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平成１８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 

平成１８年 ２月２１日（火曜日） 

   開 会  午前１０時００分 

   閉 会  午後１２時１６分 

 

〇議事日程  

イオル再生事業「白老地域計画（素案）」について 

  

〇会議に付した事件  

イオル再生事業「白老地域計画（素案）」について 

  

〇出席議員（８名）  

  委員長 近 藤   守 君   副委員長  斎 藤 征 信 君 

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 

 

〇欠席議員（０名）  

 

〇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 

     生 活 環 境 課 主 任     鵜 沢 友 寿 君 

          

〇職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長       上坊寺 博 之 君 

     書       記       浦 木   学 君 
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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。 

 お諮りいたします。本委員会については、傍聴を許可することに異議ありませんか。 

〔「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、事務局長より説明いたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい、おはようございます。 

 本日の特別委員会の調査でございますが、すでに先週辺りにお送りしております、白老地域

計画の素案ができましたので、担当の方からご説明を受けるという予定になってございます。 

 今日１枚、ぺらっとしたものですが、追加資料ということでご配付申し上げております。以

上であります。 

 

◎調査 

〇委員長（近藤 守君） はい。これより調査を始めます。まず、資料に基づき執行部からの

説明をお願いします。 

 久慈生活環境課参事、お願いいたします。 

〇生活環境課参事（久慈幸男君） おはようございます。それでは、ご説明を申し上げたいと

思いますが、すでに皆さん方に今事務局長から話があったように、白老地域計画のですね、素

案が出来上がりまして、それでこの素案の５２ページの、一番最後から２枚目のところにです

ね、この施策の検討委員会及び幹事会の名簿と、それからこれまでの開催状況について書いて

あると思います。 

 それで、この素案につきましては、長谷川代表幹事を中心としてですね、こういうメンバー

で、これまで１２回開催をいたしました。 

 それで、昨年の１０月の１７日からというようなことで、非常にその、週１回または２週間

に１回ぐらいのペースで夜６時から、長いときは９時半ぐらいまでなりましたか。議論を重ね

たわけでございます。 

 それで、昨日も１３回目の会議を一応やりまして、一応１３回でだいたい終わりかなという

ふうに考えております。 

 それで、そういうことで、非常に検討委員会の皆さん方も無報酬の中でやっていただきまし

てですね、非常に私としては恐縮をしておるところでございますが、非常に熱心な議論で終わ

りました。 

 それで、一番最後のページにあると思いますが、その他というところで、実はこれを進める
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中でですね、やはり来年度の予算等の絡みもございますので、勝手にうちの方で作ってもだめ

だというようなことで、国または道それから推進機構の方にですね、一応骨格の話をしており

ます。 

 それで、今年の１月の１８日の日に、国土交通省の方にですね、一応この素案の大方の説明

をしてまいりました。 

 それとまた２３日の日は、うちでウタリ協会の中にイオルの推進委員会ってあります。これ

は、全道うちを含めて７つの地域で作っている推進委員会でございますが、ここで一応自然素

材のあとで説明しますが、候補地の現地視察とかをやりまして、若干の説明もいたしました。 

 それから、２月の３日の日には、推進機構の方に一応説明をいたしました。 

そして２１日と、こういうようなことになっておりまして、今日ご説明することについては、

国の方もそうですし、それから道も、それから推進機構の方も、短時間でよくまとめましたと

いうようなお話を承っております。 

そういうことで、大方この内容についてはですね、了承されたものだというふうに、私は受

け止めております。 

そういうような観点からですね、今日はご説明を申し上げたいと、こう思います。 

それと、今日１枚のペーパーをお配りいたしましたが、これにつきましては、何月でしたっ

け、９月に行われました委員会の中で、概算要求の話をされたと思いますが、１１１，０００，

０００円の概算要求が措置されましたというような話をしたと思います。 

 そういった中で、実は約５千万円のお金になったと、こんなようなことでございまして、こ

れについてはですね、どうしてそうなったかということも踏まえてですね、若干ご説明をして、

それで今年のやる事業について、大方こういうことをやるよというようなことの説明も合わせ

て説明をしていきたいと思います。 

 それでは、地域計画のね、一応内容について説明に入っていきたいと思います。 

 それで、レラコラチというような名前をですね、作りました。これは、皆さんもご存知だと

思いますが、白老出身の森竹竹市さんですね。三大歌人の。これは、日本語で直すと風のよう

にというような名前でございまして、要するに森竹竹市さんの遺稿集の中にもありますが、要

するにカムイがですね、一般社会に降りて、そのカムイがその自然豊かな生活の中で、自由奔

放にね、生活をしていたと。風のようにですね、自由奔放に生活をしていたというような意味

合いの、そういう社会をこれから作っていきたいと。こういうような意味を込めて遺稿集を作

ったわけでございまして、そういうようなことの意思が、この地域計画の中にね、イオル再生

事業をすることによって、そういうような自然社会と言いますか、そういう社会が作り上げた

らいいなというようなことで、レラコラチというような全体の名前を作ったわけでございます。 

 それで、それじゃ１ページからちょっと、順に説明を、５点に絞って説明していきたいと思

いますが、１ページ、２ページにつきましてはですね、地域計画の基本的な考え方ということ

で、示してございまして、これにつきましては前々からですね、お話をしております。 
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 地域計画、これまでの経緯をですね、ずっと書いてありまして、上の方は平成８年にそのウ

タ懇というものが設置されて、その中で４つの提言がされたよということです。 

 それで、その提言を踏まえて新法ができて、そして新法とともにアイヌ推進機構が設立され

たと。こういう経緯でございます。 

 で、そういった中で、４つの提言のうちですね、概ね１番、２番、それから４番ですか。こ

れについては、この推進機構を通じてですね、いろいろ事業展開をしている。 

 ところが、最後のその伝統的生活空間の再生については、なかなか進展をしなかったと。こ

んなようなことで、２ページの方に書いてありますが、１６年にこういう推進会議が設置をさ

れて、そして１７年の、昨年の７月ですが、やっとその基本構想及び実施要領が定められたと。

こういうような運びになったわけでございます。 

 そして、その１７年の７月に、その推進会議において、先行実施地域ということで白老町が

指定をされたと。こういうことで、白老町では当面１８年から２２年のですね、５カ年を地域

計画として定めて策定するのだと。こういうようなことでございます。流れとしてはそういう

ことでございます。 

 で、３ページ、４ページに入りますが、地域計画の位置づけについては、ここに書いてあり

ますように、基本構想及び実施要領で示された事項を基本として、地域計画を作ったと。こう

いうことでございまして、それにつきましては、国及び北海道の方にですね、報告をして承認

をいただくということになるかなと考えております。 

 それで、ちなみに国の方では、この２ページのアイヌ文化推進会議ってあります。これ、国

土交通省２課長が入った、２ページの上にも書いてありますが、この推進会議にですね、諮っ

て報告をするというような考え方をしております。 

 そういうことで、それと４ページにつきましては、先ほど来から言っている計画期間につい

ては、１８年から平成２２年までの５カ年間にしますよということで、それで、２２年にです

ね、ある程度見直しを作業をして、次期計画を策定するという形になると思います。 

 それから５ページに今度入っていきます。５ページにつきましては、施策の展開という項目

でございまして、ここから具体的な事項が入ってまいります。 

 それで、一つ目はですね、イオルの拠点としてですね、拠点が必要だろうというような考え

方を示しました。その中で、一つの機能としてはネットワーク機能。それから、交流・体験学

習機能。それから、伝承者育成・指導者研修機能。それから、野外学習機能。四つの機能を備

えたですね、拠点が必要だろうというようなことを、施策の展開として考えました。 

 それで、１番目のネットワーク機能というのはですね、やはりそういう空間の管理。それか

ら他市町村の情報。それから、我々から情報を発信するとか。そういうようなですね、発信の

場。それから管理運営をする場所が必要だろうという、そういう機能が必要だろうということ

でございます。 

 それから、２つ目としては、自然素材をですね、きちっと確保するというようなことも必要
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ですし、北海道で把握できない場合は道外なんかもですね、地域の状況等も調査をしてですね、

そういう情報を集めるというようなことも必要だろうという考えでおりまして、そういうネッ

トワーク機能が必要だろうということでございます。 

 それで、必要な施設整備としては、こういうような部屋も必要だということでございます。 

 それから２番目としては、交流・体験学習機能ということで、これはやはり、白老だけでな

くて、やっぱり世界のですね、民族ともやっぱり交流を図るというようなことも必要だろうと

いうふうに考えておりまして、そういう交流の場を図るということが必要だと思います。 

 それから、６ページ目は体験学習の場ですね。これは、やはり重要なことでして、今はアイ

ヌ民族博物館でやっておりますが、ここで言っているのはですね、やっぱり伝統的生活空間を

活用したですね、体験学習の場をやはり、きちっと設けることが必要だろうというふうに考え

ておりまして、例えばあとで説明いたしますが、直接山に行くとか、川に行くとかですね。そ

ういう空間を活用して、本当のそのアイヌの人たちのですね、精神的な文化、生活文化という

ものをですね、学んでいくということが必要かなというように考えております。 

 そういうことは、小中学生のやはり教育の場にもつながっていくのではないかなというよう

なことで、考えております。 

 それから３番目としては、伝承者・指導者の育成。これも、大切な話でございまして、今伝

承者がどんどん高齢化をしているというようなことで、やはり文化をきちっと伝承していくた

めには、伝承者をですね、きちっと育成をするということが必要だというふうに考えておりま

す。 

 それから２つ目は、教員等の指導者の研修。白老町でも２年前から教員の指導をやっており

ますが、これも全道的視野でですね、やはり教員の指導者の研修ということをやるべきだとい

うように考えております。 

 それから４番目としては、野外の学習機能ということで、これは身近にですね、ここに書い

てありますが、ポロト湖だとか、あそこにあるウツナイ川の自然も利用してですね、川魚だと

か丸木舟の製作、そういうような身近な野外の学習機能というのもですね、拠点の中で必要だ

と。まぁ、山に行くことも必要ですが、そういう身近にですね、学習できるというようなとこ

ろも必要だろうというふうに考えております。 

 そういうことが、１番から４番までですね、そういう機能として必要だというふうに考えて

おります。 

 それで、７ページにつきましては、この（２）としてですね、その機能促進をするための既

存施設の活用ということで、要するに、今説明いたしましたように、４つの機能をですね、促

進するというような意味で、拠点、核をですね、必要だということが書かれております。 

 それで、財団法人アイヌ民族博物館が所有、一応所有する予定になっておりますが、ここを

ですね、博物館分館としてですね、既存施設の有効活用を図ると。で、仮称ですが、イオルの

交流センターという形の中でですね、全面改修をして、今行ったような拠点の整備を図ってい
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きたいと。こう考えております。 

