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○ 開会の宣告 

○委員長（近藤守君） 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。 

                                           

○委員長（近藤守君） 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］ 

○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、事務局から説明いたします。 

○事務局主幹（森隆治君） ご苦労様です。本日の白老町中核イオル整備促進に関する調査特別委

員会はイオル再生事業について所管課からの説明となっております。イオル再生事業の事業実施成

果報告書及び北海道アイヌ生活実態調査についての資料を事前に配布させてもらっておりますので

よろしくお願いします。以上であります。 

○委員長（近藤守君） それでは、これより調査を行ないます。まず、資料に基づき、執行部の方

から説明をお願いいたします。 

副町長、どうぞ。 

○副町長（煤孫正美君） おはようございます。私の方から特別委員会に入る前に一言お詫びと、

全体的な今までの流れについて、ちょっとご説明いたしたいと思います。 

 この特別委員会、昨年の８月以降開催されておりません。その件につきましては、私どもの方の

委員会の方に情報提供が遅れたということは本当に申し訳ないというふうに思っております。お詫

び申し上げたいと思います。 

 全体的な、この１年間にかけて事業を推進してきましたけども、やはり総体的に今、国の方で考

えているイオル構想と、私どもが考えている、私どもと言うよりも北海道全体として考えているイ

オル構想の乖離というか、考え方にまだ相当差があるということで、そのやりとりの中で今、綱引

きをやっているというのが現状でございます。 

 一つ典型的な例としては、昨年は植栽。町がつくりました、基本方針であります「レラコラチ」

に沿って町も植栽しておりますけども、その植栽の時期もご承知のように 10 月、11 月というよう

な非常に植栽にとっては条件の悪い時期にやっております。この要因についてはということになり

ますと、やはり国の方で事業をどうやって進めていいのか、何をやるのかというところがですね、

国の方からの指示が出なかったということでございます。そういう中で条件の悪い時にやったとい

うことでございます。 

 それは植栽の部分に関してですけども、ご承知のように「レラコラチ」の中にはやはり文化の伝

承と、それから、振興も白老町として大きい役割というふうに思っておりますので、そういう中で

もこれを展開して行きたいということなのですけども、その辺についてもなかなか国の方の理解が



 - 3 - 

得られないというような状況でございます。そういう意味で 18 年度の検証をしてですね、19 年度

につきましては、やはり白老町のやれる部分とやれない部分をちゃんと分けましょうというような

ことで、今、国の方にもう一度言って、それについては国の方は理解していただきました。それで

は、白老町でやれる部分については３月の議会にもご提案しましたけども、約 8,200 万の全体の事

業費の中で 1,700 万ぐらいをですね、これは白老町に深く関わりのあることで白老町にやらせてく

ださいと。その残りの部分については国の方から直接補助を受けているアイヌ文化研究推進機構、

こちらの方でやるというようなことで完全にすみ分けをしております。これはどうして、こういう

ふうになったかと言いますと、今、補助金の流れというのが、国が補助源であって、それを受ける

のがアイヌ文化研究推進機構、これは札幌にあるのですけども、ここが受けてですね、それを白老

町が受けて仕事をしていたというのが18 年度でございます。ですから、なかなかうちの方で国にこ

ういうふうな形でやりたいのだと、こういう地域の人の意見だというようなお話をしてもですね、

国の方は推進機構の方に補助を出しているのであって、そちらの方とお話をするのであって白老町

とはなかなか聞く耳を持ってくれなかったということで。私どもの方では推進機構とお話をしてい

るのですけども、残念ながら推進機構はこういう事業については初めての経験であって、事業の中

身とかそういうものにちょっとまだ十分な知識を持っていないばかりに国と白老町の関係がですね、

なかなか意思の疎通が図れていないというのが現状であります。 

 そういう中でやはり、今年の 8,200 万の全体事業費をやるというのは非常にまた問題があるとい

うことで、じゃあ白老町に関わる、白老町でやれる部分をやりましょうということで、本年度は

1,771 万の事業費を持って白老町がやれる部分はやりましょうと。その他の部分については推進機

構が主体的にやるということになっておりますけども、残念ながら推進機構はですね、じゃあ 19

年度、その残りのお金をどのように事業展開するかということが正直言って、まだ確定しておりま

せん。そういう状況です。その辺についても早く推進機構に、白老町も、それから、アイヌ民族博

物館も、白老ウタリ協会も入れた中でまとめて事業を推進してほしいというような提案を何度もし

ているのですけども、なかなかそれも進んでこないというような現状です。そういう中で今、白老

町の方で取り組んでおりますけども、この中でじゃあ19 年度に何をやるのだ、かにをやるのだと言

われても十分お答えできないというところもありますので、その辺はご了承していただきたいなと

いうふうに思います。 

 それで、今日につきましては、18 年度事業のやった結果と実績と、19 年度の白老町がやろうとし

ていることのご説明をいたしたいというふうに思います。最初から否定的なお話をしたことになり

ますけども、実状として捉えていただければというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（近藤守君） ありがとうございました。説明が副町長からありました。 

それでは、久慈ウタリ施策推進室参事の方から資料に基づいて説明をお願いします。 

○ウタリ施策推進室参事（久慈幸男君） おはようございます。座って説明させていただきたいと

思います。 

すでに資料等をお配りしておりますので、私の方からは要点を絞って、ちょっとお話をしていき

たいと思っております。 



 - 4 - 

 まず前段、今、副町長の方から話がありましたように、初めてやる事業だったものですから、時

間的な制約もあったとか、そういうようなことで非常に正直言いまして戸惑いがございました。戸

惑いがありながら、5,000 万という高額な業務委託を受けてやらなければならないと。そして、ま

してや植物ですね、生き物を中心とした事業をやらなければ駄目だということで非常に制約があっ

た形の中で事業をやってですね。ただ、努力した結果ですね、いろいろな職員の皆さん方のご協力

もいただきました。そういった中でこの前、国の方の諮問委員会の先生方も来て一定の評価を得た

というところでございます。 

 それで、今日、皆さん方にご説明することは、まず、実績の報告書が出来上がりましたので、こ

の報告書の中身について簡単に説明をしたいということと、それから、２つ目はですね、国の諮問

委員会に先般、出席をしました。その出席した時のいろいろなやりとり等があります。その辺の話

をしたいと思います。それから、もう一つはミンタラの活用について、一応、検討して参りました。

イオル事業の拠点施設という観点からですね、あれを活用した場合どうなるのだという課題等を含

めて検討いたしました。その結果について、どうなのだということ。それから、19 年度のイオル事

業の内容について、説明をしていきたいと考えております。 

 それで 18 年度の事業成果報告書については、お手元の資料がありますようにですね、９ページ目

に大きな全部の地図があると思いますが５ヶ所でこういう植物をそれぞれ植えました。結構、事業

的に大変でございましたが９ヶ所にわたってイオルの森という形で再生したところだとか、試験栽

培をした場所だとか、いろいろ分かれて事業を実施したところでございます。その個別の内訳が10

ページから 11 ページに載っていると思いますが、10 ページはポロト自然休養林の地区でございま

して、ここは約1,490 本の 10 種類の木を植えたところでございます。延べ101 人ぐらいの人を使っ

て、整地なんかも230 時間ぐらいかかって図りました。植えた地区が 12 ページの方に載っていると

思いますが、こういう形で５メートル間隔で植栽をしてイオルの森という形で整備をいたしました。

これが自然休養林です。写真等も付いていると思います。 

 それから、次に14 ページにつきましてはポロト地区でございまして、元のウエシマさんの場所で

ございます。ここは要するに、身近にアイヌ文化を知っていただこうと、普及、啓発を図ろうとい

うような形の中で環境整備を図りました。ここには約 320 本の木を植えました。それとまた、ツル

ものと言いまして、実のなる木ですね、これを 110 本ほど植えました。それから、野草も 300 株ほ

ど植えました。それとまた、野草が結構 180 種類ぐらいございまして、そういう点では非常に標本

的な、また、町民の憩い的な場所になるのかなというふうに私は考えてございます。それで、木道

も素人ながらに大工さんを使ってやりましたが 303 メートル、それとバリアフリーをして車椅子の

方々もここを渡れるような形で 2.4 メートルのはバリアフリーだったと思いますが設置をいたしま

した。先般も何人かの方が渡って行ったところでございます。写真等については16 ページ等に載っ

ていると思います。 

 それから、17 ページにつきましては仙台陣屋でですね、皆さん、財団に行ったらわかると思いま

すが、敷物があると思います。これはガマですね。ガマを再生する場所という形の中で、ガマを460

株、それから、フトイも同じようなものでございますが、含めて 760 株ほど植えたところでござい
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ます。それでここを、ガマ等を採取する場所という形で、そういう位置づけで事業を実施したとこ

ろでございます。19 ページに写真等が載ってございます。 

 それから、20 ページにつきましては、ヨコストの海浜で海浜植物の栽培をいたしました。ハマボ

ウフウとハマヒルガオとハマナスの３種類を植えたわけでございますが、これは全てアイヌの人た

ちの有用植物でございますが、一番苦労したのはハマボウフウでございまして、なかなかハマボウ

フウが無かったのです。何とか見つけてハマボウフウを植えました。ところが、残念ながら非常に

難しい植物で、100 株ほど植えましたけども、今、20 株あるかどうか、出てくるかどうかわかりま

せん。それで、うちの学芸員がハマボウフウの種を取って11 月頃植えました。たぶん、出てくるだ

ろうというようなことで、もうちょっと息の長い取り組みをしていきたいなとこのように考えとり

ます。非常にハマボウフウは、聞くところによると根を煎じて飲めば肝臓だとか、そちらの方にい

いということでアイヌの人たちが食べたということだとか、それから、実をおひたしにして酢味噌

にして食べたと。私は食べたことないのですけども、独特の匂いがしますね。本当に貴重な植物だ

と思います。そういうことで地道にやりました。この写真が22 ページに載っていますが、これがハ

マボウフウでございますね。 

 それから、森野につきましては、議員さん方ももう行ったと思いますが、こういった形で試験栽

培をいたしました。アワ、ヒエ、イナキビをつくりましたが、残念ながら植える時期が遅かったと

いことでヒエだけが 40 キロぐらい採れました。あとですね、26 ページを見ていただきたいと思い

ますが、アイヌ民族博物館に業務委託をして事細かに作業日報をつけなさいという条件の中で業務

委託いたしました。その結果ですね、この棒グラフの方でわかるように、エゾニワトコと言ってキ

セルにした植物なのですが、ちょっとこれが枯れてしまったということと、ホウノキも枯れてしま

ったということですね。あとはですね、カツラの木とか、それから、エゾヤマザクラはもちろんで

すが、オヒョウニレも非常に伸びが良かったというような試験的な結果が出ました。こういうこと

も非常に貴重なことかなというふうに思っております。記録者であります、新井田幹夫さんが一生

懸命毎日通って非常に手入れをした結果なのかなとこのように考えております。 

 それで、35 ページをちょっと開いていただきたいと思いますが、合計で今、説明したＢ‐１から

Ｂ‐５までの５地区で24 種類、2,443 本の木を植えたところでございます。それとあと、植物につ

いては 10 種類、1,460 株ですね。穀物については３種類、6.3 キロを植えたところでございます。 

 それから、36 ページにつきましては、ポロト自然休養林にこういう写真入りの解説板を要所、要

所につけてございます。アイヌ語で何て言って、どういう活用をしたかということをわかるように

看板を設置いたしました。それが、39 ページのポロト地区につきましてもですね、ちょっと自然休

養林とは形等々違いますが、これも同じようにアイヌ語で何て言って、どういう活用をしたかとい

うことで一つ、子供たちの学習機能も高めるというような観点から、こういうような形で設置をい

たしました。それから、42 ページにつきましては、それぞれの木にこういう樹名板をつけてござい

ます。それと木道の出入り口にですね、ポロト地区はみんなでいろいろ検討したのですが、ポロト

自然休養林はイオルの森というふうに位置づけしましたが、ここはどういう森にしたらいいかなと

いうことで学芸員にお任せをして、ここは新しい森というような位置づけをいたしました。それか
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ら、44 ページからは仙台陣屋の水生植物についても、それぞれこういう解説板をつけてございます。

