備しなきゃだめな

のかなと思っております。 
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 ですから、来年の６月か７月ぐらいまでにはですね、地域計画をきちっと作って、１９年度

の概算要求に間に合うように準備する必要があるかなと、こう考えておりまして、そういった

意味で④のここに書いてありますが、一応今１０月ぐらいから、一応今ちょっとどういう体制

でやるかということを今検討しておりますが、「イオル再生事業検討委員会」仮称でございます

けれども、関係団体からなるこういう検討委員会をですね、設置をして、一応計画の素案。地

域計画の素案づくりということで準備をしていきたいと。こういうように考えているところで

ございます。 

 一応イオルのですね、１８年度の概算要求の内容については以上でございます。 

○委員長（近藤 守君） はい。ただ今参事の方から概算要求の説明がありましたけれども、

この辺に関しまして委員の皆さんから何かご質問があれば。  

 はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今、お話を伺っていて、一番どうするのかなって思って聞いたのは、

管理運営と事業の中での施設の考え方ですよね。 

 ３８００万円という金額ですので、新たに建てるとか作るとかっていうことはできないと思

います。さっきも町長がおっしゃったように、既存施設を使うということなのですが、その対

象になるような建物をどのように考えておられるのか。 

 で、それとこの施設をもし、改築なり何かするということになると、そういうものというの

はどういうふうにこの３８００万円の予算の中でやるのかどうなのか。 

 で、一応概ね５年ということなのですが、その後その施設のランニングコストとかっていう

のは、どういうふうになっていくのかなと思って聞いていたのですけれども。 

○委員長（近藤 守君） はい、町長。  

○町長（飴谷長藏君） この、活用してですね、改築等も含まれるのですが、活用するという

ことはそういうことなのですが、この３８００万円というのは、これがずっと３８００万円で

はないのですよね。 

ですから、ある年度、思いっきりそっちの改築の分について予算が付くと。それから年次で

いろいろなこういうことをやっていくものですから。ですから、この金額はもともと全然足り

るような金額じゃないですから。 

これですね、ここでいう管理運営というのは計画の部分ですね。ですから、設計は入ってこ

ないのだよね、これね。入るのか。設計も入るということですね。 

要するに、リフォームみたいな、そういう設計もこの中、３８００万円の中には入ってくる

と。今回はソフト的な、何と言うのですか、ハードの実際工事をやるのは今回の３８００万円

には含まれておりません。はい。 

○委員（吉田和子君） 既存の利用する施設がどこか考えられている所があるのかどうなのか。 

○町長（飴谷長藏君） 既存の施設ですから、当然考えられるのは今のアイヌ民族博物館も考

えております。ただし、もう一つは手前のあるですね、民芸会館ですか、ミンタラですか。あ
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の活用も考えたいと思っております。  

 ただ、これは相手のある話ですので、あれを使わなければ絶対できないということではござ

いませんので、それも活用したいと。 

 ですから、既存の施設ということは、今のチセも入るのですね。チセも入るし、博物館も入

るということなのです、はい。 

○委員長（近藤 守君） はい、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） じゃ、今の地域計画で既存のこういうもので、設計も受けますよね。

で、この５年間の間というのは、こちらのそういうものの計画に応じて予算の幅というのは、

膨らんでくる可能性はあるっていうことなのか、それともこのあくまでも１億１１００万円ぐ

らいの予算しかおりてこなくて、その中でその使う部分が変わってくるのか。その辺どういう

ふうに期待が持てるのですか。 

 もしかしたらそういうもので、１億円のお金をそのものに取ってくることができるのかどう

なのか。その辺はどういうふうに考えられていますか。 

○委員長（近藤 守君） はい、町長。 

○町長（飴谷長藏君） これ、初年度ですから、１億１１００万円なのですね。ですから、こ

れが本格的に動いていくと、そうですね。その倍ぐらいの金額、倍以上の金額が年度年度付い

ていくのかなと。まぁ、最終年度の大枠でですね、我々としては少なくともこのぐらいの金額

ではないと。初年度ですから、このぐらいかなと思っています。 

○委員長（近藤 守君） はい、参事。 

○生活環境課参事(久慈幸男君) この３８００万円の管理運営経費の中には、ちょっと町長か

ら言いましたように調査設計費も入ってございます。 

 ですから、既存の施設を、この施設を活用した場合の改修の設計ですね。これも入っており

ます。 

 ですから、私がさっき言ったように、１９年度の概算要求に間に合うためという話をしたと

思うのですが、ですから、この改修費がどのぐらいかかるのだということを１９年度の概算要

求で出さなきゃだめなものですから、それで急いでやらなきゃだめですよと。それで全体的な

ね、フソト的な事業も含めてやらなきゃだめなのだと。 

こういうことで早速１０月ぐらいから検討しなきゃだめかなと、こういうようなことになっ

ております。 

○委員長（近藤 守君） はい、斎藤委員。 

○副委員長(斎藤征信君) 斎藤です。予算の方の関係に関して、先にお聞きしたいと思います。 

１億１１００万円の予算。これは当面して白老のイオルの調査、実践をしていくという金に

充てるのだというふうに聞いたのですが、地域イオルとの関係でね、これやっていけば必ずそ

ういう他の地域イオルとの関係というのは出てくるのだろうと思うのですけれども、そちらの

方の予算にかかる部分というのはこの中に含まれていないのかどうなのか。全くこれは白老だ
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けで使う予算としてね、みられているのか。 

そういう、よそのことも含めて、何かこの予算を全部使わなきゃならないのかどうなのか、

その辺が一つ。 

それから、２ページのところに必要に応じて市町村負担の可能性もあると、小さく書いてあ

るのだけれども、ことによっては町の持ち出しの金も出てくるだろうということがこう、匂う

わけですけれども、そういうことが今どういう状況にあるのかということか一つ。 

それからもう一つですが、イオルのこの１億１１００万円が財団の推進機構の７億円、７億

円のこの１７年度の財団の予算がある。この７億円の中からも、補助としてもらえるのか、使

える部分というのがあるのかどうなのか。その辺の関連を教えてください。 

○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) 地域イオルの関係でございますけれども、私どもが聞いてい

るのは、概ね当面白老町を５年間やるので、この金については白老町で集中的に使うのだと。

こういうお話をされております。 

 ただ、いろいろなやり取りの中で、白老町にないですね、白老町に適しない植物なんかもあ

るでしょうと。そういった場合ですね、白老以外のですね、栽培の適地も視野に入れなさいと

いうようなお話をされております。 

 ですから、先ほど来からオヒョウなんかも言っておりますが、オヒョウなんかはあまり白老

ですね、いろいろ聞いてもあまりないのですね。ですら、植えた場合どのぐらいでですね、大

きくなるかというのはちょっと皆目検討がつきません。 

 そうなると、今オヒョウの木がある場所といいますと、白老なんかはアポイ岳のあっちの方

に行ってですね、採りに行ったり、それからこの日高管内にはですね、そういうオヒョウの木

なんかもあるわけです。 

 ですから、そういうエリアをですね、エリアを借りて、そういうオヒョウの木をそこから供

給するというようなことも考えられるかと。 

○委員長（近藤 守君） はい、町長。 

○町長（飴谷長藏君） ちょっといいですか、補足で。それも一つの役割なのですよ。 

 ただ、中核イオルっていう役割があるわけですよ。それは中核イオルというのは地域イオル

も含めた中での代表ですから。ですから今先ほど僕が聞いたのはですね、その地域イオルに対

してどういう役割を果たすのだという意味で、多分聞いたと思うのですね。 

 ですから、その施設の中には、ご承知のとおりですね、先日もチェプ祭がありました。きて

いる物も、やる伝統芸能もほとんど違う、舞踊も違うわけですね。 

 ですから、例えばそういう紹介コーナーだとか、それから文様も違ったりですね。例えば、

平取はこうですよと、阿寒はこうですよとか、旭川はこうですよと。そういう地域のアイヌ文

化のですね、この違いとかそういうものを、中には展示しなきゃないという、展示若しくは表

現しなきゃないという、使命みたいなものは確かにあるのですね。中核イオルとしての。これ
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は当たり前の話なのですけれど。それをもってですね、白老は代表の選手になったわけですか

