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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 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） これから総務文教常任委員会を開会いたします。 

（午後 ３時１３分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時１３分 

                                         

再開 午後 ３時１５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。 

 私のほうから一言ごあいさつを申し上げたいと思います。大変お忙しい中、本日は総務文教

常任委員会のアイヌ文化の振興について、最近非常にいろいろ状況が変わっているようなので

すが、先ほど申し上げたとおり、議会におけるイオル特別委員会も今ございませんので、なか

なかそういう細かな話がお聞きできないと。こういう状況の中で、ぜひ白老支部の役員の方々

にお話を伺いたいと。こういう委員の皆さんのご意見でございました。大変日ごろからこのア

イヌ文化振興について、きょうは副支部長という立場なのですが、北海道アイヌ協会の加藤理

事長、そして野本支部長さん、それから長谷川副支部長さん。この中で芸能保存会の新たな立

ち上げなどもございまして、そういった経過もきょうぜひお聞かせいただいて、これから私達

の議会活動の部分でもぜひ活用させていただきたいなと。こういう思いできょうは開催させて

いただきました。この時間からスタートですから、多分時間は限られていると思いますけれど。

特に資料はきょう用意してございません。白老支部のほうから総会の議案書をいただいており

まして、私達も総会には出席させていただいておりますので、状況は大ざっぱにでもつかんで

はいるのですが、そういうことも含めて昨今の状況を理事長さん、支部長さんにお聞きするこ

とが多々あろうかと思いますので、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、野本支部長さん、何かこの、本日の会議にあたって、しばらくお話を伺っていな

かったということもございまして、何かございましたら。ありますか、特にございませんか。 

○北海道アイヌ協会白老支部長（野本勝信君） この文章を見ますと、アイヌ文化振興という

ことで来たのですが、うちの支部の活動内容といいますか、当支部については、アイヌ文化伝

承者の高齢化がだんだん進んでおりますので、将来アイヌ文化が消滅しない状況に危惧してお

ります。このことからござ編み、アイヌ模様刺繍、アイヌ語教室など毎年開催し、後継者の育

成に努めているところでございます。 

○委員長（及川 保君） きょう、新たに今回立ち上げられました民族芸能保存会、これはま

だ何カ月の状況ですか。 

○北海道アイヌ協会白老支部長（野本勝信君） 古式舞踊は新たではない。 

○白老民族芸能保存会会長（長谷川邦彦君） モシリと間違っていないですか。 

○北海道アイヌ協会白老支部長（野本勝信君） 社団法人の関係ですよね。 
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○委員長（及川 保君） そうです。 

○白老民族芸能保存会会長（長谷川邦彦君） 社団法人のあれは、皆さん知っているかわかり

ませんけれど、これは一応イオルの受け皿として、そう立ち上げたものなのです。 

○委員長（及川 保君） なるほど。イオル推進のための保存会だと。 

○北海道アイヌ協会白老支部長（野本勝信君） 別です。 

○委員長（及川 保君） 今、モシリと言いましたね。 

○白老民族芸能保存会会長（長谷川邦彦君） 白老民族芸能保存会と別です。 

○委員長（及川 保君） 全く別ですか。 

○北海道アイヌ協会白老支部長（野本勝信君） はい。 

○委員長（及川 保君） そうですか。白老民族芸能保存会というのは、アイヌ協会白老支部

と同列のものですか。 

○北海道アイヌ協会白老支部長（野本勝信君） 別組織です。 

○委員長（及川 保君） 全く別組織ですか。なるほど。 

○北海道アイヌ協会白老支部長（野本勝信君） 組織は別なのだけれど、結局は何をと言った

ら、お金を扱う場合に、社団だとか、支部だとかではやれないからと。事業を運営できないと。 

 それで、公益法人本体をつくって、その中でもってイオルに関係することなり、協会に関係

することなり、お金に関すること、そのことがこの組織の中でできるようにするために設立し

たのです。ですから、これから先、例えば今アイヌ民族博物館で何らかのことを請け負ってや

っていますよね。それと同じ立場で物事ができる。例えば今回もチセをやろうと思えばできる

のだけれど、専門の指導を受けて、博物館にチセをお任せして、手伝うのはモシリの中で手伝

う。賃金を払いながら、できる人がいたら、そういうふうにしようという仕組みになっている

のです。ですから、同じような感じで見ていただければいいかなと思いますが、今までそんな

ことばかりずっと言われていたのです。国のほうにも言われた。「支部ではできないよ」と。白

老町でも「それはできないよ」と。だから、早急に、この３月 31 日までに設立して、前年度で

設立して、スタートしているということだから。 

○委員長（及川 保君） なるほど。前年度でもう既に立ち上げている。 

○北海道アイヌ協会白老支部長（野本勝信君） まだ事業はさっぱりやっていないけど。これ

からだと思うけど。 

○委員長（及川 保君） なるほど。確かに間違いなくそういうことは発生しますから。 

○北海道アイヌ協会白老支部長（野本勝信君） 金銭のことをきちっとしなければならないと

いうことをあわせて、支部ではそれはできないということを何回も何回も言われたものだから、

これはきちっとしなければだめなのです。しかし、公益の関係ですから、つくるのに何かバツ

をついている人をつくると言ってもできない話です。公認会計の関係もある。何かそういう許

可を取るのに、きちっとしたものがなかったらできないようなことを言われました。 

 今回おかげさまでできました。何か仕事があったらやらせてください。 

○委員長（及川 保君） わかりました。大体大ざっぱでも皆さんつかめましたね。まだ何か
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お聞きしたいことがありますか、この組織の関係で。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） 会員は 80 人ぐらい入っていますか。 

○白老民族芸能保存会会長（長谷川邦彦君） そうです。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） 登録して。 

○委員長（及川 保君） 登録してね。 

○白老民族芸能保存会会長（長谷川邦彦君） 一応賛助会員という形で。要するに、この組織

の中、理事、それと社員、それか賛助会員という支部の方々が入って、それが約 80 名ぐらいで

す。白老モシリ。 

○委員長（及川 保君） ただいまの話は、長谷川会長さんでした。モシリのほうは代表理事

という肩書きだそうです。芸能保存会ではなく、モシリの話。 

 それでは、皆さんのほうからぜひお聞きしておきたいということがございましたら出してい

ただけますか。 

 加藤副支部長。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） 今財団の理事会をやってきて、理事会のな

かで運営が大変だということを、何年も前から皆さんは議員だからわかっていると思うのだけ

ど。ただ、あしたこうなってもおかしくないようなことであるということは、非常にうちとし

ては危機感を持っているのだけど、このアイヌ民族博物館は 100 万人も入ったときは、それは

よかったかもしれないけど、ただ、現状は 17 万人とかと言われてくると、その上では運営が大

変だということになって、そのたびに議会をお願いするだとか、町民の税金とかということに

何回か今度もなってくると思うのですけど。ただ、やはりこれは、文化についてきちっと議員

の皆さん方の考え方も、どうであるかということを、私は認識してもらいたいなと思って考え

ているのが１つ。 

もう１つは、今財団がそういう危機的状況になっているので、だったらきょう提案して、前

にも言ったけど、今回も言わせていただくけど、議員の皆さんも入れながら、一般の町民の人

も入れて、財団の人も入って、何かワーキンググループみたいなのをつくって、どうあるべき

かということを、将来性をどうあるかということを討議したらいいのではないか、という提案

したりすることを受けて、今後そうすると言っていましたので、これから先そのことについて

も皆さんにお願いしたいなと思っておりますし、あと、それぞれの皆さんに聞きたいのは、こ

の文化というのをどう考えているかということを、私としては、本当は聞きたいのだけど。 

○委員長（及川 保君） 副支部長のほうからは、そういう、議員のほうから。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） 文化として、皆さんどういうふうに考えて

いるのかなと。 

○委員長（及川 保君） なるほど。皆さんそれぞれいかがですか。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） 私から少し言わせていただくと、今最後に

仙台陣屋の武永学芸員のほうから、議会ではないけれど報告事項であったのです。何があった

かというと、あそこの今回ミンタラ壊します。ミンタラのすぐ道路側のほうにナラの木が太い
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のが立っているのだけど、あそこの部分、ほんの少しだけ発掘したら、遺跡が出てきたという

