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平成２１年白老町議会総務文教常任委員会会議録 

 

平成２１年 ８月 ３日（月曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 １時１４分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．付託審査（陳情第１号 財団法人アイヌ民族博物館学芸事業支援に関する陳情書） 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．付託審査（陳情第１号 財団法人アイヌ民族博物館学芸事業支援に関する陳情書） 

                                         

○出席委員（８名） 

委 員 長 及 川   保 君      副委員長 近 藤   守 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

委  員 斎 藤 征 信 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

委  員 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     参 考 人    アイヌ民族博物館専務理事 野 村 茂 樹 君 

     参 考 人    アイヌ民族博物館常務理事 牧 野 正 典 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

     主   幹    森   隆 治 君 

     臨 時 職 員    松 本 美 紀 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君）  おはようございます。総務文教常任委員会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（及川 保君）  本日は、先般の本会議の中で付託されました、陳情第１号 財団法

人アイヌ民族博物館学芸事業支援に関する陳情書について、参考人を招致して、この願意を含

めて、陳情に至った詳細な経過・経緯をぜひお聞きしたいということで委員会を開催させてい

ただきました。 

今博物館専務と常務がおいでになっておられます。その前にこの進め方等々含めて若干議論

をしたいというふうに思います。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  今博物館の現状としていただいているのは、陳情者側から提出

いただいているものでございます。事前に届けられておりまして、きょうはそれをもとにご説

明があるのではないかと思っております。 

○委員長（及川 保君）  陳情をもう皆さん目を通されていると思いますが、局長のほうから

この内容、全文を読み上げていただきたいと思います。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それでは、陳情書の内容を読み上げたいと思います。まず要旨

からです。 

１、要旨。 

財団法人アイヌ民族博物館の調査研究・保存・資料展示・教育普及等を行う学芸部門の事業

費を支援願いたい。 

２、理由。 

私たちのまち白老は、古くからアイヌ民族が先住し、独自の文化を育んできた町です。 

しかしながら、近世以降の和人の流入、明治期以降の植民、同化政策など国の政策によって

その社会や文化は決定的な打撃を受けてまいりました。 

 しかし、そのような状況にあってもアイヌ文化の伝統は現代に受け継がれ、近年では多くの

アイヌの人々がアイヌ語やアイヌ文化の復興を願い、活動を担うようになってきており、北海

道民（町民）の中にも、アイヌ文化に対して北海道文化の基礎を形成している文化としての認

識が広まるとともに関心が高まっております。 

 平成 19 年９月、国連総会で「先住民族の権利に関する国連宣言」を採択し、日本政府も平成

20 年６月に衆参両議院において「アイヌ民族を先住民族と認める決議」を全会一致で採択し、

その結果として、内閣官房に設置された「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」におい

てアイヌ民族の権利について検討が続けられており、平成 21 年の夏にも答申されることになっ

ております。 

 昨年開催された北海道洞爺湖サミットにおいてもアイヌ民族の文化が世界に発信されました。 

 また、本年秋には、昭和 59 年に国の重要無形民俗文化財の指定を受けているアイヌ古式舞踊
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が「ユネスコ無形文化遺産」一覧に登載される見通しであるなど、世界的・国家的規模でアイ

ヌ民族を取り巻く動きが大きなものになってきております。 

 地域においても「アイヌ語地名」「アイヌ紋様」「アイヌ口承文芸」などを、次の世代に継

承させたい北海道民の宝として「北海道遺産」に選定され、また、北海道庁独自の「アイヌ政

策を考える懇談会」も開催されるなど、今やアイヌ民族の権利回復および文化復興は、国や北

海道をはじめ地域が責任を持って取り組むべき重要な施策となっております。 

 また、胆振支庁の単独事業である「胆振三大遺産ルネッサンス」（白老アイヌ古式舞踊・伊

達縄文遺跡群・洞爺湖有珠山地域）では観光振興と教育普及を連動させた活動を展開するなど

注目度も高まり、活性化につながるものと期待されております。 

 このような流れの中で、当アイヌ民族博物館はアイヌ文化の普及・啓発活動において中心的

かつ重要な役割を担ってまいりました。 

 戦後、アイヌ文化を伝える観光地としての「アイヌコタン」が白老の市街地で活動していま

したが、昭和 30 年代後半からの北海道観光ブームとともにアイヌ民族の伝統的な生活様式の見

学に訪れる観光客数が年間約 60 万人にも及ぶ飛躍的な増加に伴い、さまざまな弊害が生ずるよ

うになったことや、アイヌ文化をより広く一般に公開する施設整備の要望が高まったことから

昭和 40 年に「アイヌコタン」を現在のポロト湖畔に移設し、白老観光コンサルタント株式会社

を設立、組織的な運営がなされるようになりました。 

 昭和 42 年に有形民俗文化財の展示施設として町立白老民俗資料館がオープンし、昭和 51 年

に白老観光コンサルタント株式会社を発展的に解散して「財団法人白老民族文化伝承保存財団」

を設立すると同時に学芸員を配置し、有形・無形民俗資料の収集・保存・調査研究・教育普及

などの事業を多角的に展開してまいりました。 

 その後、昭和 59 年に博物館法による登録博物館として「アイヌ民族博物館」を開館し、以来

今日までの 25 年間、アイヌ民族文化を専門に資料展示・保存・調査研究・教育普及事業などを

総合的に行う国内唯一のアイヌ文化社会教育施設としての活動を積極的に展開してまいりまし

た。平成２年に法人名を「財団法人アイヌ民族博物館」に改称し、アイヌ文化の振興・普及に

大きく貢献していることは各界から認められているところであります。 

 また、フィンランドのサーミ民族博物館との姉妹博物館提携をはじめ、ロシア・サハリン州

立博物館との学術交流や先住民族国際フェスティバルの開催などを通して、単に先住民族間の

芸術と文化の交流にとどまらず、社会や環境などさまざまな面から多角的に検証するなど、国

際交流事業にも積極的に参画してまいりました。 

 このようにアイヌ民族博物館の活動は、北海道の文化の礎となっているアイヌ文化の普及・

啓発と理解を深めるうえで意義深く、北海道や日本国内のみならず国際的な広がりを有し、白

老町の文化形成の周知に大きな役割を果たしてまいりました。 

 これらの事業や活動に要する費用のほとんどは、入館者からの入館料ならびに体験学習など

の事業収入いわゆる自主財源で賄ってまいりました。 

 しかし、財団法人化した昭和 51 年度から平成５年度までは年間 67 万人から 80 万人以上の入
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館者で大盛況を呈しておりましたが、過去最高の入館者 87 万人を記録した平成３年度以降は、

バブル景気の崩壊による景気低迷と相まって年々減少しはじめ、以来今日まで大幅減少に歯ど

めがかからない状況が続いており、収支バランスが崩れ、財政運営は年を追うごとに緊迫した

状態に追い込まれております。 

 この間、入館料金の引き上げやムックリ製作、アイヌ文様の刺繍・彫刻、伝統料理の食体験

などの体験学習事業の拡大、あるいは出張公演の増加、さらにはミュージアムショップでの物

販促進などに努めるとともに、町・町教育委員会・観光協会をはじめ町内外の各種団体の協力

を仰ぎながら、まさに官民一体となって、入館者数の回復を目指した誘客宣伝活動に力を注い

でまいりました。 

 また、アイヌ文化に関する記録映像の制作を初め、外部団体から依頼されるさまざまな事業

を積極的に請け負うなど受託事業収入の拡大にも取り組み、できる限りの運営施策をとってま

いりましたが、100 年に一度といわれるアメリカ発の世界同時不況に加え、円高などの影響に

より日本人のみならず、ここ数年ふえつつあった韓国、シンガポールを初めとする外国からの

入館者も急激に減少するなど、事業収入改善の先行きが見えず、経営は早晩行き詰まることが

必至の状況にあります。 

 このことから、これまでも白老町からいろいろな支援をいただきながら、何とか運営の維持

に努めてまいりましたが、今や、事業収入だけで博物館全体の運営を継続することは限界にき

ております。 

 今後、伝承公開部門の事業運営については、これまでどおり事業収入等の自主財源で運営し、

地域文化の普及・啓発、教育学習、人材育成などの公共性を有する学芸部門の事業については

公立の社会教育施設として位置づけて、公的資金で運営するようご支援を願いたい。 

 白老町はもとより国や道のさまざまなアイヌ文化研究機関、博物館、資料館、アイヌ関連団

体等のセンター的な役割を担っているアイヌ民族博物館が将来にわたって存続できるよう公的

支援をぜひお願い申し上げます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君）  中身全般を朗読していただきました。大体これで皆さん内容を把握

されたと思います。いかがですか。お呼びしてよろしいでしょうか。事前にまだ何かありませ

んか。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） これから中身についてはいろいろとお聞きするわけですけど、この前

も話し合われたように、かなり大きな問題が含まれてくるのではないかと。公的支援というこ

とになると、ここでもかなり公立という形の言葉で使われているわけですけども、そうなって

くると町長の考え方や何かが必要になってきます。だから町の姿勢だとか、これからやってい

くその姿勢について我々が云々できるわけではございませんので、それは町との話し合いとい

うことも考えなくてはならないのではないかという、最終結論を出すまでにそういう過程も必

要ではないかと思うのですけども、その辺はどういうふうに考えたらいいのかということ。 

○委員長（及川 保君）  今斎藤委員のご意見がありましたけども、実はきょうできるのであ
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れば、町の教育委員会を含めて考え方を、という話で考えていたのです。ここだけで参考人を

呼んで参考人の説明を聞いただけでは議会として判断は難しいだろうということで考えていた

のですが、時間的にどうしてもとれないということで、町側の関係については改めて行いたい

というふうな考え方を持っておりますのでご理解を願いたいというふうに思います。前田委員。 

○委員（前田博之君） 今斎藤委員の話のありました今後の陳情に関する審査方法については、

これが終わった後、ある程度計画的にどういうことかと整理したほうがいいと思います。その

前に今関係者がみえるのですが、前も議論したのですが、内容的に要旨からいけばわかります。

理由からいけばかなり広いので、前も委員長が話したようにあくまでも学芸支援に関する陳情

だという部分を共通認識して、そういうことに対する質問をしたりするという方向をここで共

通認識しておかないと、冒頭委員長のほうから話があると思いますが、そうではないとまた窓

口が広がって陳情者に対して変な期待感が出る場合があるので、我々質問する側もそういう部

分をとらまえてやっていかないと結果的に焦点がぼけると思うのですが、いかがでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  皆さん、今前田委員のお話がありましたが、私も実はそのことをど

う諮っていったらいいかというふうに思っていたのですが、今ちょうど前田委員のほうから話

がありましたので、今回のこの陳情というのはアイヌ民族博物館の学芸員のあり方も含めて、

学芸員に対する支援なのです。そういう観点から余り広げて話を進めてしまうとどんどん収集

つかなくなる可能性が高いものですから、いかがでしょうか、前田委員のお話のとおりに進め

ていきたいと思いますけども。ただ、その余り間口を広げないでということなのですが、理解

を深めるためにはそれをちょっと逸脱するような部分があるかもしれませんけども、その辺は

皆さんそれぞれ踏まえていただければ、私は余りそれに限定するものではありませんけども、

ただやはりそれらのことを常に頭に入れての審査をしたいというふうに考えておりますのでご

理解いただきたいというふうに思います。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 陳情ですから、陳情の願意がどこにあるのかということをはっきりさ

せて、それに基づいてやるということでは今の話のとおりだろうと思うのです。ただ、このよ

うになったのも願意のどの範囲なのかということがなかなかとらえきれない、何回読んでも、

１番最初の要旨として考えて書いてある部分だけということかというふうにも思うのですけど

も、それにしても支援の仕方や何かについてどのような考え方をもっているのかは、かなりつ

っこんでいったら広がる可能性というのは多分に持っているものなのです。ですからその辺は

わきまえてやりますけれども、その辺をきちんと聞きながら願意の主旨に基づくという形で押

さえていいと思います。 

○委員長（及川 保君）  そのとおりです。今私がちょっと広がる可能性があるというのは、

実はあるものですから、冒頭に申し上げたのですが、その辺をそれぞれの委員の皆さんが押さ

えていただければ、そんなに広くどんどん広がっていくようなことにはならないかと。もしそ

ういう状況になったときには私のほうで進めさせていただきますのでご理解いただきたいとい

うふうに思います。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（及川 保君）  それでは、参考人をお呼びいたしましょう。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時１５分 

                                         

再開 午前１０時１７分 

○委員長（及川 保君）  それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 先ほど申し上げましたように、本日の委員会の審議内容は陳情第１号であります。本日はこ

