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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１１月１６日（月曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ３時４３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（７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 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     企 画 振 興 部 長    高 畠   章 君 

     教 育 部 長    久 慈 幸 男 君 

     アイヌ施策推進室長    高 野 末 保 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 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） 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） 本日の会議の件につきましては、陳情第１号の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関しまして、結論を本日出すという形で会議を進めたい

と思います。本日は企画振興部長、そして教育部長、アイヌ施策推進室長が参っておりますの

で、十分議論をこの場でしたいというふうに考えております。よろしくお願いします。 

 高畠企画振興部長、本日の会議の主旨はご理解されていると思います。きょうまでこのアイ

ヌ民族博物館に関して、所管は教育委員会だそうですけれども、イオルの関係などもありまし

て大きなアイヌ民族に関する部分については企画振興部のほうで今進めている状況であります

から、どのような内容で今まで、今年度の事業もそうですけれども進めているかということを

まずお聞きしたほうがいいですか。それと、この博物館につきましては教育委員会が所管にな

っているということで、きょう教育部長のほうもおいでいただいているのですけれども、教育

部長もそのあたりを含めて説明をお願いしたいというふうに考えております。よろしくお願い

したいと思います。 

 皆さんから何か進め方についてございますか。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時０４分 

                                         

再開 午前１０時０５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。 

 前田委員。 

○委員（前田博之君） アイヌ政策の担当についてはどこで扱っているのかわかるのですが、

そして事務分掌でもどういうことをやるかということはわかっているのですが、総体的な政策

の仕分け方が、仮に企画振興部で担当しているほうと教育委員会で担当しているのとすみ分け

がきちんとないのです。あるのですがわからないのでその辺をまず整理してもらうのと、それ

からここで言えば学芸支援に対する陳情ですから、決算委員会では数字が出ていたと思うので

すけど、ここで改めて町が財団に総括的に委託、助成等々している額がどのくらいあるかを出

してもらわないとちょっとわからないと思うのでその辺を２点、まず冒頭整理してお聞きした

ほうがいいかと思うのですがいかがでしょうか。 

○委員（及川 保君） 皆さんいかがでしょうか。私もそういう思いではいたのですが。全体

像がなかなか不明な部分がありますので、そのあたりをまずお聞きしたほうがいいと、よろし

いですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 今アイヌ施策推進室になっています。前は、できたときはウ

タリ対策推進室ということで名前が変わったということです。そのできたときの主旨としては

アイヌ政策を白老町として一本化して取り組もうということでございます。ですから、基本的

には総体的な事務の所掌はアイヌ施策推進室ということになります。その中で教育委員会との

関係ですれけども、基本的に博物館というものについての監督官庁といいますか、関与という

のは基本的にこれは教育委員会になります。ですから、博物館的の実際の取り組み、そういっ

たものは教育委員会と連絡を密にして共同でアイヌ施策推進室とやるという形になります。教

育委員会独自のアイヌ民族博物館にお願いするような事業がございます。これは道の事業、あ

るいは国の事業、そういったもの、じかに文科省経由、縦の系列できた事業、それについては

教育費のほうで予算組みをするだとか、そういったものがございます。でも総括的には全部ア

イヌ施策推進室ということで、ですから今回のこの陳情の取り扱いも当然うちのほうが総括的

に全責任を負ってやるということになります。 

 次に事業関係なのですが、平成 20 年度に限って、決算状況というものに限って申し上げます

と、全部で３項目ございまして、そのうちの１項目は都市公園の占用料の減免だとか、そうい

ったものもございます。第１項目がアイヌ文化調査研究事業補助金、これが 495 万円です。そ

れと次にアイヌ民族博物館運営事業緊急支援補助金 500 万円。これは昨年度の 12 月の議会で最

終的には財源振りかえをして国の緊急対策の交付金を財源充当しましたけど、これが 500 万円

と。それから３つ目です。アイヌ民族博物館社会教育事業補助金 85 万円。これが教育委員会の

ほうの予算になっています。それと、さらに今目に見えない形で都市公園の占用料の減免額、

約 756 万円。合計約 1,836 万円。このぐらいの額が平成 20 年度には町から博物館に対する助成

という金額になっております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 今の教育委員会の所管する部分も含めてトータルとして高畠企画振

興部長のほうから説明がありました。総計で 1,836 万円という額になっているようです。これ

が全体のアイヌ民族に対する補助を含めた、減免を含めた分です。 

皆さんのほうから何かありませんか。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 確認しますけど 495 万円については端的に言えば学芸員の人件費とい