ら。 

 ただ、今参事が言ったようにですね、その他例えば白老ではオヒョウの木がないですよと。

旭川、札幌の方に行くとありますよと。そういう連携はもちろんとらなきゃないということで

すよね。そういうことです。 

 あと、白老町の持ち出し。これ、当然例えば考えられるのはですね、SL がありますよね。

例えば SL の場所が、例えばですね、イオルの整備に伴ってですね、整理しなきゃないといっ

たときは、この移転先も検討しなきゃならないような事態になるのかなと思っております。 

 ただ、あまりにもですね、今助役とも相談したのですが、結構錆びて、外形は北海道にない

くらいピカピカなのですけど、大事にしていますから。ただ、かなり錆びがひどいので、これ

をですね、移動するといった場合かなり金もかかるし、壊れてしまうんじゃないかということ

も考えられるのですね。 

 ですから、そういう部分については私も国と折衝したのですが、なかなか難しいと。SL に

ついてはですね。ですから、そういうものの負担と言いますか、これは町でやってくださいと

いうようなことを言われる可能性が充分ありますよね。まだ、それは折衝中ですからあれです

けど。 

○副委員長(斎藤征信君) 財団の７億円が使えるのか、１億１１００万円と併せてね。財団の

予算を要求して、それも使えるということになるのかどうなのか。  

○町長（飴谷長藏君） あのですね、基本的にこの７億円というのは国が３億５千万円、道が

３億５千万円なのですね。 

 それで、この中からということでなく、我々は別な、この７億円ということではなく、国が

オンして、上乗せしてうちのイオル事業にくれると。くるのだなという認識でおりますので、

この今ある推進機構の７億円からですね、削ってうちにくるという認識は全くございません。

べつな枠の予算と。そういう考え方をしています。 

○委員長（近藤 守君） はい、斎藤委員。 

○副委員長(斎藤征信君) 分かりました。で、今年その１億１１００万円を要求して、次年度

から更にこう積み上げていかなきゃならないだろうという、先ほども話もあったわけですけれ

ども、これは来年度の、今実践をしていってその経過の中で、まだこれだけ必要だということ

でだんだん予算というのはこう、膨らんで要求していかなきゃならないことなのだろうと思う

のですけれども、それは実践を待たなければその金額というのは出てこないだろうなというふ

うには思うのですけれども、既に来年はどのくらい、再来年どのくらいというような積み上げ、

この要求をしていくというような、そういう概算はされているのかどうなのか。全くそれはな

いのかどうか。 

○委員長（近藤 守君） はい、町長。 

○町長（飴谷長藏君） 全体を見てですね、今国とこのプランでこの絵でいきましょうという
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ところまでまだいっていないのです。 

 ですから今我々が、今私もうちの方の参事の方からも言いましたけど、この民族文化伝承保

存。そして様々なものをですね、これから振興して行くのに、これだけの施設とこれだけのソ

フトと、これだけの要するに事業が必要なのだということを、きちっと国に対して示して、全

体像をですね、国に認識していただいた後に、その金額が逆にはじき出されるのであってです

ね、今もう既に全部隅から隅まで決まったものではございません。 

 ですから、さっき参事が言ったように、来年の６月７月までにそのものをきちっと作って、

また国と折衝して、だから来年はこの倍になるかも分からないし、半分なるかも分からないで

すよと。半分ということはないですけど、これよりは多くなりますよね。３倍になるかも分か

らないということです。 

○委員長（近藤 守君） 後、どなたか。ご意見ありますか。 

 はい、どうぞ、及川委員。 

○委員（及川 保君） ここまで先ほども町長がおっしゃったような１０年かかったのですね。

本当に関係職員等々も含めてね、本当にご苦労さんでした。 

 それから、ちょっと私今の斎藤委員が心配していたことが一つあったのですけれども、私も

ちょっと関連して、この財団法人アイヌ文化振興研究推進機構ですか。これが正式な名称なの

ですよね。 

 で、今までの７億円という予算で色々な事業をやってきたのだと。で、今回のそのイオルが

白老がまず先行して実施すると。５年かけてやるということなのだけれども、この今今回付い

た１億１１００万円が、要するに財団アイヌ文化振興の方に一度入って白老町にいろいろな事

業、これから展開するのでしょうけれども。この辺、うまく連携がとれていくのですかね、本

当に。 

 今まで主体としてこう、多分この７億円の予算で北海道のそのアイヌ文化振興に関するいろ

いろな部分でやってきたと思うのですね、事業を。 

で、今回新たにこの白老町が主体となるこういういろいろな事業に対してね、今回付いた１

億１１００万円ですか。これがうまくきちんとこう、事業・・・ちょっとうまく言い表せない

のだけれどもね、うまくやっていけるのかなというところで今１点。 

 それともう１点は、ポロトのね、先ほど町長が心配していたＳL ですよね。これもいろいろ

なこうね、意見があって今日まで、議会の中でもまたいろいろなことは出てきていたのですよ

ね。このＳＬの関係は。この話は。 

 で、今心配されて、解体するのか移動するのかと、そういうことなのでしょうけれども、僕

はこれもう、非常に危険なものとして逆にね、考えなきゃいけないんじゃないのかなっていう。

そう考えれば、今移動を考えるっていうんじゃなくてね、この事業そのものの支障になるとい

う部分、多々あると思うのですよね。であれば、もう決断する時期にきているのではないかな

というふうに思うのですけれども。この辺の考え方をお伺いしたいと思います。 
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○委員長（近藤 守君） はい、町長。 