のです。あそこは、だからずっとそういうように、山からつながっていたものをブルでこうし

てこうやって道路をつくった経緯があると思うのです。私は今そんなのどこかの都合でもって

壊すことはならないと言ってきたのだけれど。 

なぜ皆さんに文化をどう思うと聞くかというと、私は質だと思う。質。文化は質だと思う。

その質がきちっとしたものでなければ、ほかから来た人は感動しません。だから、その質のた

めにもあそこは壊すべきではないなと思っているし、むしろ復元したほうがいいのではないか

と自分では思うのだけど。だから、そういう意味では、あそこもそうでしょう。虎杖浜ポンア

ヨロも。何万年も続いているのですから、今回有識者懇談会の中で、日本の自然人類学界の篠

田健一先生の発表があったのです。映像で、骨についてどうであるかと。そのＤＮＡからの発

表で、日本全国は、縄文時代は縄文人と同じだと。しかし、本土の場合は、弥生時代に渡来人

との混合なのだと。北海道はどうであるかということを、縄文を母体としたオホーツクの系統

のアイヌ民族なのだと。この発表なのです。ですから、その母体としたものをどういうように

今回これから縄文から続縄文、薩文、アイヌ、現代に生かすかにかかってくると思うのだけど。 

 これ、公式に発表されたので、新聞でも６月 18 日の北大の研究センターでもそのことを発表

しています。北海道の場合はＹという数字があって、本土にはないと。沖縄にもないと。そう

いうものを持っているのだということが発表されたので、このことを大切にして、私は地域の

発展はその地域の文化をきちっと発展させることだと思っているのです。なぜ文化というと、

その地域の文化をおろそかにして、どこかから持ってきたものをやったって、今質が問われる

と言ったのと同じことが言えるのです。ですから、そういう意味では、議員の皆さんも、でき

うればそんなことで、子供達のことできちっとやっていく必要があるのかなと思っているので

すけど。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

 少し私のほうから。今副支部長のお話は、あそこから遺跡が出たよということで、現状の今

のミンタラは解体します。それをこの間の本会議の中での説明では、芝生にするのだみたいな

話が実はあったのですけれど、そのあたりの部分を十分皆さんとの協議の中でそういうことに

するということになっていますか、加藤副支部長どうですか。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） あそこは別に、初めて先ほど聞いた。 

○委員長（及川 保君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） あそこは歴史があるから、解体するにしても、この前の議会の資料で

は、あそこはちゃんと残すと書いてありますから。やっていますから、それは町は認識があっ

て、あそこは残すよということになっていますから、多分ブルでやりません。前から、昭和 40

年に建てる時点から、あのあたりはそういうことがわかっていて残しているはずなのです。今、

きょう分かった話ではないですから、だから、多分町としても、議案の資料を見ても、ここは

ちゃんと残すようになっていますから。だから、そういうことで、町が云々という話ではなく

て、認識はしていると思います。 
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○委員長（及川 保君） 加藤副支部長。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） もちろんうちはそういうものを利用して、

そういった歴史をきちっと子供たちにも大人にも、来る人に見てもらう、感じてもらう。その

ことがすごく感動すると思う。いつもそう思っているものだから。もったいないなとか思って。

私ポンアヨロで発掘、今年で８年やりましたけれど、あれももったいなかった。わざわざある

貝塚も捨ててしまったから。すばらしいものがあったのに、もったいないなと思って感じてい

るのだけれど。これからなおさらそういう時代だと思うのだけれど。 

○委員長（及川 保君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今の話は逆に、私は前からあったのだから、あそこがこれから議題に

なってきますけれど、アイヌ民族博物館とか、そういう方がああいう由来の看板掲げるとか、

あそこに結構駐車場にして車でぶつけているのです。会館にいる人方には悪いけれど。いいか、

悪いかは別です。逆にもっと先にあるべきだし、あの上にだって貝塚あるはずです。そういう

ことを一連として、あそこはアイヌの里になったのだよということを、逆に、来た観光客に、

ああいうところにちゃんと立て札、環境にあったような周知とかする方法が、逆に、私は今、

副支部長から言われるよりもっと前にやるべきだったと思うのですけど、いかがですか。議論

でないです。せっかくいい提案されたのだから。いいことだと思いますから。 

○委員長（及川 保君） ぜひ皆さんの周知の中で、きちっとそういうもの保存されていける

ように、議会としても努力していきたいなというふうに思います。 

 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今そういう発掘がされたというお話を伺って、私達もその辺は詳しく

わかりませんし、この間議会で懇談会をしたときに、ポロトの全体を含めて、イオル構想と観

光と、アイヌ文化の伝承と、将来あそこをどうしていくのかということが、今後議論が必要で

はないのかという町民の方の意見があったのです。私も今、そのことを、そうだというふうに。

今後、将来どういうふうにしたいのかということをきちっとしていかないと、ばらばらにそれ

ぞれイオルはイオルとか、温泉守るためにどうするかとか、ばらばらにやったのでは、きっと

将来的なものは定まってこないだろうと思ったのです。ただ、イオル構想と、イオルと文化伝

承と観光は別だというふうに国は言っていますから、そういった部分では別にしていかなくて

はいけないだろうというふうに思うのです。ただ、今お話を伺っていて一つ思ったのは、これ

は財団のほうになるのですけど、学芸員が５人正職員でいらっしゃいます。特別職員で１人、

６人いらっしゃるのですけど、そういった方々が私は一つの文化、これからまたお聞きしたい

なと思うこともたくさんあったのですけど、言葉初めいろいろなものが今までの歴史の中で失

われてきたと。そういったものをきちっと伝承していくための、先ほど、高齢化になってとい

うことがあったのですけど、この学芸員がその文化の伝承に今後かかわっていけるというか、

教育ももちろんそうなのですけど、そういった部分での、今５人いる人達がどんなふうにかか

われるのかなと思っていたのですが、その辺はどうなのでしょう。その辺の考え方が何かある

のかなと。 
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○委員長（及川 保君） 野本支部長どうですか。 

○北海道アイヌ協会白老支部長（野本勝信君） 今５人の学芸員の話が出たのですけれど、実

際は、確かにいろいろな学芸員がそれなりの勉強はしています。しかし、今博物館で実際学芸

員の仕事をする時間がないというか、業務のほうがいろいろとありまして、だから、実際学芸

員の仕事はしていますけど、そこまで満足にはできていないと思います。 

○委員長（及川 保君） 加藤副支部長。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） せっかくの機会だから１つだけお願いをし

たいのだけれど。アイヌ文化について、子供たちからだというそういうニュアンスで見ていま

すから、ですからポンアヨロでも子供たち、小学校の生徒たち参加させてやったのですけど、

もう８年ですから、10 歳の子が 18 になるのかな。彼女を連れて来るのかなと思いながら考え

ておりましたけど、やはり子供たちなのです。ということは、ついこの間有識者懇談会でも全

道歩いて、一番感じられたのは、千歳の末広小学校なのです。自然体で教室の中に簡単なチセ

をつくったのです。もうずっと前からなのです。自然体で子供たちが触れられる。何のことな

い、学芸員が教室へ行って、こうこうこうなのだよ、アイヌってこうなのだよって、そんなの

は聞いて飛んでしまいます。そうではなくて、自然体で、そこにあるものでいつも見ながら、

聞きながら、体験したり、見たり、そして年間を通して何をやるかということに、これからは

そういう方向のほうが利口だと思っているのですけど。空き教室はいっぱいあるのだから。そ

のことによって、北海道全体をそういうことにしたほうがいいと、知事にも言わせていただい

たし、そのほうがそんなたくさんのお金をかけないで文化を理解してもらいながら、いろいろ

なことが見えてくるのかなと。そこから物が生まれてくるような気がする。 

○委員長（及川 保君） そういう事例もあるわけだ。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） もしあれだったら、末広小学校へ行って一

度見ていただければありがたいのですけれど。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤でございます。話の進み方なのですけど、今副支部長がおっしゃ