の陳情第１号の願意をお聞きするためにアイヌ民族博物館専務理事の野村専務と、それから牧

野常務理事、館長でございます。このお二方をお呼びいたしまして、参考人としてこの陳情の

願意を細部にわたってお聞きしたいと、これを参考にいたしまして内容を十分に審議したいと

いうふうに考えておりますのでご理解いただきたいというふうに思います。 

 それではこの陳情につきましては各委員の皆さんは内容を把握されておりますので、陳情者

の願意をここでお聞きしたいというふうに考えております。それでは、野村専務よろしくお願

いいたします。 

○アイヌ民族博物館専務理事（野村茂樹君）  改めましておはようございます。一言お願いの

ごあいさつを申し上げたいと思います。その前にまずお詫びでございますが、きょうは野本理

事長も出席をさせていただいて、理事長としての思いを皆さん方にお話をしていただく予定で

おりましたけども、実は昨日理事長のお母様が急に亡くなられたということがございまして、

きょうは欠席をさせていただいておりますことをまずお詫び申し上げたいと思います。 

 このたびはアイヌ民族博物館の運営に対する支援をお願いするための陳情書を財団法人アイ

ヌ民族博物館の理事ならびに評議委員の総意として提出をさせていただきました。この陳情書

に書かれている背景等につきましては、議員の皆さん方も十分ご理解をいただいてもらおうと

いうふうに思っておりますけども、非常に長引く経済不況等々によりまして、当館の運営費の

大元であります入場者がここ 17、18 年ぐんと減少し続けておりまして、歯どめがかからない状

況に至っているわけです。そういう状況の中で我々はアイヌ民族博物館の白老町における存在

意義というものを十分理解しながら白老町の名誉にかけて何としても、どんなに厳しい状況下

にあっても守っていかなくてはならない。運営を続けていかなければならないという思いの中

でいろいろな経費削減だとか、増収対策だとか、そういうものを立てながら何とか細々と運営

を続けてまいりました。 

しかしながら、昨年になりましてからなお一層厳しい我々に対する試練というものが振りか

かってまいりました。といいますのは、もう既にご承知のとおりだと思いますけれども洞爺湖

で行われたサミットの関係で観光客の足が、少なくとも４月から７月いっぱいまでとまってし

まったということです。その後サミットが終わればまたお客さんが戻ってくるであろうという

ふうに期待をしておりましたら、今度はガソリンがいきなり高くなりまして車での移動がまた

とまってしまった。それに合わせて今度はアメリカ発の世界同時不況というものが振りかかっ

てきた。それで円高、それから今私どもに入館される外国で１番のお得意先であります韓国に
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おいては日本の円高に加えて韓国のウォン安というものによりまして９月以降から韓国からの

お客さんがピタッととまってしまった。本当にピタッととまってしまいました。それからここ

近年入館者がふえているシンガポールもアメリカ発の同時不況、シンガポールの企業というの

はアメリカの諸文化が入っている企業が多いわけでありますけども、そのアメリカの諸文化の

不況によりましてシンガポールも急に不況の波が押し寄せてシンガポールからのお客さんもと

まってしまった。早々そういう状況でおりまして、昨年は 21 万人台の入館者数に激減をしたわ

けであります。 

何とか 21 年度はそれに対向していろんな政策をとっていこうと、いろんな営業策をとってい

こうということで、いろんなことをやってまいりました。ところがこの世界同時不況というも

のが、そのまま引き続いて 21 年度を迎えてきたわけですけども、それに加えて４月からの新型

インフルエンザの関係で、特に修学旅行生、あるいは一般の団体のお客さまもとまってしまっ

た。特に台湾あたりは日本へ行ったら危ないというような話にもなって台湾のお客さんもとま

ってしまったというような状況の中で、昨年は 21 万 4,000 人の入館者数でありましたけども、

多分 21 年度はこのままでいくと 20 万人を切ってしまうであろうというような状況下にありま

す。これらの要因というのは政治の不安定ということもあります。日本の政治の不安定もあり

ますし、アメリカの 100 年に一度といわれる世界同時不況ということもありまして、これらの

ことに対して対抗しよる我々の素人での対抗策というものはなかなか見出せないというのが実

態であります。何をやっていいのか、何をやればまたお客さんが戻るのかというような、そう

いう効果的な営業施策というものを見つけだせない。そこでエージェントあたりがいろいろ回

って歩いて知恵をいただいているところでありますけども、どこのエージェントも今はそっと

しているよりしようがないと、余りお金をかけないでそっと我慢をしている、こういう不況の

時期を何とか回復するまで待っていることが一番いい策ではないだろうかというふうに言われ

ました。大手のエージェントあたりはそういうことでありますから、特に我々は本当に対抗で

きる効果的な策が見出せないというのが状況でございます。 

そういう状況の中で、今年度成り行きに任せていれば本当にアイヌ民族博物館の火は消えて

しまうような、そういうせっぱ詰まった状況におかれているわけです。一方では新聞等々でご

承知のとおり最近はアイヌに対する国の政策というものをもうちょっと確立していこうという

ような、民族にとっては大変いい方向に動いているわけです。そういう状況の中で報告書を見

ていただければ、見ていただいたかわかりませんが、有識者懇談会の報告書を見ると固有名詞

は書いておりませんけど、白老町におけるアイヌ民族博物館で果たしてきた役割、あるいはこ

れから取り組んでいかなければならない期待感というものはあの文言の中に入っているのです。

入れてあるのです。それを有識者懇談会に入っている委員の方から実際に話を伺ったことがあ

るのです。ここまで進んできた、全部とは言えないけども、何十分の１の中には今までアイヌ

民族博物館が取り組んできた成果というものが随分反映されている、これからもうちょっと国

の政策として、もうちょっと博物館でやってきたものの幅を広げるというようなことも、国の

政策でやっていかなければならないということを訴えているのだというような話もされました。
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そういう状況の中でもうお客さんが来ないから、もう運営資金もないから、もう限界だから、

ここで閉鎖してしまおうというふうにしたならば、これは白老町にとってかなり不名誉なこと

になりかねないのではないだろうか。しかしながら我々としては打つすべというものが余りあ

りません。正直申し上げて。そこで現状の厳しい状況の中を何とか乗り切って、きたるべきま

た多分もう一度景気が回復するとお客さんも戻ってくる、戻ってくるような政策を我々が真剣

にやらなければなりませんが、それが来るまでの間何とか現状の厳しさを乗り切るためには、

自助努力では限界がありますから、職員の給料をこれ以上下げるわけにはいきません。人材が

集まらなくなりますのでこれ以上の経費削減というものももう限界にきているというふうに思

いますので、大変今白老町の財政も厳しい状況下におかれているということは我々十分承知を

した上で何らかの支援策をぜひともお願いをして乗り切っていきたいというふうに思っており

ますので、何とぞ大変時間をとらせて申しわけありませんけども、ご審議をいただいた中でご

採択をいただきますようにお願いをいたします。以上です。 

○委員長（及川 保君）  専務、実はきょう配られた内容なのです。これはちょっと説明いた

だければありがたいのですが。今お話された中のかなりの部分は網羅されているとは思うので

すが、こういう数字的にいろいろ示していただければ大変ありがたいと思います。よろしくお

願いいたします。野村アイヌ民族博物館専務理事。 

○アイヌ民族博物館専務理事（野村茂樹君）  それでは、ただいま委員長からのご指示でござ

いますので、私どもで用意をしました財団法人アイヌ民族博物館の現状という資料の中をかい

つまんで説明をさせていただきたいというふうに思います。 

 現在の博物館の事業、どういうことをやっているかというと、２ページに３という項目の事

業の概要というところに、寄付行為で定めている事業内容を書いてございます。寄付行為とい

うのは財団法人の独特な言い回しでありまして、一般の会社では定款です。定款の部分で寄付

行為というのがございまして、その中でここで７項目ほど書いてありますけども、７項目の事

業を行っているということです。もちろん伝統芸能、あるいは伝統儀式というものの公開、実

演公開が収入源の最も大きな事業でありますけども、そのほか調査研究等々の学芸事業として

の仕事がこれに入っているわけであります。 

特に(７)番の、ほかの団体等の行うアイヌ文化的資産の保存事業に対し、協力または援助す

る。この事業が学芸員に随分要請されることが多くなってまいりました。例えば大学・研究所

等々に学芸員を派遣していただいて共同調査をするとか、講演をしてもらうとか。なぜそうい

うことになるかというと、いろんなところに博物館、資料館がありますけども、そこにいる学

芸員でアイヌ民族の学芸員というのは極めて少ないのです。それから有能なアイヌ民族であり

ながら経験、知識ともに持っている有能な学芸員というのはこのアイヌ民族博物館の学芸員が

ピカ一なのです。したがって北大あたり、あるいは札幌大学あたりの教授から依頼されて、実

際にうちの学芸員が出向いて授業をやって、教授の補助として講義をやっているということも、

最近非常にこの機会が多くなっているのです。したがって通常の業務というのはうちの博物館

の仕事をやってもらうために必要な人材としておいているわけですけども、ほかからの要請を
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無視するわけにいきませんから、やはり要請があれば出さざるを得ない。そうするとうちに籍

があるのかないのかわからない。最近見えないというくらい出張する、そういうところへ出て

いく機会が今の学芸員に多いのです。ところが、ではその学芸員がそういうところへ行ってい

ろんな仕事をする、その見返りとして博物館に何らかの収入があるのかというとないのです。

だからそういう仕事に携わる経費というものも今のところは入館者からいただく入館料収入の

中でそれも賄っていかなくてはならないという、そういう厳しい状況にもあるわけです。それ

をひとつぜひともご理解をいただきたいと思います。 

これらの事業を行うためにどういう組織運営でやっているのかというのが３ページでござい

ます。３ページの右側の部分です。総務課・伝承課・学芸課。課はこの３つに分かれておりま

して、それぞれ総務部門・伝承部門・学芸部門の３つの部門に分けられて、この表に書いてい

るような組織図になっております。その中に職員数はどのくらいかといいますと、３ページの

５の部分ですけども、総務課に配属している職員数は 12 名。それから伝承課、これは伝統芸能

の公開をしているところですけども、これで 24 名。それと学芸課に、学芸員これに特別職員を

含めて、これは常勤ではありませんけども特別職員を含めて６名いると。それと特別会計とは

何かというと、これは物販です。物販に携わっている職員が 12 名。１番右側の１番下の総計

54 名が現在の職員数であります。54 名はすべて正職員ではなくて臨時職員というのが 22 名、

この中にいます。いわゆる最近問題になっている非正規職員、パートの方々が 22 名ですから全

体では 41％の比率で占めているわけであります。この 22 名の非正規職員をできるだけ正規職

員にしなさいというのが今ハローワークからの指導事項にもなっておりますが、ただうちの仕

事というのは４月から 10 月までが忙しくて、11 月から３月までは極端に暇になってしまいま

すから、これをすべて正職員にしてしまうということになりますと人件費だけが膨らんでしま

ってとてもではないけども運営できないということにもなります。特に近年は労働者の味方、

我々経営者にとってみるとちょっと大変で厳しいようなことも今は労働者の味方として働きや

すい労働条件にしなさいというのが今の政府のやり方でもありますから、１人が休む日にちと

いうのが月に８日あるわけです。週休２日制なのです。プラス最近、年次有給休暇も与えられ

た者はその年にとらせなさいというのが指導事項になっていますから、そうするとへたすると

月のうち 10 日くらいは休んでしまうということになりますから、それだけ人員を抱えなければ

ならないということになるわけです。怒られるかもしれませんけども今後このパート職員の

方々の最低賃金が例えば 1,000 円以上というふうになってくると、果たしてうちのような零細

企業でこたえていけるのかどうなのかということが大変な心配をしているところであります。 

 次に入館者の状況がどうなっているのかということを示したのが４ページの６、入館者数の

推移。これは年度別です。それをグラフ化したのが５ページの６－１。それから外国、日本人

別の入館者数状況を示したのは６－２ということになっております。これはもう何度か説明を

しておりますから議員の皆さん方もある程度は理解をされているというふうに思いますけれど、

このグラフを見ていただいて１番上にあるのが 87 万 1,621 人です。これが平成３年度の過去最

高記録なのです。この年にバブルが崩壊したわけです。平成４年に急に株価が急落いたしまし
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てバブルが崩壊した。それからが減少に歯どめがかからないような状況になってしまったわけ