○町長（飴谷長藏君） 機構の７億円というのはですね、これは従来から国と道が折半してで

すね、３億５千万円ずつ出してアイヌ文化推進機構に出していると。 

 今回の１億１１００万円というのはそれと別枠ですから。イオルとしてきているわけです。 

 ですから、機構の予算というのは多分７億円であれ、今まで従来７億円であれば、今度８億

１１００万円になるでしょうと。 

 ですから、機構のやっている仕事と、この中核イオルの整備というのは全く別物だというこ

とです。同じアイヌ文化推進事業といっても、別物と考える。 

 ですから、特別枠と言いますか、イオルとして特別枠でいただけるということです。要する

に、特別枠でなかった場合ですね、じゃ今まででイオルは作らなくてもいいんじゃないかとい

う、逆にね。そういうふうになっちゃうのですね。必要だから作るわけですよね。 

 どこにも要するにきちっとは、白老は今までアイヌ民族博物館をやっていたのですが、それ

とてですね、文化の部分、そういう文化の普及の部分からいったらまだまだ未整備の部分があ

るということから、国もその辺を分かっていただいて、今回の中核イオルの整備について認め

ていただいたと思っております。 

 ですから、単純に言うとですね、一般的な文化事業を、要するに機構でやって、それ以外の

大枠のですね、まだまだ未整備、まだまだ町民そして道民、国民に対してのこの文化の認識度

がないということから、イオルというものを整備するわけですから、その分の別枠の金という

ことで考えていただければいいと思います。 

 それと、先ほどＳＬと言ったのはですね、例えばという話であってですね、民芸会館という

のも例えばです。 

 ですから、これから来年の６月７月までの整備でですね、整備というか計画によってはどう

いう方向にいくか分からないと。 

 ですから、ＳＬそのままになるかもわからないです。民芸会館もそのままになるかもわから

ないということです。はい。これは相手がある話ですから、はい。 

○委員長（近藤 守君） 斎藤委員。 

○副委員長(斎藤征信君) また別なものを聞きたいのですけれども、これだけのものをこれか

ら実践をしていくのに、専門的な業務という部分が書いてあるのですが、かなりのこの人的な

配置が必要じゃないかと。 

○委員長（近藤 守君） そこまでいっていないです、まだ。予算までです。 

○副委員長(斎藤征信君) 全体でなくて。そうですか。 

○委員長（近藤 守君） はい、吉田委員。 

○委員(吉田和子君) 今ちょっと出たのですけれども、私はその以前のね、もちろんこの後読

んだら人的な配置は専門員をということ、これから出てくると思うのですけど、ただ、役場の

中のこれだけの計画をこの事業実施主体を中心に連携をとり、白老町が主体でいろいろなこっ
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ちの計画はかなり広範囲な計画ですよね。 

 で、久慈参事が中心になってやっていると思うのですけれども、先ほど推進体制を作るとい

う話でしたけれども、役場の職員体制っていうのは充分行き届いているのかどうなのか。その

辺はどのように考えていらっしゃるのか。 

 私もどういう体制で今やっているのか、詳しいことは分からないですけど、かなりの人的な

ものが、それこそそっちは専門的なものは人的なものが必要になるのですけど、この計画を実

施したいとか、そういうことになると、それは専門的なものじゃなくなると思うのですよ。 

 その辺の分け隔てじゃなくて、一括でできるのかな。それとも私は白老町としての推進して

いくための専門的な配置っていうのは、必要ないのかなと思っていたのですけれども。 

○委員長（近藤 守君） はい、町長。 

○町長（飴谷長藏君） 例えばですね、あそこに川もありますし、芝生も整備しなきゃない、

チセも若干いじることになるでしょうと。これは各セクションに専門家がいるわけですよね。 

 ですから、一人の人間がですね、様々な設計から構想から、見る側の立場に立ってですね、

こういうものをこっちに置く、こっちに置くことだとか、そこまでやっているわけじゃないで

すよね。 

 当然これは業者にそういう専門的なですね、業者に委託発注します。計画関係ではですね。 

 ただし、そこで出てきた絵というか、プランに対して、我々がどれだけ認識を持っているか

ということなのですよね。事務的にはあります。ありますけど、私は今の体制でやっていける

かなと思っています。 

 あと、この事業についても先ほど参事の方から言ったのですが、いざ物を作ると。国から金

がきて物を作るといったときは、アイヌ民族博物館の職員でできるものは職員で、博物館とし

て請け負ってやってくださいと。事業を。 

 あのチセありますよね。一番とっかかりの私、産経のときやったのですけど、チセも緊急雇

用でやったのです。あれは博物館が受けて、博物館が指導しながら、人夫を雇ってチセを二つ、

三つ作ったのですか。改築したのですね。 

 ですから、イメージとしては、そういうイメージで考えていただきたい。ですから、どこか

大きい会社に発注してですね、何か素晴らしいものを作るということでなく、アイヌ民族の人

たちが自ら、要するに本物に近い、限りなく本物に近い形でものを作っていくと。整備してい

くというのが、私は一番だと思っていますので、そういうことを国に言って、国で了解・納得

してもらったということです。 

○委員長（近藤 守君） はい、吉田委員。 

○委員(吉田和子君) じゃ、こういうふうに理解していいのですね。町が中心というわけでは

ないですけれども、一つのプロジェクトができるような形。この部門はこの部門と、連携がと

れるのは役場の職員だったりして、それを後は各部門の専門分野にきちっと全部連携をとりな

がら、プロジェクトが大きなものができる。 
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そうしたら、こうやって言ったら怒られちゃうかもしれないけど、雇用の場も、そういうこ

とでは広がっていく可能性もあるということですね。そういうふうに捉えていいですね。 

○町長(飴谷長藏君) ありますね。はい。 

○委員(吉田和子君) はい、分かりました。 

○委員長（近藤 守君） 後、この予算、今までの関係でご質問は。 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

○委員長（近藤 守君） じゃ、次に入る前にここで暫時休憩をいたします。 

               休憩 午前１０時５２分 

 

再開 午前１１時００分 

○委員長（近藤 守君） 休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

久慈参事、引き続き説明をお願いします。 

○生活環境課参事(久慈幸男君) それじゃ、ご説明申し上げます。４ページと５ページの関係

でございますが、実は９月の定例会におきまして、こういう理由で５００万円のですね、補正

をしていと。こういうことで、今日はご説明をするということでございますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 それで、先ほど来からいろいろございましたが、やっと１０年の経過を踏まえてですね、イ

オル再生事業が着手されると。こういうことで、要点の１番目のところに書いてありますよう

に、全道各地からですね、非常にこれ注目されております。 

 それで、どういうイオルができるのだとか、失敗は許されないぞとか、そういうプレッシャ

ーもですね、ひしひしと感じているところでございまして、そういうことから言ってですね、

地域イオルのこれからの発展においてもですね、その模範を示すと。こいうような重大な責務

があるのではないかなと感じているところでございます。 

 そういうことで、②でございますが、先ほど来からお話しておりますように、これから地域

計画の素案的なものをですね、これから作るわけでございます。 

 それと基本計画の内容も、１０月ぐらいにはですね、国の方から示されてくるかなと思いま

す。 

 そういうことで、先ほど来から、委員からもお話ありましたように、この事業については特

殊、事業特殊性があります。専門的なことがございます。 

 ですから、そういういろいろなアイヌ文化に対して、アイヌ文化の体験だとかも含めて、こ

の実績だとか経験を有している方々ですね。こういう専門性の見地からどうあるべきかという

ようなことが大変重要なのかなと考えておるところでございまして、そういうような意味から

ですね、補正をしたということ。 

 それからもう一つは、アイヌ民族博物館が中心的な、やはり役割を担うのではないかなと感

じておりまして、そういった中で、まだ未調査だとか、未研究ですね。資料が下の方に、５ペ
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ージの方に書いてありますように、非常にたくさんの資料がございます。 