っていること、我々もそういう立場でその物を見ていこうという立場でこの話が進んでいるこ

とは間違いない。今の話でも、私たち、教育を通じて体験というものをもっと大事にしなけれ

ばならないと。ところが、それをやるためにもいろいろな壁があって、スムーズにできていな

いということも私は聞いてはいます。それをどうやってその壁を乗り越えて発展させなければ

ならないかという立場から物を今考えようとしているわけですけど、きょう集まったことは、

そういう中でアイヌ協会というものがどういう働きをしているのか、どういう組織でどういう

ことをしているのか。そこで財団がある。財団とのかかわりはどうなっているのか。学芸員と

のかかわりというのはどういうふうに協会がかかわっているのか、そういうことをきちっと理

屈としてわかるように、きょうはお話を聞こうということで来ていただいたのではないかなと。

今のような話をダーッとやってしまうと、かなりの時間がかかって、その部分が飛んでしまう

のではないかという気はするのです。だから、せっかくの話の腰を折ったかもしれませんけど、
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私も率直な感じとして、協会に集まっている人たちというのが、アイヌの人たちの中でどのよ

うな割合で協会に集まっているのか。協会が全員を組織しているのかどうなのかなどというこ

ともわからないし、何人いるのかも一切わからないのです。私も一生懸命資料を読んできたの

だけれど、全道で２万 4,000 人のアイヌの人たちが今いるというふうに推計しているというの

だけれど、白老の中ではどうなっているのか、そういうことを直にお聞きしたかったのです。

協会はそのような中でどういう目的で活動しているのか、そのことを聞きたかった。 

○委員長（及川 保君） そのとおりです。なかなか大ざっぱにはわかっていますけど、個々

の役割だとか、どういう活動をしているかとか、こういう状況というのは、報道等で見させて

いただいている限りのものですから、あと、行事に参加したり、そういう状況だけなのです。

ですから、そういうことも含めて、今の北海道アイヌ協会、当然下部組織ですから、この支部

といいますと、そういうさらにモシリという新しい保存会もできました。こういうことの役割

も含めて、そして財団、非常に厳しい運営を強いられている状況であります。 

 斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 具体的にお聞きします。どんな話をしようと、先ほど副支部長がおっ

しゃったところへ全部行くのだと思うのです。だから、私達の率直な疑問をお聞きしたいと思

うのだけど。まず、白老における協会に組織されている人数だとか、協会に加盟している人と

いうのが全員なのか、一部なのか、それから、協会を組織する人がふえているのか、減ってい

るのか、動きがないのか、その辺全然わからないものだから、その辺の基礎的な部分で教えて

ください。 

○委員長（及川 保君） 野本支部長。 

○北海道アイヌ協会白老支部長（野本勝信君） 今現に協会員はふえたり、減ったり大体 320

世帯前後です。 

○委員（斎藤征信君） 人数で言えば、まだまだ多くなる。 

○委員長（及川 保君） そういうことですね。 

○北海道アイヌ協会白老支部長（野本勝信君） 副支部長、どうだろう、何人ぐらいいますか。 

○委員長（及川 保君） 加藤副支部長。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） 私、生活相談員を 18 年やらせていただいた

のです。ですから、今おっしゃること、皆さん議員だから本来は知っていると思っているから。

白老町でいるのだから、と本当は思っていたのだけど。330 だとか 350 というのだけど、多い

ときは 380 世帯ぐらいいましたから。ただ、皆さんもご存知のように、そういう差別的なこと

があって入れない人、会費も払えない、たった 5,000 円か 7,000 円の年会費も払えない。それ

がゆえに入れない人、そういう人がその倍もいるのではないかなと思うぐらいなのですけど。

そういうのをトータルしていくと、白老町の人口多いです。全道で一番多いのですから。今言

った人口も多いのですから。会員数一番多くて、２番目あたりが今札幌に集中している。札幌

が多いとか、平取、静内、苫小牧、そんなふうな感じで行っているのです。今支部長がおっし

ゃった人数はそうなのですけど、活動としては、やはり結局一番大きいのは、チェプ祭やって
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いたのが一番大きいと思いますけど、このことはもう 23 年もなっているのですけど、これはな

ぜ始めたかというと、差別のことの解消のために少しでもアイヌのことを理解してもらうため

の事業だったのです。私が自分で設立して、自分でやったものですから、いろいろな意味では、

これは何を理解させるのだと言ったら、チマチェップ、チェップオハウ、アイヌ語を、輪で通

じて皆さんにアイヌの文化を少しでも身近に感じてもらって、理解の促進に努めたのです。そ

れは、何が、私、生活相談員になって感じてそうしたかというと、差別は目が来ているのです。

目が差別している。口ではなく目なのです。そんな、こんな合わせて、今白老の野村さんに頼

まれて生活相談員やってきたのだけれど、いろいろな意味では、アイヌの生活の貧困が差別を

生んで、差別が貧困を生むというような、18 年やっても結局は何らのことがなかったかなと自

分では思っているのですけど。行き着くところはやっぱり教育なのです。教育はやっぱり、お

互いに人を思いやる気持ちを育てるのは教育なのです。ですから、そういう意味では非常に教

育の大切さが今これからウタリ協会としても教育の大切さを題材にしていますから、上げて進

めていますから、このことが主になっていくかなと思っているのです。ですから、今回の鳩山

首相がおっしゃる人権、それからオバマ大統領がおっしゃる平和と人権、このことに通じてい

くかなと思っているのです。そういう意味では、私はアイヌ協会白老支部は、こんなことを言

っては何なのですが、大変情けない白老だったなと私としては思うのです。ずっと見てきたが

ゆえに、何を見てきたといったら、アイヌ碑をつくるのにもようやくこの間つくっている。長

万部は昭和５年です。八雲は昭和 58 年です。虻田町も昭和 58 年です。たくさん白老にアイヌ

がいるのだというところが、ようやくこの間あんなふうにした、あんな形でできたけど、そう

いう点では情けないなと思っています。一番情けない支部でないかなと思っているのだけど。 

○委員長（及川 保君） ５年くらい経ちますか。３年前ですか。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） 室蘭もそのぐらいの時期で、室蘭はもしあ

れだったら今度行っていただきたいのだけど、室蘭は熊谷綾雄市長がつくっているのです。昭

和 58 年ぐらいに市長がつくっているのです。先住民族、この方々があったから、今室蘭こうし

て発展があるのだと。そうしてつくっているのです。看板もきちっと縄文から、続縄文、薩文、

現代と、こうして看板も皆さんがわかるように書いています。そう言ったら、白老情けない。 

○委員長（及川 保君） 確かに、場所がどうのこうのとか。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） 熊谷綾雄市長はすごいなと思って感じまし

た。五十何年に市長がみずからそれをつくって、銅版に打ってあるのです。そういう歴史を語

れといったら、そういうことになってしまうので、白老町の会員は全道で一番多いといえども、

このようなことを言っては申しわけないのだけど、行政の取り組みがなっていなかったのかな

ということが、自分では目に見えるのです。長く生活相談員をやったがゆえに。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） そこまではよくわかりました。アイヌ協会白老支部としての活動を見

せていただきますと、文化から教育、生活面、すべて網羅されているわけです。その中でアイ

ヌの人たちの生活を守るという立場で皆さん協会をつくっているのだろうというふうに思うわ



 10 

けです。そういう協会の目的というのは、それでいいのか、もっともっと広いものがあるのか

どうなのか、私たちわかりませんので、もしあれば教えていただければと思うのですけど。 

 そのようなことと、博物館とのかかわりということになると、どういうことになるのか。本

当に基本的なことで大変申しわけないですけど、その辺についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） どうでしょうか、加藤副支部長。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） 博物館とのかかわり、これは本当にすごく

難しいです。博物館があるがゆえに協会の活動が、アイヌのことは博物館だと、行政もすべて

そうだった。そういう見方だったゆえに、それが今もまだ続いているから。だから、そうでは

なくて、一体でやりましょうと。一体でやれば、まだよくなるのではないかというのが私の意

見なのだけど。 

○委員長（及川 保君） その方向に持って行くことは可能ですか。将来的にもそういったお

考えがあるわけですから、そういう努力をされるとかは、今後どうでしょうか。我々もそうい

う思いが、実は。一体の中でいくつかに分けられて。 

加藤副支部長。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） 最初に話したように、文化とは何なのかと