それから、森野地区についても、こういう看板をつけてございます。こういうようなことで、ただ

木を植えるだけではなくて、こういう看板をつけて広く一般の国民の方々にもわかるように周知を

図ったというところでございます。 

 それから、49 ページの空間活用調査については、ちょっと後でご説明をしたいなと思っておりま

して、これはちょっと飛ばしたいと思います。 

 あと 61 ページの方は関連の事業として、すでに議員さん方もご存知だと思いますが、アイヌ文化

フェスティバル、これはイオルで決まったということでぜひ白老でアイヌ文化フェスティバルをや

っていただきたいということで、約 430 万ぐらいの補助金をいただきまして、実行委員会を作って

やりました。通常はどこかの業者に委託をして、普通の踊り等々で終わってしまうのですけども、

それではちょっと面白くないなということで、もう少し中身の濃いものをしようということでいろ

いろな取り組みをやりました。600 名以上の方々が来てですね、手前みそになりますけども結構、

成功裏に終わったのかなというふうに思っております。伝承者をきちんと作業状況をビデオで見せ

たりですね、それから、貝澤珠美さんという方の現在のファッションショーをやったりですね。そ

れから、あと、食ということで小針さんだとか、それから、浜のお母さん方に言って、いろいろ食

をつくっていただいたり、試食をしていただいたりというようなことで、それなりの盛況に終わっ

たのかなと思っております。その辺の写真はこのように載ってございます。 

 それから、最後の方はこれまで出た新聞等の記事を抜粋してございまして、まさか出るとは思わ

なかったのですけども、77 ページに胆振・日高の10 大ニュースにイオル再生事業が載っていると。 

 こういうようなことで一つの事業が終わったわけでございます。それで、業務委託をして 4,999

万 5,000 円の予算措置をいただきましたが、実績としてですね、決算として 4,943 万 3,000 円とい

うことで、率から言うと 99％ですね、98.8％の達成率ということでございます。若干 56 万ほど使

わなかったということでございますが、おおむね満度に使ったと、こういうことでございますので

ご理解をしていただきたいと思っております。18 年度の事業内容については、これで終了したいと

思います。後で何かご質問等があれば、ご説明したいと思います。 

 それから、それでは資料、まず２番に行きたいと思いますが。２番目は、「アイヌの伝統的生活空

間の再生事業運営諮問委員会」の協議事項についてということでございます。実は冒頭、副町長の

方から話もありましたように、この事業を推進するにあたっては、この諮問委員会が非常に大きな

力を持ってございます。構成メンバーというのは、前にもちょっとお話したと思いますが、ちょっ

と今、名前が変わりまして諮問委員会になりましたが、前々から言われております、佐々木高明先

生を委員長としてですね、こういう委員で構成されてございます。この諮問委員会は、その上に「ア

イヌ文化振興等施策推進会議」というのがございまして、これは国土交通省の審議官をトップにし

てですね、こういう会議を設けてございます。この諮問を受けて審議をするというようなことの委

員会になってございますが、ただ、事実上ですね、ここの委員会で決まったことはおおむね、この

ままストレートに事業執行されるというようなことでございます。 

 それで、実は今年の２月26 日でございますが、札幌で初めてこの委員会が開催されました。その
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時、私と煤孫副町長も行きました。いろいろな意見も述べたわけでございますが、その辺のやりと

り、議事等について若干ご説明を申し上げたいと思います。まず、一番目としてですね、私の方か

ら 18 年度の事業経過の中間報告をしてくれないかということで一応、報告をしてですね、それにつ

いてどうなのだというようなことで意見をもらったところでございます。そういった中で、ただ、

私の方としては、冒頭、煤孫副町長の方からも話がありましたように、自然素材の再生がイオル事

業ではないよと、そこから生まれた文化、その伝承者をどう育成したり、振興していくかというこ

とが全体的にイオル事業として取り組むことではないですかというようなお話をしました。そして、

また、煤孫副町長の方からも、この事業を進める中でやはりきちんとした財源確保を図るべきでは

ないかというようなことを申し上げたところでございます。 

 そして、また、２番目としては、国の方から19 年度の事業実施の骨子の説明がございました。そ

して、３月 29 日に諮問委員会が開催されまして、19 年度の事業が承認されたところでございます。 

 また、３番目としては、この委員会の中でイオルの次の候補地として平取町を推薦したいという

ことで、これは北海道ウタリ協会の中にイオルの推進委員会という任意の委員会がございます、そ

の委員会で決定したということで加藤北海道ウタリ協会理事長の方から発言がございました。そう

いう３つぐらいに絞って、そういう意見等々があったわけでございます。 

 それで、２ページ目でございますが、それについて特に佐々木委員長からの指摘、または意見等

がありましたので、一応、抜粋をしたいと思います。１つ目は現地を見てですね、白老町は一生懸

命取り組んでいるということがわかったと。ただ、非常に白老町にウエートがかかりすぎていると。

事業主体が財団推進機構なのですね。そこからうちが業務委託を受けているので、全部丸投げをし

ているのではないかと。ですから、その辺を推進機構の方が主体的に取り組むべきではないのかと

いうようなお話がございました。それから、もう少しスケールの大きい国有林等も含めてですね、

スケールの大きい取り組みも必要ではないかというようなお話もございました。いろいろなことが

ございましたけれども、短い時間の中でここまでやって来たと、白老町を責めることにはならない

というようなお話もございました。 

 それから、２番目としては伝承者の育成についてのお話がございました。これは、北海道ウタリ

協会の加藤理事長の方からですね、森の再生だけではなくて、やはりカムイノミ、儀礼なんかもす

る伝承者がどんどん少なくなってきていると、高齢化になってきているのですよと。ですから、イ

オル事業でやるべきですよという話を再三言ったわけでございますが、佐々木委員長の方からは、

それは別の問題だと。これは切り離して考えるべきであるというようなお話でした。それで、伝承

者の育成というものは北海道ウタリ協会が取り組むべきであるというようなことですね。佐々木委

員長の考えている伝承者の育成というのは、要するに自然の空間、伝統的生活空間を再生して、そ

こで伝承者がですね、その空間を活用しながら伝承者を育成するような方法と言うのですかね、そ

ういうようなことをイメージしているのではないのかなと思っております。ですから、伝統的生活

空間というのは、森を再生するというのも伝統的生活空間ですと。アイヌの人たちの伝統的生活空

間というのは、自然を再生するということも空間の一つです。それから、生活をしていたコタンで

すね、コタンを再生するというのも、山、川のところにコタンがあったわけですが、そういうコタ
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ンを再現する、再生するというのも伝統的生活空間であるのではないかなと。ですから、そういう

一体的な空間を作ることによって、そこで伝承者がきちんと昔の、いろいろな調査、研究に裏付け

られた伝承活動を伝承者がすると。そこにこれから伝承者としてなろうという人がそこに来てです

ね、そういう伝承者からいろいろなものを身につける、覚えるということがイオル事業ではないの

ですかということをですね、私はずっと佐々木先生の話を聞いていても、これからずっと、今まで

もそうだったのですけども、それがイオル事業ではないですかと。だから、伝承者を育成するよう

な新しい建物をつくってやるとかということはイオル事業ではないよということを佐々木先生は強

く思っていると。もし、そういうことをするのであれば、ここに書いてあるように「アイヌ研究推

進センター」というものをですね、これは佐々木高明先生がアイヌ民族推進機構の理事長の時にこ

ういう研究推進機構という構想をつくっています。そこで「アイヌ文化学院」みたいなものをつく

ってですね、そこで専門的にやることであると。だから、イオルでやるのはなかなか無理な話だよ

という話を佐々木高明先生が言っておりました。その辺がまだ、すきっとしていないところでござ

いまして、北海道ウタリ協会もその辺はきちんとした意見を持っていないという、佐々木高明先生

と意見が合っていないというところかなというふうに考えております。 

 それから、もう一つ、体験交流事業についてでございますが。何で体験交流事業をすることです

が、要するにこういう体験交流事業をすることによってアイヌ民族として、そして、アイヌ文化を

やはり理解していただくということが大きな目的なのですね。それは何に繋がるかというと、後で

若干説明したいと思いますが、今年７年ぶりに北海道がアイヌの人たちの生活実態調査をやりまし

た。そんな中でまだ差別だとか、べっ視だとかということがまだあるわけでございます。ですから、

そういうようなことがやはり払拭されるためにもアイヌ民族の文化というものをみんなで触れなが

ら、そして、民族というものを理解するということがやはり大切なことだというようなことでです

ね、やはり体験交流というものは必要ではないのかなというふうなことでございますが、これにつ

いてはですね、ちょっと遅いのではないかなと思うのですが、これは事務局の意見ですが、どうい

う文化活動が望ましいのか、その辺を協議するための協議会をつくってですね、それは白老町を中

心として、いろいろな団体等を含めてつくってですね、それは推進機構も入りますけども、そうい

う協議会をつくってですね、どういう事業をした方がいいか検討をして、そして、できれば一部、

試行的な体験交流事業をやって行きたいと、こういうようなお話でございました。 

 それから、４番目の財源の問題についてでございますが、これはご存知のとおり、イオル事業に

つきましては国と折半の事業でございます。それで副町長の方から、事業を推進するために的確な

財源確保を図るべきではないかという意見がございまして、それについて答えたわけでございます

が、道の今の財政的な状況もあるし、なかなか難しい問題であるということと、それから、平成９

年に出来ました、新法と同時に出来た、アイヌ文化振興財団がございます。ここに毎年、人件費も

含めて７億の金が来ております。３億 5,000 千万ずつ、道と国とで折半をして事業をしてございま

すが、その事業がなかなか膨らまないと。そして、そこにイオル事業が入って来たというようなこ

ともあって、財団事業を削減してイオル事業の方に一部移行しているということもあるわけです。

こういう経過を見ると、他の市町村、他の支部から見ると何なのだと。今まで例えば、わかりやす
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い話をすると、アイヌ語の上級講座なんかをやっていて、講師に１万円ぐらい出ていたのだけど