 まだ、概ね調査・研究がきちっとされていないというのがこれだけございます。 

それと、白老町から昨年の１７年の３月ですか。白老民俗資料館から一応委託されている２

９０点。これについても、全然まだ手をつけていないと。こういうようなことで、やはり、イ

オル再生事業をする中でですね、やはりアイヌ民族博物館のですね、基盤強化を図ると。こう

いうような意味からですね、やはりきちっとしたですね、調査・研究をしなきゃだめかなと。

こう考えておりまして、そういうことで、(３)にありますように、今現在館長を除いてですね、

４名の学芸員がいらっしゃいます。 

村木課長を含め、野本係長ですね。それから木田学芸員、それから北原さんといって、今年

の４月に入った方です。この方もいろいろな経験をされておりまして、この方も民族の方です。  

そういうことで、この４名のですね、方々に今言ったイオル関連。それから、アイヌ民族博

物館の、まだ未調査・研究をですね、積極的にですね、推進をしていただきたいと。こういう

ことで、この業務の６割相当分をですね、イオル関連でやっていただきたいと。こういうこと

で５００万円のですね、ここ補助金て書いてありますが、委託金に変わるかも分かりませんが、

委託金という形の中で支出をしたいと。こう考えております。 

それで、それじゃ１８年度以降はどうなるのかというようなことですが、これにつきまして

は、これからイオル再生事業がどう展開するかということもございます。そういうような状況

も判断しながらですね、算出根拠をですね、検討していきたいと。こう考えております。 

 ただ、当面ですね、やはりイオルがきちっと落ち着くまでですね、こういう支援はぜひして

いただきたいと、こう思っているところでございまして、何かのやはりこういう委託金という

ものは、２年３年続く可能性はあるのかなと考えているところでございます。 

 以上で説明を終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（近藤 守君） はい、鈴木委員。 

○委員(鈴木宏征君) ５ページのところに、一番上のところに概ね１９年まで補助をするとい

うふうに書いていますよね。 

 そして、今の(３)のところでは、１８年度以降については実施状況等を判断して算出根拠を

検討するというのですが、それは一応①のように委託金５００万円という、その数字について

はその状況判断して、その金額を決めていくというふうに、この言い方としてはいいのかどう

か。 

 で、その概ね１９年までとあるものが、これ１８年度以降っていうふうに書いていますけれ

ども、２０年２１年２２年とこう、イオルというのはさっき聞いたら５年間ですか。中核イオ

ルだけでも５年間の中でやるというふうにもうだいたい決まっていますよね。 

 そうすると、それぞれに５年間の中でですね、やはりそういう専門的な部分で、委託する部

分が出てくると思うのです。 

 ですから、ここら辺がちょっと、もう少し詳しく説明というのか、ここら辺どういうふうに
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考えたらいいのかっていうのか。読んだらいいのかっていうことをちょっと、説明していただ

けますか。 

○委員長（近藤 守君） はい、煤孫助役。 

○助役(煤孫正美君) 私の方でちょっと関連がありますので、私の方で説明したいと思います。 

 前段の１９年度までというふうに説明していますけれども、これは先ほどから参事の方から

説明して、町長も説明しましたけれども、１９年度の概算要求に向けて今一生懸命やらなきゃ

ならないと。精力的に。 

 そういう面でですね、概ね１９年度ということになって、今回この地域計画を策定した中で

ですね、今度いろいろなものが出てくると思うのですよね。 

 で、今の現在の段階では１９年度までを一つの、本格的には地域計画ができて、国との折衝

をできる段階までを、今１９年度以内と捉えていますけれども、地域計画ができればですね、

やはりそれもちょっと若干動くだろうというようなことで、ちょっと２段書きみたくなってし

まったということなのです。 

 だから、内容次第によっては、極端な話１９年度にいかないで１８年度で終わってしまうか

もしれないし、内容次第によっては１９年度まで、こう進まなきゃならないと。そういう表現

をしたつもりなのですけれども、ちょっと誤解を招いて申し訳ないです。はい。 

○委員長（近藤 守君） はい、鈴木委員。 

○委員(鈴木宏征君) そうしますと、今の話ですと、この地域計画を今年度から１８年度の６

月ですか。ぐらいまでにこう、作成しますよね。で、その部分としても、結構やっぱり白老町

が作成するとしても、アイヌ民族博物館の専門的な知識と言うのですか。その指導、助言とい

うものが非常に必要になってくると思うのですね。 

 そういう係わりというのは出てくる中で、その他に今５００万円というのは、説明ですと参

考資料の一番下にあるそういう、これからイオルの中核としてこう必要な資料等の調査・研究

のために、その概ね５００万円ですか。補助するという部分と、その地域計画に係わる部分と

いうのは、別個に考えていいっていうふうに考えていいのですよね。 

 ただ、全くそれ、別個じゃなくて、それも係わりがこう、錯綜というのか、いろいろあって

そのようになっているのか。何かこういうふうに書かれると、こっちはこっち、その５００万

円出た部分についてはそういう部分に。後、地域計画については地域計画でまた別なものだっ

ていうような言い方、とらわれ方になりそうな気がするのだけど、ここら辺はどうなのですか。  

○委員長（近藤 守君） はい、助役。 

○助役(煤孫正美君) 私どもの考えているのはですね、この地域計画を策定する段階で、いろ

いろな資料が眠っているということで、その眠っている資料がこれだけありますと。 

 当然、地域計画を策定するには、こういう資料の、やっぱり調査・研究をしたうえでですね、

地域計画を作っていきたいということで、それで参考で研究資料としてここへ載せたのです。 

 これから説得して、こういうものですよというものを作り上げていくとしたら、やっぱりこ
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ういう本当の伝統文化のものをですね、ちゃんと認識した中でその計画書に謳い込んでいかな

いと、なかなか東京の方は、東京って、本州方面は理解はしていただけないということで、や

はりこういうものを元にして作り上げていきたいというふうに思っています。 

○委員(鈴木宏征君) 分かりました。 

 そしたら、一応地域計画というものを作成するためには、やっぱりそういう資料もいろいろ

調べた中で作成していく必要があるので、そのために今年度５００万円補助して、それを調べ

ていただくと。そういうふうに位置付けしていいのですね。 

○助役(煤孫正美君) はい。 

○委員(鈴木宏征君) そうですか。すみません。 

○委員長（近藤 守君） はい、参事。 

○生活環境課参事(久慈幸男君) それともう一つは、先ほど来から話している１８年度に地域

計画を作るのですが、その前に今、１０月からですね、イオルのその検討委員会を設置をする、

今予定をしています。 

 その中にこういう学芸員が入ってですね、地域計画の素案的なものをどんどんどんどんこう、

入ってきて、専門的な人が入ってきて、業務をやっていただくと。その業務の割合が約６割ぐ

らいやっていただきたいと。それだけのボリュームのある仕事がありますので、そういうため

の支援ですよと。こういうことですので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（近藤 守君） はい、助役。 