いうことを、きちっと議員の皆さんも、行政も、そのことを認識していただきたいと思うので

す。きょうは本当にそれ一点だけだと自分で思います。文化をおろそかにすることというのは、

人を殺すということと同じだから。そうですね。その文化をきちっと、地域の文化を育てるこ

とによって、白老町の発展があると思います。 

○委員長（及川 保君） 長谷川会長。 

○白老民族芸能保存会会長（長谷川邦彦君） 今一体という言葉が出てきました。これは、イ

オル事業が始まるとき、平成 16 年、今は退職していますけど、中村館長のほうから、あそこの

博物館については、やはり支部の人も入ってきて、一体となってやらなくてはうまくいかない

ですねという。それで、いろいろ話し合いしましょうという、持って来たのですが、それがず

っともたないで来たというのが現状です。 

○委員長（及川 保君） そうすると、そういうこともあったのですね。 

○白老民族芸能保存会会長（長谷川邦彦君） それと、古式舞踊の関係について少し説明をし

ます。北海道のアイヌ古式舞踊、これは、白老は 17 団体の１つです。昭和 59 年に国の重要無

形文化財になっています。そしてこれが今回ユネスコの無形文化財に登録されたと。我々もこ

ういう世界的にこれが認められたとなると、今までの白老の古式舞踊の伝承者の育成にしても、

また、技術面に対しても、これからは今の状態ではいかないなと。ということは、やはり、踊

る人たちも年も来ているのです。博物館ははっきり言って観光的な場所ですから、そういう 20

代だとか、そういう人たちで形成されていますけど、我々はやはりあそこのＯＢ、退職してき

た人だとか、博物館に関係ない人が入って、今実際 40 名でやっております。毎月２回、第２、

第４木曜日、そういう形で白老生活館を利用してやっております。だんだん大事になってきた

ということは、やはり我々としては、いつも場所、生活館となったら自由に出入りというのは、
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一般の人たちも使っていますし、自分としてはそういう、自由に行って、そしてそういう場所

にそういういろいろな踊りのものが見られて、そして、そうすると日曜日でも子供たちが休み

のときに行って、そこへ出入りできるのではないかなと。だから、自分としては、そういう一

つの道場というか、踊りの場所の道場というか、そういうものが欲しいなと。今支部のことで

もそうなのです。支部の人たちが気楽に相談なんかに行けるというのは、様似あたりでも鵡川

でも、ちゃんと生活館の中にあるのです。様似あたりは２階にそういうアイヌ協会の支部の事

務所になって、その上に皆が踊りを踊る場所もあるし、だけれど白老は建物が全然そういうス

タイルになっていないものですから、なかなか我々１年の踊りに決めるにしても、その曜日は

ほかのあれが入っていますからと。だから、我々アイヌの自由に使える建物ないのか、そうい

う点、やはり我々ちょっと考えるところがあります。 

○委員長（及川 保君） 加藤副支部長。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） 今長谷川会長がおっしゃるのはもっともな

話で、去年もそんなで、事務局をあそこへ持っていくべきだと言ったけど、さっぱり反対する

人なんかもいて進まなかった経緯があるけど、やはり生活館なのだから、きちっとそのことを

皆さんお願いしたいなと思うのです。今おっしゃったように、千歳あたりもきちっと部屋があ

るのです。そういうふうにして全部使っています。今は踊りだけでなくて、千歳も浦河も苫小

牧だってすぐそこにありますけど、皆さん知っているとおりです。みんなそんなふうにして、

室蘭あたりもそうですし、そんなふうになっているのに、一番アイヌが多い白老とか言ってい

るけど、多いだけで中身がないとかというのは、これは困ったなと思っていつもいるのだけど。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の話は、あそこの生活館がそういう仕組みには全くつくられていな

いということですか。 

○委員長（及川 保君） 加藤副支部長。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） だから、そういうように使えるようにした

いのだということを言っている。 

○委員長（及川 保君） 実際に使える状況になっていないと。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） そのことについて何か、むしろ私聞きたい

なと思っているのだけど。生活館つくって何とか言っているのはそちらのほうなのだからと思

っているのだけど。 

○委員長（及川 保君） 野本支部長。 

○北海道アイヌ協会白老支部長（野本勝信君） 今うちの加藤副支部長からもそういう話があ

ったのですけど、支部としてもここ何年か、３回ぐらいそういうことで事務所を生活館の中に

持って行ってほしいと。いろいろ相談に会員が来ても、役場の中の机の中では話しにくいこと

もいろいろとあるということで、私が支部長になってからでも３回ぐらいそういう話を町のほ

うにお願いした経過があります。しかし、なかなか財政も困難だし、いろいろと電話、ＦＡＸ

それも支部で用意できるのであれば、どこか、どうぞ生活館に行っていいですよという話の程
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度で、去年もそういう話があったのです。だけれどいろいろあれして、まだ。 

○委員長（及川 保君） ちょっとお聞きしますけど、今生活館の話が副支部長のほうから出

されまして、白老町に今生活館は７カ所。そんなにあるのですか。これはやはり、生活館とい

うのは、国の政策の中でのものですよね。これは前に亡くなられた理事長がそういう会館のと

きによくそういうお話をされて、そうだったのだというのが私の若い頃でしたから、認識した

のですけど。そういう部分で今高砂にある生活館、今は大町ですね。高砂にもありますね。こ

れを例えば１つ、きちっとしたそういう施設として使えるようにできないものですか。議会と

しても、もしそういうものができれば。 

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今長谷川会長とか加藤副支部長からお話があったけど、私は個人的に

はそういう持論だったのだけど、私は今初めてこういう立場で公に初めて聞いた。悪いのです

が、私は加藤副支部長にもお話ししたと思うのだけど、本来はそうあるべきだと言っているは

ずなのです。それが、議会が云々とか行政が云々とかではなくて、逆に失礼だけど、８款の運

営費をまとめたら、何百万円も来ているはずなのです。それを、これは行政の話とは別です。

今言ったように、長谷川会長がおっしゃったような部分の形の生活館であれば、そこに集中的

に予算をつけて、みずから運営できるはずなのです。過去にそういう、私も、ほかの人も提言

しているのだけど、余り逆に、生活館を使う人方が反対しているとか、そういうふうにならな

いと私たち聞いたのですが、実際はどうなのですか。 

○委員長（及川 保君） その辺の現状がつかめないものですから。 

○委員（前田博之君） 私は今おっしゃったことが、もっともだと思います。 

○委員長（及川 保君） 野本支部長。 

○北海道アイヌ協会白老支部長（野本勝信君） 実際、竹浦では会員は２人か３人しかおりま

せん。だけど、どういう政治力が動いてあそこにつくったのか、何かくっついてありますよ。

公民館とくっついて。 

○委員長（及川 保君） 公民館とくっついているのです。 

 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） いろいろな方、代々の支部長さんからそういうお話は、ここはアイヌ

の資金が入っているのだよというのは聞いていたのです。今お話の中で８カ所あるということ

なのですが、８カ所全部ということにはなかなかならないのでしょうけど、ただ、生活相談員

も前は役場の中にいました。私は、これでいいのかというのは何かでお話ししたことがありま

すし、登別市も、あそこは世帯が少ないのに独立してあったということで、そういうお話もし

たことがあるのですが、ただ、１カ所設けたときに、生活相談員がそこに在駐、常にいるとか、

人が開けて自由に出入りできるということは、１カ所どこかにきちっとしたものを、そういう

ふうにもつということになるのではないかなと思うのです。それは先ほど前田委員がおっしゃ

ったように、地域の理解も得なければいけないのかなという形のものもあるかと思うのですが、

その辺の障害になっているものが、先ほどおっしゃったようにだめだという地域の声があった
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ということなのです。地域なのですか、それとも役所がうんと言わなかったということ、その