です。平成３年に 87 万 1,000 人、平成５年には 70 万人を割って 65 万人になりました。次の年、

平成７年の１月に阪神淡路大震災がありました。これは平成６年度にカウントされるわけで、

そういう関係があって平成６年度についてはついに 60 万人を割って 57 万 7,000 人になってし

まったわけです。以下どんどん減ってきて、一時上がった年もありますけども、どんどん減少

を続けて平成 12 年の 31 万 8,392 人というところがありますけども、これは有珠山が噴火した

のです。有珠山が噴火した影響で当時は洞爺湖での宿泊ができなくなりました。その影響が登

別温泉に回って、それで 40 万人を割ってしまって 31 万 8,000 人まで急落してしまったわけで

す。この 12 年度の有珠山噴火と次の年の 13 年度、これは今度アメリカでの同時多発テロとい

うものがあって飛行機に乗ったら危ないということで外国からのお客さんもピタッととまって

しまって、ついにこの年に 30 万人を割って 29 万 5,000 人にまで下がってしまったわけです。

それ以降今度は道東方面が人気が高くなりました。特に旭山動物園を中心として旭川から道東

方面にかけてお客さんが随分流れていく、かつての北海道の観光旅行といえば道央地区、道南

地区、洞爺湖、登別方面、函館方面がドル箱だったのですけども、この旭山動物園を初め、世

界遺産の関係で知床方面に人気が高くなってどんどん向こうへお客さんが流れていってしまっ

て、その 14 年度以降お客さんが減ってきているということになって、平成 17 年度はついに過

去最低の 23 万人台まで落ち込んだわけです。この 23 万人台はなぜ落ち込んだかというと、名

古屋で行われた愛知万博、この影響が非常に大きかったわけで 23 万人台までいきました。その

後 18 年度、19 年度、これは東南アジアからのお客さんがふえてきて若干盛り返したわけであ

りますけども、先ほど説明しましたとおり平成 20 年度はサミットの関係、経済不況の関係等々

もありまして、ついに 21 万人台まで落ち込んできた。何とか 21 年度は回復に戻したいと思っ

ておりましたが、しかし現在の状況ではこの下降線を上のほうに向けると、矢印を上に向ける

ということはほぼ我々の力ではもうなすすべがないという状況で、多分 20 万人まで落ち込んで

しまうのではないだろうかというのが現時点での入館者数の推移であります。 

日本人・外国人別の入館者というのはグラフを見ていただければおわかりと思いますけども

日本人は本当に少なくなってきております。外国人につきましては特に韓国を中心として 19

年度あたりは随分延ばしていただきました。我々も韓国、東南アジアに営業に行ってエージェ

ントの訪問をさせていただきながら売り込んでまいりました。それが 19 年度 10 万人という外

国人の入館者になったわけですけども、20 年度になってから世界不況、円高、ウォン安等々で

また８万人台まで下がってしまって、今年度はさらに厳しい状況下にあるわけであります。 

 次の６ページですけども、６ページの６－４、学生の入館者数の推移という表を見ていただ

きたいと思うのですが、平成 16 年度までは９万人から 10 万人に近い修学旅行生が来ておりま

したけども 17 年度以降、特に高校生を中心としてこれまた減少が続いているところです。平成

17 年度高校生の修学旅行生が６万 1,000 人台だったのが 20 年度になって４万 5,000 人台にま

で下がってしまった。中学生も１万人台だったのが 9,000 人台まで下がった。とうとう修学旅

行での来館者も減ってきております。なぜ減っているかといいますと 17 年度以降の、特に関東、
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関西方面の修学旅行生というのは沖縄のほうに、今ブームなのです。沖縄のほうに学生の人気

が高いということで沖縄に行っております。これは沖縄の平和活動に対する体験という名目で

沖縄に行っているということと、それから少子化という影響もあります。来ていただく学校の

校数はさほど減っていませんが頭数が減ってきて、これはすごいものです。今まで 200 人で来

られた学校が３年、４年たってくると 150 人になって 120 人なったり、かなり減っています。

だから修学旅行の来てくれるお客さんの推移を見ると本当に日本の少子化というのはすごい勢

いで進んでいるのだと、本当に何とかしないとだめだというのが実感として受けとめられます。

特に平成 20 年度というのは先ほど言いましたように、洞爺湖で行われたサミットの関係で４月

から７月いっぱいまで宿泊する場所がなくて、洞爺湖で泊まらないでほかの地域に行ってしま

ったのです。したがって回復しないのです。時期は決まっていますから。３年くらい前から修

学旅行はどこへ行くかというのは学校は決めていますから、行き先は変えられますけども、時

期は変えられないということで、一たんとまってしまった学校をまたもとに戻すわけにはいか

ないのです。そういう状況で極端に減ってしまったという状況下にあります。これも何とか今

後学校訪問しながら修学旅行生の誘致に取り組んでいきたいと思います。 

そういう状況の中で一般会計の収支決算状況はどうなのかというのが７ページにまとめてあ

りますが、特に注目していただきたいのは、この表は平成５年度からしか、ページの関係で平

成５年度以降の収支決算状況になっていますけども、支出の下の当期収支差額、これがその年

度の収入に対して支出がどうで赤字だったのか黒字だったのかというのがこの当期収支差額で

す。これを見てもらいますと少なくても平成４年度までは入館者数の推移を見ていただければ

おわかりのとおり黒字だったのです。ところが入館者がどんどん減ってきてから収支がおかし

くなりまして、平成５年度以降平成 20 年度までの間で黒字だったという年は平成 15 年と平成

16 年と平成 19 年、この３カ年度しかない。ほかのところはすべて赤字になるのです。ではこ

の赤字をどうやってやりくりしてきたのだというのは、この青字で書いている赤字補てんとい

うところです。今まで貯めてきた預金の取り崩し、それで耐えなければ銀行からの借り入れ、

その他ということでこの赤字を補てんしてきたわけです。平成５年、６年、この２カ年で赤字

が平成５年は 6,400 万円、それから平成６年は 8,900 万円の赤字、合わせると１億 5,000 万円

ぐらいの赤字になっているのですが、これはすべて収入が少なくて、要するに収入に対して支

出、金を使いすぎたのかということになりますと決してそうではなくて、財団法人の制約の１

つの中に公益法人は余り必要以上の、つまり内部留保金を貯めてはいけませんと。要するに預

金をたくさん持つなという指導があるのです。公益法人というのはなぜ公益とついているかと

いうと、儲かった分はその年度で社会に還元しなさいと。蓄えていると、ろくなことをしない

というのもあったのでしょうけども、とにかく必要以上に貯めるなという指導事項がありまし

たので、その内部留保金を調整するために特別な支出をおこしているというところもあります。

これは平成５年度、６年度の収支の中には顕著にそれがあらわれてきているわけです。しかし

それを余りやりすぎた関係で、特に平成６年度についてはさらにまた赤字がふえてしまったわ

けですけども、ここで例えば平成６年度預金を 4,000 万円、足りなくて 5,000 万円の借金をし
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ているというような状況に落ち込んで、この辺がやはり経営のあり方にちょっとは問題があっ

たのではないだろうかというふうに思います。 

いずれにしてもこの表を見ていただければわかりますとおり、平成４年度までに蓄えていた

内部留保金との平成５年度以降どんどん使っています。この預金取り崩しのところを見ていた

だければおわかりのとおり、どんどん取り崩していると。それで足りなくて借金をしながら何

とか今やってきていると。この表を見ていただいておわかりのとおり、かなり今は預金もなく

なってしまいました。特にこれから心配なのは、当然蓄えておかなければならない減価償却引

当金、特にカヤぶきの家というのは 10 年ぐらいでどんどん更新をしていかなければなりません。

そのためにはカヤの刈りかえだとか材料を集めるとか人件費等々を考えるとやはり常に１億円

ぐらいの減価償却資金を持っていないと何かあった場合にはもう対応できなくなってしまう。

ところがその苦しいからどんどん使ってしまって、今その減価償却引当金というのが 2,000 万

円くらいしかありません。同時に職員がやめた場合に支払う退職給与引当預金、これも今のと

ころ 1,000 万円ぐらいしかなくて、この先２、３年で発生する退職者にどうやって退職金を払

っていくのかというようなことが今大変大きな心配事であります。そういう状況になっている

のだということについてご理解をいただければというふうに思います。 

これは、この項目の並べ方というのは通常の収支決算書とはちょっと違います。これは当年

度赤字がどのぐらいで、それをどうやって補てんしてきたのかということをわかるために項目

を並べかえております。 

次に８ページは特別会計収支決算状況になりますけども、これはちょっと説明すると長くな

りますので、後で読んでいただければというように思います。特にここで説明を加えなければ

ならないのは下から２行目一般会計繰入というのがあります。これは物を売って経費を差し引

いて儲かった分を一般会計に繰り入れるわけです。要するに博物館運営費として繰り入れてい

く、それがどの程度かというと、平成５年度は 500 万円、平成６年度は 1,300 万円、平成７年

度は 700 万円、平成８年度は 700 万円、平成９年度は 500 万円、平成 10 年度は 500 万円、この

平成 11 年度までは売り上げが順調で黒字だったのです。それが入館者 40 万人を切って、しか

も入館者数 31、２万人台までに下がってしまった途端にこの一般会計の決算も赤字になってい

るのです。今は特別会計から一般会計に繰り入れるゆとりは全くないという状況にあります。 

最後のページ９ページなのですけども、博物館の運営経費として年間どのぐらいの運営経費

がかかるのかということであります。これは概算でありますけども、ちょっとまとめたのです

が９－１です。運営経費の概算というところで合計として１億 9,300 万円の運営経費がかかり

ます。それでこの１億 9,300 万円の収入を得るためにどのぐらいの入館者を必要とするのかと

いうのは９－２です。９－２の 30 万人です。30 万人でいただける収入が１億 9,500 万円なの

です。これはどうして 30 万人かというと、この右側のほうに事業収入見込イコール入館者数掛

ける 650 円。この 650 円というのは入館者１人当たりからいただく収入です。要するに客単価

が 650 円なのです。本来は実際は 680 円もらっていますけども、680 円のうちの例えば平均す

ると５％ぐらいは団体客を連れてきてくれたエージェントへバックするのです。手数料として
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支払う金額です。実際はうちの収入にはならないということでその分を差し引くと、現在入館

していただく大人から子ども、団体、個人を含めて平均すると 650 円なのです。この１億 9,300

万円を 650 円で割ると入館者数というのは 30 万人必要なのです。ですから先ほど説明した現状

の入館者数で 30 万人で満たない部分というのはずっと赤字だということになっているわけで

す。そこで、ではこれからどのぐらいの入館者を期待できるかというと先ほどの表のとおり多

分 30 万人というのはもう絵に描いたぼたもちで、よほどのことがない限りは多分そこまではい

かないだろうと、25 万人も難しいかと、ここ２、３年の間は。そうすると我々期待できるのは

頑張って 23 万人ぐらいではないだろうか。23 万人も大変厳しい目標数値ではあるとは思いま

すけども 23 万人を期待すると、この９－２の表の入館者数 23 万人からいただく収入見込みと

いうのが１億 4,950 万円程度です。そうすると実際にかかる経費というのは１億 9,300 万円か

かりますから、ここで 4,360 万円ほどは赤字覚悟で運営をしなければなりません。この 4,360

万円の赤字をでは何年ぐらい耐えられるのかというと、今のうちの財力でいくと２年半くらい

が限界です。そこで今回これではどうしようもないと我々もう手の打ちようがないので一つ大

変ですけども議会の皆さん方の検討をいただきながら、この部分にある程度は公費で支援をし

ていただくよりしようがないのではないかという思いで理事会にかけ評議委員会にかけて、そ

ういうことにしようということで今回この陳情書を書いたわけであります。 

では、どのぐらいの支援策が必要かというと、23 万人の入館者数でいきますと収支差額とい

うのは 4,300 万円の赤字でありますから、この 4,300 万円を補てんしてもらえればいいわけで

す。そこを我々期待しているのですが、では、部門別でどの程度の費用がかかるのかというと、

この９－１の表の部門別の下のほうです。運営経費概算計というところで伝承部門が 7,700 万

円の運営費がかかります。学芸部門が 4,200 万円、総務部門が 4,800 万円、設備管理で 2,000

万円ぐらいかかります。それから３役の報酬、これは400 万円です。ということで合計１億9,300

万円になるわけですけども、この中で学芸部門の 4,200 万円というのが、これが入館者料から

の収入でこの分を賄っておりますので、これが大きな負担になっているわけです。今後もしこ

の委員会の中で、この陳情書が不採択となった場合はどうするのだということですけども、我々

はどこを残すかなのです。全部火を消してしまうのか、学芸部門だけ残して伝承部門をもうや

めてしまうのか。しかし学芸部門だけ残しても人は来ないだろうということになれば、これは

残しても意味がない。そうすると学芸部門をきって伝承部門を残すと、これは人は多分来るだ

ろうということになってしまうのです。そうすると踊りの公開部門は残してそれは入館料収入

で何とかやっていって、赤字であり負担となっている学芸部門については、これはもうどこか

に任せて博物館事業としては撤退するよりしようがないというふうになってしまうわけです。

しかしそれで白老町はその対応でいいのかどうなのか、白老町の活動というのは大変注目され

ている状況の中で、儲からない、赤字だから、では学芸部門をばっさり切ってしまう、それも

１つの大きな決断ではあるし選択肢ではあると思いますけども、果たしてそれでいいのかどう

なのかということなのです。我々としては何とか今の厳しい状況がいつまで続くかわかりませ

んが、この厳しい状況がある程度回復するまでの間は、何とかこの公費、白老町の財政が厳し
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いのはわかっています。わかっていますけども、何とか公費で支えていただければということ