○助役(煤孫正美君) これ、参事の方もですね、一応この資料はこれだけ資料がありますとい

うふうに書いていますけれども、実際はやったらですね、まだ何年も何年もかかるのですよね。

これだけ一つのものを調査すると。 

 で、そういう意味でですね、何年までというのはなかなか表現できなくて、じゃ限度をどこ

までにするのだといったら、ちょっとまだはっきりしませんけれども。いずれにしても、これ

を全部整理して、本当に調査・研究して、資料としてまとめるというのなら、まだまだ何年も

かかるという、そういう実態でということでご理解いただければと。 

○委員長（近藤 守君） はい、斎藤委員。 

○副委員長(斎藤征信君) 先ほど町長が、このイオル事業は町おこしじゃないって、本当にア

イヌの人たちの民族を守っていくために、これをやらなきゃならないとすれば、これは本当に

専門的なものでなければならないと。 

 だとすればこれ、かなり重大な大きな仕事を背負ったなという感じがね、これするわけです

けれども。 

 例えば、自然のもの。先ほど話しが出たね、自然の植生をどういうふうに守り、どういうふ

うに作っていかなきゃならないかという専門的な知識から、今度は文化。今ここに話があるよ

うに、かなり膨大な文化に係わるものの調査・研究というのを、アイヌの人たちの歴史をずっ

と振り返りながら生活そのものがどうだったのかというところから始まってね、かなり研究し
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なきゃならないし、もう一つはイオル構想というイオル事業がどういうふうなものになってい

かなきゃならないかっていうね、さまざまな観点からの追求が必要でないかと。 

 でなければ、その辺の農業の人を連れてきたり、建築屋さんを連れてきて、好き勝手にこれ

新しいものを作ってみんなを喜ばすよというのとは全く違うのだというね。そういうことから

言うと、私が心配するのはね、かなりの人手がいるのではないかと。 

 もちろん、町としての役割もあるけれども、各検討委員会というのを作ってね、それを立ち

上げて、そこから専門的な意見も聞くのだというけども、この学芸員にかかる負担というのは

すごく大きいなと。学芸員の範囲というのもこれ、どこからどこの範囲をやるのかわからない

けどもね。 

 と考えれば、本当にこれだけの人数でね、下を支える専門的な知識を、きちっとおさえれる

のかどうなのか。もっともっと人がいるんじゃないかと。 

 とすれば、そうやって考えればね、先ほどの補助の話に戻れば、この１億１１００万円の予

算の中に、人件費、それに係わるね、人件費・調査費っていうのが本当に充分入っているのか

いないのかと。ね。 

 何かその、人件費までは全く出ないんじゃないかと。そんな感じがしてしょうがないのです

よ。 

 だとすれば、ここで学芸員に働いてもらうのにこの５００万円を補正すると。こういうこと

だけでも補助するというのだけども、その５００万円で何ができるのだろうと。 

 だとすれば、この人たちを支えるのには、これから作る検討委員会というものがどれだけ充

実した委員会が作れるのかどうなのかということにも、係わってはくるのだろうと思うけど。 

 本当にこれで、人的に間に合うと考えているのかどうなのかね。この辺りちょっと、教えて

ください。 

○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) 正直言いまして、心配はしています。本当に、私も初めてな

ので。 

 それで、アイヌ民族と言いますか、文化も含めてですね、幅広いですよね。今言ったように、

精神的な文化から生活の文化からですね、物質的な文化とか、いろいろやっていますけれども、

幅広いのです。それを全部ですね、やらなきゃだめだということ。 

 それから、やっぱり間違いは許されないですよね。間違うことはだめなのですよね。 

 ですから、そういうことからいって非常にこう、不安なことは不安なのです。 

ですから、そういう経験をきちっと持っているアイヌ民族博物館の学芸員を中心としてです

ね、今検討委員会を作って、この人たちを中心としてですね、イオルの展開をしていくという

ふうに考えているのですよ。 

それで、まだちょっとこれは分かりませんけれども、多分事業が展開されていくと、この基

本計画の中にも入っていますけれども、そういう団体に委託することができると。実施部隊は
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そういうアイヌの関係者だとか団体ですよと。こう言われているのですよ。 

ですから、管理運営委員会は白老町が中心になってやりなさいと。ね。だけども、実施部隊

はそういう団体ですよと、こう言う話ですから。ですからそうなると、アイヌ民族博物館。一

つの例ですけれどね。博物館だとか、ウタリ協会という方々にやっていただくと。 

その指令塔は管理運営委員会等になるのかなと。そういうふうに考えているのですね。 

それと、もう一つは人員の話ですけれども、例えばあそこへ行って木を植えるだとかという

ことになっちゃうと、それなりのやっぱり人手も必要ですよね。 

それをそれじゃ、財団の今の職員でやれっていってもですね、なかなか無理な話ですよね。

ですからその辺は、多分この事業費の中に、そういう人員なんかもですね。どれだけの金額に

なるかそれは分かりませんが、そういう要因なんかもですね、多分含まれているでしょうと。

こう思っております。 

だから先ほど来、冒頭で言いましたように、中身について、これからのちょっと詳細にね、

国だとか道の方にきちんとお聞きをして、そしてどういう算出根拠でこの１億１１００万円を

したのかということを、きちっと把握した中で、そういう地域計画と言いますかね、考えてい

かないと、実際やっていけませんのでね。その辺きちっと整理した中でやっていきたいと思い

ますので。 

だからそういう、非常にこう、危機感と言いますか。本当にちょっと頭の痛い話ですが、た

だ、白老町がね、１０年間かけてやってきた話ですし、やっぱり全体のアイヌ民族の問題です

から。やっぱり一生懸命頑張りたいなと。こういう気持ちです。 

○委員長（近藤 守君） はい、助役。 

○助役(煤孫正美君) じゃ、ちょっと補足して。これ今参事の方から言いましたような、１０

年間かけてやっとここまできたというのが、これ現実です。 

 ただ、私たち町としてもですね、アイヌ民族の方も今まで言っていることは、一環としてい

っているのは、これは国で国策だというような言い方をしておりますのでね、そういう意味に

おいてはですね、これから地域計画だとかいろいろなのを作り上げて、中核的なその役割も含

めて作っていくわけですけれども、今言われたその人件費の問題だとか、人材の問題というよ

りも、当然その中に含まってきまして、次年度以降のですね、やはり財務省だとか国土交通省

に対しての要求資料になると思うのですよね。 

 これから例えばこれだけの施設、薬草だとかですね、オヒョウだとかそういうものを作らな

きゃならないということになると、それに伴って人材が必要ですよと。そうなると、やはりこ

れは国の方の施策としてやっている話ですから、当然それは補助の対象としてですね、補助金

の中に盛り込んでもらわなきゃならないというような形にこれからですね、やはり作り上げて、

地域計画の中でも基本計画の中でも作り上げて、持っていくというような考え方でおります。 

 ただ、今明確にどうするのだと言われますとですね、ちょっと明確にはできませんけども、

そういう中で、国の方と折衝に当たっていくという考え方は持っています。はい。 
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○委員長（近藤 守君） はい、斎藤委員。 