辺が明確にならないと、私たちもどういうふうに進めていくというか、意見として述べていっ

たらいいのかというのがあるのですけど。 

○北海道アイヌ協会白老支部長（野本勝信君） 地域ではない。 

○委員（吉田和子君） 地域ではないのですね。そうなのですか。それは、地域的なものとか

としては、理解は得られるということでいいのですね、そうですね。 

 いいですか、次の質問に入って。私も今回アイヌ協会のいろいろな１年間の総会での活動報

告を見せていただきまして、先ほどからおっしゃっている民族の文化の伝承ということで、い

ろいろお話がありました。ついこの間テレビでもある高校が演劇のほうでアイヌの伝承をきち

っとやっているということがありまして、こういった形が１つずつでき上がってこないとだめ

なのだろうなというふうには思っていまして、フェスティバルなんかも子供とのちょっとした

交流だとか、それから、学校に行っていろいろなことを伝えたりしているということは聞いて

いるのですが、これをちょっと見ていて残念だなと思ったのは、伝承活動としてアイヌ語教室、

言葉というのは文化を伝える上ですごく大事だと思うのです。先ほどおっしゃったように、高

齢化になってくるとそういった言葉をきちっと伝えられる人というのがだんだん少なくなるの

ではないかなというふうに思うのですが、その伝承の中でやっている中で８名の方が受けてい

ると 21 年度の報告ではあったのです。これを見たときに、私もう少し違った形、これはきっと

やりますと応募をしてもらって来ている人数なのかなと思ったのですけど、加藤副支部長がお

っしゃるように、今後学校教育と連携をしながら、学校教育の中で、１つはそういう言葉の伝

承の時間帯を持つことが今後不可能になったときに、そういうふうになったときに、それを教

える側の人というか、そういう方がいらっしゃるのかどうなのかという。伝承者の継承もして

いますけれど、そういったことができるのかどうなのかということが１つと。どうでしょう、

その辺。もう一つあるのですけど、その辺どのように、学校等でそういったことを取り組んで

いくといったときに、それを教える側の方が揃うものなのか、そういったことが可能なのか、

その辺どのようにお考えありますか。 

○委員長（及川 保君） 加藤副支部長。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） 学校でという、教える人と今おっしゃって

いましたけど、今回札幌の財団機構でアイヌ語の弁論大会も 16 回ぐらいになりますけど、最初

は３人か４人ぐらいしかいなかったのが、ことしは 60 人ぐらいの人がというぐらいに、今、ア

イヌだけではなく、ともにそういうようなことが進んでいって、素晴らしい。ですから、今ま

で文化祭で一緒にそのことを発表していたのですが、時間があまりにも取れなくて、今度単独

で今年からやるようになるくらい、アイヌ語について取り組んでいる若い人もいるし、アイヌ

の人だけでなく、そういう人がいるのです。ですから、これから先、今おっしゃることを、ア

イヌ語だけでなくそのしぐさがどうであるかということ、文化がどうであるかということを含

めていくということは、私は小学校に先程話をしたことが、文化庁でもこのことには反対をし

ないと思うし、いい話でないかなと思っているのです。その中からアイヌの人方であろうと、
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学芸員であろうと、見出しながらそういうことをやっていく可能性はできると思いますけど。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 先ほどから加藤副支部長がおっしゃっているように、白老が一番世帯

が多いということは，一番人数も多いのではないかと私もとらえているのですが、その中でや

はり 60 名ぐらいの方たちがこういう弁論大会に出るようになったということを伺うにつけ、白

老町が一番多いのに、その伝承を受ける方が、一つを取って言えば、少しお話をさせていただ

いているのですけれど、そういった部分ではちょっと残念だなというふうに思っていたのです。 

今白老町として、教育で先生方がアイヌ文化を学ぶということで、かなり年数的には積んで

いっているのですが、そういった部分では教師の方々の理解も大分深まってきているというこ

とであれば、その一つの段階として、今教師の学ぶということができ上がってきていますので、

今度は子供達が学ぶ機会を、もっともっとより多く持っていけるように、今総合学習とか、学

習面で時間の単位がふえているとか、すごく問題もあって、子供たちの負担が多くなっている

のではないかということもあるのですけれど、白老独自のそういう伝統的な文化、白老独自で

なくてアイヌ文化の伝承というものが、どのくらいの時間を取るとその子供たちに伝承できる

のかということを考えていったときに、そういった時間が、私も簡単に学校で教えられないの

かと言ってしまったのですけれど、それを実現させるためには，解決しなければならない問題

がたくさんあるような気がするのです。まずは伝承者、それを伝える方、それと同時にそうい

う時間帯がどれくらいあると子供たちにしっかりとした文化として伝わっていくのか。もう一

つそういう問題があると思うのですが。小学校で基礎的なものがなったときに、そういった中

から興味を持つ子が中学校、高校でまた別の時間帯で、クラブ活動のような形でやっていける

可能性もあるのかなというふうに思うのですが、その可能性というのは、そういった部分では

どうでしょう。 

○委員長（及川 保君） 加藤副支部長。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） 本当に、私は子供たちが一番重要だと思っ

ているので、ですから、今のイオル再生事業の中で、川のイオル、山のイオル、海のイオルと。

このことは子供たちが非常に喜ぶ。例えば萩野の小学校の生徒１クラスだとか、虎杖浜の生徒

が１クラスだとか、そのようなふうにして今単発的にやっているのですけど、でも、子供たち

は非常に喜ぶ。何がといったら、川のイオルをやって、私たちは何を食べて生きているかとい

ったら、生きているものを殺さなくては食べて生きていけないのだという、まずその説明です。

ですから、そういう意味では、子供たちもサケを触って生臭いのも初めてわかるのだし、そう

でなければサケがどうやって泳いでいるのかもわからない子供が、切り身が泳いでいるような

絵を書くのですから。そういう意味では、今回のイオルのことでも子供たちが参加するという

ことは非常によかったなと思っていますし、ですから、先ほど末広小学校お願いしますと言っ

ているということは、そのことを言っていると同じであって、要するに、空き教室があったら、

ほんの簡単なチセがあって、その中で時間があったときにどうであるか、それを見ただけでも

いいのではないかと今私のニュアンスではいますけれど。何か真剣に時間がないのに、その子
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供たちの時間を何とかその時間をつくるのではなくて、自然体で普段から見聞きできるような

感じ、そういう環境づくりが必要でないかと思うのですけど。 

○委員長（及川 保君） おおよそ副支部長のお話で概要がつかめてきたのですけど。今何か

を特別に割り当ててしてくださいとかということではないのですね。やはり今言われたように、

自然体の中で体に、自然と体にしみついていく、強制的に教えるのではなくて、そういうこと

ですね。 

斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） それぞれの役割があって、学校は学校でそのようなものを教えるとい

うことで、ふるさと学習の中で積み上げてきて、随分先生方の意識も変わってきたというふう

に言われているのです。ただ、それがストレートにどんどん学習の中で進んでいるかというと、

いろいろな壁があってなかなかうまくいかない。推進機構で出している副読本も、あれを取り

組めるところというのは本当に限られているという状況というのもあるし、時間数がものすご

く制限があって、その中で苦労しているという話も聞いているわけだし。そんな中でも、学校

は学校として、そうやって十分に時間のある限りやって、頑張ってくれているのだろうと思う

のですけれど。 

 もう一つは、今副支部長が言われたように、自然体の中で学べる体験学習というのが、本当

にそういう場が必要だろうと。そんなときにもやはり問題になるのが、それを伝承していく伝

承者、学芸員だとかという、その人たちが十分に確保できるかどうかという問題にもなるのだ

ろうというふうにも思うのです。白老の場合、アイヌの人達が進んで学芸員になって、そうい

う人数が確保されているということはすばらしい、町としても財産だろうというふうに私は認

識はしていたのですけれど。そういうことで、今の学芸員さんたちというのは、この間学芸員

さんとも話をしたのですけど、全道的にもかなり幅広い中で貢献しているという、こういう話

です。ただ、活動の場というのはどんどん広がっていくけど、生活面でなかなか補償されない

とかという話もあるので、もっともっと人数をふやしていくとか、そういうような努力という

のはされているのだろうなと思うのですけど。これが協会が何とかして、そういう人たちを、

人材を育成していくということでは、重要な役割を果たさなくてはならないのかなというふう

に思っているのですけど、そのあたりのことについての取り組みがありましたら教えていただ

ければと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） 加藤副支部長。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） 学校の先生の話が出ましたけど、この胆振