でございます。以上でございます。 

○委員長（及川 保君）  わかりました。 

 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時５８分 

                                         

再開 午前１１時０６分 

○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて委員会を再開したいと思います。 

 今、陳情者のほうから資料の説明をされて詳細な願意が説明されました。おおよその内容は

把握されたかと、各委員の皆さん、把握されたかというふうには思うのですが、それでもなお

不十分な部分が多分あろうかと思います。そこで、できる限りの詳細な部分をつかんでおきた

いと思いますので質問等々がございましたらお受けしたいというふうに思います。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 基本的な部分でちょっと。イオル構想の中で拠点、それら分かれてい

ましたけどアイヌの集落が全道各地でありますね。その全道各地のアイヌ文化を伝承している

地域での学芸員というのはいらっしゃるのかどうなのか。そういう方たちの待遇というのはど

ういうふうになっているのか、押さえられているのか。もし押さえられているのなら聞きたい

というのが１点。 

それから、先ほど専務理事の説明の中で今回のアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会で

答申がありました。私もそれを見ていて今回の白老町における学芸員の仕事、やってきたこと

というのが今後の答申の中で今後展開していく政策の中に入ってきていると私は思っていて、

先ほど白老町の学芸員はピカ一だというふうにおっしゃっていました。私もそのように伺って

いますし、どの方にお話を伺ってもきちんとした理念を持って、やってきたことに自信を持っ

て言われています。そういった部分ではすごいと思ったのですが、これが出たときに私は一瞬

もしかしたら、町は何もしませんということではなくて、町も支援していかなければならない

かもしれないけれども、道とか国もこの研究、それから、いろんなやってきたことに対しての

評価とともに何らかの支援がないのかとちょっと一瞬思ったのです。それと反対に、支援をし

てもらうことで白老町における学芸員としての活動が限定されてしまうのかと、そういう懸念

もあったのですけども、その辺の考え方を伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  ２点あります。各地の集落はどのような形をとっているか。それか

ら今回の有識者懇談会の答申がありましたけれども、もし学芸員を白老町が運営するとなると

道や国の関係というのはどういうふうになっていくのかと、こういうことであります。野村ア

イヌ民族博物館専務理事。 

○アイヌ民族博物館専務理事（野村茂樹君）  北海道の中でアイヌに関する資料館、博物館と

いうのは日高地区を中心としてほとんどが町立です。そこに抱えている学芸員というのは少な

くとも１、２名。２名いるというところは町でやっているところについては多分ないのではな

いか。道立も結構いろんなところがありますけど、道立については３名以上はいるかもしれま
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せん。ですからこのアイヌ民族博物館のように現在５人が、苦しいのになぜ５人も抱えている

のだというご指摘は当然出てきますけど、それだけ外から求められている仕事の量をこなすた

めには５人でも少ないです。やりたい仕事はまだありますけども、できないというのが状況な

のです。それだけ今アイヌ民族博物館にきている、要請されている仕事がふえているというこ

となのです。 

これは、学問的なことではなくて、観光面でも学芸員に求められている仕事というのは結構

あるのです。例えば、道でつくるパンフレット、民間でつくるパンフレット、そういうものを

今何だか機構といいますけど、昔は道関連でそういう観光に使うアイヌに関する文言について

はすべて送られてきて監修をやっているわけです。使っていい言葉、使って悪い言葉、そうい

うものを添削してやっていますから、それだけでも大変な仕事なのです。それだけのことをや

っている。それから先ほど言いましたようにアイヌ民族自身の学芸員の言葉というのは相当な

重みがあるということは、これは会場へ行ってうちの学芸員が話をしている内容を、一般の日

本人の学者が話をしても同じことを耳で聞くのだけれど受けとめ方が全然違うわけです。だか

ら教授が話す内容とうちの学芸員が話す内容が同じであっても聞く人の真剣さというのは、う

ちの学芸員の話す内容のほうがものすごい真剣に聞いています。教授の話というのは大体半分

ぐらい寝ていますけど。それだけの重みがあるということを有識者懇談会の先生方は知ってい

るわけです。何回も来てここで話をしていますから知っているわけです。やはりこういう組織

をもうちょっと有効に活用するためには、それなりの支援策は必要だというようなことを先生

方は言っています。ただ、報告書の中には固有名詞は書けませんから書いていませんけども、

やはりこれからの調査・研究・保存・普及活動・教育活動等々の中心となるのはここだと、こ

のアイヌ民族博物館ではないかというようなことを言っています。それを受けて、とりあえず

道はどうするか、国はどうするかというのは、その突破口として今回町の支援をやっていただ

いた中で、これは町から今度は道に言ってもらい道から国へ言ってもらうというような、そう

いう手順でスタートするということになるのではないでしょうか。我々の期待はいきなり国に

行って言っても受けつけてくれないでしょうから、ですから町に、運動の突破口として、いず

れ国立に向けた運動の突破口として、とりあえずは町に支援をお願いするということになるの

ではないかというふうに思います。 

今度は、博物館は国で運営するようになったら今のアイヌ民族博物館とどういう関係になる

のかといいますと、国立博物館になった場合に多分今いる職員すべて国家公務員というわけに

はいかないと思いますから、国立の博物館としての事業をアイヌ民族博物館が請け負うと、委

託されるということになるのだろうと思います。今はやりですね。民間でできることから民間

にやらせるというのは、今政府も言っていることですから多分国立博物館になった場合に国家

公務員の職員を、あるいは学者を採用するということではなくてアイヌ民族博物館に業務を委

託する。それを博物館が受けてその委託費をうちはいただくということになるのだろうという

ふうには思います。我々はそれを期待しています。そのときに、では学芸部門のほかに伝承部

門もそうなるのかというと伝承部門は今度は別で、これは従来と同じように入館料収入で伝承
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部門は運営していくということに多分なるだろうというふうには思います。 

○委員長（及川 保君）  何かありませんか。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 説明でかなりの部分を理解できたのですけども、一応もう少し確認だ

けはきちんとして願意をそろえなければならないかというふうに思いますので。今の話で将来

国立博物館であるべきだという物の考え方は私もそのとおりだというふうに思うのですが、今

このアイヌ民族博物館が将来にわたって存続できるようにということで公的支援が必要だとい

うことになると町立へというような、そういうような物の考え方というのがここに入ってくる

のかどうなのか、そのあたりが１つどうかということです。 

それともう１つ、長期にわたって存続できるような支援ということになると、期限の限定な

どはないわけですけども、そのあたりの物の考え方というのは、これは先の見通しの問題です

からわからないですけども、苦しいときにはいつでも公的な支援に頼るということ、そういう

ことではなくてある一定の年限をきりながら当面ここのところの部分をというような物の考え

方、あるいは学芸部門のずっとこれからの将来はそこをみてほしいと、国にできるまでそうな

るべきだと、こういうようなふうに考えるのか、そのあたりを聞かせていただきたいです。 

○委員長（及川 保君）  野村アイヌ民族博物館専務理事。 

○アイヌ民族博物館専務理事（野村茂樹君）  今のところ、いきなり博物館を町立にというこ

とは考えているわけではありません。しかし本音からいくと、本当に学芸員が、例えば入館者

が少ない多い、あるいは入館してくれた人方への対応に振り回される、そういう学芸的以外の

仕事に振り回されて、本来落ち着いてしっかり調査研究ということをやらなければならないの

にそれができないという、そういう環境を何とか是正していきたいと。そのためには本当であ

るならば博物館をやはり町立として、それでそれ以外の一般のお客さん、観光客がこられる仕

事とは別の本当の意味での学術的な仕事をやっていただくとするならば、町立のほうが本当は

環境としてはいいとは思いますけれども、しかし博物館の施設などメンテナンスを考えて町が

すべてを面倒みるということは多分それは受け入れられないというふうには我々も覚悟はして

いますから、だから今お願いしたいのは、最低限でも学芸員の人件費の部分だけは支援してい

ただきたいと。もう少し支援していただけるとするならば、調査研究をやる、そのために必要

とする経費も多少は見てもらえないだろうかと、ただ白老町の役割としてやっている、そうい

う調査研究等々については何とか面倒を見てもらえないだろうか。もっと欲を言うと、それで

は博物館が大分老朽化してきているのです。それにはやはりメンテナンス資金というのは持っ

ていなければなりませんから、その部分はお願いできませんかという、その人間は欲がありま

すからそういう欲望はもっていますけども、ただそれはそうはいかないとは思っていますけど。 

それから、長期にわたっての支援策というのは学芸部門だけでいいからしっかり支えてもら

うシステムにしてもらいたいというふうに思います。ただ、またこの情勢が変わって前と同じ

ように 50 万人、60 万人入って収入も十分に入ると、十分自分達でやれるということであれば、

それはまた自分達の収入で賄っていくことに切りかえてもいいのであろうと思いますが、現状

はもうそういうふうにならないだろうと思います。 
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○委員長（及川 保君）  斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 私も頭の中がなかなか整理できないのですが、例えば今学芸員の人件

費がどうしても必要だということになれば、これは先ほどからの説明でいうと社会状況を受け

た財政難の折からも、もうもっていけないという、そういうものがかなり強く表に出てきてし

まうわけですけども、やはり公的支援を受けるということになると、学芸員の任務上、これは

入場料で賄う性質のものではないという、そういうことを明確に示す必要があるのではないか。

やはり必要だから。財政難だからの支援ではなくて、必要だからそれを支援するというような

物の考え方にならないかどうか、そのあたりどうですか。 

○委員長（及川 保君）  野村アイヌ民族博物館専務理事。 

○アイヌ民族博物館専務理事（野村茂樹君）  ご指摘のとおりだというふうに思います。です

からもう少し学芸員のやっている仕事を訴えるような、そういう資料を提示するということも

検討しなければなりません。それは考えていきたいというふうに思います。実はそれらの資料

も今まとまりかけているのです。まだ提出できる書類にはなっておりませんが。 

ただ、斎藤委員は何回か博物館に来られて実態をよくおわかりだと思いますけれども、学芸

員のやっている仕事というのは本当にすごい仕事をやっています。私もまだあそこのお手伝い

をするようになってからことしで７年目になりますけど、８年前の、外から見ている姿と実際

中へ入っている姿というと相当かけ離れています。これを町民の方々にもっとＰＲしようとい

ってもこれは難しいです。ではどうやってＰＲしていいか。実はコタンメールというのを出し

ているのですが、内容もちょっとわかりにくいのかもしれませんが、あの中でも随分うたって

はいるのですけれども、あの中で学芸員はこういうことをやっているのかということを本当に

受けとめてくれているのはどのくらいいるのかと、ちょっと内容的に見直していかなければな

らないかと思いますけど、もう少しＰＲする必要があるなというふうには思っています。なぜ

このような状況になったかというと何となく今までは別世界だったのです。町民から見ると博

物館という組織は。なかなか中へ入っていけないというような状態が長く続きましたから、苦

しくなったから中身をもう少しわかりやすく説明しようといわれても、受けとめる側はなかな

かそういう気持ちで受けとめてくれないのかというふうに思いますけど。 

○委員長（及川 保君）  私も斎藤委員と同主旨の中でちょっとお聞きしたいのですが、今回

の陳情、この学芸員に限って町の支援を求めたいと、専務はそういうお考えなのですね。専務

の先ほど来のご説明を伺っているとどうも、収入が、今後観光が、例えば上向いてきたときに

安定してきたときにはもう支援していただく必要性もなくなってくるのだと、こういうふうに

受けとめているのです。ただ、私はこれアイヌ民族博物館にかかわる今専務のいろいろお話を

伺っているのですけども、このトップにかかわる方々がもう少し何かこうこれは違うと、この

部分は観光の収入で左右される、斎藤委員も多分そういう考え方だと思うのです。私は実はそ

ういう考え方なのです。なぜ観光の収入でこの博物館を運営しなくてはいけないのか、この部

分をもう少しきちんと整理しなくてはいけないのではないでしょうか。このあたりどういうふ

うにお考えなのか、何かこの時々の状況の中で支援する、しないの、非常に私は納得いかない
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のです。もう少し説明をお願いしたいと思います。 