○副委員長(斎藤征信君) アイヌ民族というものが分からない中央に対してね、これは国策で

なければならないというね、これ説得するだけでも相当時間がかかるし、そんな慌てることは

できないだろうというふうに思うことはそうなのです。 

 で、ただ今の話の中でね、私心配するのね、管理部門がある。管理部門は町でありね、そう

いう公のものであり、それからこれから作るその検討委員会だとかさまざまなそういうものの

中で考えられながら、いくのだろうと。 

 だけど、ここが基本にならなかったらね、後は実施部隊はそれはボランティアであろうが、

財団であろうがね、これはどんどんやってもらうものは自分達のためなのだから、どんどんや

ってもらうということは可能だろうとは思うけども、その他そこから出てくるまた業者へ頼ま

なきゃならないものはね、これは金をかければ業者に全部投げられることだから、それはいい。  

 だけども、今一番大事にしなきゃならない、この出始めに大事にしなきゃならないのは、事

実、その人たちが持っていた生活というもののね、事実だとか生活の根拠。そういうものが、

間違ったのではがたがたとみんな崩れていってしまうわけだから。そこの部分がしっかりでき

ているのかどうなのかということだと思うのですよ。 

 だから、そこのところにね、これから長い歴史のものを調査しながら進めていくのだから、

これ具体的にやっていけばね、いや俺は違うのだ、俺の生活したのはこうだとかこうだとかっ

て、様々なこの、今でさえ学者の中で意見が分かれるわけでしょう。それを今これからやるわ

けだから。 

 だから、本当に基本の部分のところがしっかりしていなかったら、後々こう、くいを残して

いくような形になるのでね。 

 それで、そこのところを今、こういう人材やあれが必要だよというところは、そこにいっぱ

い金をかけてね、いく必要がないのかどうなのかと。ね。 

 だから、本当に学芸員をもっと、必要であれば強力に要請しなければならないはずだしね。 

 もう一つ、その委員会というのが、そういう人たちも入るし、財団からも入るからという、

そういうものでいいのかってね。そこの委員会というのがね、そういう歴史的な事実をきちっ

と踏まえたうえで、よし、じゃこういうふうにやっていこうじゃないかって、打ち出せるだけ

のね、強力なメンバーを取り揃えていくことができるのかどうなのか。その辺だけが保証でき

ればいいなというふうに思うのですけれどね。 

 後はだんだんそれを充実させていくというのは、これから何年かかかってやっていかなきゃ

ならないと思うのですけども。その辺りを心配するのですが、いかがなものでしょうね。 

○委員長（近藤 守君） はい、助役。 

○助役(煤孫正美君) 心配はごもっともなのですけれど、でも私たちの知っている範囲ではで

すね、やはり白老のアイヌ民族博物館、財団法人ですね。やはりここに勤めておられてですね、

いろいろアイヌ文化を研究している、大学の先生はまたね、別な観点から研究しておりますけ
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ども、やっぱり実際の実務等伴ってですね、本当のその歴史上から積み上げてきた研究員とい

うのは、ここがやはり最高だというふうに捉えております。 

 やはり、ここの力をですね、入れないで大学の先生ばかりやりますとね、これまたおかしい

ものですから、そういう面ではですね、やはりいろいろご苦労はかけるような形になりますけ

ども、やはり是が否でも入ってもらった形で作るのが今最高だというふうに思っておりますけ

ども。 

その中でこれからも努めていきますけども、やはりその中で更にですね、やはり学芸員の方

を増やすだとか、それから要請しなきゃならないだとかっていう話が出てくるというふうには

捉えておりますけども、やはりその中でやっぱり、今度考えていきたいというふうに思ってお

りますので、今の段階でですね、またその辺がぼやっとしている段階でですね、ちょっとお答

えは、明確なお答えはできませんけれども、そういうふうな考え方でおります。 

○委員長（近藤 守君） 後。 

 はい、鈴木委員。 

○委員(鈴木宏征君) ちょっとさっき確認するの忘れたけど、補助金５００万円というのは、

全く町の単独の費用というふうに考えてよろしいのでしょうか。 

○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) 全く単独です。一般財源。 

○委員(鈴木宏征君) はい。 

○委員長（近藤 守君） はい、吉田委員。 

○委員(吉田和子君) 私の考え方おかしいのかもしれない。このアイヌ文化、さっき東京の方

は全然分からないっておっしゃっていましたよね。 

 私、北海道のアイヌの人たちの流れというのをね、ちょっとそういうアイヌの人たちに聞い

たことがあるのですけど、それぞれの流れが、さっき町長ちょっとおっしゃったのですけど、

踊り一つとっても違う、刺繍一つとっても違うってありましたよね。 

 で、私はこの計画はあくまでも中核の拠点として白老町が中心にやっていいのかどうなのか、

ちょっと思ったのです。 

 こういう文献をきちっと残して計画を作っていくって考えたときには、やっぱり全道、全国

のアイヌの本当に基本的な生活のものだとか、そういう歴史的なものをきちっと、さっき間違

ったら大変だと言っていましたけど、本当にそういうふうにしてやっていくのであれば、私は

一つはこの６割相当の仕事でできるのかなっていうのが一つ心配。 

 それから、館長さんの立場っていうのはどうなのかなっていう。かなりやっぱりあの方もい

ろいろなところを見てこられて、そういう経験を活かされてますから、館長さんていうのはど

ういう立場でここに係わるのか。館長さんをこの中に入れてそういうふうにこっち側で負担す

る必要はないのかどうなのかっていうことが一つと。 

 それから、もしかしたらその、拠点と何でしたっけ、ここが拠点で地域ですね。各地域の人



 24 

たちの学芸員の、もしかしたらさっきもこれから必要になるだろうということですけど、一つ

の基本的なものを作り上げるときに、そういう方たちの文献、大事な歴史的なものだとかとい

うのは、白老は最高のものなんだということは言っていましたけども、かなりの流れがあって、

そういう違うものがあるというのを聞いていましたので、そういったものを包括したものが、

この体制の中でできるのかなっていうふうに思った。 

 だから、６割って何かすごい厳しい数字を出したんじゃないかなっていうふうに思ったので

す。本当だったら、１０割出して全面的にここにね、さっき久慈参事が苦しそうに言いました

けど、本当に苦しくてここまでしか最高町としては今出せないのかなって。 

 もっと私はそういうね、もしかしたらそちらの方の方たちを招いてね、旅費だとか払いなが

らそういうものも、入れていかなきゃならない、必要性というのは出でこないのかなというふ

うにちょっと思っていたのですけども。 

○委員長（近藤 守君） はい、久慈参事。 

○生活環境課参事(久慈幸男君) 先ほど来から、助役からも話ありましたようにですね、白老

が中核に選ばれたというのは、北海道会議でもあるようにね、いろいろな経験だとか、実績が

あるということだとか、発展性があるよということで選ばれたという話ですね。 

 それから私どもも、予算を獲得するときに、ぜひ白老からやっていただきたいと、そういう

土壌はあるよと。それは何なのかということを、アイヌ民族博物館ですよという話をずっとし

てきているのですよ。 

 ただ、そういった中で、今のね、アイヌ民族の現状を見ると、今年もですね、今何人ですか。

２万人ぐらい減っているのです。減っていて、そしてこういう何と言いますか、学芸員の人た

ちも従来の仕事を離れてね、踊りだとかそっちの方に参画しているということが実際あるので

すね。 

 そういった中で、確かにこれ、入るとなったらきついのですけども。 

 ただ、アイヌ民族博物館のあり方というかね、それ、これからやはり議会も含めて検討して

いかなきゃだめかなっていう感じがしているのですね。やはり学術研究の場所だと。で、公開

の場所だということを考えるとですね、今７００数十円もらってね、年間１億７、８千万円ぐ

らいの金を生んでいますよね。そして毎年２万３万人減ってきたとか、そういうようなことに

なっておりますよね。 

 そういうことを考えるとですね、本当にその、今の体制でいいのかなということも、一つあ

ります。 

 そういった中で、やはりどうしてもね、どうしてもやはりこのイオルの検討は、こういう学

芸員を中心としてやっていかなかったらだめだなということと、私もやはり専門家でないです

し、こういう人たちの支援を受けなかったらですね、とてもそういう地域計画的なものを作れ

ません。 

 そういうことで、無理を言って取り敢えず６割ぐらいはこの業務に当たっていただいて、あ
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と４割は今の業務をやっていただきたいというようなことなのですよね。 