の学校の先生に集まっていただいて、このイオルの関係でもって研修と体験とあわせてやった、

そのアンケートの中を見ていきますと、非常にアイヌ文化に対して私たちは興味もあるし、知

らなければならないし、しかし人権にかかわる問題があるので一部懸念できるところもあるの

だけど、私たち先生として知る権利があると、一口で言うとそういう意見でした。98％の方が

そうでした。ですから、このことは先生方も、地域の文化についてきちっとやらなくてはだめ

だという認識は 100％の人が持っています。そういう意味では進める必要があるのかなと思っ
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て、私もそう感じておりましたし、今学芸員の話をしていましたけど、本当に白老の学芸員と

いったら、博物館が白老から、この博物館から育てた学芸員が全道に出ているのです。帯広に

行っている方もそうですし、全道に行っている方が白老から出ているのです。ほとんどが白老

です。ほかではないです。それだけに、歴史ある白老の博物館をうちはきちっとしなければな

らないと思っていますから、そのことについて、ですから、それを言わせると熱が入ってしま

うから、だから今学芸員の給料も、それは本当に低いです。本当にこういうことをここで、向

こうでは今逆に理事会終わって、財団としてどういう努力をしているのだという言い方をして

きたけれど、ここでは私、一方では文化についてきちっと、白老町としてある程度、もう少し

責任をもってやっていただきたいなと思うのですけど。指導者育成ということで、今札幌の国

の機関、財団でもって、そのことを育成するためのお金を出して、指導と育成ということでや

っていますけど、いずれにせよ、これからの作業かなと思っているのです。アイヌと先住民族

ということで、国会が衆参で決議されたということは、いっぺんに物事できるわけではないと

思っていますから、ただ、今話していることは、きちっと法律をつくってくださいと。法律つ

くるということはどういうことかといったら、生活と教育です。教育があって、生活が成り立

つ。生活が成り立たなければ、教育も成り立たないので、まずこちらのほうだと。それとあわ

せて、きちっと国営公園で象徴的なものをきちっとしてくださいと。先祖のものをきちっと敬

うことをしてくださいと。このことで今走り始めると思いますけど。 

○委員長（及川保君） 学芸員の話も今出ました。町としてきちっとした体制をつくってあげ

るということは、非常に大事なことでありますので。 

 加藤副支部長。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） 今本当に大事なときですから、どこか削っ

てもいいから、カバーしてやっていただけませんか。向こうが言う何百万円とかという問題、

学芸員のことをきちっとしてやっていただけませんか。今アメリカの領事館で、向こうでお金

を出して交流をしようということで、ニューヨークにこの 12 月に行く予定になっているのです

けれど、そのほかこの学芸員をアメリカに６カ月博物館に送って、英語も全部できるようにさ

せようということを今話が来ているのです。費用は全部向こうで持つと。そういう話も来てい

るので、できれば白老町の学芸員を、まだ育てていただきたいなと思って、私はアイヌが一番

多いといいながらさっぱりやらないと言っているのは、苦情に聞こえるけれど、本当のことを

言っている話ですから、よろしくお願いします。 

○委員長（及川 保君） わかりました。各委員の皆さんもそういう考えで、ぜひ一致団結し

て支援していくような形をとりたいなというふうに思います。 

 ほか皆さん意見ありませんか、前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今学芸員の話がありましたけど、過去には確かにドイツに６カ月行っ

て、アイヌ民族博物館の学芸員としてそういういろいろな情報発信をして、今基礎なって、今

副支部長がおっしゃったように、全道に行って基礎を固めるというのは、非常にすばらしいこ

とだと思います。しかしそれはそれとするのですけど、先ほど長谷川会長のほうから伝承者の
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高齢化、非常になってきているよと。やはり伝承者がいて、私はアイヌ文化というのが伝わっ

ていくと思う。だけれど白老はかなり高齢の方が、実際なくなっていますけれど、今後、この

前新聞を見たら、踊りも見せるのではなくて、自分たちが文化というのは踊っていかなくては

いけないのだと。こういう学芸員の方の話が載っていました。本当にそうだと思うのです。実

際に今はよそのほうの高齢者の方からいろいろ伝承なんかを受けて、踊りなんかをつくってい

る。これから白老はその部分が非常に厳しい部分があるのかなと思うのですけど、その辺がど

のような形で民族芸能保存会として確立していくのかなということが、私は非常に難しいとこ

ろがあるのかな、とこう思います。 

それで、今副支部長なんかがお話しした、白老町がいろいろとアイヌ文化に対して具体的な

取り組みをしてほしいということを言っていましたけど、これは前に白老町、アイヌ施策基本

方針というのを出しました。これについて正直な話、いろいろ議論されていると思うのですけ

ど、実際に理事長、副支部長として、このとらえ方が、具体性、特に余り具体はないのだけれ

ど、今後どういうような形の中でこれらが生かされていくような形の認識をされているのか、

その２点を伺いたいのですけど。 

○委員長（及川 保君） 長谷川会長。 

○白老民族芸能保存会会長（長谷川邦彦君） 今伝承の言葉が先に出てきました。これはやは

り、生活が一番かかっているのです。アイヌ博物館というのは、そこを職業として真剣になっ

てやっていく。だけれど、我々の会員のあれは、やはり働きながらそういう踊りを練習する。

その生活の面が大いにあるということ。それとやはり、子供たちにも今土曜日休みですか、そ

ういう土曜日でも一つの会があれば、会館があれば、そこに日中でも生活指導員もいるだろう

し、そこへ行けばいろいろなビデオも見れて、そうすればおのずからそういう子は伝承のアイ

ヌの舞踊に親しみをもってくるのではないかなと、そういうふうにも思っています。 

○委員長（及川 保君） 加藤副支部長。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） 今回９月の何日にせっかくユネスコでこの

ことがやはり世界の、今回このことで来年の２月ぐらいに外国で会議があるのです。国際会議

ということで仕組まれて、参加してくれとつい２、３日前に来ていたけど。やはりこのことを

踏まえて、アイヌに誇りを持ってやることがまず基礎かなと思っているのです。だから、私は

先ほどから言っているのは、生活相談員をやったがゆえに、余りにも見えすぎて、差別されす

ぎているのだなと思って、自分自身は差別されていると感じたことはないのだけど、ただ、困

難だなと思う。情けないアイヌのことが、私としては余りにも多すぎたのです。ですから、こ

れからアイヌ民族と認められて、先住民族なのだと。そして人権に配慮する、鳩山首相は演説

で言っているから、そのことはきちっといけるなと。この前９日に鳩山首相に会ったときの話

を少しだけ言うと、そのことを知らないで言ったのだけど、友愛って何だろうとか考えたこと

なかったのだけれど、鳩山首相という人は、このアイヌの儀式であろうと、そういうところへ

常に参加する人だったのです。チェプ祭にも奥さんと２人で来て、最初から最後までいる方な

のです。去年も一昨年も。そういう方なのです。目線は私は国民の目線だなと思って見ていた。
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そのことを鳩山首相に話をした。私は国民の目線だなと思って見えると。ということは、苦し