8,000 円ぐらいになった、7,000 円ぐらいになってしまうと、他の支部から何なのだと。イオル事業

だけが文化ではないよというようなこともですね、クレームもあるやに聞いてございます。ですか

ら、財団とのやりとりの関係もあるし、なかなか難しい問題ではあるけども、国として的確に処理

する必要がありますよということを佐々木高明先生が言っておりました。 

 それから、５番目でございますが、先ほどの平取町の話でございます。それで、佐々木高明先生

の話としては、地域を少しずつ増やしていくということは、私の意向として望ましいというふうに

考えているよと。要するにアイヌ文化については、それぞれ、いろいろ、その地域の特徴があると。

その辺の特徴を、ネットワーク化を図りながらアイヌ文化全体の底上げをして行くということは、

私としては必要なことではないのかなというふうに思っているというようなお話しが、まず、あり

ました。それで、北海道ウタリ協会から、次は平取町というお話であるけども、ネットワークを図

る上でどのような意味があって、本当に必要なのかということをきちんと議論するようなワーキン

ググループをつくってですね、そこでたたき台をつくっていただきたいというようなお話がござい

ました。それで、聞くところによりますと、すでに推進機構を中心としてワーキンググループをつ

くったというふうに聞いてございます。いつか何かの形でその辺の答えが出てくるかなというふう

に思っております。 

 それから、３ページの６番目ですが、20 年度の概算要求にあたっては白老町、平取町のプランを

受け、アイヌ文化振興財団が要望を聞き取りまとめるものとするというようなお話でした。 

 ２番目については、そういうようなお話でございました。 

 それで、３番目、３ページの19 年度の予算については、後で説明をするということでちょっと飛

ばして、５ページの民芸会館の活用等について、ちょっと若干、説明をしたいと思います。これに

ついては、大切な話なので。先ほど、実績報告書をお配りしたと思いますが、これの 49 ページを開

いていただきたいと思います。49 ページで実はイオル再生事業空間活用調査ということで調査をい

たしました。これは、どういうことかと言うと、既存施設、これは観光商業協同組合でございます

が、この活用方法について、どう活用したらいいか、そして、活用した場合、どういう課題がある

かということについて検討をいたしました。 

 それで、調査の視点としては６点ばかりございまして、今、言ったように、どういう機能を持っ

たものがいいだとか、それから、活用した場合、どういう間取りにした方がいいだとかですね、そ

れから、また、耐震度としてですね、耐震度を審査した場合、どういう結果なのかとか。それから、

解体した場合はどうなのだとかですね。いろいろなケースで調査をいたしました。その結果、49 ペ

ージでありますように、５つの機能を持ったものにした方がいいというようなことに一応なりまし

た。 

 それから、50 ページにありますように、改善の法的な制限についても、るるですね、こういうよ

うな法的な制限があるという結果が出ました。それで、耐震度診断をした結果ですね、（４）番目に

ありますように、現行法に合致させた補強をした場合、耐震度補強で 8,200 万円ほどかかるという

結果が出ました。それから、特殊建材の除去については 1,200 万円ということで、合計で 9,464 万
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円ほどかかるとう結果が出たわけでございます。それで、この建物を改修した場合ですね、どのよ

うな改修案があるかということで、改修１・２・３案を一応示しました。それについては後で見て

いただきたいと思いますが、改修１案については53 ページにございます。それから、改修２案につ

いては 54 ページにございます。それから、改修３については、一部解体をした場合の改修案という

ことで、これは55 ページにございます。それで、それぞれ改修した場合の費用を算出した結果です

ね、１案、２案については３億 9,000 万円ほどかかるという結果が出ました。それから、３案につ

きましては３億 5,000 万という結果が出たわけでございます。それと、もう一つですが、これを解

体し、新しく建てた場合はどうなるかというようなことも一応検討いたしました。それで、新築の

タイプＡ案というのが 56 ページにございます。それから、新築タイプＢについては 57 ページにご

ざいます。若干面積がございますが、入口とか動線等がちょっと若干違いますが、これで整備をい

たしますと、解体費で約 7,000 万円ほどかかると。そして、新築で４億 3,700 万ということで、合

計で５億 750 万円ほどかかるというような結果が出たわけでございます。そういう調査をですね、

これを活用した場合どうなるかということで調査をしたところでございます。 

 それで、もう一度戻りますが、先ほどの説明の５ページ目でございますが、空間調査をやるとい

うことを並行しながら、実は昨年の 10 月から国土交通省、それから、北海道、それから、白老町、

そして、アイヌ文化推進機構、事務局が国土交通省になってワーキンググループを設置いたしまし

た。そして、ここでこの建物を使った場合のランニングコストはどのぐらいかかるのだとか、それ

から、観光商業協同組合として、今現在、借入金がないのかどうかとか、それから、抵当権は設定

されていないのかどうか、非常に事細かにこのワーキンググループでいろいろ検討をいたしました。

ということはですね、国としてもですね、この建物を活用したいという前提の中でワーキンググル

ープを設置したものだなというふうに私は理解をしてございます。そういうことで検討したのです

が、いろいろ５ページの下から６ページ等々書いてございますが、すでに皆さんもご存知だと思い

ますが、５ページの下の方に書いてありますように、アイヌ民族博物館がこれを購入するというこ

とで仮契約を17 年度 11 月 14 日に結んでございます。すでに不動産鑑定士を入れて、4,430 万ぐら

いになるよということで仮契約も結んでございます。それで、財団もこの改修資金については金融

機関からの借り入れだということでおおむね 10 年間借りたとしてもですね、600 万から 700 万ぐら

いの返済になるだろうということで、これも全て賃借料で賄うよと。それと、あと維持管理費につ

いてもイオルという形で使われるわけですから、同様に国としていただきますよという条件の中で

仮契約を結んだという経緯がございます。そういうようなことで、そのワーキンググループの中で

いろいろ話をしてまいりました。その結果ですが、今、活用調査の報告が途中経過として出てきた

ものですから、国の方としてワーキンググループでどうなっているのということで随時、私の方で

一応説明をいたしました。そうした結果、７ページに出ておりますように関係機関の意見としては

ですね、ここで斜線で書いてありますが、まず、国土交通省については、解決については多大な費

用及び時間を要することから、限られた予算を有効に活用し、事業成果の迅速な発現を図るため、

他の既存施設の活用について検討しなさいという意見が出されました。それから、北海道について

も、課題解決の有効な方策が見出せない以上、白老民芸会館は引き続き検討することをやめ、他の



 - 11 - 

既存施設の活用について検討すべきであるということの意見が出されました。それから、一番下の

アイヌ文化推進機構でございますが、ここについてもですね、他者の所有する建物の修繕、改修に

ついて、財団の事業、国の事業の対象にすること、それから、構造上の問題点を解決する要素のあ

るものを賃借して事業を展開するということについては、対外的説明がつかないということで白老

町は代替策を示した方がいいよというような意見が述べられたわけでございます。要するにどうい

うことかと言うと、耐震度、それから、特殊建材で約 9,000 万予算がかかるということが出てきた

わけでして、これについては当然、地元で処理するべきだと、これは国がやるべきではないという

ようなことが大きな要因でございまして、それで、このワーキンググループも議論がストップさせ

てしまったというようなことでございます。ただ、我々としては最初から既存施設の活用は、観光

商業協同組合を活用するのだということで国の方とも話をしながらやってきた経緯がございます。

それで、調査した結果、耐震度で何千万かかるよと、だから、国としてはやれないよと。これは卑

怯だよというようなことも私は言いましたけども、それはなかなか通らなかったと。こういうよう

なことでございまして、それで、白老町として延びたことは、白老町のところに書いてありますが、

民芸会館の活用に代わる代替案が不明な状況の中で、活用を断念するということの判断には至らな

いよということを申し上げました。これは、町の理事者等々とのお話でございますが、町としては

ポロト湖一帯をイオルの拠点として整備するということは前々から、最初から考えているわけでご

ざいまして、それならば、白老民芸会館を撤去していただきたいと、解体をしていただきたいと。

その跡地を活用するということで検討をしていただきたいということを国の方に申し上げたところ

でございます。その土地利用を図るために 19 年度の事業の予算としてですね、そういう検討のため

の予算措置をしていただきたいということを申し上げたところでございます。観光商業協同組合の

経過についてはそういうような経過を踏まえてきたということでございますので、簡単でございま

すがご理解をしていただきたいと思います。 

 ３ページにちょっと戻りますが、19 年度の事業はどんなことをするのだということを、今のこと

も含めてちょっと説明をしたいと思います。３ページの３番目に 19 年度事業となっておりますが、

まず、イオルの森の形成については継続的にやることになってございます。新たに今年やるところ

については、森野の反対側のところに今度、薬用だとか、食用植物の試験栽培を新たに増やして、

同じような大きさで増やしてやるというふうに決定をしてございます。 

 それから、素材供給ゾーンということで７地区定めているのですが、そのうち２地区でどういう

植物だとか、樹種があるかというようなことの分布調査をやることになってございます。これも賃

金等も含めて二百数十万ぐらいのお金を掛けてやることになっております。 

 それから、３番目でございますが、これがさっきお話した跡地の関係でございまして、ポロト湖

畔の土地利用計画の策定ということで、この土地利用計画を立てることで今、作業を進めようとし

てございます。ここで考えられるのは、一つの例でございますけども、当然、この土地利用計画を

立てる時にはアイヌ民族博物館の学識経験者だとか、それから、ウタリ協会の人たち等々の多くの

方々の意見をいただきながらまとめて行きたいと思いますが、一つ考えられる方法としてはコタン

ですね、村を再現するということが一つ方法として考えられるのかなと。要するに、近代的な建物
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を全部撤去してしまうと。それで、前々から議論あったのですけども、一歩入るとタイムスリップ

するような空間、そういう環境に整備したらどうかというようなことを一つの案として考えてござ

います。例えばチセの中で、今回、伝承者に５名ぐらい指定されましたけども、ああいう長老の方々

がそこで刺繍をしたり、お話をしたりですね、それから、いろいろな伝統工芸品を作ったり、そう

いうことを見せたり、話したり、体験させるというような普段の生活をそこに行けば見られるだと

か、それから、昔ながらにアイヌの人たちが畑をつくって収穫をして、そして、その収穫したもの

を食べるだとか、そういうような環境に整備することがイオル事業として一番馴染むことでないの

かなというふうに一応考えております。今まではいろいろ、今回、ネットワーク機能だとか、交流

体験学習事業だとか、伝承者育成事業だとか、そういう機能を持ったものの近代的な一つの建物の

中でそういうものを全てやることがアイヌ文化として広がって行くのではないかなというような考

え方を持っていたわけですが、これはどうなるかわかりませんけれども、だいたいニュアンス的に

はわかったと思いますけれども、そういうようなことを策定していきたいなとこういうふうに考え

ております。 

 それから、４番目はアイヌ文化のライブラリー。これは電子情報の構築ということで、いろいろ

なアイヌの人たちのいろいろな文化的な遺産だとか、文化財だとか、そういうものはどういうもの

があるかというようなことを調査していくと。それで、ＤＶＤでまとめていくだとか。 

 それから、５番目はさっき言った体験交流事業ですね。協議会をつくって試行的にやっていくと

か。 

 それから、規制緩和等についても推進機構を中心として、規制緩和としてどういうことが望まし

いかということを検討していくだとかということも今回の中に入ってございます。 

 それから、７番目としては、最終的には、このイオル事業についてはアイヌの人たちが中心とな

って管理、運営するということが一番望ましいというようなことでその辺の管理体制がどうあるべ

きかという検討も行なうことになってございます。 

 それから、ネットワークについては先ほど言ったようなことですね。 

 それで、５番目の上の方にありますように今年については 8,200 万予算措置されてございます。

昨年は約 5,000 万でございましたので 1.6 倍ほどの予算措置でございますが、そのうち白老町は

1,771 万 5,000 円を予算措置してございまして、内訳としては予算の時に説明したと思いますが、

学芸員だとか、植生調査だとか、それから、先ほど言った、土地利用計画の策定費用等々が入って

いると、こういうような形になってございます。 

 ５ページの（10）番目の実施事業の当面の流れ、フローについては後ろの方に書いてございます

ように、今年の事業の執行体制については推進機構から白老町とアイヌ民族博物館が業務委託を受

けて業務を推進するという形になります。もちろん、ウタリ協会白老支部の協力を得るということ

になるかなと思います。それから、あとイオルの管理の事務所でございますが、これについては事

務所のスペースをですね、今、確保したいというような意思を持ってございまして、そこに事務局

員を置くというところまでまだ至っていないというふうに聞いてございます。 

 それから、最後の資料１のフローでございますが、これは諮問委員会の資料として出されたとこ
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ろでございまして、一応、白老町は先行的実施場所ということで平成22 年度まで事業を集中的にや