 そういうことで、６割がいいのか、７割がいいのかという割合になると。 

 それで後、館長についてはですね、これはちょっと忘れましたけど、平成１５年からだと思

いますが、中核イオルになったときからですね、中核イオルのそういういろいろな専門的な、

何と言いますかね、アドバイスをいただくということで、３５０万円ですね。出しております。  

 ですから、館長には今まで白老町で作った基本構想だとか、基本計画ですね。独自で作りま

したけども、それに中心になって、作成をしていただいたと。で、これからも、まだ理事者と

も相談しておりませんけれども、私はそういう検討委員会を作りたいと、こう思っているので

すね。 

 で、その中では幹事会を作って、でいろいろなこう練っていきたいと。その中で館長も含め

て、それから財団の今こういう学芸員も含めて、それと後、ウタリ協会の方々もね、何人か入

れなきゃだめだなと。こう思っております。 

 それから後、教育委員会の学芸員もいらっしゃいますので、そういう専門的なスタッフを入

れてやっていきたいと。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。 

 答えになるかどうか分かりませんけれども。 

○助役(煤孫正美君) じゃ、私の所で一つ補足したいと思います。 

 ６割の考え方だいたいのみましたけれども、これですね、やはり苦慮したのですよね。今言

われるように、本来的にこれだけの事業をやるのであれば、１０割だろうと。 

 だけども、やはり１０月からやっぱり３月の間にですね、やはり全部が全部それに係わって

いないだろうと。やっぱりお客さんが来たりですね、視聴者が来たら対応するということで、

そういう時間というものが当然出てくるから、やはり１０割というのはちょっと問題があるだ

ろうと。ということでですね、一応ね、財団の方とご相談したのですよ。はい。 

 で、そういう今６割ぐらいの時間帯ということであればですね、財団の方でもお手伝いとい

うか、その参加してやるというような、そういう中で決めさせていただいたので、本来的にで

すね、じゃ何で６割かと言ったら、時間的には午前中とですね、午後いっぱいというような感

覚になるのですけどね。 

 そういうことで、財団ともお話した中で取り決めて、今回この６割という数字を出しました。  

 それから、もう一つやはり全道的な立場の中でですね、やはりアイヌ民族を網羅した中で考

えるべきだというご意見なのですけども、やはりそれはいろいろな方が来てもらうのは、それ

は越したことないのですけども、まずもってですね、今ちょうど出ましたけども、館長もやは

り全道的な立場で見ておられますので、そういう方でですね、まず当面進んでいきたいという

ふうに思っておりますので、その中でこれからご意見があれば、また考えていきたいというよ

うに思います。 

○委員長（近藤 守君） はい、斎藤委員。 

○副委員長(斎藤征信君) いよいよ中核イオルとしての実践が始まっていくとすればね、学術
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的なこの博物館としての役割というもの、これまた今までどおりじゃなくて、もっと変わって

いかなきゃならないという話はね、さっきからも出ているわけだし、全道のものをね、ここへ

全部資料収集したりなんかしてね、それでやっていって、お客さんを減少させるのでなくて、

増やしていく方向でね、考えなきゃならん。そういう大きな、これからこのイオル事業をやっ

ていく一番の基本になるのは、この博物館をどういうふうに充実させてね、いくかということ

に係わっているんじゃないかと。 

 周りの空間をね、どうするかということよりも、博物館をどう充実させていくかということ

が一番の基本になるだろうなと。 

 そのためにね、学芸員の話も出たのだけども、よそでもせっかく学芸員を、ここの話でない

よ。学芸員を呼んで、専門的なことをやっているのに、いや人が足りないからといって役場の

仕事をどんどんさせてね、いられなくなって潰れてしまったというね、そういうものすごい優

秀な人がいなくなってしまったなんていう話がね、私がいたよそのところにあったわけですよ。 

 本当にもったいないなと思うのだけれども。 

 だから、これは、学芸員なのだから、やっぱりこの仕事に１０割かかってもらわなきゃだめ

なんだというね、意気込みで人を獲得しなきゃならんというね。そういう今、ところにいるの

だろうというふうには思います。 

 これ、金に係わることだから、そんな万度にということはいかないことは分かっているのだ

けどもね。 

 ただ、もう一つ言えば、その博物館が学術的な博物館が入場料でペイするかどうかというこ

とがね、いうこと自体がおかしい話だね。これは国の施策としてね、金をつぎ込んで、立派な

ものを作っていくというのが基本であってね。 

 入場者がいなくなったから、採算とれなくなったから、下火になっていきますという博物館

ではやっぱりいけない。考え方としてね。いけないはずですよね。 

 ですから、国から、これも国へ要求しなければならないもう最大のことだろうというふうに

思うのですけども。 

 今私が言いたかったのは、地域イオルとして博物館をね、どんどんこの充実させていくとい

う観点を、大事にしたいということと、そのために学芸員なんかをね、もっとそのために働か

せてほしいということね。 

 それと、もう一つ言えば、ここの資料がこれだけ書かれているのだけども、これだけでも、

陣屋もそうですね。古文書を解読するのに、ものすごい人を頼んで年数かけてやっているわけ

で、ここのこのアイヌの資料というのも、かなり年数をかけて、それを解析していかなければ

ならんものというのはたくさんあるのだろうなと。まだまだ埋もれているものがたくさんある

のでないかと。 

 そういうこと、埋もれている、これからも今あるだけでなくて、もっともっと資料はこれか

ら出てくるんだよという展望にあるのかね。どうなのか。いや、だいたいこのぐらい、もうだ
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いたい集まったものなのかね。いや、まだまだいっぱい探し出せばまだまだあるのだよという

ふうに見ているのか。その辺り、分かったら教えてください。 

○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) 資料につきましては現状でおさえているのは、こういう資料