 それで、（３）としては、実施計画が１８年から２３年まで載っておりまして、イオル拠点活

用調査（改修基本設計調査及び活用調査検討会議発足）と書いてありますが、１８年度、後で

もご説明したいと思いますが、既存のですね、改修基本設計を１８年度やる予定をしておりま

す。 

 その中で、それと平行しながらですね、その既存施設をどのような、今言ったようにこの４

つの機能を中心として、これを基本として改修設計をやっていくわけですが、いろいろこう、

枝葉がいろいろ議論としてですね、枝葉が付いていくかなと思いまして、そういう活用調査の

検討会議というものをですね、立ち上げをしながら、どういうその議論して、そして有効利用

できるかというような検討をですね、やっていきたいと考えております。 

 それと、１９年度以降につきましては、この基本設計を基にですね、改修の実施設計及び改

修に入っていくというような、一応計画を持っておりまして、予定としては２０年度後半には

ですね、施設の稼動というようなことを考えております。 

 まだ、ただ、あくまでも予定でございまして、１８年度はですね、改修の基本設計につきま

しては、国の方も承認いただきましたが、即１９年度から改修という形になるかどうか、その

辺はこれからですね、いろいろな形で要望をしていかなきゃだめだというふうに考えておりま

す。 

 一応、このことにつきましても、一応国の方または道、それから推進機構の方にはご説明を

しております。 

 それから、８ページにつきましては、今ご説明したことをですね、一つの機能図という形で

明示しただけでございまして、この大きく四角く捉えているのが既存の施設の中でこういう三

つの機能が入って、そのポロト側と言いますかね、ポロト側の方が野外学習機能という形で整

備をしたいと。こういう図でございます。 

 それから、９ページにつきましては、それじゃこれを、この事業を実施するための管理の執

行体制でございまして、どういう形で執行していくかということでございます。 

 ここに書いてありますが、白老町において事務局体制を確立してですね、財団法人アイヌ文

化振興・研究推進機構から事業委託を受けて執行するよと。こういうようなことになりました。

と言いますのは、前にですね、９月にお話したときには、推進機構にですね、国から補助金が

きて、それで推進機構からですね、白老町、関係市町村とアイヌの人たちの関係団体が、管理

運営委員会を組織して、そこがですね、実施主体になるのだよというような考え、基本的なパ

ターンとしてですね、考えていたと思います。 

 ただ、ここにつきましては、国及び道庁、それから推進機構ともですね、果たしてそれでい

いのかどうかということをですね、年末にかけて、または年始にかけて、ちょっと協議をして

まいりました。 

 その結果、金額の大小に関わらずですね、やはり貴重な、貴重と言いますか、公金をですね、
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扱って事業展開するという形になると、そういう、そして国のプロジェクトであるというよう

なことを考えると、任意なそういう団体がですね、事業執行するのはいかがなものかというよ

うなことがありました。 

 それで、ただ、本来の趣旨はですね、これはやはりそういう民族の人たちが中心となって、

事業展開するというようなことが本来の趣旨であるのではないかなということも、いろいろ加

味しながらですね、結果的にはこういうものにもですね、白老町が事業委託を受けて、それで

公金としてですね、歳入で受けて、そして予算措置をして、白老町がですね、事業執行すると。

で、そのときには直接白老町がやる事業もあるし、どこかに事業委託をすると。再委託すると

いうことも出てくるというような、一応執行体制になりました。 

 本来は、我々としては、これが最高のいい組織かなというふうには思っておりませんでして、

私どもとしては、これは国の施策であるので、その国の出先機関である推進機構がですね、推

進機構が中心となって事業展開するということが、本来の趣旨でないのかということを主張は

してまいりました。 

 ですから、推進機構が白老町に、分室と言いますかね。そういうものがきちっとできて、そ

して事業執行するということがですね、そして我々白老町も、それから白老のウタリ協会もい

ろいろな形で側面から応援をしていくということがですね、本来の趣旨でないかなというよう

なことで、推進機構等にもお話をしてまいりましたが、推進機構も今の現員の、札幌に事務局

がありますが、今の現員の中ではなかなかそこまでは手が及ばないというようなことだとか、

それから今回の予算の中では、そういう人件費のですね、配慮もされていないと。こんなよう

なことで、いろいろその辺で、何と言いますかね、協議はいたしましたが、最終的にはですね、

こういう形になったと。こういうことでございます。 

 そういうことで。それから、１０ページ目から入っていきますが、１０ページ目からにつき

ましては、自然素材の育成事業と。事業の中身に今度は入ってまいります。 

 そういうような執行体制の中で、今度は事業を執行していくわけでございますが、この事業

の大きな取り組みの一つであります、自然素材の育成事業があります。その中で二つのですね、

ゾーンによる育成事業を図っていくということが、イオルの計画の中で盛られました。 

 一つは、Ａはですね、素材の供給ゾーン。それから、Ｂは標本の栽培ゾーンというような二

つのですね、ゾーンに分けて事業を行うというふうになっております。 

 それで、簡単にご説明いたしますと、素材の供給ゾーンというのはですね、このＡの素材供

給ゾーンの位置づけと対応とここに書いてありますが、この中にも示していますように、アイ

ヌの人たちがですね、必要な衣食住ですね。衣食住のその樹木、植物を、一定のルールのもと

で自由に採取できるゾーンですよというふうに位置付けをしたと、こういうことです。 

 ですから、そこにはですね、いろいろな規制緩和等が出てくると思いますが、当面はそうい

う規制緩和の措置をしながらですね、植物の採取だとか、樹木を採るだとかという形をしてい

きたいと。こういうふうに考えております。 
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 ただ、この三つ目の四角に書いてありますように、例えば枝を採るぐらいについてはですね、

ある程度許される行為かなと思いますが、それなりの大きな木を伐採するとかという話になる

とですね、これはやはり、後で説明をしたいと思いますが、その所有者とですね、十分協議を

して、有償になるというようなことも出てくるかなというふうに考えております。 

 ただ、アイヌの人たちの精神、自然との共生の精神というのは、来年もですね、きちっと芽

が出る、そういう植物についてもですね、きちっと芽が出るような採取の方法をするというこ

とが、民族としてのそういう精神を持っておりますので、そういうゾーンとして設定をしても

ですね、むやみやたらにですね、採取するということにはならないというふうに考えておりま

す。 

 そういうことで、２４ページの大きなこの図が載っていると思いますが、これをですね、見

ながら説明したいと思います。 

 それで、今言いましたように、Ａのですね、１からＡ－７ですね。これが、素材の供給ゾー

ンということで位置付けをいたしました。 

 それで、Ａから、Ａ－１、それからＡ－２、Ａ－３、Ａ－４につきましては、これは町有地

でございまして、町有林をある程度ゾーンとして位置付けをいたしました。 

 で、Ａ－２につきましては、防風林でございますが、そういう形で位置付けをいたしました。  

 それから、Ａ－５につきましては、これは竹浦の旧敷生川の河川敷地でございまして、ここ

もですね、指定をしております。 

 それから、Ａ－６につきましては、社台川を指定をしております。 

 それから、Ａ－７につきましては、これはヨコストの沖合いを指定しております。 

 それが、今１０ページから１１ページにですね、この辺が書かれておると思います。 

 それで、１１ページから１２ページにつきましては、１３ですね。一応現地を確認をしてで

すね、こういうようなアイヌの伝承活動に必要な動植物が、一覧が載っておりますが、大方で

すね、こういうものがあるというようなことで、一応数量は確認はしておりませんが、大方あ

るということで現地を確認しながら、見ております。 

 それから、次いきます。１４ページにつきましては、これは標本栽培ゾーンということでご

ざいます。 

 ここは、先ほど来から話している衣食住に関わる樹木・植物についてですね、天然に近い環

境で再生を図るというゾーンということです。Ａは一定、自然のままで供給できると思うので

すよと。Ｂは栽培するゾーンですよというような、分かりやすく言えばそういう形になります。  

 それで、この栽培ゾーンにつきましては、栽培するのと、それからまだその、何ていうので

すか、栽培法が確立されていない植物、そういうものの試験研究をするという場所にもなって

おります。 

 それで、ちょっと説明いたしますが、Ｂ－１につきましては、これは自然休養林。ポロト自

然休養林の風倒木地が、約５ｈａぐらいございます。で、ここは所有者が胆振森林管理署でご
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ざいまして、国有林になってございまして、ここにですね、樹木を植えるということで、今準