っていくと。そして、23 年度に事業評価をして本格的な展開を図っていくと、このような一応フロ

ーになってございます。そういう形の中でネットワークのあり方というのは、20 年度あたりから平

取町が事業の方に参加してくるのかなとこのように考えているところでございます。 

 19 年度のイオル事業等については以上でございます。あと、参考的に皆さん方にさっき言ったよ

うに生活の実態調査が出てございまして、これは７年ぶりに北海道がまとめた調査でございます。

ちなみに白老町にはアイヌの人たちの人口が 669 世帯ございまして、2,489 人という数字になって

ございます。男が 1,202 人、女が 1,287 人ということで、全人口に占める割合が 12％になります。

それから、７年前と比較いたしますと、286 人減少しているとこういうような状況でございます。

それで、先ほどもちょっとお話しましたように、この44 ページにありますように差別的な問題も調

べてございまして、44 ページの上の方にですね、６、７年以前と、近年６、７年というふうに比較

すると、非常に差別を受けたということについて比率が低くなってはきてございますが、全体的に

はまだまだ差別を受けたという方々が16％ほど、物心ついてから120 人ぐらいいるというような実

態でございます。それから、下の方の表には、それはどこで受けたというと、学校だとか、結婚だ

とか、職場等で受けたというようなことがあるというようなことで、まだまだ、やはりそういう点

ではまだ解消されていないのかなというふうに思っているところでございます。 

 一応、雑駁でございますが、これまでのいろいろな取り組みについてご説明をいたしました。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。暫時、休憩に入ります。 

休  憩   午前 １１時０２分 

                                           

再  開   午前 １１時１０分 

○委員長（近藤守君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 久慈参事の方の説明は一応いいですか。じゃあ、今、るる説明を受けました、委員の皆さんをご

質問をお願いしたいと思います。 

どうぞ。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 基本的な部分で何点か、ちょっとお聞きしますけども。運営諮問委員会で

すか、委員長は佐々木高明先生になっているわけですね。これは組織が変わったと言うけど、前に

佐々木高明先生は代わるとか何とかという話があったのではなかったのですかね。かなり大きな影

響力を持つ発言をされる方だそうですけどもね。それがまた委員長になって采配を振るうという形

は仕方ないことなのですか。それはどういうことなのかなということ。まず、そこからちょっと教

えてください。 

○委員長（近藤守君） 久慈参事、どうぞ。 

○ウタリ施策推進室参事（久慈幸男君） 前に、斎藤委員言ったように代わるというお話を聞いて

おりました。それは何か、病気になりましてですね、前立腺がどうのという話を聞いて、手術をし

たそうなのですけども、元気になりましてね。これは正確ではないのですけども、この前の２月26
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日の札幌の時に立ち話で、６月か、７月ぐらいまではやりますからという話をされたような話をし

ていましたので、本人は辞めたい気持ちはあるみたいです。それで今年の６、７月ぐらいまで委員

長を務められるのかなというふうに思っております。 

 それで、この先生は平成８年に立上げした「ウタリに関する懇談会」からの委員なのですね。司

馬遼太郎さんだとか、東大の中村先生だとかが入った。そして、新法が出来上がりましたでしょう。

あの時からの委員なのですね。ですから、やはり全部いろいろ知っていらっしゃいましてね。それ

で、国の方の役人もやはり１年か、２年で変わるわけですよね。ですから、どうしてもやっぱり佐々

木先生の意向に沿った形でイオル事業は進んでいると。その先生に頼ってしまうということはいた

し方ないのかなという感じもしていますけども。ただ、私が聞いている範囲では６月か、７月ぐら

いまではやりたいような話はしておりました。 

○委員長（近藤守君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） その関係で言って、今の話の中で国のイオル構想と、それから、道の構想

が離れているという副町長のお話。これは、何とかこれを埋めて行かなければどうにもならないこ

となのかなというふうに思うのですけども、事業の主体が今度、推進機構がやって行くということ

の中で、推進機構が初めての経験だとか、今まで経験がないからとか、方針がなかなか作れないと

かという話はね、あってはならないことだろうと思うのですよね。やはり、その先頭に立つ部分、

特に北海道の中で推進して行かなければならない舞台が本当に確信を持って進めて行かないかぎり

やって行けないだろうと。そこがふらふらしちゃうと国の方針に持って行かれてしまうような、地

元の意見が通用しないような、そういう条件になって行くのではないかという気がするわけですよ

ね。実際に推進機構にはそれだけの企画をする余力がないとか何とかという話も前にあったような

気がするのですけどもね。それだけの体制が取れないということでは、そこら辺にちょっとメスを

入れてみなければならないことなのかなという気もするわけですよね。その辺りは本当に大丈夫な

のかという疑問が一つあること。 

 それから、もう一つ気になる部分については、文書の中に「18 年度は白老町にウエートがかかり

すぎた」という表現ね。白老町にウエートがかかりすぎるということは一体何か。全道いっぺんに、

同時に進んで行けるということであれば、それは問題ないわけですけども。それができないだけに、

まず、中心地、中核の実験を進めて行きながら、徐々に広げていくと。こういう方向ではなかった

のかなという気がするわけですよ。何だか、これを読んでいると白老があまりにもやりすぎたので、

平取が影薄くなったので平取もやらせようと、このような読み方に見えるわけですよね。白老町が

ある程度実績ができたから、じゃあ次に、平取に足りない分や地域イオルとしての役割をもう少し

広げていこうかという話ならわかるのですよ。だけども、そうではなくて、同時に進めて行かなく

てはならないみたいな言い方というのは、我々、最初の方針から言って、変だなという気がするわ

けですよね。この考え方で行くと、じゃあ他の地域もどんどん同じにやらせるのかと。金が無いと

言いながら他のところも全部同時に進めて行こうという気があるのか、どうなのか。その辺りはど

んなふうな考え方になっているのでしょうか。その辺りをちょっと教えてください。 

○委員長（近藤守君） 副町長、どうぞ。 
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○副町長（煤孫正美君） ご承知のように、イオルというのは北海道７地域を、白老を中心として

他６地域をサブ的なものに決めたということです。ご承知のように、アイヌ民族というのは白老だ

けではありませんので、他の地域も全部アイヌ民族に関わる話なので、そういうものをトータルし

た中でですね、やはり白老はどうあるべきだとか、白老のアイヌの人方の特色はどうあるべきだと

か、それから、釧路がどうあるだとか、旭川がどうあるだとかというような全体的な話を、まず、

北海道を網羅している推進機構がまず抑えなければならないことなのですよね。それをやってくだ

さいと我々は言っているわけですよ。私たちは、白老町としてはレラコラチというものを白老地域

での我々の考え方というのを出しましたと。その中で、木も植えますけども、他のものもやりたい

というような形で出しているわけですよね。そうしたら、例えば木を植えるというのは白老に対し

て認めてくれたけども、じゃあ釧路で木を植えないのかという話になりますよね。そして、また植

えると思うのですよね。そうしたら、全体的なイオルの考え方というのは何なのという話になって

しまいますよね。そういう面ではやっぱり推進機構がもっともっとリーダーシップを取ってもらっ

て、白老はこうですよ、静内はこうですよ、平取はこうですよと、そういう形を早くつくってくだ

さいと言っているわけです。我々が釧路はこうすべきだというようなことは絶対言えませんのでね。

だから、そういうリーダー的な役割を果たしてくださいと言っているわけですよね。なかなか、そ

れは組織の中でできないというのはわかります。だけども、やり方はいろいろあるのではないです

かという話を言っているのですけども、そういうところで推進機構がなかなかリーダーシップを発

揮してくれないというようなことなのですよね。その辺がまず、推進機構の一番大きな問題点だと

思います。 

 それともう一つが、個人的な見解の中で申し上げて申し訳ないのですけども、北海道の会議の中

で白老は中核地として位置づけられたと、ところが今、中核という言葉が消えているのだと、先進

地域になっている、これはおかしいでしょという話ですよ。どうして中核というのをもっともっと

強く出して国の方に言って、白老が中核ですよということを言ってくれないのですかという話です

よね。うちが言うとおかしいですから、うちはそれなりに言っていますけども、もっともっと北海

道全体を網羅した推進機構がちゃんと言ってくれないと、この事業というのは何ですかという話に

なりますよと。そういう問題も、今、ありましてね、もっともっと推進機構がリーダーシップを発

揮してほしいということです。 

 それから、もう一つは、18 年度にウエートがかかったということは、これは要するに、このイオ

ル事業をやる時に法制度というのをちゃんとしっかりと捉えていなかったのですよね。一番不思議

に思うのはやっぱり国土交通省が所管しているというのが一番おかしいのですよ、我々に言わせる

と。公園づくりではありませんのでね。もっと文化だとか、歴史だとか、そういうものが入ってき

て、民族的なことも入ってきてやるのであれば国土交通省にあるのがおかしくて、違うちゃんと厚

生省かどこかにあるべきはずなのですよ。それがどういうわけか、法整備もしないまま、その辺の

国の方の整理もしないまま国土交通省がやっているわけですよ。そして、国土交通省へ予算がつき

ましたと。推進機構にそれを出しましたと。それで、推進機構がうちに出しましたと。そして、う

ちがそれを受けて仕事やるわけですよね。そうしたら、うちの方は要するに、例えば木を植えると
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いうのはやっぱり専門的な業者だとか、通の人がやって、ちゃんとしっかりと後々まで残るような

形で植えなければならないという話になりますと、業者に発注をしたいわけです、専門の造園業者

に。それを言ったら国の方では、それは推進機構に補助金を出したのであって、推進機構からうち

の方に仕事をもらった話だから、それをやると補助金の不正だと言うのですよね。だから、それが

不正だと言うから、うちの方はいたし方なくイオル対策室の何人かがいつも出て、要するに自ら手

を出して植えたりなんかしていましたよね、縛ったりなんかして。現地調査だって。そういう面で

は非常に白老町としては大変な目にあいましたという話をしたのです。そうしたら、向こうの方で

は確かにそうですねと、白老町にウエートがかかりすぎましたねという話ですよ。私が言ったのは、

うちの職員は他の仕事をしていないで、そればかりにかかっていたのですよと。それも職員５人も

かかったのですと。今、こんな地方財政の厳しい時に職員を減らなければならない、削減しなけれ

ばならないという背景の中で、何で国の事業にこんなにうちがやらなければならないのですかとい

うような話の中でウエートがかかりすぎたという話なのです。変な意味ではないのですよ、そうい

う意味です。それについてはね、ちゃんと考えてもらいたいということで言って、19 年度からはじ

ゃあ白老町に仕事をやってもらう時には、その辺も含めて、ちゃんと事務費とかも含めてあげます

よという形にはなったわけですよ。18 年度はそういう形でなかったものですから、非常に白老町に

負担をかけたという見解なのですよね。 

○委員長（近藤守君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の話でもう一回確認をしますけども。やっぱりこの事業の方針は、ただ