牧野アイヌ民族博物館常務理事。 

○アイヌ民族博物館常務理事（牧野正典君）  今の支援の関係ですけれども、ちょっとここで

頭を切りかえてほしいと思うのは、うちの博物館は博物館法にのっとった社会教育施設です。

博物館です。それでは、陣屋資料館は何でしょう。これも博物館法にのっとった社会教育施設

で、博物館です。わかりますか。ですからやっていることは博物館法にのっとった社会教育施

設として運営をしています。一方は町がお金を出して運営をしている。一方は今まで財団が入

場料収入によって運営をしている。それでは陣屋資料館は収入がないかというと収入がありま

す。同じです。でも収入見合い分は町に入るわけですから、当然その足りない分を町が払うと。

ですからそういう観点からいえば、もし町が学芸員の分にかかわる経費を補助してくれたとし

たら収支の関係で入場者数がふえて入場料金が入れば、その分だけ町の負担が減ると、わかり

ますね。そういうことになりますね。だから 4,200 万円を今補助しても、これが 25 万人になっ

て人数がふえて収入がふえましたと、だけど係る経費はこれだけですといったときには、当然

町から出す負担金減ります。そういうことですから、そこのところはそういうことで、そうい

うシステムになるだろうということです。だからずっとやるとか、ずっとということではなく

て、収入見合いによって町の負担金は当然変わってくるのだろうと私は思っています。 

○委員長（及川 保君）  その論理は十分わかるのです。ただ、言わせてもらうとすれば、や

はり学芸員というのは国が、道がやはりこれはずっと長い将来にわたってやっていく、運営し

ていくという民族博物館のことを考えたときに、本当に観光の入場料の増減、入る、入らない

の中で運営すること自体がどうも私は納得いかないものですから、今仙台陣屋の資料館の話も

あるのですけれども。 

牧野アイヌ民族博物館常務理事。 

○アイヌ民族博物館常務理事（牧野正典君）  陣屋資料館、ほかの博物館にしても入ってくる

人はみんな観光のために入ってくるという受けとめ方をしてはいけないのかと思うのです。あ

くまでも入場者という、その観光客とか何とかというのは、私たちは区別できることではない

ですから。来る人はアイヌ民族博物館に来て古式舞踊を見たいということは、歴史に触れたい

という社会教育施設でやっている行事をきちんとそこで勉強していくということになるのかと

思っていますので、ただ見せ物とか何とかということとは違う。要するに水族館とか１つのい

ろんなイベントをやっている時代村などとは違います。そういう形でちょっと観点を変えてみ

ていただければ整理がつくことかと思います。 

例えば、アイヌ民族博物館のちょっと北側に北方民族博物館という道立の博物館がございま

す。ここは北方文化振興協会というところが受託してやっています。道でつくった建物を北方

文化振興協会というところに受託しています。その事業活動の収入は全体でいくらになるかと

いうと年間１億 2,343 万 1,000 円、そのうち道からの負担金が１億 789 万 5,000 円。それから

利用料金、これは入場者数です。これが 741 万 1,000 円。あと町が 812 万円等々で約１億 2,300

万円の事業で、普通の展示と特別展示しかやっていないのです。そしてこの中のやっている学
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芸員５人いるのですけども、この学芸員は道の職員です。道から派遣されている人です。だか

らこの１億 2,343 万 1,000 円の中に学芸員の人件費は入っていないのです。道の職員がたまた

ま網走の北方民族博物館に駐在をしていると。それで、あの北方民族博物館に行ったことがあ

るかわかりませんが、網走の天都山の上のほうにある博物館ですけれども、そこでは常設と特

別展示しかしていません。国立ではありません。ほかと違う普及活動、教育活動はしています

けれど、それ以外はやっていないのです。そこも同じなのです。年間あそこで３万ぐらいしか

入らないところです。だから入館料が 741 万円ぐらいしか入っていないと、だから入館料の額

によって道の補助金が変わるのです。だからもしうちが学芸員の支援を受けたとしても、そう

いうシステムと同じうちが委託して受けるという形になるのかと思っていますので、町職員に

すぐなるということでは当然ないと思いますし、道職員にすぐなるということはないと思いま

すので、その業務を財団法人であるアイヌ民族博物館に委託をするという形になるのかと。そ

うすると当然収入見合いです。だから収入が上がってくると町の負担が少なくなると、こうい

うことになるのかと。だからほかのところもちょっと見てもらうと、そういうことがよくわか

ると思うのです。 

○委員長（及川 保君）  常務の言われていることは十分理解しているのです。だから町がや

るのか道がやるのか国がやるのかという、こういうことも含めてやはり公的部分が責任を持っ

て果たすべきことがあるのだろうと。だからそこに入場者数によって、しなくてもいいよ支援

はいらないよとか、入らないから頼むとか、こういうことがいつまでも続くのはまずいだろう

という考え方なのです。 

野村アイヌ民族博物館専務理事。 

○アイヌ民族博物館専務理事（野村茂樹君）  今、及川委員長がお話になられていることは、

そのとおりでありまして、今まで町との話し合いの中で、本来町で分担すべき学芸的な事業を

町でも考えてくれないと困るというような話し合いというのは何回もしているのです。その結

果今どうなっているのかというと、補助金として学芸員１人見合い分の補助金は年間 495 万円

受けています。その名前が学芸員の補助という形ではなくて、アイヌ文化調査研究等推進事業

補助金で 495 万円いただいています。いつからいただいているのかというと、４年前、イオル

事業が白老町でやるとなったときにかなりの部分は計画から実行にわたるまでの作業の中で学

芸員に係る仕事がかなりふえてきたのです。しかしその部分を国のほうで面倒を見てくれなか

った。それは町の問題だということで、それは本当に町にこれではとってもやれないから要す

るに学芸員の人件費というものを見てくれと。３人実は要求したのですけども、３人分は見て

くれなくて、１人分だけ見ていただけました。これに 495 万円。そのほかに教育委員会に係る

部分として、小中学生の学校教育の中でアイヌ文化授業を取り入れていくということも含めて、

アイヌ文化学習活動助成事業補助金、これは当初 100 万円だったのですが、町費を削減すると

いうことで現在大分減らされまして 85 万円になってしまった。トータルすると 580 万円だけ補

助金をいただいております。これをもっとふやしてくれというのが実は本音なのです。これは

言葉に出せないし、そういうことを書くと町民の方々が儲かった分はさっぱり何もしないのに
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赤字になったからここで人件費を見ろとは何事だと、これは必ず指摘されます。それを指摘さ

れたら我々も本当にそれに答えられないのです。そういう苦しみがあるので、できるだけこの

文章の中からそういう部分をぬぐってあるという思いなのです。 

だから委員長が言われるように、やはりこれは公的資金でしっかり国でやらなければならな

いものでしょうと、その前に道でしょうと、その前に町だって今度は責任を持ってやらなけれ

ばならないものでしょうと。だからこれに係るものは公費でしっかり補助してくださいと、支

援してくださいと、本当はそれを言いたいのです。だんだんイオル事業にかかわる学芸員の役

割分担というのは重たくなってきているのです。道のほうの委員会などにうちの学芸員がどん

どん引っぱり出されるのです。この検討委員会の中で。それは、ただなのですから。だから博

物館で育てた人材をただで活用されているのが今の実態なのです。それは道にも言っています。

おかしいのではないですかと、うちは民間なのだから民間で育てた人材を活用するのであれば

それなりの補償があってしかるべきなのです。今公立の団体から公立の団体へ人を呼ぶという

のは無償なのです。要するに決められた旅費だけ払えばいいと、それと同じ扱いをされている

のです。学芸事業の中でのほかの団体とのつきあい方というのは公立同士の扱い方にされてい

るのです。民間の扱い方ではないのです。だから今札幌にあるアイヌ文化振興財団機構、あそ

こに私は行ってすぐに文句を言ったことがあるのです。これはとってもではないけれど参加し

てくれと言われても出せないと、全部我々のほうが負担するわけです。そんなやり方ないでし

ょうと。何回か派遣しないというようなことを文章で書いて出したことがあるのです。当時の

専務理事さんが慌てて来て、何とかしますからと言われてるいのだけど、まったく何ともされ

ていないです。 

○委員長（及川 保君）  斎藤委員ちょっと私は同じ質問をしたのですが、そのほかにあった

ら。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の話を聞きながら、北方民族に関する博物館何かとの取り扱いが、

どうしてこういうふうに違ってくるのかと、それには過去の経過というのがあったのかという

ふうにも考えるのですけど、実際にこの陳情書が出た後に先ほどお話があった有識者懇談会の

報告書が出た。その中で高橋はるみ知事も相当歓迎して胸を張った言い方をして、来年度予算

づけをして道も応分の負担をすると、こういう言い方をしているわけです。これで何かこの白

老にも状況の変化というのがこの中に期待できるものがあるのかというふうに見えるのですけ

ど、もうちょっと待ってみるとそういうここの運営状況に対しても波及しないのかどうなのか。 

そしてもう１つは、加藤理事長もかなり歓迎をしているわけですけども、道央のアイヌ協会

などの動きとして、こういう白老町の困窮した状況というものに対する支援というような、そ

ういうような形というのはどのようになるのか。何かあったら教えておいてほしいのですが。 

○委員長（及川 保君）  野村アイヌ民族博物館専務理事。 

○アイヌ民族博物館専務理事（野村茂樹君）  本来は世界で唯一のアイヌ民族にかかわる総合

的な博物館ですから、これをしっかり守っていくという要求は、アイヌ民族である団体、道ア

イヌ協会の要望として国なり道なりにやはり働きかけていくのが私も筋だろうと思っています
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けども、しかしながらアイヌ民族博物館ができる前はポロトコタンという観光地だったのです。

それに対して各地域のアイヌの方々から相当な非難はあった。歴史的に。その非難をされた方々

が今、ではアイヌ民族博物館に対して理解者になっているかというと、依然として非難者は非

難者なのです。そういう人方が今、その当時ポロトコタンができてかなり問題がありと言って

きた方々が、今それぞれの地域の中でアイヌの代表者となってアイヌ協会の理事者になってい

る方がたくさんいるのです。だからその人方の思いというと必要者は多分頭の中でやはり国の

中でしっかりみてやれという必要性は感じていながら、言葉として出せるかどうかというと、

必ずしもそういうふうにはなっていないところがあって、そこはちょっと我々としては不満が

あるのです。だから代表である加藤理事長には随分我々から言っています。もうぼちぼち昔の

イメージは捨てて、今やっている仕事の内容で評価して、これだけのことをやってここでアイ

ヌ民族博物館というかポロトコタン全体を含めて今までやってきた活動が効果をあらわしてア

イヌ文化振興法ができてきたのであり、今の有識者懇談会ができて国に答申するようなことが

できてきたのはポロトコタンでやってきた活動が結構評価されて、そこまで運動を盛り上げて

きたのだと思うのです。それを率直に民族の代表の機関が認めるべきだろうというふうに思っ

ています。その前に、ここで言うと問題がありますけども地元のアイヌ方々がまずそういうこ

とを持ってもらわなければ困るのです。 

きょう実は、うちの理事長が来ないのはまことに残念です。彼から聞きたい人がいたのです。

もう少し自分達民族、白老町の民族としての誇りとしてポロトコタンを支える気持ちになって

もらわなければ困るのだけれど、旧態依然として観光収入源になっていて、あそこで働く者が

裕福になっているという印象でいるのです。これは極めて残念ですけども、これはもう今度、

野本理事長を中心として、本当に直してもらいます。直してもらわなければ困ります。だから

今回、我々が言うとおかしいのですが、今回採択するかしないかという場合についての条件は、

そういうものはついてくるだろうというふうには我々は思っております。もう少し民族が一体

となって自分達の文化を守るために何が必要なのかということを真剣に考えてもらう時期に来

ているのです。来ているというかとっくに来ているのですが、そういうことにはなっていない

というのは極めて残念です。 

○委員長（及川 保君）  斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） そこの部分はわかったのですけども、有識者懇談会の報告書がそうい