備をしております。 

 で、ここに天然に近い環境で自然素材を植樹するということになっておりまして、で、国有

林なものですから、いろいろな制約がございまして、そういった中で、今ここに考えられてい

るのは、平成１５年に林野庁で通達があります、こういう「木の文化を支える森づくり活動事

業」というのがございます。こういう事業の中で、事業展開をしていきたいと。このように考

えておりまして、５ｈａもあるものですから、農林水産とも今、いろいろ打ち合わせをしてお

りますが、６～７年はかかるだろうと。全部植えるにしてもですね。というようなことが言わ

れております。 

 それから、Ｂ－２につきましては、これはポロト地区、約５ｈａ。これは、皆さんもご存知

だと思いますが、ウエシマさんの旧土地でございまして、ここ約７ｈａぐらいございますが、

そのうち約５ｈａぐらいですね、活用した形の中で自然素材を、これは成木を植樹をしたいと。  

 で、併せて、有用植物、それから薬草類を植栽をしていきたい。そして、その生育状況につ

いて、記録観察するなど、標本にしたりということで、試験栽培を行うですね、環境に整備を

していきたいと。このように考えております。 

 ここについては、後で予算の方でもちょっと絡みありますので、後でご説明を申し上げたい

と思います。 

 それから、Ｂ－３。Ｂ－３につきましては、これは陣屋でございまして、仙台陣屋の中に堀

があります。堀内にですね。それから、旧ウトカンベツ川の古川がありまして、これ約３００

ｍぐらいございます。ここにですね、ガマを植えていきたいと。こう考えておりまして、定期

的に植えて採取できるというような場所にしていきたいと思っております。 

それから、Ｂ－４でございますが、Ｂ－４につきましては１５ページですね。ヨコストの海

浜地区。これ約３，０００㎡ぐらい。国有地がございまして、海浜地として国有地がございま

す。  

 ここもですね、開発建設部の苫小牧河川事務所の方に行ってですね、協議をしておりまして、

ここにつきましても、「どうぞやってください」というような許しも受けておりまして、要する

にここに、そういう海浜植物ですね。テンキグサだとか、皆さん方も多分ご存知だと思います

がハマボウフだとかハマヒルガオをですね、植えていきたいと。で、そこでは試験栽培をしな

がら再生を図っていきたいと。このように考えております。 

 それから、Ｂ－５でございますが、これは森野の旧苗畑地区でございまして、これ０．７か

ら４．２ｈａと、ちょっと幅がちょっと大きいのですけれども、今林務の方で、いろいろ今計

画しているものもございまして、仮にそれが承認されれば０．７ｈａぐらいしか使えませんが、

これが承認されなかったら全部を使って、ここもですね、試験栽培。ここは種だとか苗木、そ

れから穀物ですね。アワ・ヒエ・イナキビ。これを試験栽培をして、どういうような生育状況

になるかと。後で予算の方でも説明しますが、ビニールハウスなんかも設置をしながらですね、
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そういう試験栽培をする場所にしていきたいと。このように考えております。 

 それで、代表的な（２）として、１５ページから１６ページ、それから１７、１８からずっ

とこう、書いてありますが、これにつきましては、こういうような代表的な自然素材をですね、

植えていきたいと。 

 で、この代表的な自然素材というのは、こういう用途に活用されたから、こういう植物を植

えていくのだよということの説明としてですね、こういうような１９、２０ページぐらいまで

ありますが、こういう植物を植えていきたいと考えております。 

 それで、２１ページから２２、２３ページにつきましては、今ご説明をした地区ごとにです

ね、実施計画を作ってございまして、こういう植物をですね、１８年度から５年間にわたって

植えておきたいと。このように考えてございます。それが、２３ページまであります。 

 それで、２５ページからは、今まだちょっと白黒で見づらいのですが、Ａ－１からＡ－５、

３、４、５、６、７まで、一応写真を付けて、こういう場所ですよというような、ちょっとこ

う見づらいですが、こういう場所ですよということで、これは製本したときにはきちっとカラ

ーでやりたいなと思いますが、一応こういうような状況だと。すでにご存知だと思いますが。

こういう場所でございます。 

 それから、３２ページにつきましては、今植える場所ですね。３２ページの「ポロト自然休

養林風倒木」というのは、ポロトのキャンプ場からちょっと５００ｍぐらい歩いたところだと

思いますが、この塗りつぶしたところですね。これ「ぬ」と書いていますが、ここがこういう

形で風倒木で倒れまして、もうすでに伐採はしておりますが、若干まだ根は残っております。 

 こういう場所にですね、順次その植栽計画を、図を作りながら、どっち側かな、前側からや

るのか、奥の方からやるのか、この辺は今検討しておりますが、そういう形で植えていきたい

と。 

 それから、３４、３５ページにつきましては、この「ポロト地区」の５ｈａですね。ここを

ですね、植えていきたいと思いますが、ただ、この土地利用についてはですね、まだ定まって

おりませんが、後戻りしないようにですね、景観も配慮しながら、当然景観に配慮しながらで

すね、植栽としてその試験栽培をするような環境に持っていきたいと、こう考えております。 

 それで、なかなかその、ここは土盛りしてもですね、なかなか難しいところでございまして、

若干の土盛りはしますが、木道を設置をしながらですね、観察をしたり、試験栽培をしたりと

いうような形で環境整備をしていきたいなと。 

 それと、もう一つは住宅地が西側の方にありますが、この辺をですね、遮断するような形の

木の配列ということも考えておりますし、それと、ポロト湖畔側の方はですね、やはり、何と

言いますかね、あまりこう建物だとかがない、野原のような感じがですね、環境としてマッチ

するんじゃないかなというようなこともいろいろ考慮しながらですね、この辺の環境整備を図

っていきたいなと。このように考えております。 

 それから、３６ページにつきましては、これちょっと見づらいですが、ウトカンベツ川のち
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ょっと横のところのこう、黒く塗っている。そこがですね、「旧ウトカンベツ川古川」で、もう