土地利用で金を出せばいい、ではないから、国土交通省でなくて別な省が所管すべきだと、文部科

学省だとかね。やっぱり、そうでなければ文化的にも発展しないなという。だけども、国土交通省

が金を出して、推進機構に金を出したから推進機構がその金を受け取って何かをやればいいという、

金の流れだけの問題ではないと。だけども、推進機構では方針を立てるまでの力が無くて、こうい

うことが起きているのかどうなのかという問題ね。やっぱり、その辺を明らかにしながら行かなけ

ればならないかなと思うのですけども。そうしますと、白老が言っていた、高額な予算というのを

植栽にだけ使うのではなくて、人材育成に使うべきだと。もちろん、それがないとイオル構想全体

が立ち上がりませんという、その辺の考え方もずいぶん違いがあるみたいですよね。伝承者の育成

をするのは別問題だというものの考え方を、意見の違いでこれからずっと行くだけでいいのかどう

なのかね。やはり、そのことをどこかで一致させなかったら駄目だなという気がするのですけども。

我々も、何年もかかって、人材というのは育成しなければならないはずなのに、ある日突然に人材

が出てくるわけではないわけでね。だから、その辺りはどこでそういう構想を立てて行けばいいの

かね。今後、その辺りはどういうふうに、白老町の今までの考え方をどこで推せばいいのかね。国

に納得させられるのか。その辺りの見通しというのはないものですかね。 

○委員長（近藤守君） 煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） 事業実施成果報告書にあえて、１ページに載っていますけども。やはり

イオルの再生の意味というのは、やっぱりこれは統一されていると思うのですよね。５点ぐらい書

いてありますけども。尊重される社会の実現と、それから、文化伝承の組織化と、それから、自然
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環境の回復、それから文化の多様性を学ぶ機会の確立。これを見ますとですね、やはり国交省がや

るような事業ではないと思うのですよね。そういう面ではやっぱり、もっともっと深いところから

掘り下げたところの法律をもとにした中で、例えば元々はやっぱり人権問題なので、私としてはや

っぱり厚生労働省あたりが主体的にやるべきだというふうに思っています。 

 それともう一つ。白老町の中で今、18 年度から急に始まった事業なのですけども、やはり白老町

がもっともっとわかりやすく白老町のイオル構想というのはどういうものかというものを目に示さ

なければならないと思うのですよね。じゃあ、それをどこでやるかと言った時に、白老町の場合は

やっぱりポロトの周辺が中心地域になるであろうと。そうしたら、それをアイヌ文化の理解と、そ

れから、振興を図るということになればですね、やはり、それなりの施設整備というのが必要にな

ってくるだろうと。例えば、いろいろな方のお客さんが来た場合に、それに対しての説明員の配置

だとか、それから、こういう世界がありましたとか、こういう植物についてはこういうものになり

ますよというような、そういう展示する、知らしめる場所というのは必要だと思うのですよね。そ

ういうものをまずつくらなければならないということで、今回、19 年度に土地利用計画をつくるわ

けですよね。それが無いばかりにぼやけてしまっているのですよね。やっぱり、その中で白老町の

場合はこういうものをやります、こういうものをやりますというような話があればですね、姿が見

えてきて、それが無いばかりに国との議論もできていないわけですよ。だから、やっぱり土地利用

計画が出来た時点で国との議論の材料になると思うのですよね。その計画というのは、じゃあ、ど

ういうふうにしてつくったのかと言ったら、アイヌの方々だとか、北海道ウタリ協会だとか、地元

のアイヌの方々、それから、アイヌ博物館の方たちを交えた中で作り上げましたということで、材

料として持ち上げていく。そこの議論になると思うのですよね。ですから、先ほどから言っていま

す、諮問委員会についても、やはり地元のアイヌの方が、北海道のアイヌの方が、自分たちがつく

り上げた構想図ということになると、我々がつくったものではないですからね。やっぱり、もっと

もっと尊重すると思うのですよね。それが、残念ながら今のところ無いということですよ。だから、

その時点で私は大きい議論になるというふうには捉えていますけども。 

○委員長（近藤守君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） さっき説明を聞いていて、生活空間の再生の問題でね、大きな食い違いが

あるというふうに私は捉えて聞いていたのです。伝承者の育成というのは、道のウタリ協会がやる

べきことであるというふうに、この中心になっている先生がそういうふうに言っているわけですよ

ね。そういった点を埋めていかないと、私は伝承者の育成ということになるとやっぱり拠点を設け

なければならないとか、そういう問題になってくると思うのです。研修所を作らなければならない

とか。そういった時にミンタラの関係の問題が出てくると思うのですが。そこのところが埋まらな

いとね、ただ、道ウタリ協会の人たちも全部、今、副町長の説明を聞くと、ウタリ協会も全部入っ

て白老町のイオル構想の事業とはこうあるべきだということに、伝承者の育成、それも全部入って

いると思うのですよ。ところが、諮問委員会の方はそうではないよと、それは白老のやるべきこと

ではないよと、イオル事業とは違うよって、全然かみ合っていないですよね。それがかみ合わない

と、ミンタラのそちらの方の拠点をつくることのいろいろな構想も出ていますけれども、そっちの
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話に進んで行けるのかなって今ちょっと何かね、すごくその辺が違和感があって聞いていたのです。

国が主体で国の事業だよと言いながら、白老はこうやって自分たちがやりたいことを出しなさいと

いうことで出しましたよね。でも、基本的な部分で違っていることをまず埋めないと駄目ではない

かという。それで、そういうぎくしゃくしている中に平取がね、そして、北海道の中核であり、拠

点であるという一つの大きなものをつくり上げるよと言ったものが出来上がらないうちに、白老が

うまくスムーズに行っていないうちに予算はついて、でも、その事業がまだ植生しかやっていない

というところに平取がぴょこんと入ってくるという。それに対して、私、白老はね、もちろん、い

ろいろな考え方があって、それぞれのところにアイヌ民族の人たちがいるわけですから、そういっ

た人たちの考え方、それから、立場、それから、地域というのをすごく尊重しなければならないと

思うのですが、国がまだもやもやしている時に、白老町として、ここまでのものを作り上げて、そ

れが明確にならないうちに平取ですよという話になった時に、白老としてきちんとした考えを持っ

てものを言っていかないと、もしかしたら平取のやり方がね、これは考えすぎかもしれないですけ

ど、平取がどんどん何か、平取だってすごくいろいろな考えを持ってやっていると思うのですよ。

そっちの方がどんどん認められると、さっき言っていたように、先進地であってね、いつのまにか

どこが先進地なのかわからなくなってしまうようなね。それはなぜと言うと、国の構想がはっきり

していないし、諮問機関も具体的には全部必要なのか、そっちも手をつけるか、こっちも手をつけ

るかって何も出来上がらない中でやっているような感じがしてね。すごいアンバランスで、すごい

怖いことをやっているのではないかなって。すごく見えて来ないし、そういった部分というのはね。

あるところへ行くと、白老は言われたことだけやっていればいいようなことを言われたり。その辺

のことの意見をきちんと述べられる場は、先ほどいろいろなこういう場に意見は言っていると言う

のですけども、今後を考えると一番大事な部分の出発の時点からずれているというのを何とか修正

する方法というのはやっぱりないのでしょうかね。 

○委員長（近藤守君） 煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） 私が思うのは、今、言われるのはごもっともでね。行政が町のためにや

るという話ではないですから、やっぱり文化伝承を保存して、しっかりと伝えていくということか

ら言うと、悪いのですけども、やっぱり北海道ウタリ協会だとか、先ほど言った、研究推進機構だ

とか、この辺がちゃんとしっかり持たないとちょっとやって行けないと思うのですね。私たちは私

たちなりの意見は持っています。だけども、それを押しとおして行くというような、そういう中身

ではないですからね。だから、それは私どもの方も加藤委員長の方にはちゃんとその辺もしっかり

考えてやって行かないと大変なことになりますよというような話は、うちの町長からも直々お話を

しています。やっぱりその辺がもうちょっとやっていただければなというふうに思います。 

 それともう一つ、ミンタラの話なのですけども。先ほど、うちの参事の方から話しましたけども、

国の方で最初に私どもの方とお話をして理解したのは、あそこを、既存の施設を使って、やっぱり

文化の交流だとか、体験だとかをやりますよとそういうところで認識したわけですね。それでは行

きましょうかという話になったわけですよ。そうしたら、耐震設計の問題だとか出てきましたよね。

いろいろ出てきて、あれを使えないと。国としては、国の公共施設でそういう欠陥があるものにつ
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いては使えませんよというようなことになったわけですよ。そうしたら、それを直したら国は使え

ますよという話ですよ。それを直す金というのは何千万の話です。それを白老町、もしくは財団で

持ちなさいというわけですよ。だから、そういうふうになってきましたら、イオルって何という話

ですよね。一つの団体がやるというものか、一つの自治体がやるという、そういうものではないで

しょうという話ですよね。まず、そこでもうかみ合わないのです、一つ。始めはね、それを使って

やりましょうということで認めている話ですから。お金がかかるからやめましょうというのは、こ

れはちょっと我々にとっては納得いかないということですよね。それで、私たちがじゃあどうする

のだって苦肉の策で考えたのが、今年度やります、土地利用計画を作って、あれはあそこにはふさ

わしくないですよという理論付けをしましょうと。それを持って、国ともう一回話し合いましょう

と。始めはそれ、国も嫌がっていたのですよ、そうやって出されるのは。だけども、それはうちの

方で押しとおしまして、土地利用計画が何もなくて、あそこは何を整備するのかという話は町民に

も説明できないし、アイヌの人方にも説明できないから、これはつくらなければならないですよと。

そういう中でミンタラの建物が必要かどうかという話をその中で整備をしようというような、そう

いう方向で今、取り組んでいるということです。 

○委員長（近藤守君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 施設的な伝承、アイヌの研究推進センターですか、こういった構想がある

のだから、それは道のウタリ協会でやりなさいと。それを白老に持って来るという考えはないので

すか。ミンタラを新しく建てるにしても、何にしても、中核なわけですから、一応指定を受けたわ

けですから、その研究センターが白老に中核としてあってもおかしくないわけですよね。道ではそ

ういうセンターを設けなければならないというようなことを、道のウタリ協会というのはさっき７

億の予算、アイヌ文化の振興として７億の予算があると言っていましたよね。こういうアイヌ研修

センターみたいなものはね、その予算でやれるのかなってちょっと単純に考えていたのですけど。

もし、それがあれば、そういったものをこっちへ持ってくるというような構想的なものというのは

考えられないのかどうなのかね、その辺どうなのでしょうね。 

○委員長（近藤守君） 煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） 研究センターそのものと言うよりも、やっぱり北海道の中で白老町が中

核だという位置づけ、これははっきりしましたので、やっぱり北海道のアイヌの方をまとめる組織

というのは、札幌もある程度利便性があって中心都市ですからいいのですけども、やっぱり白老が

中核というふうに位置づけされたのなら、そういうものが白老に来るのが当然でしょうというお話

はさせてもらっています。ご存知のように、道庁の裏に事務所があるのですよね。高い家賃を払っ

ているわけですよ。そこまで言っているのですよ、うちらの方は。そういうところに家賃を払って

是が非でも居なければいけないのかと、今の時代に。それよりも、中核都市の白老に持って来た方

がいいのではないかというような言い方をしているわけですよ。それは非公式ですけどもちゃんと

言っています。 

 それともう一つが、私が一番憤慨しているのが、今言った、ミンタラを使って活用した文化交流、

アイヌの人方の中核的な拠点施設にしたいというような話で話をしている時に、国の方はそういう
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施設はどこかの公民館を借りてもできるのではないかという言い方なのですよ。北吉原の公民館で