みも、悲しみも、喜びも共有できる人なのだなということで話をして、そこからは新聞に出て

笑っているかどうか知らないけど、オバマ大統領の話が出たのです。そこから話が出て、オバ

マ大統領に、代表なんとかならないだろうかと、そのような話。何か計らいましょうと言った

けれど、うまく言えば、会えるかどうかわからないですけど、どちらにしても、この先、人権

だと思うのです。日本の文化をきちっとアイヌの文化とともに同じようにやっていくことが、

うちは必要だなと思っているので、これから先もいろいろな葛藤はあると思うけど、アイヌが

誇りをもっていけるような状況になっていくと、会員も、今長谷川会長が言っている高齢化、

本当に高齢の人ばかりなのです。若い人が入ってこない。むしろ帯広は若い人が入っているの

です。帯広は空港で踊りやったりしているのです。ですから、若い人が入っているのです。白

老は若い人が少ない。ということは、やはり財団というのは今までの長い間のかかわりがあっ

たがゆえに、難しいところがちょっとあるのです。いっぺんにできないかもしれないけど、こ

れからの作業かなと思っているので、でも、すべてがアイヌこれからかなと思っているので、

140 年待ったのだから、100 年かかればいいところになるのだろうとかと思いながらいますけれ

ど、それは皆さんの協力を得てやっていかなければだめだと思っているし、一番きょうお願い

したいのは、博物館、困難になったら困るから、学芸員も含めて頼みます。こんなことを言っ

てということを一つ言うと、いろいろな先生に私お願いして、先ほど言ったようにここに博物

館は北海道でもアイヌを食い物にしたのではない、アイヌをずっと伝承した博物館なのだから、

唯一。世界でもない、ここの博物館なのだから、このことを何とかしてくださいということを、

各先生にお願いして、国立にしてくださいということをお願いしているのです。だから、何だ

かの形に、議事録にも残っていますし、何らかの形になるか、それまで頑張らなくてはならな

いので、済みませんがそれまでお願いします。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 今の副支部長の話の中で、本当にただ唯一の博物館、これは大事にし

ていかなければいけないというふうな立場で考えるわけですけど、実際に運営が苦しくなった

ということも、実態も聞いてきました。その中で、町も頑張らなければならないという要請を

今受けているところなのだけれど、これは道の団体として、道の協会として、今こういう博物

館をきちんとやらせていく、そのために取っている対策とか、具体的に今国営にするという一

つの方法も、これは国に言っていかなければならないことだろうと思うのですけど、そのほか

に道の団体で博物館を残していく、きちっと運営させていく、健全に運営させていくという方

法で何か考えられていることというのはございますか。 

○委員長（及川 保君） 加藤副支部長。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） アイヌ協会では、今話したそのことをする

べきだと国に言っている話であって、今具体的に、博物館ここだけでないから、平取にもあり

ますし、向こうにもありますし、いろいろありますから、ここだけのことということにはなら

ないかなと思いますけれど。ただ、言えることは、そのように歴史的な背景からいっても、こ
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ういうようにして、アイヌの今、今日、今アイヌと言えるのも、ここの貢献なのだよというこ

とだけは声を大にして言わせていただいて、有識者懇談会の遠山敦子さん、元大臣にもそのこ

とでお願いして、見える形で、記述にはなっていますから、でも、これが意外に早くいくよう

な気がするのですけど。と思っているのだけど。案外あれだよなと思って、去年から言ってい

ること、信じられていないところがあるかなと思っていたのですけれど。でも、どちらにして

も、この文化については、総理もああして宣言しているから、今までこの２カ月ぐらい国交省

でも動けなかったです。役員として動けなくて、政のほうでやるのだということで、見ていた

部分があるので、上手にいくと 11 月あたりに国交省の関係で委員会設けられるかなと。こちら

のほうの委員会と、調査する委員会ということで、何を早くと言ったら、先ほど言った法律の

こともあるし、そういうこともするためには調査しなければ法律、事を進められないから。こ

ちらのほうは、象徴的なやつはどうするかということでの会議であるから。 

○委員長（及川 保君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） せっかくですので、加藤副支部長がみえていますので。加藤副支部長、

このアイヌ文化振興研究機構の理事をやっていますね。その中の部分で、議論するつもりはあ

りませんけど、どういう状況にあるかということをお聞きしますけど。私たち何か集まって議

論すると、今アイヌ博物館の話がありましたけど、私とか何人か話をするのだけど、このアイ

ヌ文化振興研究機構、ご自分たちでも学芸員を持っているのです。いますよね。札幌にもいま

す。白老にいた人が行ったり、あるいはそこの出先にもいます。それはそれなりに活動してい

るのだけど。本来、先ほど言ったように、副支部長も、白老のアイヌ民族博物館の学芸員とか

やっていることに関して、かなり評価しているわけです。私も評価している。そうすると、逆

に、白老町とかは別です。アイヌ文化振興基金研究推進機構が、逆になぜアイヌ民族博物館こ

れだけの功績がある部分で大変になっているのに、逆にそういうところにすべてとは言わない

けど、学芸員の補助金の幾らかを助成するよと。だから、アイヌ文化を守るために博物館頑張

ってくださいと、そういう部分の議論というのは、この中で出てこないのですか。私はそうい

うことがあってもしかるべきだと思うのです。多くの補助金をもらってやっているわけですよ

ね。補助金がどうかという意味ではなくて、多くの国から来て、ここに見ると多くの事業をや

っています。そうすると、今本当にアイヌ民族博物館入館者も減って、かなり厳しい状況にな

っています。来年以降大変になってくると思いますけど、そういうことが逆に私は白老の代表

している理事に入っているということは、そういう究極を話をして、少しでも現状の予算の中

から１人分でも２人分でもいいですから、逆に機構の職員に肩代わりすると、そういうことで

もして賃金もつから、頑張ってくださいということが、私はあってもしかるべきだと思うので

すけど、どうでしょうか。議論をするつもりはないのですが、本来そうあるべきだと。 

○委員長（及川 保君） 今前田委員おっしゃいました。私も少しお聞きしたいなと思ったの

は、その機構の役割です。機構の役割というのは、北海道全体のアイヌ協会、皆さんの要にい

るはずですから、先般の学芸員の私たちが調査した折にも、機構からの要請も含めて、かなり

やる職務といいますか、ボリュームが大きいのです。また、単発で来られる部分が非常に多い
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と。そういう部分でその町の学芸員の皆さんというのは、非常に大変な役割を担っているのだ

なというのを、本当にしみじみいろいろお話を伺って感じた次第なのです。であるならば、機

構というのはもう少し北海道全体の、白老も含めて、何とか要にいるわけだから、もう少し面

倒みてもらえないものだろうか。当然町がやるというのは、これは私たちもやっていくべきだ

という、私も思っていますし、その部分についてちょっとお聞きしたいなと。 

斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 今のに絡んで一言。学校なんかで先ほど話をした、体験だとかなんか

というのを、大いに来ていただいて学ぶという、体験していくということをやるために、推進

機構のアドバイザー制度というのがございます。そんな中から来て、どんどん来てやっていた

だくというようなことも考えたいわけだけど、そうなった場合に、今度は地元の学芸員の生活

を脅かすというような矛盾というのも出てくるのです。それで、なかなか自由にアドバイザー

を派遣してもらうことができないと。こちらでやれば、金がかかるというようなことで、その

あたり一つクリアしなかったら、やはりうまくいかないのではないか。子供たちのためには金

をかけないで、どんどんそういう実践をしてもらうという方法を、是非考えていただかないと

ならないなというふうに考えてはいます。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私も、今回のアイヌ有識者報告書なんかも見ていて、本当に 140 年、

加藤副支部長の写真も大きく載っているのをずっと読んでいて、今までそういった虐げられた、

そういった近代国家の形成過程でのアイヌ文化が深刻な打撃を一番受けたのだということを、

きちっと認めたわけです。そういった中で、今ずっとお話なっている中で、アイヌ文化をしっ

かり継がなかったら、アイヌが死んでしまうという形のものの中で、私は２つ、今必要だとい

うふうに思っているのです。１つは、大学の教育に奨学金の貸付制度がありますね。私はこの

中で、地方で学んだのですが、医者を育てるためにその地域で奨学金にして貸し付けではなく

て、貸し付けでいいのですけど、その代わりアイヌ文化を伝承して、しっかり学んでそれを継

承していきたいと。それを伝えていきたいという専門職をつくるために、もしそのようになる

となったら、その奨学金は全部返さなくてよくて、それをやっていける制度、大学生までなっ

て専門的な勉強をする人を後継者として育てていくことが今後必要ではないかと。それと同時

に、白老にいる学芸員、先ほど副支部長おっしゃっていたように、帯広だとかいろいろなとこ

ろに、白老で勉強した人が行っていると。私は白老の学芸員の方と話をしたときに、やってい

る仕事を聞くと、白老の博物館に限らず、国のアイヌ文化をしっかり継承して、何を伝えるべ

きかということを、この方達は学んでいます。私は、この人達の立場、地位を道、国でしっか

り守っていく、そういう伝承者をきちっとつくっていくという制度に切りかえていかないと、

町単独では、１、２年はいいかもしれないけど、今の状況の中では続かないのではないかとい

う気がするのです。これ、今まで 140 年かかって虐げられてきたものを、100 年かかるとおっ

しゃいました。100 年かかった伝承者を、学芸員として専門に勉強してきた人を、どう守って

継承させていくかということも、大きな課題になるのではないかと私は思っていたのです。そ
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ういった部分では、きょう副支部長さんがせっかくいらっしゃっていますので、そういった立