河川廃止している場所でありまして、その写真がこう載っていると思います。常時水がずっと

こう、ありましてですね、やはりガマを植えるにはこういう環境でなかったらですね、育たな

いのですよね。 

 ですから、ここにですね、ガマをずっと年次計画で植えていきたいと。約３００ｍぐらいあ

りますので、今年はどのぐらいまでいけるかどうか分かりませんが、ここを植えていきたいな

と思っております。 

 それと、塩釜神社のちょっと上のところの、こういう堀内ですね。ここも、若干これ、あま

り距離はありませんが、ここも植えていきたいとこう考えております。 

 それから、３８ページ、３９ページ。そこにつきましては、ここにちょっと黒く塗っている

と思いますが、ここが国有地でありまして、ここにですね、３，０００㎡ぐらいですね、あり

ます。ここをですね、海浜植物という形で再生を図っていきたいと。こう考えております。 

 それから、４０ページ、４１ページにつきましては、これは森野の苗畑でございまして、こ

の塗りつぶしたところが４．２ｈａぐらいございます。真ん中は王子の送電線が走っていて、

これは王子の所有地でございますが、先ほど来ちょっと説明しましたように、農林水産の方で、

全体のその何か計画が今申請をしていて、これが許可になれば、我々としては０．７ｈａぐら

いしか使えませんが、これがだめだったとなると４．２ｈａぐらい使いたいと。こう考えてお

りまして、その結果がですね、２月の末または３月の上旬にはですね、結果が出るというよう

なお話でございましたので、その結果を踏まえて、０．７にするか４．２にするかを決めてい

きたいと。で、どこの場所にするかというふうに決めていきたいと。こう考えております。 

 以上ですね、この自然素材の育成事業については、今言ったようにＡとＢに分けて、それぞ

れ事業展開をしていくというようなことでございます。 

 それから、４２ページからにつきましては、これ体験交流事業ということの取り組みを書い

ております。 

 それで、ここではですね、いろいろ書いてございますが、まずもってですね、体験交流事業

をするためには、そういうその間違えたですね、文化を教えるということにはならないという

ようなことで、やはりきちっとした適切な指導ができるですね、専門的知識を有する指導員を

養成することが必要でないかというような考え方を示しておりまして、イオル事業で体験指導

者、指導員の育成事業をまず実施するというようなことで考えておりまして、その中で専門的

な資料のテキストもですね、作成するというように考えております。 

 それで、そういう事業を踏まえながらですね、体験学習をやっていくと。それで、その体験

学習も、やはりその専門的な部分と、それから初歩的な部分と二つに分けてですね、体験学習

を実践していくということが、非常に適切でないかというようなお話が幹事会の中でありまし

て、入門コースと専門コースという形でですね、実施をしていくということでございます。 

 それで、４２からずっとこう書いてありますが、例えばの事例としてですね、このような体



 12 

験学習をする場合については、このような事例としていろいろありますよということが書かれ

てありまして、実際その事業を実施するというときにですね、この辺の組み合わせを、どれと

どれを組み合わせてどうするかということについては、１８年度中にですね、１９年度から体

験学習事業を実施するというような、白老町としての考え方、これは国の方にも要請していき

ますが、その辺を考慮しながら１８年度中にですね、こういうコースとして、どういうことを

組み合わせしていくかということを検討していきたいと。このように考えてございます。 

 それで、事例としてですね、４２、４３、４４ぐらいまでですね、４５ですね。ずっことこ

う、書いてあると。こういうことでございます。 

 それで、４６ページについては、実施計画として、今の段階では体験学習の入門コースにつ

いては試行的に１８年度ちょっと取り組むかというような考え方を示しておりまして、１９年

度からですね、段階的に本格的に取り組んでいきたいと。このように考えております。 

 それから、４７ページの普及啓発事業でございます。 

 これは、普及啓発ということは、広くアイヌ文化をですね、広く一般国民に理解してもらう

と。周知するというような啓発事業をですね、実施するべきだと。こういうようなことで、広

報活動だとか、セミナー・講演会、それから教員向けの講習会等もですね、イオル事業で実施

をしたらどうかというように考えておりまして、で、この中で、①今年からやろうとしている

のは、イオルの事業に関するそのイオル新聞なんかもですね、定期的に発行をしていきたいと。

で、ホームページなんかもですね、立ち上げて、情報公開をしていきたいと。こんなようなこ

とを考えております。 

 それが、４８ページとしてこういうような事業計画になっております。 

 それから、４９ページにつきましては、文化振興事業ということでございまして、これは、

やはり文化を振興するという意味合いの中で、一番に取り組まなきゃならないというのは、や

はり伝承者の育成講座であるというふうに考えておりまして、これはですね、ぜひ今年からや

りたかったのですが、なかなか予算が付かなかったということで、これは１９年度からですね、

いの一番にやっていきたいなと。こう考えておりまして、そういう伝承者を育成するというこ

とで、そういう講座を設けていきたいと。こう考えております。 

併せて、アイヌ文化の調査・研究等の拡充を図っていくだとか、それから、やはり学校教育

との連携ということが必要だということで、その教材の検討会。教材の作成検討会というもの

を作ってですね、それで定期的に協議を進めていって、教材をですね、基礎的な教材を作って

いくということも、イオルの事業として必要でないかということを、４９ページの方に書いて

あります。 

 それから、５０ページにつきましてはシンポジウムだとか、アイヌ語講座、それからフェス

ティバルですね。こういうものも開催をするということでございます。 

 それから、５１ページにつきましては、今までずっといろいろなことのお話をいたしました

が、先ほど来からもですね、いろいろあったと思いますが、事業展開する中で、いろいろやは
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り法律がですね、現行法の法律がネックとなります。ですから、当面はいろいろなその関係法

令の規制緩和のですね、許可措置を講じながら対応をしていかなきゃだめかなというふうに考

えておりますが、ここでアンダーラインで書いてありますが、前々から考えてはいたのですが、

やはりきっかけとしてですね、イオルの事業が展開されるということから、この構造改革特区

法に基づくですね、仮称でありますがイオル特区の認定の検討作業を、併せてやっていきたい

なと。このように考えております。 

 例えば１番からずっとこう書いてありますが、川漁での規制緩和についてはこういう規制が

あったり、海なんかもあります。鳥獣保護、それから国有林の規制。いろいろあるわけでござ

いまして、それぞれですね、事業展開するのに、これ毎年毎年申請をして許可をもらうという

形になるのですよね。それはちょっとどうかなというふうに考えておりまして、大変難しいか

なという気はするのですけども、イオル特区をやっていきたいと、こう考えております。 

 例えばチセの建築。これにつきましても、建築基準法上ではですね、あれは展示物という、

理解しがたいあれなのですけど。ただ、その中で不特定多数の人が入ったりしていますので、

展示物という扱いでやっていると。こんなようなこともございます。 

 また、体験交流という形の中で、チセの中で宿泊するということも、出てくるかもしれませ

ん。そうなると、どうなのかなと。消防法だとか、いろいろな規制緩和が出てきます。 

 そういうようなことで、もろもろですね、いろいろ１年かけていろいろ調査をしながら、総

体的にイオル特区という形の中でやっていきたいなというふうに考えております。 

 ただ、他の省庁にまたがる分野がたくさんあるので、そのときには国土交通省としても、応

援しますからという話がね、出てきたのですが、それはちょっとおかしいんじゃないかなとい

う感じがしたのですが。いい話ですねということでした。 

 そんなようなことで、一応当面はね、当面はこういう現行法の中での規制緩和をやりながら、

イオルの事業をやらざるを得ないのかなと。このように考えております。 

 で、５２ページのこの最後の方ですが、ここにつきましてはですね、やはり他の地域のです

ね、やはり他の地域と言いますか、民族の方々のですね、熱い思いでやはり、イオル事業が実

施されると。このようなことになったわけでございまして、そういった中で白老町が先行的実

施場所に指定されたということなのですが、ただ、まだまだですね、前にもちょっとお話しま

したように、まだまだ地域のいろいろなエゴがございますし、まだ足の引っ張り合い的なこと

もね、あるのかなっていう感じしております。 

 ですから、我々としては、（１）としてはですね、書いてあることは、やはり地域でいろいろ

なやはり研究者だとか技術者等がいると思います。そういう方々をですね、友好的に活用をし

ていきたいなということが、一つあります。 

 そうすることによって、全体が、ここの下の方に書いてありますが、全体な底上げ効果だと

か、地域間のね、一体感を強めることにもなっていくのかなということがまず一つであります。  

 それから、（２）はですね、やはりうちがどういうことをやるのだとか、またこうしてもらい
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たいとかっていう、そういう何ていうかな、情報交換的な場所も必要なのかなというふうに考

えておりまして、イオルネットワーク会議というようなこと。これは、全道の、うちを含めて

７地域のですね、そういう地域の人方の声を聞いて、事業展開するということが望ましい姿で

ないかなというように考えておりまして、こういうようなネットワーク会議をですね、設定し

ていきたいと。このように考えております。 

 以上ですね、地域計画については、そんなような一応内容になっております。 

 それで、併せて今日お配りしましたイオル再生事業案についてでございますが、これにつき

ましては１８年度の白老町の予算の中に組み入れました。 

 それで、先ほど来からちょっとお話しましたように、アイヌ文化推進機構の方からですね、

４９，９９５，０００円。これが受託事業収入という形の中で入ってきます。 

 それで、それを受けて白老町としてですね、この１番と２番に分けて予算措置をしたわけで

ございまして、正直な話ですね、この地域計画を作っていなかったら、こういう予算、細かい

予算措置も実はできなかったというのが本音でございまして、昨年の１０月から鋭意ですね、

やっていて良かったかなというふうに考えております。 

 それで、１番目としては、空間活用事業で２９，３１３，０００円が示されておりまして、

この中では空間の拠点活用調査ということで、先ほど来から話したように、既存の施設の活用

調査をやります。 

 で、この中には、改修の設計、それから活用の調査の検討委員会の開催ということで、その

調査委員会を立ち上げて活用調査をやっていきたいと。それからまた、地域計画の印刷費も含

まれます。 

 それから、（２）として、素材材料費として先ほどの自然休養林の植樹。これはだいたい２ｍ

ほどとこう掲げておりますが、ちょっと低くなるか分かりませんが、予定としては１０種類の

木を１，３３０本ほど植える予定をしております。 

 ただ、金額しだいでは１，５００本ぐらいになるかもしれません。そのぐらいの程度の木を

ですね、１，０００本以上の木をですね、植えていきたいと。こう考えておりまして、ここに

はそういうイオルの森ですよというような周知の看板だとか、それからこの樹木の用途の解説

板等々ですね、作っていきたいなと。こう考えておりまして、それで、①につきましては、こ

れは町民育樹祭的な方法で、植樹をまずやりたいなと。このように考えております。 

 それから、②の陣屋とヨコストの、先ほどの説明したところですが、一応こういう水性植物・

海浜植物を６種類５００株程度を植えていきたいと。このように考えております。 

 それから、（３）としては、管理事務ということで、空間の管理事務局を設置するための人件

費、それから消耗品等々の経費が入ります。これ合わせて２９，３１３，０００円を予算措置

をいたしました。 

 それから、２番目の自然素材の育成事業。これは、先ほど来から話している、試験栽培用地

ですね。１番目はどちらかというと、何ていうかな、自然を再生していくという場所の金。で、
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２番目は試験栽培をしていく金というような見方をすれば分かりやすいかなと思っておりまし