もいいと言うのですよ。だから、全然理解が乖離していますよね、私たちの考え方と。そういう状

態だということでございます。 

○委員長（近藤守君） 小西委員。 

○委員（小西秀延君） 今までのお話を聞いていますと、19 年度の事業において実施される、３番

目のポロト湖畔土地利用計画、そっちの方が一つのキーポイントになってくるのかなというふうに

思って聞いておりました。私がですね、９年ほど前にある団体でですね、ポロトのあり方という形

でタイムスリップをするような空間というのはポロトに必要なのではないかという提言をさせても

らったのですが。この土地利用計画の中でコタンの再生と出ているのは非常に共感が持てますし、

賛同できるなというふうに思って聞いておりました。これがですね、ここまで白老町が事業を実施

している中で、国との乖離がなかなか埋まっていかない中において、この計画は今後どういうふう

に国と折衝されて行くのか。そして、現段階ではどの程度まで、このコンセンサスが得られている

のか。その辺がちょっとわかっていれば、教えていただければなと思います。 

○委員長（近藤守君） 煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） 私も何回か国の方に行って交渉したのですが、やはり、あそこの拠点の

地域をどうするのだという絵がないとですね、全然、空論になってしまうのですよ。お互いに言い

たいことだけ言ってしまって、それが残っていませんので何も。だから、やっぱり、まずもって、

あの地域を、白老地域も含めてどうしたいかというところをですね、証拠書類として残さなければ

ならないと思うのですよね。そういう面でこの土地利用計画というのは大事だということでつくり

上げていくのですけども。それはお互いにそういうことでじゃあ絵をつくりましょうねということ

で理解を示していますから。国がこれは示していますので。それで予算づけしていますので。国が

認めて予算づけですね。今度やっぱり、前段で一回終わりましたのでね、今度、その作ったものを

持って議論になると思います。そういう位置づけになると思います。ですから、今年出来上がった

時点で、それを持って、また国に行くというようなことになると思います。 

○委員長（近藤守君） 小西委員。 

○委員（小西秀延君） このコタンの再生計画の中に中核的な施設も入ってくるということで理解

してもよろしいということですよね。周りの環境と一致するような建設様式みたいなもので、中核

的な施設というものも考えて入ってくるというふうに理解してよろしいですか。 

○委員長（近藤守君） 煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） 先ほど、参事の方から説明しましたけども、やっぱり中核的な役割、情

報発信だとかそういうもの、要するに北海道の中でもやっぱりアイヌ文化の研究をしているのはこ

こですので、ここが一番高度なレベルの研究をしていますので、そういうものだとか、それから、

北海道の７つの地域のアイヌの特色を外に発信するだとか、それから、世界少数民族だとか、そう

いうものについてですね、やっぱり一つにまとめたものは必要だろうと。その機能を持たせたもの

をつくり上げると。ただ、つくり上げる時にビルというか、派手なものはできないと思うのですよ

ね。やっぱり、さっき言った、文化に忠実な形のつくり方を持って、その中にその機能を取り込ん
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でいくというような形のそういう機能は今、私どもの方で土地利用計画の中ではつくり上げようと

思っています。 

○委員長（近藤守君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 僕も４年目ですので、そのもっと前から計画は考えられてあったので間違

ってしゃべっている部分があるかもしれないのですが。やっぱりどうしても、白老で出来ているい

ろいろな計画ありますよね、それは元があって、白老が受ける分として、じゃあ受ける分をどうや

って展開するかということで、ずっとそういうふうに考えていたのですが、今、話を聞いてみると、

全くそういうものが道でも国でもね、基本的なこういう考え方は示すのだけども、じゃあ、どこの

場所で何をしようかとかですね、そういう割り振りみたいなものだとか、そういうものは全く今、

定まっていない中でね、たまたま白老が中核というふうに位置づけをされたので、じゃあ中核とし

て白老で何をするかという地元で考えてつくった計画であってね。本来であれば、国ができた計画

を道が受けて、道の全体の計画として持って、その中で白老が担当する部分として白老が実施計画

みたいなものをつくっていくという、そういう流れで普通は、今までの計画というのはずっと来て

いるわけなのですよ。ところが今、話を聞いてみると、全くそういうものが道にも国にも無くてで

すね、ただ、言葉とか、考え方だけを示した中で白老としてはですね、それを早く実施するために

やっぱりそういうものが無ければ何も進まないわけですから、率先的に事業展開をしていただくた

めに町が頑張っていろいろなところでつくって、それが今、展開されているのであって、全く機構

や何かが北海道として、じゃあ何をやって、その中でもって地域が六つ、七つあるわけですから、

その地域の中で何をやろうかというものが全く無いような気がして、話をずっと聞いていますとね。

だから、本来であれば、北海道でイオル再生事業に基づいて何を北海道としてやるのかということ

をきちんとまず定めて、それで中核は何をやるか、その後は何をやるかというものが出てくるので

はないかと。決められて初めて、こういうものをやっていけば、そういう流れもスムーズに行きま

すよね。これはやっぱり北海道全体として計画をこういうふうに持ちましたと。そうしたら国の方

で、この計画に基づいていいという話になりますでしょう。そうしたら、この計画に基づいて、じ

ゃあ中核は何をやってください、あるいは平取は何をやってくださいと、こういうふうに分けてい

くと全然問題なく進んで行くのですが、今、そういうものが無くてやっているので、そういう話に

なってしまうのかどうか。これは認識として間違っているかどうか。 

○委員長（近藤守君） 煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） 全くそのとおりです。それで、私も先日、アイヌ文化研究推進機構の専

務さんとお話をしまして、今のいろいろやっていることに対して矛盾をさらけ出しますよという話

をしたら、いいというのですよ。だから、そういう意味でちょっと、うちの担当者も非常にこの事

業については大変な目にあっていますので、やっぱり議会の方としても理解していただきたいとい

うことで私ちょっとお話しますけども。要するに、今、8,200 万、19 年度は決まっていますけども、

これはうちが決めた金ではないのですよね。国が勝手に決めているわけですよ。国土交通省が財務

省との協議の中で 8,200 万と決めているわけですよ。何をやる、かにをやるというのはその時に決

まっているわけですよ。その下準備の話のというのは一切無いわけですよ。それで、今年は 8,200
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万決まりましたと来るわけですよ、うちらの方に。そして、国の方では財務省にこうやって言って

あるから、この仕事をしてくださいという話ですよ。その仕事の主な内容としては木を植えなさい

という話ですよね。うちの方としては、去年の段階からもう木はいらないのですよと。それよりも

人材育成だとか、文化交流だとか、高齢の方が少なくなってきているのだから、そういうものに金

をかけるべきですよと何回も言っているわけですよね。それが届いていないわけですよ。向こうの

方としては、ただ木を植えろ、だけですよ。それは、要するに財務省との話ですよね。そういうふ

うにまとまったから、じゃあ、そのお金で内訳はこうだからやってくださいというのが今の実態で

すよ。それを我々が今、抵抗しているわけですよね。そんなに木ばかり植えられないから、それに

ついては我々もう責任持てませんから、それはちゃんと研究推進機構でやらせてくださいと。財産

もあなたたちのものだから、そちらの方でやってくださいと。ただ、うちに関係するものだけは責

任を持ってやりますよというような形で今回はこうやって分けたのですよ。実態としてはそういう

ことです。ですから、今、言ったように、本当は基本構想があって、基本計画がって、実施計画が

あって、そして、白老の部分はこれですよということが本来的にはあるべきことなのですけども、

正直なところ、それは無いと。そして、予算づけになって、そうやって決まっていますから、先ほ

ど言ったように、19 年度は何をするかというのはまだ確定していませんという話です。それは今、

北海道ウタリ協会と推進研究機構と、それから、白老町と財団と白老ウタリ協会とも話をしながら

詰めて行きますけどもね。そういう状態でございます。 

○委員長（近藤守君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 今、やられている事業というのは、本来のきちんとした計画に基づいたも

のとしてではなくて、試行的なものというふうに、先行的なものと言うのか、まず、どういうもの

かということをやってみてというような考え方だったような気がするのですが、本格的に展開とい

うのが 23 年からとありますよね、さっきのように。本格的展開をするための先行的な試みのために

事業をしているというような考え方を僕は何となく思っていたのですが。試行的な事業をやってい

く中で 23 年から本格的展開をするまでにはですね、こういうものを受けて、そういう本格的実施計

画なりを立てて、それを見ながらですよ、こういう試行的なものを見ながら本格的な実施計画を立

てて行くと、そういう流れになっているのかどうかということ。 

 やっぱり北海道としてですね、こういうふうに試行的なことをやっていく中で、本当に北海道と

しての全体の計画というものをつくるための組織みたいなものと言うのをつくろうとしているのか。

今、出来ているのか。ちょっと僕はそこら辺がわからないのですが。もし、出来ていなかったとし

たらですね、やっぱり国の中に諮問機関はあるのですが、そこではそういう具体的な話ではなくて、

イオル再生事業というのはこうあるべきだ、みたいな本当の基本的な話しかできませんよね。やっ

ぱり北海道として、じゃあ、それを受けて何をするのかという協議会とか何か、そういうものをき

ちんとつくって計画をつくって行かなければ駄目ではないかと思うのですよ。そういう流れになっ

ているのかどうかということをちょっと聞きたいのです。 

○委員長（近藤守君） 煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） もちろん試行的ということはあるのですよね。そして、国も試行的とい
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う言葉を使うわけですよ。我々は試行的ではないですよと言っているわけですよ。だから、試行的

という言葉は変な取り方をしますと途中でやめてもいい話ですよね。だけど、そんなことはなりま

せん。これはもう本格的な話ですから。まして白老町で、中核のところでやるというのは本格的な

話ですよね。だから、そういうことで言葉の問題なのですけども、国はそうやって言っているけど

も、我々はそんな試行的な話ではないですよというような捉え方はしています。 

 それと、やっぱり今、言われたように全体的な計画なのですけども、それをつくるべきところは、

やっぱり特殊事業ということで北海道の、そのために設立されているアイヌ文化研究推進機構あた

りが、ちゃんとその辺の計画をつくるべきだろうというふうに思うのですよね。そういうための組

織ですからね。だけども、現実としてはなかなか動けないというか、十分なところまで行っていな

いというようなところでございます。ですから、そういう面に対して、推進機構が本当にじゃあア

イヌの関係者だとか、白老町を集めた中でそういうプロジェクトをつくってやるということであれ

ば、それはいつでも用意ありますよと言っているのですよ。極端な話、残りの 8,200 万の今年の予

算を全部白老町に任せるというのだったら、私たちは受けますよとまで言っているのです。ところ

が、なかなか、その話がですね・・・。うちはちゃんともう受けますと意思表示していますから。

それがなかなか煮え切らないのですよね。 

○委員長（近藤守君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） そういうことをやっていると、白老町がこうやっていろいろな計画を作っ