うものにすぐ期待ができる状況にはないということですか。 

○委員長（及川 保君）  野村アイヌ民族博物館専務理事。 

○アイヌ民族博物館専務理事（野村茂樹君） これは、懇談会の結論としての報告書ですから、

今度それを受けて政府がどう具体的に取り組むのか、政策を打ち立てていくのかというのは、

これからの問題なのです。我々が懸念するのは、イオル事業が白老町からスタートしますとい

ったときには、もうあしたからでも効果があらわれて、例えばポロトコタンがすばらしい公園

になるというふうに期待されました。それと同じような期待はできないというふうには思いま

す。結構な年月はかかるのではないだろうかというふうには思います。実行するまでには。 
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また、今の国会がどうなるのかです。民主党が政権をとらえていくとか再編とか言っている

と、数年間は多分国会も落ち着かないのではないでしょうか。そうなってくるとその先でしょ

う。いくら内閣府に審議官だとか推進機関を置くといってもそれはどうなのでしょうか。だか

ら即何かの効果があらわれてくるということを期待するのは、ちょっと危ないかなというふう

には思っています。 

○委員長（及川 保君）  私のほうからもう１つお聞きしたいと思います。先ほど来の話、こ

の陳情の主眼である学芸員に対する支援を求めたいということでよろしいですね。途中で国、

道なりの支援の仕方が変わっていくのだろうというふうにとらえてよろしいですか。今とりあ

えず町にしていただきたいと、こういうことですね。国、道といってもすぐとはなりませんか

ら。そういう考え方でよろしいですか、野村アイヌ民族博物館専務理事。 

○アイヌ民族博物館専務理事（野村茂樹君）  究極的には、要するに国できちんとした体制の

中で学芸部門というのはすべて活動すべきだろうというふうに思っています。だから究極的に

は、国のほうへこの事業を面倒見させるというか、そういう方向にもっていくべきだというふ

うには我々は思いますけれども、その前に道には要請をしなければならない。道に要請する前

にはやはり町に我々は要請をして今後町がどう動くかです。白老町民としての運動でどうつく

り上げていくかだと思うのですけど。我々としては１日も早く国のほうの国立の博物館にして

もらいたいと期待をしていますけども、それにはやはり手順を踏まなければならないだろうと

いうふうに思います。その手順を踏むのに２年も３年もあるいは５年もかかると、それまでの

間自分達でやりなさいと、今までと同じようなことをやりなさいと言われれば、先ほどから説

明している状況の中では、とても今後今の状態では２年先もつかもたないかわからないと、今

の状況が続けば３年先には完全になくなっています。 

○委員長（及川 保君）  ほか、この際ですから。前田委員。 

○委員（前田博之君） 話は十分理解できました。ただ、何点かお聞きしたいと思うのですけ

ども、今野村専務のほうから最終的には国ですということで町が云々まずどう動くか。そして

道ですと。現実問題として機構のほうにも財団出身の学芸員が多分配置されているはずなので

す。そして先般の新聞を読むと道は開拓記念館にもアイヌ文化を振興するための資料展示、相

当なものを拡充すると、改築すると、そして本町のほうにもそういう展示部門をおいて広く見

せます。こうなってくると、今白老町にこの陳情が出たのですけど、内容は十分に私はある程

度理解したのですけど、そうすると、今町があって道があって国がありますというけど、今現

実の問題として道が１つの政策として進んでしまって、今こういう大きな、先般ありました有

識者懇談会出ている分にかかわらず、どうも道がそういう体制が先に進んでしまって、博物館

とか町が同時変更という話し合いがあるのですが、何かスタンドプレーになっているので、そ

ういう中において本当に今言われているような話が可能性があるとは思うのですけど、遅々と

してすまない可能性があるのではないかとこう私はまず１点思うのですけど、現実の現場とし

てまずどうかと、こう思うのです。 

それと、先ほど野村専務いみじくも、私もお話聞こうと思ったのですけど、今この陳情の中
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でアイヌ博物館のほうに陳情があっていろいろな議論がされていきますけれど、現実に私は最

終的にはアイヌ協会白老支部がそういう部分の行動をおこさなければならないと思うのです。

そして国に支援していくためには、まず地元のそういう協会が行動をおこして同時進行をして

アイヌ文化を守るのだと、そして当然アイヌ民族博物館にも全員が使命、私はわかっています

から、そういう部分をやっていくべきだと、それくらい強い決意をもった同時進行、ただ町の

陳情ではなくてアイヌ協会の白老支部も町にも国にも道にも強く、今加藤理事長がやっている

以外に、やはり地元の部分の要請というのが本当にやっていかないと、まず町が突破口にと言

われてもどうなのかと思うのですけども、その辺は現実にアイヌ博物館として多くの貢献をし

ていますけども、その辺いかがですか。その２点の部分について。 

○委員長（及川 保君）  野村アイヌ民族博物館専務理事。 

○アイヌ民族博物館専務理事（野村茂樹君）  まず地元のアイヌ民族の方々の気持ちが、やは

り自分達のみずからの意志として現状の厳しい現状下におかれている博物館を何とか守ってほ

しいという運動をみずからが町にするというのが筋だろうというふうには思います。しかし現

実問題はそうはなっていないのです。その人方の気持ちを我々の願いとする気持ちにもってい

くためには、これはいくら訴えても全員の気持ちをそういう方向にもっていく状況に今はない

ということで、その気持ちになるのを今は待っているという時間的ゆとりもないのです。しか

し今前田委員からお話になられたとおりでありますから、今我々の立場で野本理事長がアイヌ

協会白老支部の支部長ですから、この陳情書を出す、これを採択してもらう条件としてはこの

陳情書に対する民族自身の思いを結束してもらうことがまず大事だと、それが一部の者であろ

うとも反対するというような動きがあるとするならば、私は逆に言うと陳情を取り下げますと

いう話はしています。これは我々３役会議の中ではっきり言いました。我々民族自身の支えが

なければこの陳情書は通らないと、通せないという話はしています。だからあんたの役割りと

いうのは何かというと議会へ行って説明するのも大事だけどそうではないと、まず自分自身の

仲間の気持ちを終結させてくれという話をしています。それができないのであれば我々はもう

手を引かざるを得ませんという話は、実は話をしてありますので、これからは今前田委員が話

をされたことについては、我々は自分自身で今度は話をして理解をさせる、そういうことから

まず入りたいというようには思っております。 

そのほか、今道で取り組んでいる開拓記念館の展示品の充実という問題は、これはこれで道

の高橋知事の意思としてもう少し道としてもこのアイヌ文化の振興を図る上で充実した活動を

していかなければならないという思いの１つでありますから、これはこれでやって結構だと思

うのですけども、道にしても国にしても今このアイヌ民族博物館が本当にあすにでも閉鎖せざ

るを得ない、そういうせっぱ詰まった状況にあるのだという意識が多分ないのです。ないと思

います。そういう情報が入っていませんから。その情報を、例えばこういう機会にとらえて我々

が発信したいのです。こういう状況だから今我々が町に支援策を求めていますと、本来はあな

た方のほうでやってくれるべき問題ではないですか、あるいは国でやってくれるべき問題では

ないですかという情報を、これからは我々が発信できます。そのための第１ステップであると
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いうことなのです。これは、我々うちわだけの話をすると、この陳情書を提出する、これを思

い切ってプレス発表したらどうかとも思ったのです。それはどこに向けてかというと道なり国

なりです。国に向けて民間の今はアイヌ民族博物館がこういう状況におかれていると。なぜか。

北海道に来る観光客を頼りにして運営をしているから、北海道に来る観光客がだんだん少なく

なってきている。そうして少なくなってきているのか、いろんな政治的な問題もあります。経

済的な問題もありますけど。そういうことが我々影響を受けてこういう状況にあるのだと。い

つまでもそういう状況下においていいのかということをもっと発信したいのです。そういう機

会にしたいのです。だから牧野常務とどちらが先にするかと、だけど我々が先行してプレス発

表したら町の立場がなくなるだろうという思いで、いきなりに町に要請書みたいなのを出すの

がいいか、あるいは議会へ先に陳情書という形で出すのがいいのか、これも実はいろいろ悩み

があったのです。しかし町民を巻き込んだ中であの博物館の存在を今後どうするかという議論

をしていくための突破口にするためには、まず議会のほうに陳情書を書いて、これをどうしま

すかということを町民も巻き込んだ中で議論をして一定の結論を出してくれるほうがいいので

はないかというふうな思いがあったのです。だから単純に、苦しいから議会に出せとあとは議

会の結論がどうであれそれを受けるだけだということではないのです。この状況をどうやって

道なり国なりに伝えるかということなのです。それを本来はアイヌ協会でやってくれればいい

のです。アイヌ協会のほうの支部の方々がやってくれればいいのだけれども、そういう状況に

は残念ながらないということなのです。 

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 大体今の話で基本部分はわかったのですが、先ほど野村専務がいみじ

くも言った、いいときは何もしないで悪くなってから支援をという、そういう批判は必ず出て

くるという話。実際に私も耳にしているものだから、そのあたりでちょっとお聞きしておきた

いのですけど、こういうことを言うのはきついかもしれませんが、今までの経過もよくわかっ

て、その情勢の中でそういうふうになった、そういう観光の金を使わなければどうにもならな

かった、それが落ち込んでくる、そういう状況がわかりながらもそれを何年も続けてきた、そ

の間にそこから何とかしなければならなかった、その博物館の責任というのをお前達はどうい

うふうに考えればいいのかと、こういう声があったわけです。だからこういう社会情勢とその

努力という絡みの中でやはりそのあたりをどういうふうにとらえて、やはりこういうふうにさ

せたのは博物館の、財団の責任ではないかと、そのことを明確にしてもらわないと困るのだと、

ただ単に金を出せば何とかなるという問題ではないはずだと町民も何もみんな今町を救うため

に金を出して頑張っているのだから、そういうことを明らかにしなさいという声もある。それ

に対してどういうふうにとらえられているのか。見解がありましたら。 

○委員長（及川 保君）  牧野アイヌ民族博物館常務理事。 

○アイヌ民族博物館常務理事（牧野正典君）  野村専務から言わせるのはちょっと苦しいのか

もしれませんが、私は博物館に来てまだ数カ月しかたっていません。だけども先ほどから話を

しているように、今まで町のお世話にならないでこの社会教育施設の博物館を 40 数年間にわた
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って維持をしてきている。アイヌ文化を振興してきたということが１つ。 

それから、先ほど職員数のお話をしましたけれども、臨時も含めて 50 名近い雇用の場を確保

してきたということ、一財団としてです。そこまで今まで頑張ってきたのだと。その成果とし

て有識者懇談会でもこの博物館でやっていることがこの中に書かれています。ですからこのこ

とをやはり町民の方にわかってもらうような説明をしていかなければならないのではないのか。

このことが大切なのかと。私たちもやります。ですから皆さん議員さんからもぜひそのことを

お願いをしたいと、こういう気持ちでいっぱいなのです。今までやってきたことをああでもな

いこうでもないというのは簡単なことなのです。でも私は反対なのです。今までやってきたこ

とがすばらしい、よくぞ民間で 40 何年間にわたって虐げられたアイヌ文化を我慢強く文化振興

のためにやってきた、この財団の仕事というのはもっと評価してほしいと。これは私みたくま

だここへきて８年目ぐらいにしかならない人間ですけども、そのことを強く感じます。そのこ

とを町民の方にもっとＰＲしていく必要があるのではないかと。今まで財団がやってきた、こ

の行為、行動、活動、このことを理解してほしい。このことを私はもし機会があるのであれば

お話しもしたいと思いますし、そういう理解を得るために力を出したいと思っていますけれど

も、今までのことを言われるとちょっと、なぜ今だめになったからと言われても、そのような

ことを言ったら町も同じだったのです。 

○委員長（及川 保君）  野村アイヌ民族博物館専務理事。 

○アイヌ民族博物館専務理事（野村茂樹君）  今の斎藤委員のご指摘はそのとおりなのです。

実は現状の姿に至るまでに何をやっていたのだと、我々は怒り心頭です。だから私が６、７年

前に理事会に入ったときに理事の皆さん方の責任を問いました。あなた方長い間理事をやって

いてどうしてこういう状態になるまで何も手を打たなかったのだと随分言いました。そのとお

りなのです。我々もその当時の理事者、ずっとアイヌ運営をやってきた理事に対する思いとい

うのは同じなのです。随分訴えましたけど、それを言ったところでもうどうにも、もとに戻る

わけではありませんから、どうにもならないので、今本当に町民の方々にわかってもらいたい

のは、本当にすごい仕事をやっているのですと、国でやるべき仕事を今民間であるアイヌ民族

博物館の職員がやっているのだと、うちにいる職員に対する批判もいろいろあるのだけれども、

今うちにいる職員は一人一人は伝承者ですから、プロの伝承者です。彼ら彼女らが外へ行って

いろんな活動をすることが、このアイヌ文化の普及につながっているわけです。そういう理解

をしてもらいたいのです。見せ物でやっているわけではないのです。まだアイヌ民族博物館に

いる職員はアイヌを見せ物にしているという思いで話す方が、80 歳ぐらいの人がいます。しか

しそれは随分ずれているのです。今の職員の誇りというのは自分達のやっていることがアイヌ

文化の普及につながっているという思いでやっていますから、彼らを支えていくのが我々の大

きな任務であって彼らがあすからの生活に困らないように支援するのがやはり町の責任の１つ

でもあるというふうに思っていただきたいと思うし、そういうことを町民にもっとうったえて

いかなくてはならないです。だから本当にすばらしいことをやっているのだということをどう

やって認識をさせるかというふうには、その部分では悩んでいるところなのです。 
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それと、議員の皆さん方はあそこへ行ってみてどう思うかわかりませんが、今アイヌ民族博