て、①のポロト地区、これは先ほども言ったウエシマさんの用地の場所に、こういう自然素材、

それから２ページ目の有用植物ですね。を植えていきたいと思っております。 

 それで、木につきましては、予定としては１６種類２００本程度を植えていきたいと思って

おります。 

 それから、有用植物につきましては、２２種類１，０００株ほどですね、植えていきたいと。

こう考えておりまして、ここにですね、いろいろな解説板等も設置をしながら、やっていきた

いと。こう考えております。 

 それから、森野地区の研究栽培につきましては、１６種類５００本程度。そして穀物として

アワ・ヒエ・イナキビ。それから有用植物の種なんかで植えていくと。 

 それから、ビニールハウス等。それから鹿対策等の設置等も出てくるでしょう。 

 それから、試験研究員・管理人の補助員ということで、そういう人件費的なものも一応みて

おります。 

 そういうことで、森野地区についてはそういう植物等を植えていきたいと思っております。 

 それから、（２）の試験栽培地環境整備ということで、土木用資材だとか土砂だとか、重機だ

とか。いろいろ書いてありますが、これは主にですね、これは主にポロト地区ウエシマさんの

用地でですね、使う資材でありまして、先ほど来ちょっとお話したように、木道ですね。木道

なんかも設置しながら、ちょっと水がこう浮き出ているような感じなものですから、木道を設

置しながら、試験栽培するような。それで観察できるような環境に整備をしていきたいなと。 

 で、若干土砂なんかも必要でしょう。それから、そのためのですね、土木の作業員等々も必

要でないかと。こんなようなことでございます。 

 それから、（２）の一番下に土地等の賃借料ってこう、書いてありますが、森野の土地につき

ましては、土地開発公社の土地。それから、ウエシマさんの土地につきましては白老振興公社

の土地でございまして、ここにつきましては、そういう場所を借りるというようなことで、賃

借料を年間数十万円のお金でございますが、賃借料を払うということになっております。 

 そういうことで、合わせて４９，９９５，０００円ということで、予算措置をしております。 

 それから、下の方の、２ページの下の方に※印として書いてありますが、実は上記以外とし

てですね、財団推進機構の既存事業として、今アイヌ語の上級講座と親と子のアイヌ語学習、

それから文化フェスティバル。これが、既存事業として実施されております。 

 それで、今回ですね、この三つの事業がイオル関連としてですね、１回分増加されておりま

して、同当町で実施される予定になっております。 

 これについては、うちの方で直接お金が入ってくるのではなくて、実施されたことに対して

推進機構から、実施主体にお金が出てくると。実施主体っていうのかな。実施は白老町でやっ

ていただきたいのだけども、お金は推進機構で払いますよと、こんなようなことですね。 

 そういうことで、三つの事業がですね、行われるというふうになっておりまして、これも結
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構なお金でございましてですね、今情報から言いますと、アイヌ語の上級講座で１，２００，

０００円ぐらいですか。親と子で２，０００，０００円ぐらい。それから、文化フェスティバ

ルで５，０００，０００数十万の金というようなことが、ずっと言われておりまして、三つ合

わせて８，０００，０００円ぐらいのお金がですね、事業として実施されると。こんなような

運びになっております。 

 そういうようなことで、１８年度はですね、こういうことで予算組みをいたしました。 

 それで、９月に概算要求のときに１１０，０００，０００円のお話をしたと思いますが、実

はどの分がですね、なくなったのかと言いますと、体験交流事業で２９，０００，０００円。

それから、普及啓発と文化振興で１６，０００，０００円だったと思いますが、この分がです

ね、なくなったというか、認められなかったのですね。 

 というのはですね、国の方の、何と言いますか、国土交通省のお話を聞きますと、自然素材

育成とかその辺については、何とかみましょうということだったらしいのですが、体験交流事

業についてはですね、まだその地域計画も定まっていない中でどういう事業をするかも定まっ

ていない中で、どうだろうというようなことで、予算査定がゼロになったというお話を聞いて

おります。 

 それから、普及啓発と文化振興で１６，０００，０００円ぐらいだったのですが、これにつ

いてはですね、今お話したそのアイヌ語教室と、それから文化フェスティバル。この辺が普及

啓発と文化振興の分類になるのですが、この辺は実は文化庁との予算の措置でして、文化庁と

国土交通省と、いろいろ話し合いをしたそうなのですが、国土交通省としては、イオル事業が

スタートするので、これも併せてイオル関連事業という形の中で、この約５０，０００，００

０円の金にオンしてくれという話を文化庁ともいろいろやったそうなのですが、結果的にはで

すね、既存の事業に一回上乗せになって、それで推進機構の方の事業として取り組む形になっ

たと。こんなようなお話でした。 

 ただ、１９年度からは、国土交通省としては、イオルの事業としてこの分をオンしていくと

いうことを、強く申し述べていきたいと。こんなような話をされておりますし、我々も当然そ

うしてくださいということを言っております。 

 ですから、来年度についてはですね、これ以上の金額になるかどうか、それは別にして、体

験交流事業だとか、それから普及啓発・文化振興というもの含めて、この何と言いますか、イ

オルの事業として予算措置されていくのかなというようなことを考えております。 

 一応、そういうようなことで、時期計画と、それから予算等について、ご説明をいたしまし

た。もし、この内容についてご質問等があればですね、お答えをしていきたいと思います。 

〇委員長（近藤 守君） はい、ありがとうございました。 

 じゃこれ、暫時休憩に入ります。再会を１５分としたいと思います。 

休憩 午前 １１時０３分 
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再開 午前 １１時１４分 

〇委員長（近藤 守君） 休憩を閉じて、ただ今より委員会を再開します。 

 ただ今、素案の説明を受けましたことにつきまして、質問・ご意見がありましたら、どうぞ。

委員の方、お願いします。 

 はい、及川委員。 

〇委員（及川 保君） 及川です。２点ほどちょっと、お伺いしたいと思うのですけれども、

この冒頭の説明の中で、この予算措置ですよね。予算措置が、昨年のこの委員会で説明されて

いた、そのアイヌ文化振興研究推進機構を経由して、いろいろな事業がこの白老町でできるの

だよと。 

 で、これの説明が、今久慈参事の説明あったように、この予算、３月の予算で出てくるのす

ね。こういう形になりましたということで、非常にやりにくい部分があって、そう出るとよう

な今参事の説明であったのだけども。 

 逆に私はその方がいいんじゃないかという、いいっていうか。非常にこの事業がやりやすい

部分が出てくるのではないかという思いがあるのだけどもの、どうなのか。その１点と。 

 もう一つは、この計画がね、地域計画が、この１８年度にかなりのボリュームなのですよね。

で、これ単年度で５０，０００，０００円くらいですか。５０，０００，０００円のこの事業

費になっているのですけども。 

 この事業費がこの１８年度、本当にかなりのボリュームになっているのだけども、可能なの

かね。本当にやっていける事業なのか。この２点、ちょっとお伺いしたいと思います。 

〇委員長（近藤 守君） はい、久慈生活環境課参事、どうぞ。 

〇生活環境課参事（久慈幸男君） 予算措置の関係ですが、及川議員もご存知のとおり、これ

イオル事業については、本来国の事業なのですよね。 

 で、我々としては、町の理事者もそうですが、今文化振興含めてね、法律ができてから、平

成９年に法律ができてから、文化振興が推進されるための母体として、推進機構が設立された

のですけれども。 

 ですから、これもイオル事業に今度くっつけるよと、こういう話になっているのです。なっ

たのです。推進機構がやるべきだと。 

 ですから、我々としては国の事業だから、これは推進機構がね、事業を受けて、そしてやる

べきだと。ましてはこれ、国の事業ですよということを、再三ずっと言ってきたのです。 

 ですから、うちが中核だから、国では中核だとか地域とかって言っていませんけれども、中

核となるべき地域だから、そうなると、今やっているその推進機構のね、文化振興事業等も含

めて、全部これに地域計画というか、イオルに全部関わる事業になっちゃうのですよ。体験交

流に含めてもね。国際交流だとか、それはちょっと別ですけども。 

 だから、そういうふうになると、推進機構がここにね、きちっと白老に来て、やったらどう

ですかということを、再三ずっと申し述べてきた経緯があるのです。 
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 ところが、それに対してはまぁね。なかなかちょっと、今すぐにはいかないよということも

ありまして。 

 ただ、今道庁から４名の方が推進機構に派遣されているのですよね。ええ。それで、道庁も

今は今の財政状況なものですから、何か話に聞きますと一人引き揚げするよと。で、だんだん

いなくなっちゃうということになるのかなと。これは推進機構だけのプロパーだけになってし

まうという可能性もあるので、将来的にはこっちに来るかなっていう感じもするのですけども、

今すぐにはちょっと難しいかなということなのですけども。 

 ただ、私は国の事業だから直接こっちへ来てやってくださいということをずっと再三述べて

きたのです。 

 そういうようなこともあってね、そういうこともあって、話はしてきたのですが、推進機構

はあまりうんとも言わなかった。だけども差し迫って今ね、１８年度予算付いたよと。それじ

ゃ、どこが事業主体でやるのということを、きちっと明確に示していなかったのですね。 

 だからそれで、いろいろな手法をお話したのです。推進機構がまずやりなさいということと、

推進機構の分室みたいなものを作ってやるだとかね。 

 それからもう一つは、アイヌ民族博物館なんかにね、直接委託したらどうですかという話だ

とか。それともう一つは、こういう白老町に入って、アイヌの関係の団体も入って、一つの団

体がやるべきだとかっていうこと。それと、行政だとかっていう、何パターンかですね、示し

て話はしたのです。 

 で、道庁も含めてね。で、そういった中で、いろいろ検討した結果、まず推進機構はまず、

それはちょっと無理だと。それじゃどうするのだと。それじゃ、地域のいろいろな団体を作っ

てやるといってもですね、今すぐやるっていったってなかなか難しいでしょうと。で、５０，

０００，０００円もお金が来てですね、これをですね、事業展開するのはなかなか難しいんじ

ゃないですかということ。 

 それで、白老町が受け皿となって、白老町でやるのが適当ですねと。こんなようなことにな

ったのですね。ええ。 

 ただ、個人的な考え方ですけれども、私は本来は、本来はそういう団体をきちっとね、アイ

ヌの人たちが中心となって、そういう団体を作って、それで事業展開をするということが、本

来の姿かなと。こう思っているのですよ。 

 だから、地域計画の中ではある程度、白老町で事務局を作ってやるってこうなっていますが、

当面の措置かなと。だから、昨日もちょっとうちの幹事会で、最後の幹事会で話したのですけ

どね、今一応１８年度スタートしますが、既存の施設の改修の設計もありますよね。あれが改

修されて、きちっとね、この施設が整備できるまでは、こういう方法をとる以外ないかなって

感じもしているのですよ。ええ。 

 それまでの間に、きちっとそういう団体とも話し合って、一つのその推進母体を作っていく

ということが必要なのかなって感じしていますね。 
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 だから、当面の措置というような、個人的にはですよ、当面の措置というかなという感じは