てですね、これでいいでしょうかというような形でやっていますよね、逆のような気がしてどうに

もならないのですよね。やっぱり、計画はきちんと持ってですね、その中で白老町がやる部分とい

うのがあって、そして、それを国の方が今年度はこれをやるから、たまたま白老がやる部分に予算

がつけば、それをやればいいわけですよね。平取の方がやる部分に予算がつけば、それをやればい

いのですよね。そういうことでないとですね、予算はついたはいいがどこでやるのかとかですね、

予算がついてから物事が決まっていくというのは逆になんかおかしいですよね。他の事業だって絶

対そんなことないですよね。今年はこの白老の川をやるから予算をつけるのですよね。北海道全体

の中でも、やっぱり予算の割り振りがあって予算がついてくるのですが、これだけ見ると、いつも

思っているのですが、予算がついてからこれをどこでやるみたいな話にいつもなっていますよね。

やっぱり、この辺を修正していかないとまずいと思いますよ。だから、やっぱり町としても機構に

働きかけて、そういうプロジェクトでも何でもいいのですが、やっぱりそういうところをきちんと

組織してですね、北海道の計画としてきちんとまとめないと、いつまでたってもこういう話がやる

たびに毎年出てきてしまって、その調整をするのに時間がかかって、せっかく実施可能になっても

実施するのに非常に去年のものを見ても遅い、植樹なんかできないような時期に使うような話にな

ってしますよね。ここら辺をやっぱり整備して行かなければ駄目だと思うのですが、これは強く機

構あたりにそういう話をしていかないと駄目ではないかと思うのですが。 

○委員長（近藤守君） 久慈参事。 

○ウタリ施策推進室参事（久慈幸男君） 鈴木委員が言っているのはごもっともで、説明資料の８

ページのところにですね、先般、白老支部、それから、アイヌ民族博物館、それから、保存会、そ
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れから、白老町、それから、推進機構に対して全体的な計画書をつくるべきですよということを申

し上げました。これが最優先の課題として取り組んでくださいと。全く先行きが見えないので。さ

っき煤孫副町長が言いましたように、12 月の予算の査定が決まった時点で 8,000 万になりました、

5,000 万になりましたと。これに基づいて実施計画をつくってくださいと、こう言ってくるのです

よ。それで、それでは内容についてはどうなのと言ったら、実は財務省と予算折衝した内容なので

見せられませんと、白老町で考えてくれませんかという話。それはもう、18 年度は大変でした。全

く何も無い中だから。ただ、さっき言ったように、この計画書を10 月からつくっていたものですか

ら、どこにどういう木を植えて、どうしたらいいかということでやりましたけどもね。これでも無

かったら、5,000 万という金は浮いちゃって何も出来なかったという。それ自体、おかしいですと。

だから、先行きがきちんと見えるようにね、今、言ったように中核としてどうあるべきかというこ

とをきちんと予算措置してくださいと。それは、道庁も含めて国がガチッと予算固めしてください

という話はいたしました。だけども、反応はちょっと鈍い。要するに、今年の決まった予算の中で

事業計画を立ててくれということですね。それはやっぱりどうも財務省がかたくなに文化事業に対

しての温度差があるのかなというような感じは、個人的には持っております。ただ、国土交通省の

担当者も一生懸命白老町の意見を聞いて、ごもっともですと言うのです。言うのですが、なかなか

予算折衝になると非常に財務省の壁が厚いというのがあるのかなという感じはしています。 

○委員長（近藤守君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 8,200 万の予算がついて、1,700 万はもうだいたい決まっていると、予算づ

けになったと。後の残りというのはね、どこでどういうふうに使われるようになるのですか。もう

５月ですよね。先ほどおっしゃったように、前の5,000 万はちゃんと99％ぐらいまで使ったのです

けど、これまたね、やりとりがまだ差があって、間に行き違いがあって、残った予算というのはじ

ゃあ何に使っていくのか。もちろん、ミンタラの方の関係の拠点づくりか何かに活かして行けるも

のなのかどうなのかね。その辺、明確になっているのかどうなのかということ。 

 それから先ほど、諮問委員会の佐々木委員長が言っている中で６番目に、「20 年度概算要求に当

たっては、白老町、平取町からのプランを受け、アイヌ文化振興財団が要望を聞き取りまとめるも

のとしたい。取りまとめは６月中と思っている。」と。何かすごく虚しいことが、この部分に見える

ですよね。今までプランを出したけど、じゃあ通してくれたのって。何も無いわけですよね。さっ

き久慈参事がおっしゃったように虚しくなる。こんな言葉を言われても、一番中心になる、力のあ

る人が言ってくれているのですけど、ちゃんとやってくれるのかなと。また苦労してプランを作っ

て、また、ちゃんとやってくれるのと。だからといって、プランを出さなければ平取に全部行って

しまう可能性もありますからね。そういう狭間に入って、もがき苦しまなければならないような気

がしてしょうがないのですよね。何なのだろうと私も思って聞いていたのですけど。そして、さっ

き鈴木委員がおっしゃったように、上は計画がはっきりしない。あちこちにまた手を伸ばそうとし

ている。言えば、植生だって。基本が決まらないうちに外回りから、木を植えなさいとかね、関係

のないことからやっているような気がして。じゃあ予算出しなさいと言うから、ちゃんと出したら

通してくれるのですかというものがあるのか、ないのかね。やる気が起きない気がするのですけど、
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どうなのでしょうね。 

○委員長（近藤守君） 煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） 1,700 万の残りのお金ですよね、8,200 万の残りのお金。これについては、

今のところはやっぱり推進機構と私どもと話している中では、話し合いをしながら、19 年度は事業

を進めましょうと。今の時点ではないけども、これからいろいろ協議をした中で進めて行きましょ

うという話です。ただ、うちにとっては、やりたいものというのは持っていますけども。そういう

段階で今、来ています。 

 それから、狭間の話なのですけども、正直言ってそうなのですよね。だから、やっぱり諮問委員

会も大事ですけども、やっぱり地域のアイヌの関係者の意見が本当は尊重されないと、東京、大阪

の学者先生が、素晴らしい研究をしているかもしれないけども、やっぱり今、我々がやろうとして

いるのは、アイヌの普通の生活空間の再生ですのでね。だから、それはやっぱり十分認識ないとい

うふうに私は捉えていますので、そういう面では北海道の推進機構だとか、北海道だとか、北海道

ウタリ協会に本来的に任せるべきだろうと、そういう形でやるべきだろうというふうには思ってい

ますけども、ただ、今、そういう形にはちょっとなっていないということで、それについてはまだ

これからもどんどん言って行くつもりでいますけどもね。 

 ただ、もう一つがですね、今、次のところが平取だなんていう話ですよね。まだ、うちが始まっ

たばかりの話ですよね。それがもう平取の話が出てきましてね。だから、そういうところを議論し

て、議題になるというのも私たちは理解できないのですよね。だから、やっぱり、うちがある程度

形を作って、全体計画で８割ぐらいやったから、そうしたら次のところにかかりましょうという話

になってもらわないと困るのですけども。その辺については、さっき参事も言いましたけど、諮問

委員会の中で白老町さん意見ありますかと言われましたので、私の方から、それは平取さんが次に

やるということについては、私たちは理解を示します。それは、北海道ウタリ協会の中で決まった

話ですから。ただ、今ついている予算を平取と白老町が分けるような話にはなりませんよと。平取

さんは平取さんで、新たに平取用として予算を獲得するというような形でこれからやっていただき

たいというような申し出はしてきましたけども。 

○委員長（近藤守君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） だから、おっしゃったように、財源が厳しい中で１億つけてほしいという

ところが 8,000 万だったわけですよね。それで本当に、さっきもおっしゃったように、白老が中核

で拠点が何。だから、白老が出来ない部分は何なのか。そういうことがわかってきて、平取はこう

いう部分のすごいところがあるので、そういう連携が取れるよというのは、出来上がって予算を組

んでほしいというのはわかるのですけど、何もまだ見えていないし、白老だって植生しかやってい

ないのにね。それで今度６月、20 年度の予算を基本に出しなさいと言ったら、やっぱり出さなけれ

ばならないのですか。これは、この委員長の意見だから、白老としてはやっぱりそれに抵抗して行

けるものなのかどうなのかね。そういった部分に納得できなくて、でも、予算を出さなかったらま

るっきり無視されてしまうのか、何なのか。その辺はすごい微妙だと思うのですけどね。 

○委員長（近藤守君） 煤孫副町長。 
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○副町長（煤孫正美君） やっぱり抵抗はするつもりですよね。それで、抵抗する材料としてもね、

やっぱり白老町は20年度、21 年度こういう事業をやりますよというところをちゃんと絵としてね、

冊子として出さなければならないと思うのです。そのためにはやっぱり、この土地利用計画という

のは早くつくって、来年、うちはこれをやりますということを提示していかなければならないと思

います。そういうものを材料にして抵抗はして、うちらの方が優先ですよという話はやって行きた

いと思いますけども。 

○委員長（近藤守君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） もう一回だけ確認をしたい。今の話の中で、国からの補助金 8,200 万のう

ちの白老町 1,700 万で、残りの金で前回は植生のみという形でと言ったらちょっと違うのかな。だ

けども、大幅に植生という形で予算を使うという指定がございましたよね。19 年度は、そういう規

制というのはさっきの話で言うと、話し合いをしながらということで進めて行くということでは植

生に限ったものではないというふうに捉えていいのかどうなのか。 

○委員長（近藤守君） 久慈参事。 

○ウタリ施策推進室参事（久慈幸男君） 先ほど３ページ、４ページにわたってお話しました、大

方の枠内は決まっています。ですから、例えばイオルの森の形成については継続的にやりましょう

とかね。それから、ライブラリーの形成のために検討委員会を立上げしましょうとか、体験交流事

業について、一部試行的にやりましょうとか、そういうようなことは大方決まっています。ただ、

これについて、どのぐらいの予算をつけて、どうやるのだというのは、これから推進機構がいろい

ろ検討してやって行くという形になると思います。 

○委員（斎藤征信君） これは、よその地域イオルの方ね、例えば、ここから平取の事業にいくと

か、そういうふうに分けるということはあるのですか。 

○委員長（近藤守君） 久慈参事。 

○ウタリ施策推進室参事（久慈幸男君） それはないです。この 8,200 万、今年については白老町

に限ってやるという形です。ただ、ネットワークについての検討というものについては、平取も含

めた、４ページの（８）番目にありますが、これはもう平取と含めた形のネットワークをどう構築

していくかという検討委員会を立上げするような話を聞いていますから、それについては若干の金

は行くのかなという感じはしていますが、その他については白老町についての予算だというふうに

認識しています。 

○委員（斎藤征信君） わかりました。 

○委員長（近藤守君） 煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） そこ、大事なのですよね。国の言い方としては、白老町に補助金を出し

ているのではないから、北海道研究推進機構に補助金を出しているのですよと。もし、白老町がそ

れを使えなかったら、他のところに回しますよと言ったって筋論として合うわけですよ。残してし

まいますと。やれないという、ちゃんと明確なことを出してこないと、それは白老町使いませんね

と。そうしたら、次に出しますよと。それは平取に補助金を出しているわけでもないし、うちに出

しているわけでもないですよね。推進機構に出しているわけですから、それは理屈として、そうい
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う可能性も十分あり得るという話ですよ。だから我々も、その辺も考えてやらないとちょっと足元

をすくわれると。 

○委員長（近藤守君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） さっきの話だと、やっぱり植生が中心であって、あとは体験とか何とかと

いうような形になるけども。さっきから話が出た、指導者の養成だとかね、人材養成の部分の話は

全くこの中には入っていないのですか。 

○委員長（近藤守君） 久慈参事。 

○ウタリ施策推進室参事（久慈幸男君） 伝承者の育成等々については全く入っていません。ただ、

体験については、そういう協議会をつくって、どういう体験交流事業がいいかという検討委員会を

つくって、もし、できれば、一部試行的にやりたいということは言わせてもらっています。 

○委員長（近藤守君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） わかりました。そうすると、先ほど話があったように、やはり白老として