なのですけれども、私が聞いている範囲では、古老からの聞き取りですね。聞き取り。これが

大切だそうです。 

 だんだん今亡くなってきているので。それ時期を逸したら死んでしまうということで、この

古老からの聞き取りをしなきゃだめなのだけれども、そういう時間的余裕がないというような

お話を聞いております。 

 それからもう一つは、いろいろなコレクションがあるのですが、やはり結構高いのだよね。

寄贈されるのもあるのですけども、やはり結構高い。 

 ですから、こういうコレクションも、買いたいけれどもなかなか買えないと。こういうよう

なお話も聞いております。 

 一番あれなのはやはり聞き取り調査なんかをですね、やはり、かなり時間がかかるみたいで

すね。何回も行って、聞き取り調査をすると。それで聞き取り調査した人に何かお金も払うの

ですね。そんなようなこともあってね。 

 ただ、これは絶対やらなきゃだめだという話ですね。 

 その人でなかったら聞けないと。そういうようなのが結構あるので、その辺が財団としてや

りたいけど、今実態としてなかなかやれないというようなことだそうです。 

 ただ、今５００本ぐらいですね、聞き取り調査のテープがあって、テープおこしにですね、

えらい時間がかかるのですよ。で、ちなみに今５００本を、これちょっと財団から聞いた話な

のですが、テープおこしして、いろいろやると８年かかると。一人の人が毎日やっていたら８

年というのを聞いております。 

 それだけ今斎藤委員が言ったように、アイヌの資料の作成というのは非常に大変なのですね、

これね。どこからこれは採れたものだだとか、作図もしなかったらだめだとかですね、何か作

業がすごいあるみたいです。 

 それが今これやれないという、こんなような話をされて、私が聞いた範囲ではそういうこと

です。 

○副委員長(斎藤征信君) 古老のテープというのは、アイヌ語、日本語。 

○生活環境課参事(久慈幸男君) それはアイヌの人たちの言葉ですね。 

○副委員長(斎藤征信君) ああ、そうしたら解くといったら、ただごとでないな。 

○委員長（近藤 守君） はい、鈴木委員。 

○委員(鈴木宏征君) 直接でないのです。やっぱりこのイオルのこの計画が出てですね、やっ

ぱりこれが動き始めたということは、これからこう持っていき方として非常に大事なのはです

ね、さっき斎藤議員からも出たのですが、やっぱり博物館の位置付けだと思うのですよ。 
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 やっぱり国立博物館とかですね、アイヌのための、アイヌ民族のための国立博物館だとかっ

ていう位置付けだとか。 

やっぱり今までは白老町が、財団のアイヌ民族博物館ですか。財団として頑張ってきたので

すけれども、やはりあの部分だって、やっぱり国がやはり国の文化としてこう、アイヌ文化と

いうものを認めたわけですから、やっぱり国で管理運営していくっていう、そういう方向にこ

うなっていかないと、ちょっと違うのかなと思うのですよ。 

で、やっぱりそういうふうに思えば、やっぱり人件費だとか、ああいう管理をするものだと

か、やっぱり今のそういう資料を買うとか。そういうものがですね、全部国費っていうような

ね、方向でやっぱり持っていくっていうことでないかなと思うのですよ。 

 そしたらやっぱりここまでこう、なって、そしてそういうイオルの構想が出て、そしてそれ

を国の方でも認めて、こう動き始めたわけですから。やっぱり最終的にはやっぱりそういうと

ころまで持っていって、やっぱりアイヌ民族の文化というものを、後世に。国の考え方の中で

伝えていくと。 

 やっぱりそういうふうなやっぱりこう、流れというのがどうしても必要になってくると思う

ので。やっぱりそういうことも、やっぱり国の方に働きかけていってですね、そういう後世に

伝える流れをですね、やっぱりきちっと作っていかないと、さっきの話じゃないですが、人が

入らないからですね、学芸員の数が減ったとかですね。そんな話になっちゃうと、じゃ本当に

アイヌ民族の文化っていうのが、後世に伝えていけるのかという話にやっぱり、なっていくと

思うのですよ。 

 やっぱりここら辺がやっぱり、これから大事なところだと思いますので、やっぱり事ある度

にですね、やっぱりそういう話を、計画の中でもなんでもいいのですが、やっぱり国の方に向

かって、やっぱり今までは自分たちで頑張って維持してきたよと。これからやっぱり国も、そ

の流れの中でですね、文化というものをちゃんと伝えていってくださいというような、そうい

う方向に持っていってほしいなと思うのですが。ここら辺もうちょっと。 

○委員長（近藤 守君） はい、助役。 

○助役(煤孫正美君) 何回もになりますけれども、やっぱりこれが始まってから１０年経ちま

す。で、当初からやはりこれは、先ほども言いましたけれども国策という考え方に基づけば、

それは沖縄の首里城だとか、太宰府だとかというふうに見ますとね、奈良の斑鳩もそうですけ

ども、やはり国策としてやっております。 

 それは日本文化としてですね、当然責任もあるということで、国の方でやっておりまして、

その同じ線上だというふうに我々も考えて、国の方にも言っておりますけれども。 

 ただ、その時とですね、ちょっと状況が変わりまして、今言っているのは現実の問題として

は、やはり財政の問題でなかなか国はお金を出さないというようなことの一点張りなのですよ

ね。 

 で、私たちはそれに承諾したわけじゃありませんけども、やはり１０年という、この決まっ
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てから長い間置かれておりますので、やはり先ほどの話じゃないですけども、お年も、文化を

伝える人方が亡くなってしまいますよね。 

 やはりこの辺でちゃんと、自分たちでお金を出してでも伝えておかないと、この文化ってい

うのは消滅してしまうだろうということで、好んで、積極的にお金を出しているわけでないと

いうことで、やはりそういう面を考えて、お金を出してですね、継続させておいて、結局はや

はり国の方に、常にやはりこれは国でやるべきですよというような形でですね、考えておりま

すので、今後もそういう形で進めていきたいというふうに思っております。 

○委員長（近藤 守君） 後、よろしいですか。 

 そうしたら私の方から一つだけお聞きします。 

 これからのね、町の動きとしては、例えば今出ました調査資料を調査するための助成の問題

とか、それから道の、国からの要するに今後の、９月か１０月ごろ出る方向を待つとかという

ことなのですけども、白老町には中核イオルの委員会がありますよね。その辺の関係の動きと

いうのは今後どのように。待っているだけなのですか。その辺ちょっとお聞きしたいのですけ

れども。 

○助役(煤孫正美君) 協議会の話ですね。 

○委員長（近藤 守君） 推進協議会。 

はい、久慈参事。 

○生活環境課参事(久慈幸男君) うちの中核イオル推進期成会の話。 

○委員長（近藤 守君） そうです。 

○生活環境課参事(久慈幸男君) 期成会のお話ですよね。 

 期成会については、早期実現を図るというようなことで、期成会をずっと立ち上げしており

ますので。 

 私の考え方としては、もうちょっとしばらくですね、期成会は存続したいなと、こう考えて

いるのです。 

 それで、要所要所で、期成会に重要な事項については報告するという考え方でいます。 

 ですから、１７年度である程度着手するということになっておりますが、これについてはこ

の前の期成会の総会でそれなりの報告をしておりますし、１８年度もですね、そのままちょっ

と存続したいなと、このように考えております。 

○委員長（近藤 守君） はい。よろしくお願いします。 

 後。 

 じゃ、一応終わりまして、役場の。お引取りいただいて。ありがとうございます。 

 委員会の中間報告の件なのですけれども。前回は、今回のやつまで延ばすということで、前

回は報告しなかったのですよね。そういうことで、前回も含めて報告という形でするのかどう

かということで、皆さんのご意見を聞きたいのですけれど。 

 はい、及川委員。 



 30 

○委員（及川 保君） この件についてはね、一応こういう１０年頑張ってきた中でこういう

経過になったということはやっぱりこれ、大きな節目でありますのでね。やっぱりきちっと報

告すべきだと思います。 

○委員長（近藤 守君） はい、鈴木委員。 

○委員(鈴木宏征君) こういう来年度の概算とはいえ、予算の数字も出ましたので、ここで１

回、やはり報告は必要じゃないかなというふうに思います。 

○委員長（近藤 守君） はい、分かりました。よろしいですか。 

 じゃ報告するということでまとまりましたので、そのように取り計らいいたします。 

 以上をもちまして委員会を終了いたします。どうもご苦労様でした。 

（午前１１時４９分） 