していますね。 

 それと、もう一つは１８年度の事業ですが、これについては、５０，０００，０００円の非

常に大きなね、お金が付いていますが、これはやらざるを得ないと。 

 それで、各市町村もお互いこう、注目していますし、ええ。だからもう、１８年度は本当に

こうね、本当大変だと思いますけれども、やっていかなきゃだめだなと。こう考えておりまし

て、ただあれですわ。森野地区のこの苗畑のところについてはね、これはそういうその、研究

栽培をするということですので、いろいろな整備状況だとか見るので、そういうノウハウを持

っているところにね、委託をするべきだと。そういう予算措置はしています。 

〇委員（及川 保君） はい、分かりました。 

〇委員長（近藤 守君） はい、斎藤副委員長、どうぞ。 

〇副委員長（斎藤征信君） 今話しありましたその、既存の施設をね、有効に活用するという

ことで、イオル交流センターという名前でこう、出てきていますよね。 

 これ、この施設というのが、どういう状況になっているのか。その辺りちょっと、お伺いし

たいのですが。 

〇委員長（近藤 守君） はい、久慈参事。 

〇生活環境課参事（久慈幸男君） 先般ちょっと話したと思うのですけれども、一応国の方は、

道庁も含めて、そういう拠点施設は必要だよということを再三申し述べてきていたのです。 

 ところが、国の方は新しい施設はだめだよということになりまして、それで基本構想の中に

は既存の施設を有効に活用しなさいと。こういうような形になったのです。 

 で、その既存の施設というのは我々が言っていたその施設のことを言っていまして、それで、

その施設を活用したいと。こういう話はしています。 

 それでただ、今現在は白老観光商業協同組合という施設が持っているので、そういう商業施

設に文化施設としてね、改修はちょっと無理だよと。という話をされていまして、で、そうな

れば、じゃどういうものがいいかと。そうしたら、アイヌ民族博物館が所有しているというの

であれば、事業としてやりやすいですねという話は受けているのですよ。 

 ですから、今進もうとしているのは、アイヌ民族博物館が商協の施設を買収すると。という

ことになっていまして、それで、去年の１１月ですか。臨時総会を開いて、仮契約までいった

と。 

 ところが財団も、お金があっての話しならいいですけれども、アイヌ民族博物館ね。これ 

借金して、買おうとしているわけですよ。ですから、とりあえず仮契約していると。それは何

なのかというと、こっちの事業がきちっと予算措置されたということを見定めて、本契約する

という準備になっているのですね。 

〇委員長（近藤 守君） はい、斎藤副委員長。 

〇副委員長（斎藤征信君） それは、これからの経過を見なければどうもならないことなので
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しょうけれど。 

 あと一つ伺っておきたいのはですね、かなりこうやって見ますと、お金の大きな事業なわけ

でね、これ、これからどんなふうに進めていくのかというのは、これからの問題ですけども、

この場所だとか、人員の確保だとかということは、これは一番大きな問題になるのだろうと思

うのですよね。 

 で、こういう委員会でいろいろとこう、構想を練っているのは分かるのだけども、この、一

部のこの職員の方だけがこう動いて、これが動いていくのじゃだめだと。先ほどから話あるよ

うに、民族が中心になって運営・管理に当たっていくということが一番望ましい姿ということ

でね、私はそのとおりだと思うので。 

 そうすると、この白老の中においてね、アイヌの人たちが、これどう参加してくるのかとい

うね。これ、この辺りの見極めっていうのがものすごく必要だろうというように思うのですよ

ね。 

 これはやっぱり、アイヌの人たちのための、この事業というね、が基本にあるのだろうと思

いますのでね。 

 じゃ、自分たちが参加していって、これぐっと盛り上げていって、それをみんなが後押しを

するというような形になるのが当然なのだろうと思うのですよね。その辺の体制作りというの

はどうなっているのかね。その辺り聞きたいのです。 

〇委員長（近藤 守君） はい、久慈参事。 

〇生活環境課参事（久慈幸男君） 斎藤議員がおっしゃるとおりでね。やはりこれ、民族の人

たちが一丸となって、私たちが中心となってやるのだという意気込みでね、事業を展開すると

いうのが当たり前だと思っているのです。 

 ですから、この検討委員会の中でも、民族の方がほとんどです。入っています。この検討委

員会の中に。ましてや、アイヌの子弟で今大学生の方々も参加をしてね、積極的にその民族の

代表という形の中で、ここに参画していただこうということで、民族を中心としてやってきた

と。こういうことなのですが、ただ、問題は、裾野までこの事業が浸透しているかというとそ

うではない。というのが、残念ながらそこまでいっていないというのが現状なのです。 

 ですから、その辺はね、どこの責任なのかというとやっぱりウタリ協会白老支部が中心とな

ってね、そういう会員の皆さん方に、やはり周知徹底を図っていくということが、必要でない

のかなということなのですよ。だから、その辺は十分申し述べております。 

 それとまた、いろいろな会員の人たちにも話はしています。ですから、あなたたちが中心に

なってやることだから、悪い言い方をすると、やっぱり何て言うかな、民族の人たちの授産的

なね、事業でもあるのだよというようなことで考えていますよと。だから、あなたたちが中心

になってやるべきだと。 

 だから、今この事業を展開するのにしても、いろいろな経費、いろいろ出てきますが、これ

は民族の人たちを中心としていろいろ、雇用だとかね。図っていきたいなというふうに考えて
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いるよと。 

 ただ、あなたたちがきちっとやはり、姿勢を見せてくれないと、これ困るよということは言

ってありまして。だから、今週中ですか、ウタリ協会の臨時総会みたいのを開いて、このイオ

ルの地域計画の素案についての説明をして、理解をしてもらうということも、今やろうとして

いますし。 

 それからまた、これは実現するかどうか分かりませんが、イオルの森の育成の会みたいなも

のをね、作るっていう話も聞いています。 

 ですからこの森がきちっとできてくれば、そういうものにも自主的に参加するなり、管理す

るというようなことも、にもつながっていくのかなというような感じはしていますが、ただ、

まだその底辺まで浸透はあまりしていないなっていう感じはしていまして、それは我々も責任

はあるかなと思うのですが、ただもウタリ協会もね、やっぱり理事含めて、皆さんがやっぱり

その辺はきちっと伝達していくことが必要なのかなっていう感じはしています。 

〇委員長（近藤 守君） はい、斎藤副委員長。 

〇副委員長（斎藤征信君） やはり、これからこの事業が発展するかどうかの基本に関わるね、

一番大きな問題だろうと思うのですよね。 

 やはり、とっかかってみたわ、たいしたことないから私たちやめたわっていうことではね、

もう間に合わないのでね。これは本当に持続的にやっていくためにはね、やっぱりその裾野を

広げていくっていうこと、これはもう、何としても力を入れてね、今から作り上げてしかなき

ゃならないだろうというふうに思うのです。 

 で、その観点からもう一つだけ伺っておきたいのですがね、学校教育の中で、これすごく大

事なことだと。子どもにどう伝承していくかっていうことでね、すごく大事だよということを、

文の中でこう、書いてあるわけですよね。 

 そのために、その専門職なんかにおいて、教材作りをするのだと。イオル事業としては教材

作りということまでがね、これは仕事だよという言い方を先ほどされたのですけども。やはり、

それを、ただ子どもに伝えましたではやっぱり本物にはならないわけだし、学校教育でもその、

アイヌ民族をどう教えるべきかということは、もうかなり早くからね、やるべきだって文部省

が言ってきたわけですから。 

 ところが、状況を見ていると一向に進んでいないし、白老の状況でもね、民族を教えていく

カリキュラムがどこまでできているのかといったときに、さっぱり進んでいないような、手探

りの状態までもいっていないようなね。そんな感じを受けるのですよね。 

 だとすれば、これがいいチャンスとしてね、この教材作りをしながら、どういうふうに学校

教育と連携するかという、その部分がはっきりしていなければだめだと思うのだけども、その

点でね、教育委員会がどういうこれを受け入れる体制をとっていのかね。 

 これは、イオル事業とはまた、ちょっと違ってくるのかなとは思うのだけども。委員会とし

ての仕事になるのだろうとは思うけどね。この、教育長も中に入ってね、話されているようで
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すけども。 