物館は３つの役割りを課せられているのです。１つは、今だもって白老町の観光の核である。

そういう役割を強く求められています。もう１つは、先ほどから牧野常務が言われているよう

に人材育成だとか学校教育だとかというような、そういう社会教育施設としての役割を求めら

れているのです。もう１つは、４年前から求められているのはイオル事業の核としての地域に

もなっているわけです。この３つの条件を今我々のところに課せられているのですけれども、

ではその３つの条件を十分クリアできる仕事ができるような、そういう環境になっていますか。

課題だけはどんどん出されてきてそれに対応するための、例えば施設整備だとか環境整備だと

か人材の補充などがまずできないのです。どうしてできないのか、それは資金がないからです。

今我々が１番苦労をしているのが本当にデフレスパイラルに入っていますから何をやりたくて

もまず金がない、金があっても人がいない、物もない。そろそろデフレスパイラルにも入って

いますので一たんこのデフレスパイラルに入ったら、そこから飛び出す出口というのが本当に

経済環境が大きく変わるかなどしなければ我々の自助努力だけでは突破口は出ていかない。で

すから、その突破口を切り開くためにはやはり一時期であっても町の支援を仰いで運営を続け

ていく、町が無理であれば道なり国なりに早い時期に支援策をどんどん切りかえていくという

ことが大事なのではないでしょうか。 

本当に今のポロトコタンの、例えば観光地としてどうかと、あれだけ質的劣化の激しい観光

地というのはないではないでしょうか。ポロトの自然を活用して観光でもっと人を集めると、

来ますか。町民の方々はまず来ないですから。まずそこが第一です。ですから必要な観光施設

としての質的維持を含めたリニューアルも全然図っていないということです。それから学校教

育施設、例えば今 200 名の学校が２校来たらうちはパンクします。受け入れ施設がなくて。あ

れだけの施設しかないですから。今持っている施設に一般客を入れ学生も入れ一般客の中には

外国人も入れ、外国人といっても１つや２つではなくても３カ国くらい一度に来るときもある、

そういう人方を本当にどうやって受け入れしているか。これは神わざです。トラブルなく受け

入れする神わざです。それと同時に会場が詰まってくると早く見るものを見せて早く終わって

入れかえる、それだけです。そういうことをやっていて本当に満足してお客さん方が帰っても

らえるか、そんなことはないのです。だから本当に施設は足りないです。 

加えてイオル事業です。イオル事業も我々博物館としてではなく白老町で行うイオル事業を

発展的に進めていくためにはそれなりに必要な最小限度の箱物の施設も必要なのだということ

で随分お願いをしていますけども、何一つ整備されていません。あそこに去年の冬にチセを１

棟建てているのです。あれも国で建てた事業なのです。あの１棟建てたおかげで周りの景観が

破壊されたのです。我々はそれはそういうふうになるから１軒建てたら周りの環境を破壊され

ないように同時にこういうこともやってくれということをお願いしたのです。ところが国交省

何を言われているのか、白老町は国のお金で公園整備をさせるのかと言われたのです。だから

いまだに１軒建てたチセの周りというのはそのままになっているのです。そういう状況下にあ

るのです。これらはすべて今のアイヌ民族博物館の窮状を招いている要因になっているのです。 
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これは本当に素直に受けとめてもらいたいです。本当に一つ一つ整備をさせてもらいたいの

です。お金がないから。だからイオルも本当にアイヌ民族博物館にとってよかったのか悪かっ

たのか。うちとしてはもうちょっと充実したイオル事業をやりたいと思っています。それだけ

のやれるだけの自信があります。だけどもアイヌ民族博物館のためにイオル事業が白老町にき

たわけではないというふうに、これまたかなり厳しく指摘されますと我々は手を引かざるを得

ないのです。そういう状況にあるのです。これらは本当に改めていかないと全部が中途半端に

なってしまいます。ということを何とか私たちもあと何年やるかわかりません。だけども本当

にこれは改善していきたいと、たとえ憎まれても直していきたいとは思っております。  

○委員長（及川 保君）  ちょっと時間も越えましたけども、どうですか各委員の皆さん、こ

の２時間ちょっとの中で陳情の願意というのは理解されましたでしょうか。 

野村アイヌ民族博物館専務理事。 

○アイヌ民族博物館専務理事（野村茂樹君）  もう１つお願いがあるのですけども、我々理事

者だけの意見ではなくて、実は職員の声も聞いてもらいたいのです。学芸員はどう思っている

のか、伝承活動をやっている人方はどう思っているのか、そういう思いというものをぜひ聞く

機会をつくっていただければというふうに思います。ぜひ、よろしくお願いします。 

○委員長（及川 保君）  それでは、この陳情第１号に関する陳情者側の願意というものをお

聞きするという今回の目的は達成できたかというふうに思いますので、この辺で委員会を終了

させたいというふうに思います。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  それでは、陳情者の皆さん、いろいろと詳細な部分まで説明いただ

きましてありがとうございました。 

 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ０時１１分 

                                         

再開 午後 ０時２０分 

○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて委員会を再開したいと思います。 

 陳情者の願意は伺いました。そこで、今回の陳情第１号は９月の定例会の中で報告をしたい

という形になるのですけども、どのような形をとって結論を出すということになるか、皆さん

のご意見を伺いたいというふうに思います。上坊寺局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ９月会議でと今委員長が言われましたけど、そういうことにな

りますと８月に上げないとだめです。８月である程度のところまでで、多分一般質問もてがけ

てしまったら皆さんそんなことにならないでしょう。だから一般質問の締め切りが９月４日な

のです。その前までにまとめて報告書をつくらなければならないです。ちょっと厳しいのでは

ないかと。もう８月入っていますから。それであれば、今後の流れがわかりませんけど 10 月、

11 月まで引き延ばして本会議開いてもらったほうがよろしいかという気がします。多分９月は

まるっきりできないのです。10 月もちょっとしたら厳しいかという気がします。 
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○委員長（及川 保君）  局長のほうから日程等も含めて話がありました。どうですか、９月

会議の中で無理して出さないで 10 月、10 月も今難しいかもしれないとは言っているのですけ

ども、11 月ぐらいをめどにして結論を出すという形をとったほうがいいのか、今性急に結論を

出すべきなのか、いかがですか。日程的に、きょうも急遽開催したように、非常に過密の中で

の実はスケジュール調整になっているのです。前田委員。 

○委員（前田博之君） 予算も絡むことですから、やはり 12 月までには結論を出さないと。と

思います。事業費予算は最終的に決まるのは１月なので、だから 12 月までには日程を設定して

おいて、そして日にちではなくて何をしないといけないということを決めなくては、前も話し

ているようにやはりある程度、他の委員会にも働きかけるというのを別にしても、まず有識者

からある程度アイヌ文化の基礎知識を勉強して、今野村専務からあったように、これから議論

しますが、そういうアイヌ博物館の学芸員というのはほとんど白老ではアイヌの人なのです。

非常にいいことだと思います。そういう人方の、野村専務も意見を聞いてくれと言っているの

ですが、参考人として聞くかどうかということもあるし、そういうやはりもっと中身を濃くや

っていけば９月に間に合わないと思うので、通年議会なのでいつでも開かれるのだから、何を

するかということを決めて、12 月までは決めようと終わりだけを決めておいて、その間で何を

するかということを決めて、10 月でいいのか 11 月でいいのかということを整理したほうがい

いと思います。 

今９月４日一般質問が締め切りですから、その前に正直な話質問する人はもっと前から勉強

しなければならないから、１カ月かかるわけでしょう。調査事項調べて勉強をして質問をする

のだから。そうするとなかなかそっちのほうに日程割かれるから。そうするとやはり９月は無

理だと思うから、今のような形の中で整理したほうがいいのではないかと思います。 

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。そういう日程で進めてよろしいですか。斎藤

委員。 

○委員（斎藤征信君） やはり答えを出すのには、ただ金を出せば事が済むという問題ではな

いと思いますので、やはりそのよって来るものを全部我々も理解した上で答えを出すことが正

しいことだと思うので、今の前田委員の提案でいいのかというふうに思います。 

○委員長（及川 保君）  近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） 今のと関連するのですけど、やはり学芸員の支援事業ということ

で陳情が出てきているわけですから、本当の生の声を聞くことが非常に大事なことだと思うの

です。ですからそういうことも踏まえれば、きょうすぐあすというわけにはいかなくて、若干

時間のあることが必要かと思って、前田委員のほうに賛成します。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私も、今回採択する、しないにしても、その採択したことの理由づけ

きちんと何点か出さなくてはならないと思うし、それから先ほどちょっと言っていましたけど

附帯意見、そのために今後どうしなさいとか、どうするべきだというものをつけなくてはなら

ない。そのためにはやはりある程度、先ほど前田委員も言ったように採択、不採択のことだけ
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はそんなに時間はかからないと思うのですが、そういう附帯意見をつけたり、それからそうい

う理由づけをきちんとできるためには私たちがもう少し勉強すべきだというふうに思うのです。

だから予算に間に合わせなければだめだと思いますので、その日程をさかのぼりながらやらな

ければならないことを明確にして、先ほども懇談と出ましたけど、それが本当に必要かどうか、

それからもしそういうふうになればアイヌ支部の方たちともどうなのか、やはり先ほどの意見

の中で一体化ならなければならないだろうという話がありましたね。ただこちらが一方的に一

体化なりなさいと議会で報告しても、そういう人たちの思いがどうなのか個々には意見聞けま

すけども支部としてはどういうふうな考え方なのか、きょういらっしゃらなかったので全然お

話聞けませんでしたから、そういったもので３人でいらしたのですから支部も一緒だというふ

うに私たちはとらえたいのですけども、なかなかそうでもないような気もしますので、そうい

った部分ももうちょっと明確にしていったほうがいいのかというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君）  わかりました。ほか、大体よろしいですか。本間委員。 

○委員（本間広朗君） 今の流れでいくと 10 月ぐらいまでに結論を出さなければならないのか

と、余り早急にやってしまうとまたちょっと、勉強不足で結論を出してしまうとまずいと。自

分もある程度今聞いた話では十分理解したとは言えないところもあるので、特に今回は学芸部

門の支援ですから学芸部門についてやはりそのあり方を考えて、どういうような先ほど話を聞

くといろいろ向こうへ行って収入が入らないとか、もうちょっと実際に学芸員の方たちとも話

し合ってそういうところも聞きたいという部分もありますので、そうするとやはり早急に結論

を出さないで 12 月ぐらいをめどに結論を出していけたほうがいいのかと思いました。 

○委員長（及川 保君）  それでは、大体皆さん同じだと、要するに９月本会議の中では結論

を早急に出すべきではないと、もう少しきちんと対応すべく研究調査をすべきだと、こういう

ご意見だと思います。そこで、どの程度まで、最後の報告をどこにもっていくかです。そこで

随分方向としては変わってしまうのです。先ほどの局長の話だと 10 月も非常に厳しいと、今９

月はほとんど日程的に厳しい状況なので、例えば 11 月前半とか、そういう形で 10 日前後、こ

のあたりをめどに日程調整をしたいと思うのですが、いかがですか。11 月初旬をめどに。私は

11 月初旬と言ったのですが中旬ぐらいをめどに会議を開いて報告するということでよろしい

ですか。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今話が出た中でも、これから我々もう少ししっかり資料を聞きとらな