の構想と言うか、計画をきちんと出して、それを理解させていくという方向が無ければ駄目だとい

うことですよね。その辺はわかりました。 

 それともう一つお聞きしたかったのは、ミンタラの建物のことですけどね。耐震補強をやって、

そして、あと改修をやったら約５億近い金になるという計算じゃないですか、両方やったら。壊し

て、また、新築しても、だいたい５億という形でしょ。ということを考えたら、以前からの話で新

しい建物は作りませんよと言ったね。壊すのだったら、自分で、町でやりなさいと。補強するのだ

ったら、これも町でやりなさいというものの言い方自体が困ることなのだけどもね。壊したから、

新しい建物をつくって帝位というふうに方向は変わって来ているのですか。 

○委員長（近藤守君） 煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） そういう話はないです。ただ、我々が今、狙いとしているのは土地利用

計画をつくって、そういう施設が必要ですよという理論づけをするわけですよね。どうしても、こ

れが必要なのですよという。 

○委員長（近藤守君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） これは町の考え方として、こういう計画が必要で、やるとすれば、こうい

う建物が必要で、それをやるのだったら、これだけの金がかかりますよという、あくまでも計画の

段階と。 

○副町長（煤孫正美君） はい。そうです。 

○委員（斎藤征信君） それは、国がそれをのむとか、壊したら建ててやるよというような話、そ

ういう話には、そこまでは行っていないのだということですか。 

○委員長（近藤守君） 煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） 国の方もどういうふうにするのかね、どんな建物を作るのか、何をやる

のかというところの絵がない限りは、今の時点でいいですよ、悪いですよという話にはなりません

よね。だから、そのためにもやっぱり絵を作って出して、そして、国がこれではちょっとお金かか

りすぎるから、もうちょっと考えてくれと言うのであれば、やっぱり、その中で修正して行くと。
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今、そういう戦法と言うか、そういう方向で進んで行こうかなというふうに捉えているのです。た

だ、はっきりしているのは、今の建物だったら駄目ですよと。やるのであれば、自分でお金を出し

なさいというような話です。それはのめませんと。 

○委員長（近藤守君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 国がどこまで認めようとしているのかというのがよく見えてこないですよ

ね。耐震補強をやって、特殊建材アスベストを除去、これは町でやりますと。やったら、あとの改

修は国がやるかどうかという見通しもわからないのですね、そうしたら。 

○副町長（煤孫正美君） わからないです。 

○委員（斎藤征信君） わからない。あくまでも、こちらの計画。そうですか。 

○委員長（近藤守君） 煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） やっぱり、白老町でお金を出しなさいとか、アイヌ民族博物館でお金を

出しなさいということは、今やっぱり国の財政事情から言って、新しいものに対してのお金は出し

たくないという背景があるわけですよね。だから、国が言うのは、どうしても使いたいのであれば、

白老町さんがお金を出して、それを借りることはいいと言うのですよね。賃料は払うと。だから、

財務省としてもやっぱり極力、箱物については作らないという方針でいると思うのですよね。だか

ら、そういうものに補助金を突っ込むということは、今、財務省としてはしたくないだろうという

ことです。ただ、借りるということになると、これはいいだろうという、そういう理論づけだと思

うのですよね。 

○委員長（近藤守君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 先ほどちょっと話が出たような気がしたのだけど。今のいろいろなお話

を聞いている中でね、中核という言葉は、もうそれに頼って物事を進めるということは、やはりで

きないのではないかというような感じね。平取がこうやって出てきた以上ね。中核だから白老を優

先的にやってもらうから、我々は一生懸命やるのだというような形はだいぶ薄れてきているような

感じがするなというような感じを受けたのです。だから、その辺はそういう具合に理解していいの

かね。これは推進機構あたりが決めて、今になって白老だけ中核でね、ある程度、集中的に整備し

ますよということは崩れてきたわけだよね。20 年度からもう平取の考えも入れて決めると言ってい

るのだから。それが一つと。 

 それと、今、出ているミンタラの問題ね。これが文化伝承施設を白老町に建てるのですよという

こと自体、改修する、しない以前の問題で、今、別な施設を言われているから、本当に白老に別な

施設でも、そういう施設をつくってもいいよということになっているのかね。白老で駄目だったら、

平取でもそういうものつくるよと。平取の方でいいものがあったら、平取の方につくるよというよ

うな形なのかね。その辺が全然、今、いろいろな話を聞いたら、最初から、根底がごちゃごちゃに

なってしまってね。誰が国と折衝する相手なのか。僕はこのフローから見ると、推進機構がきちん

と国と交渉して、そして、予算を取ってきて、推進機構が白老町は中核だから、これをやりなさい、

あれをやりなさいという形で来るのが筋だと思うのだけど、推進機構がこっちにあって、白老町と

国とやったってね、全然、本来の順序が違うのではないかと思うのだよ。推進機構を通して、国と
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やると。国から推進機構に下りて、白老町に来るというような形でないと。今ですね、推進機構が

そっちにあってさ、白老町と国土交通省が一生懸命やったってね、予算はそっちの方へ来てしまう

という中で、非常に我々が今までイメージに描いたものと全くおかしくなってしまっているような

感じなのですよね。おかしくなってしまっているのは白老町が悪いわけではないから何とも言えな

いけど。その辺は簡単に。 

○委員長（近藤守君） 煤孫副町長。 

○副町長（煤孫正美君） 中核という位置づけは、北海道会議の中で北海道ウタリ協会の方々、北

海道入れて、白老町も入れましてね、みんなで決まったのが、名称が中核ですから。それをもって

中核と言っている話です。それを国に持って行ったら、国の方は、それは北海道が勝手に決めたの

でしょというような言い方なのですよ。だから、国の方の言わんとしているのは先行地域という言

葉に置き換わってしまったのですよ。だから、我々としては中核ですよという位置づけですよ。国

の見解は違うかもしれないけども。 

 それから、推進機構が中心的に役割を果たす。これはもっとも、そのとおりなのですよ。ただ、

白老町が言ってやっているというのはご承知のとおり、イオル整備が決まって予算がつかなかった

わけですよね、10 年間ね。結果的に 10 年目に決まったというのは、やっぱり白老町が、町長が直

接向こうに行って、早くやってくれというような話を結果、10 年でついたと思うのですよ。これを

やらなければ、まだ遅くなったと思うのですよね。そういう面では、本来的に白老町が出るべきこ

とではないのですけども、白老町が出てやったと、放っておけなかったというようなことで白老町

が出て行って、その形が今、流れているというわけです。でも、言われているのは、本筋としては

やはり国があって、推進機構があって、うちがあって、これがやっぱり筋だと思うのですよ。そう

いう形で少しでも戻して行きたいと思いますけども、なかなか組織自体もそういうふうにはなって

いないという、推進機構ですね。 

 それから、ミンタラの施設ですけども、これは一切まだ決まっていません。他のところに持って

いってやるだとか、違うところでやるだとか。ただ、我々が聞いているのは、先ほどちょっと言い

ましたように、アイヌ文化を理解して振興させるということであれば、極端な話、そこが使えない

のであれば公民館でもいいのではないかというような話はされています、実際に。そんな話にはな

らないという話で、今、抵抗していますけども。 

○議長（堀部登志雄君） 白老自体にそういうものを、白老で決まっているのかね。その施設自体

が白老でやりなさいと。あそこでやろうが、他でやろうがね、あれになっているのかね。いやいや、

それは白老町全体でそういうものが無かったら、平取にでも移すよというような形になっているの

か。その辺はどうなのですか。はっきり決まっているのですか。 

○委員長（近藤守君） 煤孫副町長、どうぞ。 

○副町長（煤孫正美君） 決まっていないです。ただね、ミンタラを１回使いましょうということ

で言っていますのでね。これはやっぱり必要性は、国は認めていることというふうに我々は捉えて

います。ただ、それにお金がかかるから、すったもんだしているのであって。そういうふうな捉え

方をしています。 
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○委員長（近藤守君） よろしいですか。 

 では、質問ありませんね。無ければ、担当からの説明を終了させていただきます。 

 暫時、休憩に入ります。 

休  憩   午後 ０時１８分 

                                           

再  開   午後 ０時１９分 

○委員長（近藤守君） 休憩を閉じて、委員会を再開します。 

 本日の委員会の調査につきまして、白老町議会会議規則47 条の規定による中間報告を行なうかど

うかについて、お諮りいたします。 

どうぞ、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 中間報告すると言っても、報告のしようというのですかね、バッとしてい

て、何を報告、どこまで報告するかという、報告する主たるものが見えないですよね。みんな漠然

としていて、何が決まったとかというものも全く無くてですね、なかなか中間報告になじまないの

ではないかと思うのですよ。 

○委員長（近藤守君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） しばらく委員会をやっていないものだから、他の議員さんたちもわからな

いわけでしょう。そうすると、長文にならないかもしれないけども、ある程度の国の行き方や、推

進機構の問題点なんかを浮き彫りにしながら経過は報告、予算もついていることだし、報告という

形では必要があるのではないかなという気はしているのですよ。 

 それと、これだけのボリュームね、すったもんだやっているものを、やっぱり現地で青写真をつ

くって励まさなかったら、なかなか国へ持ち上がって行かないという話があったでしょ。そういう

意味から言うと、もう少し期日をこんなに空けないでね、そのような状況をもっと聞く必要がある

かなと。今までのがどうのこうのではなくてね。これから先も、もっと期間を短い中に呼んで話を

聞いて、こちらの意見を述べるということが必要かなという感じがしていたのですよね。あまり物

が溜まってしまってね、さあ、どうにもならないわというような話にならないようにして行く必要

があるかなと思うのですよね。こう、私は思います。 

○委員長（近藤守君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） やっぱり、すごく行政側で苦労されて、今回の 8,000 万という予算がつい

たわけですよね。それに対しての、一応、まだ、はっきりしていない部分はありますけれども、こ

ういったことをやって行きたいというものはある程度明確になっているわけですよね、19 年度の事

業として。そういったことはきちんと議員の皆さん方にもね、もちろん最初に議論した、いろいろ

な行き違い、それから、なかなか意見の統一にならないこと、そういった点もやっぱり平取がすご

く新聞等で報道されて、議員さん方も平取が出て来たのかというような思いで、なぜ、平取が出て

来て、どうなっているのかというのはみんな思っていると思うのです。どうなるのかなというのは

思っているのだと思うのですけど。そこは明確にはまだできないですけども。ただ、8,000 万の予

算がついた中での白老町の事業として、こういうことがきちんと今、苦労されてやっているという
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ことと、ミンタラの関係もありますよね。こういう状況にあるということのね、やっぱり報告は中

間的で、明確なこうなったということにはならないですけど、こういう状況であるということは知

っておくべきかなというふうには思うのですけども。 

○委員長（近藤守君） 小西委員。 

○委員（小西秀延君） 今、吉田委員が言われた件が１点と、ミンタラのシミュレーションが出て

いますので、ミンタラのシミュレーションと、これからの土地利用計画を国に上程して行くという

ような点を中間報告に入れておいた方が、他の議員の方が理解しやすいかなと思います。 

○委員長（近藤守君） それでは、中間報告を行なうということで決定いたします。 

 それでは、本日、説明を受けました調査事項のまとめを行ないたいと思います。 

委員の皆さん、まとめについてのご意見はいいですか。ということで、正副委員長に一任願いた

いと思いますが、よろしいですか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（近藤守君） それでは、そのように取り扱いいたします。 

                                           

     ○閉会の宣告 

○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。 

 どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午後０時２５分） 

 