 だけども、学校教育がどんなふうにこれを受け止めようとしているのかね、その辺りをね、

お聞きしたいなと思うのですよね。 

〇委員長（近藤 守君） はい、久慈参事。 

〇生活環境課参事（久慈幸男君） アイヌの民族を含めて、文化の振興を含めてやはり、今ま

で問題になってきているのが、やっぱり差別だとか蔑視だとかということが、根底にあってい

るのですね。 

 ですから、それを払拭して、共同の共生の、共同のね、やっぱり社会を作っていくっていう

のがこのイオルの事業でもあるわけですよ。 

 だから、そういった中で、やはりこれからの子どもたちを、そういう差別のない、きちっと

民族として尊重し合える、やっぱり社会を作るということが大切な話かなと。こう思っていま

す。 

 ですから、その辺は、私としてはね、例えば体験交流だとか、そういう導入部分からね、ま

ず子どもたちに教えていくということが必要だと思うのですが、ただそのときに、今斎藤議員

が言ったように、学校でのね、考え方っていうか、捉え方の違いが結構あるのですよ。 

 ただそのときに、今うちの方でふる里学習、一昨年からやっていますが、その中でも、先生

方がアイヌ文化とかアイヌ民族の人たちとどう付き合っていくかというのが分からないという

先生がいるっていうのですよね。 

 だから、その辺で、だからうちらで今年２年目、来年で３年目になりますけども、参加した

先生方からのね、いろいろなアンケートを見ますと、やってみて大変良かったと。こんなよう

な話でした。 

 ですから、まだまだね、まだまだちょっと時間はかかるかなと。ただ、だから、まずその教

員を含めて学校の、教員ですわね。教員のやっぱりそういう研修っていうかね、その辺をきち

っと、きちっとやった中で、子どもたちに伝えていくということが必要ではないかなという感

じはしていますね。 

 ただ、イオル事業としては、さっき言ったように、ある程度ちょっとした例えばモデルの学

校を指定して、こうイオル事業の体験交流事業をやるから、参画してくれないかという形で、

今言ったように裾野を広げていくっていう方法も一つあるかなと思っているし、一方では先生

のね、きちっとした教育をきちっとやっていくと。 

 だから、両方やっていかないと、なかなかちょっとこれは、今の問題はやったからやれって

いう話にはならないのではないかなという感じが、奥の深い問題っていう感じでは捉えており

ますが、ただ、いつまでも待っていてもだめなので、やっぱり何か切り口でやっていかなきゃ

だめだなっていうふうに思っております。 

〇委員長（近藤 守君） はい、斎藤副委員長。 

〇副委員長（斎藤征信君） 今の話、もっともだと思うので、先生方が教えたいと思いながら、
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教えたいと思うというのは、いろいろな研修を受けてみたら本当に良かったという声があった

ということはね、これは私も聞いているし、やっぱり何とかしたいという思いはあるのだろう

と思うのだけども、やっぱり体験不足からいってね、何を教えてどういうふうに教えたら、ど

んな反応が出てきてね、どうなるのかって、先が何も見えないでやろうとするものだから、お

っかなくて、尻込みをするっていうのが、これが今までの状況ではないかなと。 

 だとすればね、ここで読んでみたら、このイオルの事業としてそういう教材を作ったり、そ

ういう教えてあげるという体制作りまでは、これはっきり出ているのだけども。もっと裾野を

広げていくという意味では、自分の方から中に入っていくということがね、これが計画の中に

入ってこなきゃならないんじゃないか。ね。 

 学校の中に、もちろん先生方の研修や子どもを呼び込んで体験学習もやるけども、自分たち

の方から学校へ入っていくというね。そういう体制作りっていうのが必要じゃないか。そんな

ふうな気もするのですよ。 

 やっぱりそれで触れてみて、初めて文化を習得できるというような、そういう環境というの

ができるのかな。もし、それがモデル校であろうが、単独でも何でもいいのだけども、全校で

一斉に始めてもいいけども、こちらの方から、民族の方から中へ入っていってね、どんどん広

げてやるという。こういう体制をね、ぜひ作ってほしいというふうに私は思うのですよね。 

 それがなかなか、何もなかった時代からみると、今はそういう入っていって踊りを教えたり

ね。そんな体験もやっているそうですけども。なかなかそれが、こう広がっていかないという

現実もあるんじゃないかなという気がして見ているものですから。 

〇委員長（近藤 守君） 久慈参事。 

〇生活環境課参事（久慈幸男君） はい。その辺については、十分心がけていきたいと思いま

す。ただ、そのためにはお互いね、理解し合っていかなかったらできない話ですので。 

 ただ、僕はその辺が大切な話だと思います。ええ。いつまでもですね、壁を作っちゃったら、

前へ進めませんので。その辺は十分理解しながらやっていきたいと思っています。 

〇委員長（近藤 守君） はい。ご意見。 

  鈴木委員、どうぞ。 

〇委員（鈴木宏征君） やっぱり基本的にはね、やっぱり国の事業ですよね。それを、今みた

いな体系でやるというのは、ある程度体制が整うまではしょうがないと思うのですけども、や

っぱりそこら辺のこう、何というのですか。仕切りというのですか。考え方っていうのはやっ

ぱりきっちりして、しょうないとはいっても国の仕事なのですよ。 

 で、やっぱり本来は国が主導で、地域がその国の決めたプロジェクトの計画に沿ってですね、

地域がそれをやるという、そういう姿なのですが、今はちょっと逆に、仕事は国の仕事なので

すが、計画そのものも逆に地域で作ってですね、地域で持ち上がっていって、地域が考えた事

業を国がお金だけ出して、事業をしているような形ですよね。 

 やっぱりこれを、何か仕組みというのは非常にこう、逆転現象でずれていますので、やっぱ
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りその考え方だけはきちっと持ってですね、やっぱり地域でこれだけやるっていうのは、やっ

ぱりそれだけ費用はかかっているわけですよ。経費は。ええ。それを全部地域にですね、任せ

ておいて、国が何もしないというのは、何か非常におかしい気がするのですよ。 

 で、やっぱりこれだけ関わっている中ではいろいろな地方として、経費がかかっているわけ

ですから、その経費ぐらいですね、みてくれて私は当たり前だと思うのですが。そこら辺がも

う、先ほども言ったら、そういう話はずっとしていて今みたいな状況だというのですが。 

 この話はずっとこう、やっぱりしていっていい話だと思うのですね。担当というよりも、町、

町長はじめですね、やっぱりトップが、やっぱりおかしいよという話をですね、していかない

と、なかなか伝わっていかないと思いますので。これはやっぱりずっと、言っていく必要があ

ると思うのですが、どうなのでしょう。 

〇委員長（近藤 守君） 久慈参事、どうぞ。 

〇生活環境課参事（久慈幸男君） はい。鈴木委員のおっしゃるとおりです。 

 で、発端はやっぱり国がね、事業をやりますよということで、ウタリ協会が中心になって誘

致で動いたわけですよね。 

 で、白老町が先行的実施場所に指定された訳ですが。国が責任を持ってこの事業をやるって

いうのが、本来の筋であると考えます。 

 ですから、私はやはり、さっき言ったように、推進機構的なものがきちっと白老に出てきて、

そこが事業展開すると。それで、何か白老町にいろいろな要請等があれば協力はしていくよと

いう体制がね、一番望ましいことだとは思っていますね。 

 ただ、今年はこういう形で行かざるを得ないかなというふうに思っておりまして。 

〇委員長（近藤 守君） はい。あと、質問ございませんか。 

はい、吉田委員。 

〇委員（吉田和子君） 先ほど教育現場での話しがあったのですが、私ずっとこれ読んでいま

してね、伝承とか、それから指導者の研修とか、それからそういったものを体験学習を通して

子どもたちに、やっぱり今までその文化面、それから精神面での教育とか。差別的なものをと

か、いろいろなものがあるということでの、教育の部分が遅れているっていうことですよね。 

 で、教育者の育成をして、それは前の委員会でもすごく勉強になったと。教育者の方々がそ

ういうふうに言っていると。 

 じゃ、そこから先、さっきもおっしゃっていたように、小中学校においての指導研修とか教

材の検討会を今後実施していかなければならないというのがあるのですが、受け口としてね、

小中学校が、今いろいろな教育問題ありますよね。時間が、総合学習も減らすとか、いろいろ

なことを今やっていますよね。 

そういった中で、こういった小中学校で、先生方も勉強したと。じゃ、今度子どもたちへ教

える場としての、これは教育委員会との接点がすごく大事だと思うのですけど、そういう時間

単位をきちっととっていって、全体の学習として裾野を広げていくという、そういう本当に時
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間単位がとれる状況に、今あるのかどうなのかっていうことがね、これは教育委員会に言わな

きゃだめなのかもしれないけれども、その点がすごくね、先生方は行きましたと。でも、先生

方は勉強してすごい良かったと。でも、転勤になったらそれで終わりだし、先生方がどこまで

じゃそれを子どもたちに教えて、悩んでくれているかどうか。 

 この時間が決められている授業の時間単位の中で、どれだけこういう教育を、教育現場の子

どもたちの中に取り入れていけるかということぐらいまで検討されたのかどうなのかね。何か、

計画の中にはこれ入ってきているのだけども、何かそれがずっとできていなかっただけに、本

当にきちっとしたものが出来上がらないと、その部分っていうのは何かまたずるずるずるずる

このまま何か、行きそうなような気がしてしょうがないのですよね。 

 それが１点と、それから私、白老町が中核。そして、各拠点があって、それぞれさっき読ん

でいました、昨日も読んでいたのですけど、それぞれ地域によっての文化の、同じアイヌ文化

でも、一概に言えないというのをさっき言っていましたよね。地域性があると。 

 そういった中で、今度地域でやっているのはいいのですけど、その地域外の拠点との交流の

場に行ったときに、そういう違いに子どもたちが遭遇したときにね、何が基本なのかなってい

う部分でね、迷わないのかどうなのか。そういう一貫した、白老でそういうものを作ったもの

が、各拠点全部通じるものなのかどうなのかっていう、そのことが何かすごく気になっていた

のですよ。 

 教員の方も学んだと。そういう一貫性のものの、基礎的なものがちゃんと、道なら道、それ

からアイヌ文化ならアイヌ文化の中で、きちっと位置付けられて、あるのかどうなのかという

のがね、どこのどの部分が一番基礎になってくるのかなっていう、そのアイヌ文化という中で

ね。 

 それぞれの地域のいろいろな特徴がある中で、基本的なものっていうのはその計画の中で、

きちっとしたものが作っていけるのかどうなのかなっていうのがね、一つすごく気になってい

たことと。 

 それからもう一つ、拠点の問題なのですけど、先ほどの説明の中で、今回は拠点の調査です

よね。調査関係なのですけど、１９年度から実施、改修とかにね、実施していけるのかどうな

のかというのは、１１１，０００，０００円の予算の中で、今回は５０，０００，０００円で

すよね。 

 で、来年度、１９年度からは、その改修の部分が入ってこなきゃならないですよね。そして

この、自然の再生っていうことももちろんこれぐらいの予算は持続して以上はかかると思うの

ですよ。 

 そういった予算の上乗せが、道は道で職員４人から３人に減らすかもしれないとかね、そん

な、何か先がすごく寂しい中で、本当にこれ、これだけ実施されるようになったら、本当は道

の職員増やさなきゃならないというのがね、当然なのに、そういう厳しい中での現状でね、そ

ういったことが、本当にこの計画を、すごくこれ、苦労されて作ったと思うのですよ。 
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 で、これを実施していくときにそういう、保障みたいなものがね、どこまであるのかなとい