くてはならない、調査をしなければならないということになるとアイヌの人たちの話、それか

ら支部との話、それから職員との話、あとは町とのやり取りが必要になってくる。これをどう

いうふうに取るかは、これはこれからの問題だけども、それだけのことを考えれば 11 月なら

11 月に一気にやるというよりは、少しずつ積み重ねていくことも考えなくてはならないかと。

そういう日程を考えながら進めていって、最終的には 11 月中旬には答えを出す。 

○委員長（及川 保君）  11 月中旬をめどに進めるということでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  それでどこまで、例えば具体的に今ありましたね。実は町側はきょ
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う本当はやる予定だったのです。町側も並行してやろうという考えでいたのですけど、非常に

やはり日程的に厳しい、昼からも打ち合わせがあるというような状況でもありますので、そう

いう非常に厳しい状況の中なものですから、きょうは町側と話という形をとらせていただきま

した。次回は実は町側のほうとの質疑を受けておきたいというふうに思いますのでこのあたり

よろしいですか。前田委員。 

○委員（前田博之君） 町が先ではなくて、何を町側に聞くかということを整理してやらない

と、またそのときで答弁できない部分があるのだから、委員会としてただ漠として、言葉が悪

いですが、これを見て聞くのではなくて、ある程度整理をしておいて、そして聞いていくと。

当然宿題が残るわけです。一例を言うと、仮に１番最後の９ページでも９－２で 30 万人の入館

のときには運営費は１億 9,000 万円ですと、しかし 22 万人になったときにも１億 9,000 万円だ

と、言葉が悪いのだけれども中身を何も改善しないでそのまま運営費は残ったまま助成してく

れということがいいのかどうかということは、議会のここでは金額的なことは議論しないけど

も町側としてはどういうことをとらえているのかとか、そういうことをきちんと整理していか

ないとだめなのです。だから当然求める資料もあるから委員会でやはり何を整理をしてこうだ

ということを委員会としての考え方、委員としてのとらえ方をきちんと整理をしてから町側を

呼ぶような形にしないと、ただまた悪いけど町側と勉強するみたいな話になってしまうから、

そうではなくてやはり委員会の実践の中でどうするかということは持っていかないとだめだと

思います。 

○委員長（及川 保君）  わかりました。そうすると、学芸員の直接の聴取も当然必要でしょ

うし、それぞれの団体、団体が１番大きなものでいえばアイヌ協会白老支部、それから具体的

にどういう形になりますか。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  もしかそこまで見込むのであれば、陳情審査として入ってくる

ということなのかと。逆に言ったら委員会でそのアイヌ文化をどのように押さえるかという所

管をおこして、別建てていかないとちょっと陳情審査としてはなじまないのではないかという

気がします。 

○委員長（及川 保君）  これは大変、だからふくらんでいってしまいます。前田委員が言っ

ているのは。勉強する勉強すると言っても。前田委員。 

○委員（前田博之君） 私が勉強するというのは先ほども野村専務が話したように非常に内容

的なことが、白老からアイヌ文化を発信すると言っています。いろいろ機構の問題とか複雑で

すが、私が勉強しろというのは逆に具体的にいうと我々はすべてわからないのだから基礎的な

こと、これを審査するのにアイヌの文化の差別とか、あるいは文化はどうなっているのだろう

と。過去から、そういうことを仮にもといた館長にさわりだけでもある程度１時間でも勉強す

る姿勢があってもいいのではないかということです。それで枠を広げるということではなくて、

そういう基礎知識をもって、そして町側と話をする。博物館の、今度学芸員と話をするときに

でもある程度基礎的な知識を持っていると違うのではないかという言い方です。それは必要な

いと言えばいいのです。個々の勉強でそこまで必要がないというなら別ですが、せっかく深い
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問題だから多岐にわたって議論するという意味ではなくて、願意に沿って議論するのは当たり

前ですが、その前に委員として基礎的な知識の学習会、講演みたいなのを少ししてもらうこと

はいらないですかということの提案です。 

○委員長（及川 保君）  結局今それをやってしまうということは、今博物館の役員に話を聞

きましたね。そうすると今アイヌ民族が全体の中の何かをあぶり出す、例えば対立がどうのこ

うのなっているとか、そういう状況ぐらいしか私はつかめてこないと思います。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） そうではなくて、私はあくまでもこの陳情に基づく分野で考えなくて

はならないだろうというふうには思います。ただ、この主人公は財団がどうするか、町がどう

するかではなくて、アイヌの人たちが何を考えているのかということでいえば、先ほどの話の

中で、このままいったら必ず博物館はなくなると、なくなっていいのか。アイヌの人たちがそ

れをどういうふうに考えて、それを盛り上げようとしているのかしていないのか、その部分で

幾分聞いてみると、調査するということだけではないですか。 

○委員長（及川 保君）  上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それであれば、本来の陳情審査ではなくて別におかなくてはな

らないです。ウタリ協会へ出ていって助成するのはどうですかと聞かなくてはならないのです。

陳情審査ですから。文化を守っていくためにどうするかと聞き方と陳情審査とはやはり違うの

です。例えば、職員の話を聞くのもいいのですが、職員に支援してくれと出ていますけどどう

ですかと聞かなくてはならないのです。 

○委員長（及川 保君）  例えば、学芸員に対してもです。前田委員。 

○委員（前田博之君） 私が職員に聞くというのは、今現実に調査費というのを 500 万円出し

ているわけです。そういう部分の今後どういうとらえ方があるかということを、陳情の願意の

中で町の姿勢が出てくるのですから、それを私は聞いていると思います。今やっているのは、

町で出しているのは補助金で出しているのです。今後だからそれと並行されるから、補助金と

いうのは事業結果を目的に沿ってきちんと報告をしなくてはいけないのです。だけど野村専務

たちは先ほど言ったけど人件費でとらえているのだから。だからそうするとここで願意がいう

と学芸員の事業の支援なのです。だからそれをどうとらえるかということを、ある程度整理を

しなくては私はいけないと思います。この中で資料がついているように事業支援であれば調査

研究、資料を収集と言っています。そういう部分に対する陳情の願意を委員会がどうとらえる

か。そうするとここでいったら 500 万円なのです。この資料からみれば。だけど人件費を含め

れば 2,400 万円プラス 500 万円なのです。そういう部分をきちんと整理をここでしておかない

と、ただ漠として、金額は別です。いいよとなるかということです。だから従来の町が認めて

いる補助金でありながら人件費であるけれども、ではそれとの見合いはどうなっているかとい

うことも聞かなくてはいけないと私は言っているのです。 

○委員長（及川 保君）  前田委員のおっしゃっていることは十分理解します。ただ、これが

例えば補助費であろうが人件費であろうが議会がこうすべきだと、こうあるべきだというのは

その話を伺ってどうのこうのと決めるわけではないですね。前田委員。 
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○委員（前田博之君） 決めるのではなくて議論をしておかなければ、では逆に今議会で議員

同士で協議しましょうという話になっているのだから、委員会が委員長報告をしたときに、そ

こまで議論されていましたとか、では委員会としてどこをとらえて陳情の願意としてやったの

ですかといったときに、そうしたら委員長が言ったようにそうではなくてこうだったと、そん

なこと議論しませんとか、そうなったら委員会の使命がどうなのだということを私は話をして

いるのです。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今の話を伺っていたら、今陳情が出されたと、専務と常務理事３人が

来て出してくれたと、その人たちのお話を伺っただけで私たちは判断していいということです

か。もちろん行政ともやりとりをするけれども、私たちが願意のもとにある運営自体が大変だ

からそういうふうにしてほしいということであれば、運営をではどうなっているのかというこ

とを調査するという、ある程度先ほど言ったようにここで結論出すわけですから、それによっ

てはやらなくなるかもしれないということを言われていて、私たちは、では、その来た人たち

の話だけで判断をして議会としてこうあるべきだと言ったときに、ではこの辺のことはきちん

とわかっていたのですかというふうに言われたときに、もちろん私たちがもっと質問すればよ

かったのかもしれないけれども。それとももう１回参考人として来てもらうということはでき

ますか。所管をやりながら陳情に向けてということはできますか。 

○委員長（及川 保君）  上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  今言ったように、これに基づいて学芸部門の今やっているボリ

ュームとか、そういうのは調べるのは当然調べなくてはならないけど、学芸員に対して上げる

のはどうですかと聞くのはちょっと違うのです。外に対してはまた別だと思います。これは財

団から上がってきているもので、それをウタリ協会にどうですかと聞くのは、これはちょっと

おかしいです。別な角度なのです。それであれば先ほど言ったように所管事務としてアイヌ文

化の振興に対して所管をとって並行にやっていかないとだめですということです。 

○委員長（及川 保君）  前田委員。 

○委員（前田博之君） 今のとらえ方も大まかに言えばそうなのです。ただ、私も先ほどちょ

っと言ったし、野村専務も言いましたが、現実な問題からいくとアイヌの人方も先ほど言った

ように、ここに助成することがいいとか悪いという人がたくさんいるわけです。だからアイヌ

支部がアイヌ文化をいろいろ伝承するためにとかではなくて、アイヌ支部としてアイヌ民族博

物館に対するそういういろいろな博物館事業をやっていますと、それに対してウタリ協会とし

てもやはりぜひ民族の伝承なのだからぜひやってほしいのだと、そういう部分の意見の意思的

なことを確認したいということの部分についてであれば問題ないと私は思うのです。 

○委員長（及川 保君）  それはちょっとまずいです。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 所管事務でなくても逆に言ったら付託審査されているわけです。

ですから、それをやるのだったら公聴会しかあり得ないのです。委員会としてやるのは。所管

事務ではないですから。案件は付託されているわけですから。それをやるのであれば公聴会利
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害関係者から聞くしかないです。手続きとしてはです。 

○委員長（及川 保君）  斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 先ほど吉田委員から出された、本当に私たちが結論を出さなくてはな

らない、そのときに何を土台にしてこの結論を出したかと、こういうことになれば、はい専務

と常務に来ていただきましたと、それだけの情報でことを決めたのかと、こういうことになり

ます。やはり我々がもっと豊富な情報の中でこういう結論が出たのだと、これは町民に説明し

なければなりません。そういうときにどんな方法がある。これは委員会の事務調査の範囲を逸

脱したということになってしまえば、そうやって切ってしまえば、確かにやらなくてはならな

いことだけども、そこから得た情報の中で我々自身が判断をして結論を出すわけですから、そ

ういう道がないのだと言われると我々困るわけです。それはどういう方向があるのか。 

○委員長（及川 保君）  もしこの陳情者以外の方々から状況をお聞きするという作業をする

のであれば、これについて私はとんでもないことだと、中にはいるかもしれないですね。そう

いうあらゆる層からやはり話を聞くことになります。もしその中だけにかかわっている人だけ

の話だけ聞いて、こうすべきだとかということになりますか。 

局長どう思いますか、上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  だから逆に言ったらウタリ協会の代表が来て参考人で聞くか、

あとは一般人も含めて利害関係者を集めて広聴会をするか。どこかへ行って聞くということは

今言ったように、調査の段階ならいいのです。 

○委員長（及川 保君） 普通の陳情というのはみんな参考人招致で判断するではないですか。

しませんか。前田委員。 

○委員（前田博之君） だから今斎藤委員が言ったように公聴会か参考人でウタリ協会の人を

呼べるのだから、私が言っているのはきちんと聞くことを整理して、そして財団のほうでもウ

タリ協会のほうもこれから話をして陳情を上げて行動をしてもらいますと言っているのだから、

そういうことがアイヌ協会としても上がっていますと、そういう姿勢にありますかどうかぐら

い確認をするのはいいのではないですか。そうじゃないと本来アイヌ文化を伝承するために博

物館事業で学芸員になっていて、足りないからしてくれと言っているわけです。委員長が消極

的だから制度的にあるし、皆さんの意見を聞いて必要ならどうだということを言っていること

だから、皆さんが必要なければそれでいいと思っているけど、野村専務の話を聞いて私はどう

かと思ったのです。 

○委員長（及川 保君）  暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ０時４７分 

                                         

再開 午後 ０時１３分 

○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 各委員皆さんの大勢は一人一人お聞きしません。おおよそわかりました。それで局長のほう

も可能ではあるのです。参考人を改めて団体の違う方の話も聞いておきたいということであれ
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ば参考人として、また公聴会という方法があるようです。それで日を改めてその方々のお話も

伺うということで決断したいと思います。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  では、そのように次回の日程は決めてまいりたいというふうに考え

ます。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは、本日の会議はこの程度にしたいと思います。 

（午後 １時１４分） 