場で物が言える方ですので、是非そういったことを今後の策の中でしっかり生かしていってい

ただきたいなというふうに思ったのです。つながっていくのではないかなというふうに思った

ものですから、一緒に言わせていただきました。 

○委員長（及川 保君） 加藤副支部長いかがでしょうか。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） いい意見だなと思って聞いていたのですけ

ど、端的には、白老だけということにはならない部分が出てくるので、なかなか今までは難し

かったかなと思っていますけど、国に言うのには、そのこと、今おっしゃることは、いいなと

かと思って聞いていましたから、このことはアイヌだけの学芸員ではなくて、すべてそれに携

わる学芸員ということであるべきだなと思っているので、アイヌだからいいということにはな

らないと思っているので、これから先、今の意見を踏まえると、言える部分が出てくるかなと

思っていますけど。でも、白老だけという特定にはできないので、なかなかそういう意味では。

でも、ありがたい意見をいただいたし。今アドバイザーの関係も、白老でアドバイザーとして

財団に申請している人はいないのです。ただ、経験の中からいろいろな意味でのアドバイザー

ということで、海のイオルであろうと、川であろうと、山であろうと、その中でアドバイザー

の役割で、支部としてはそういうように取り組んでいるのです。意外とそれも、こう言っては

何なのですが、白老の財団との関係あって、アイヌ協会があって、それがしっくりと、こうい

っていなかった部分があるから、どうしても財団があるとそれが専門に見えるから、会員はそ

れについていけないというか、言えないというか、そういうことが見え隠れするので、そうい

う意味では白老は難しかったのです。これから徐々にそういうことも改善されていくのではな

いかなと思っておりますけど。アドバイザー、だから誰も申請する人いないです。たまたま誰

か、去年か一昨年１人ぐらいいたかな、その程度なのです。ほかはものすごいです。しゃべれ

といえば、しゃべる人がいる、そのアドバイザーやっていますから。講演に行くのだってアド

バイザーやっていますし、もう何百人です。 

○委員長（及川 保君） おおよそ委員の皆さんどうですか、わかりましたか。 

 それでは、私のほうから終わりにあたっての一言申し上げたいと思います。お三方、きょう

は大変お忙しい中を出席くださいまして本当にありがとうございました。特に加藤副支部長の

お話の中でありました、千歳の学校のチセが、きちっと学校にあると。それを自然体で、強制

的に教えるのではなくて、自然体で毎日の中で学べるということが非常に大事なのだというお

話が、非常にきょう心に残りました。 

それともう一つは、高齢化の問題もございますけど、生活館の話です。生活館というのは、

私も議員になりたての頃、社台だとか、当時何件か建ったのですけど、その中で当時の野村理

事長があいさつの中で、生活館というのは、アイヌのそういった国の政策の中でできるのだと。

まちに非常に大きな役割を果たしていると。これをしっかりと認識してくださいと。こういう

お話が実はございまして、そうだったのだと、私もその当時からその思いで実はおりました。

きょうは非常に、野本支部長のほうからそういう貴重なお話もいただきました。議会としても、
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是非この問題も取り組んでいきたいなと、このように考えた次第でございます。それがスムー

ズにできるかどうかは別としまして、やはり議会としても、また、白老支部のみなさんも、是

非そういうことを、課題が目の前にあるわけですから、是非議会にも直接でもいいですから、

もしいただければ、是非力になりたいなと私たちも考えております。きょうは本当に貴重なお

話をたくさんいただきました。今私もメモはしているのですけど、しっかりとまとめて、本当

に白老のアイヌ協会が、また財団含めてしっかりとまちの中に根ざしていけるような、副支部

長の思いのようになれるような、将来にわたってこの文化振興がされますように、私たちも力

尽くしていきたいと思います。本当にきょうはありがとうございました。 

○北海道アイヌ協会白老副支部長（加藤 忠君） 最後に１つだけ言いたいのは、アイヌだけ

よければいいということ言っていませんので。なぜそう言っているかと言ったら、あそこのア

イヌの場所もそうなのだけど、遺跡とかそういうところも含めて、白老町はポンアヨロから掘

り出したものもそのままどこかに吹っ飛ばして置いてある。ほこりかかっている。何も活用し

ていない。そのことも含めて、それとあわせて、歴史をきちっと仙台陣屋、そのこともちゃん

と、道を渡って歩けるような、そういうシステムづくり。ポンアヨロまで通じるように、あそ

こにせっかく仙台陣屋があって、納得いくわけです。あそこにチャシあったのだから。あそこ

はコタンだったのです。前田委員も多分知っていると思います。だから、仙台陣屋もきちっと

生かすことだと思う。あそこがせっかくあるのに、何も生かさないで無にしておく必要はない

と思うし、あそこを上らせて、塩釜神社と頭神社がどういう役割をしていたかということを町

民に知らせる、道民に知らせる役割があると思います。せっかくあるのに。その上できちっと、

やっぱり白老の歴史を、文化を町民に。町民からまずこうやって掘り起こしたほうがいいかと

思うのだけど。余計な話かもしれませんけど、よろしくお願いします。 

○委員長（及川 保君） 本日は本当に貴重なお時間割いていただきましてありがとうござい

ました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時４４分 

                                         

再開 午後 ４時４９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。 

アイヌ協会白老支部の役員の皆さん方においで願ってお話を伺いました。これで調査は終え

たわけです。まとめについては皆さんのほうからいろいろ後でお伺いしたいというふうに思い

ます。それでよろしいですね。 

 もう一つは、今回の調査は終わりました。そこで、陳情第１号の審査をまだ終えていないの

です。町側のお考え、それから議会としてどうするのだという部分を含めて、そういう確認を

きちっとした中で、陳情については判断をしていきたいというふうに考えております。 

11 月下旬にこの陳情については本会議を予定されていて、日程はまだみたいですが、そこで

報告をしたいなというようなことになりますので。16 日は皆さんいかがですか。よろしいです
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ね。ここで陳情審査の、要するに町のお話を聞くのとまとめというか、陳情についての判断。

所管事務調査の、今回学芸員、それからきょうのまとめも含めてこの日にやりたいと。 

 前田委員。 

○委員（前田博之君） 陳情の部分と、今総務文教常任委員会のアイヌ振興についての、これ

は整合性を保っていかないとだめだから、その兼ね合いでちゃんとやっていかないと。この前

言ったように、陳情の部分でできない部分をいろいろと議論して、報告できない部分を総務文

教常任委員会の調査である程度整理していくということだから、その整合性を持たないとだめ

だから、その辺の関係も日程をちゃんとやっていかないと。 

○委員長（及川 保君） ですから、町側の部分を午前中にやっておきたいなということでご

ざいます。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 16 日ということで。よろしいですね。 

 ほか全体含めて何か意見ありませんか。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時５５分 

                                         

再開 午後 ５時０４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。 

日程については、11 月 16 日月曜日、10 時から総務文教常任委員会を開会したいと思います。

その旨よろしくお願いいたします。 

                                         

◎閉会の宣告 
○委員長（及川 保君） それでは、きょうのところはこれでよろしいですね。皆さんのほう

から何かあれば。ございませんね。 

 それでは、長時間にわたってご審議いただきました。ありがとうございました。 

（午後 ５時０４分） 