うのをちょっと私もね、実際に計画をして、雇用を今度そういう実際のアイヌ文化とか、アイ

ヌのそういうことに関わっている人たち、そういった民族の人たちにいろいろなものを、今度

採用だとか雇用していくっていうことも全部中に入ってくるわけですよ。 

 そういった中で、じゃ来年は改修するけども、今度、雇用したけどもね、そっちの方のね、

再生の方が予算が削られてくるとか、そういう可能性があるわけですよね。 

 だからそういう、安定的なものが、どこまで保障されているのかなってちょっとね、感じな

がら見てきたのですけど。 

〇委員長（近藤 守君） はい、久慈参事。 

〇生活環境課参事（久慈幸男君） １点目のですね、学校教育の関係ですが、実際の話それじ

ゃ、今のカリキュラムの中にこういうアイヌ文化のね、勉強のカリキュラムを入れれるかって

いうと、今現実的には難しいかなって感じはしていますね。 

 ただ、先進地として、平取町はですね、ちょっと忘れましたけどもきちっとカリキュラムに

入れて、予算措置はしています。だから、アイヌ文化をきちっと学ぶ時間という形でやってい

るのはあります。 

 あと札幌も若干ありましたね。 

 ただ、うちの場合は、いろいろと難しいという状況ですが、ただ、先ほど来から話したよう

に、一挙にね、これまでいろいろな歴史的な経緯があるから、一挙にするというのはなかなか

難しいとは思っているのです。 

 それで、一昨年来からやっているふる里学習事業がありますでしょう。あれもですね、実は

発端はこっちの方で話したのですよ。 

 それで、子どもたちに教えていったらどうだろうっていう話の中で、当時の主幹がね、いや

実は学校の先生が、どう子どもたちに接していいか分からないのだという話があって、それだ

ったら学校の先生からやりましょうかということが発端で、それで当初は１００万円ぐらいの

金ですか、付けてやったというような経緯がありまして、実態はね、そういうような状況なの

ですよ。 

 ですから、やはり入り口を小さくね、やはりこれからどんどん大きくしていくという取り組

みが必要なのかなと、こう思っております。 

 それで、この地域計画を作っていく中でもね、それじゃ先ほど来から話したように、教育委

員会等も検討したのかということですが、その辺はちょっとですね、検討する時間もちょっと

なかったし、また教育委員会ともそういう話をしていけばですね、まだまだこの、時間も要す

る話だし、理解を深めるというのはなかなか難しいかなっていうふうに思っているのです。 

 ですから、先ほど来からちょっと話しているように、まず導入部からね、導入部というのは

アイヌ文化っていうのはこういうものだよというような、ある程度体験をしながらね、それで

先生のそういう教育もしながら、広めていくっていうことしかないのかなと。ええ。そういう
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ふうに一応考えております。  

 ですから、この地域計画の実施がね、やっぱりある程度の成果が上がるようにね、やってい

かなきゃだめだなっていう感じはしています。 

 そういうことで、私としては教育の、子どもたちをどのように文化を伝えていくかっていう

のは、非常に大切な話だと思っていますので、そういう観点でこれからもね、当たっていきた

いなと思っております。 

 それからもう一つ、文化の違いって話がありましたが、これね、全道の、全道というか、ア

イヌ文化の違いにはいろいろあるのですよ、実際ね。 

アイヌ語もですね、やはり我々標準語と同じように、方言があるのと同じようにですね、ア

イヌ語にもそれぞれ言い方が違う。 

 それから、チセもですね、違うのですね。うちは萱で作っていますけども、旭川は笹で作っ

ていますでしょう。それから、根室の方は昔はですよ、木の皮で作っているとかね。窓なんか

もそれぞれ違うとかですね。 

 そういうその、違いはあるのです。違いがあって当然だと思うのですよね。ただ、根底に流

れているものは同じで、精神的な文化ね。要するに、このもの一つそのものが、神から与えら

れたものですよと。 

 だから、神から与えられたものだから、大切に使うし、大切にいただくと。そういう感謝の

気持ち。そういうものはやはり、どこの民族もどこの文化も同じなので、だからその辺の根底

だけは狂わないと思うのですね。 

 だから、そこから生活的なちょっとした文化、違いはそれは、あって当たり前だと思って、

だからそれを子どもたちがですね、「あぁ、白老ではこうだけども、釧路ではこう違うんだな」

っていうのは、それは子どもたちに逆にいい効果を生むんじゃないかなっていう感じはしてい

ますがね。 

 それから、拠点の問題ですけども、今話したように、１８年度改修の設計をですね。やりま

す。これ、鈴木議員も知っているとおり、設計といったら結構金がかかりましてね。すごいの

ですよ。 

 だから、それをあえて認められて、それでやったのですね。 

ただ、ここまでくるのにですね、かたくなに挑戦したのですね。 

 それで、今議員が言ったように、北海道の財政も厳しいっていうのは十分我々分かっている

のです。だけど、分かっているけども、それじゃここで引くかということにはならないのかな

って思っているのです。 

 ですから、改修の基本設計やりますよと。それで、次は実施設計で改修ですよという順番は

ね、やっぱり踏んでいかなきゃだめだと思うのですよ。ええ。そういう要望は、かたくなにや

っていきたいと。 

 その結果実は、まぁ２年でやるところが３年になったとか、１年先延ばしになったとかって
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いうことになっても、それはしょうがないかなと。今、財政の状況がこうだから、いやそれち

ょっと待とうかっていうことには、したくないですね。 

 そんなことで、これからも挑戦といいますかね、していきたいなと思っているのですけども、

だから、これはちょっとおかしい話で、国がやる、本当は事業であって、国が本当は考えてく

れればいいのだけど、だけど、そうじゃないと。だけども、それを待っていたら遅くなってし

まうという、そういうジレンマがですね、あるのですよ。はっきり言ってね。 

 そんなことです。 

〇委員長（近藤 守君） はい、他に質疑はございませんか。 

 なければ、担当からの説明を終了したいと思います。暫時休憩に入ります。 

休憩 午前 １１時５４分 

 

再開 午前 １１時５８分 

〇委員長（近藤 守君） 休憩を閉じて、委員会を開催いたします。 

 本日の特別委員会の調査につきまして、白老町議会規則の第４７条の規定によって、中間報

告をですね、行うかどうかについてお諮りいたします。 

 はい、どうぞ。 

〇委員（及川 保君） この１８年度のね、予算がきちっとされたという意味では、報告をす

べきだと思います。はい。 

〇委員長（近藤 守君） あと。 

 あのですね、予算委員会の前にですね、これを報告しないと、ちょっとね、３日にね、冒頭

にやらないと、その後に予算の報告がなされるもので、先にやらなきゃならないのですよ。そ

れで若干忙しいし、あのね、時間がないもので、どのようにしたらいいのかなと思ったのです。  

〇事務局長（上坊寺博之君） ちょっといいですか。 

〇委員長（近藤 守君） どうぞ。 

〇事務局長（上坊寺博之君） ちなみにですね、地域計画だけの概要だけ説明するということ

になれば、最終日で構わないのですけど、これ当然１８年度当初予算に絡みますから、これも

含めて報告するとなると、予算説明が当然あって、特別委員会に付託されますね。その前にや

らなきゃならないということで、それであれば３日の日の冒頭で、今の日程予定ですけど、そ

ういう流れになります。 

〇委員（及川 保君） これ、予算が絡んだ報告であれば、３日に冒頭でやらなきゃないです

ね。 

 そうすると、この地域計画のこの説明を今受けたわけですけどね。それで、この説明を受け

たということの中間報告であれば、後でも構わないという。 

〇事務局長（上坊寺博之君） ただ、いずれにしても、受託事業で受けちゃうからね。入れな

きゃならないかなと。 
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〇副委員長（斎藤征信君） 今日何日。 

〇事務局長（上坊寺博之君） 今日は２１日です。今月いっぱいまで原稿を作ってもらえば間

に合いますけど。一週間。 

〇委員長（近藤 守君） 暫時休憩に入ります。 

休憩 午後 １２時０１分 

 

再開 午後 １２時１６分 

〇委員長（近藤 守君） 休憩を閉じて、委員会を再開します。 

 それでは、中間報告を行わないことといたします。よろしいですね。 

           〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

〇委員長（近藤 守君） それでは、そのように取り扱いをいたします。 

 

◎閉会の宣告 

〇委員長（近藤 守君） 以上をもちまして、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。どうもありがとうございました。 

（午後１２時１６分） 

 