うことですね。恒常的なものはこれと社会教育事業の 85 万円、この分ですね。あと 500 万円は

臨時ということですね。この都市公園分の総額は本来幾らですか。占用料を当たり前でいくと。 

○委員長（及川 保君） 高野アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（高野末保君） 減免した額で今約 381 万 5,000 円いただいております。

先ほど高畠企画振興部長のほうからお話ししてございますが、756 万 5,000 円ほど免除という

ことで約 1,130 万円です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 
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斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 占用料の 1,130 万円というのは町に入ってくるべきお金を減免して免

除されているということですね。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） これはどうですか。向こう側からある程度今の考え方を聞くのか、そ

れとも質問でやっていくのか。 

○委員長（及川 保君） きょうは結論を出さなくてはいけませんから、町としてはそのあた

りを各委員から聞かれても十分聞いてほしいのです。答えられないことは当然答えられないで

しょうし。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） まず、調査研究事業 495 万円、これ補助がついていますけど、この補

助をつけるとき私は議員になる前ですが、いろいろな目的で多分補助を出していると思います

し、当然補助金ですから補助の規則に定めて実績報告が上がってくると思うのですけど、この

辺のとらえ方をどういうふうに整理されているのかをちょっと伺いたいと思います。どういう

ふうな形で実績報告が上がっているのか、多分何かを求めるためにしていると思うのです。学

芸員の補助だと思うのですが、その辺の町として財団に対してどういう指導をして、どういう

ような実績報告が上がっているのかをちょっとお聞きします。 

○委員長（及川 保君） 高野アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（高野末保君） まず、今言われたとおり学芸員の人件費補助というこ

とで、学芸員約５名分の人件費補助でございます。総額については約 2,000 万円前後で、先ほ

ど申し上げたとおり 495 万円、２分の１以内、これは町の規則に基づいて２分の１以内という

ことで 495 万円を出してございます。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 私が聞いているのは、補助金を出しているのですね。成果があるはず

なのです。どういうふうに成果を求めているかということです。本当の人件費を今言った約

2,000 万円のうちの一部の人件費の補助なのだということは、私はあいまいさの中にわかるの

ですが、補助金要項規則から出していれば当然その中で何を求めるかと書いています。だから

何を求めていたのか。だから学芸員がこういうことをやって、こういう結果があったのだと。

それに対して人件費を出したと、そういうような町の姿勢がどうなのですかと聞いているので

す。ただ漠として赤字だから財団からきたから出してと言われて出しているのか、その辺これ

から今後審査していくのに非常に町の姿勢が大事、聞いておかないと我々は今陳情を審査する

のに支障あるのです。意見も付さないといけないから。その辺をどういうふうにとらえている

か明確に答えてほしいです。 

○委員長（及川 保君） 高野アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（高野末保君） まず、町長も理事者もお話ししているとおり、学芸員
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については公共性の高い調査研究だとかそういった事業をやっていますので、その辺について、

特にアイヌ民族博物館については実績で申し上げますと、20 年度実績でございますが 44 件の

アイヌ文化の啓発事業をやってございます。これは全国の小学校、中学校、高校、こういった

ところへ出向いて出張講演ということで、それと合わせて国立博物館だとか、そういった国の

事業、そのアイヌ文化の調査研究、合同研究、そういった公共性の高い事業に対する補助とい

うことで理解してございます。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 何点かお伺いします。財団法人アイヌ民族博物館の事業の概要という

説明があったのですけれども、この中で７番目として、他の団体と行うアイヌ文化的資産の保

存事業に対し協力、または援助を行うことというふうにあるのです。すべてこの事業の概要を

見ていったときに、この間学芸員との懇談もあったのですが、大学の研究だとか、それから講

演だとか、そういう依頼が大変多いのだと。白老町の学芸員は博物館の出身の人で全道には何

人かは行っているけれどもやはり経験とか知識はピカ一なのだという話をされていたのです。

通常業務が中心なのだけれども、要請が多くてほとんど地元の仕事がならないぐらい多いとい

う話も伺ったのです。今実際として職員は５名いますね。先ほどの補助の 495 万円はその５名

に対しての、調査研究に対しての補助なのですけれども、そのほかに特別職員として１名いる

のですけれども、町としてこの補助を出していくときに本当にこれは町独自で出していくべき

ものなのかどうなのか、この５名というのは本当に白老町だけの仕事をしていたらこれだけ必

要だったのかどうなのか、やっている内容がそういうふうに 44 カ所とか出張したりしているの

ですけれども、無償が多いというふうに私などは言っていたのです。そういうのを伺うと、そ

れで博物館の入り込み数がふえるとかそういう経済効果がもたらせるのかどうなのか。それと

同時に特別職を含めて６名が白老町のアイヌ文化、白老町のここを伝承していくために必要な

人数ととらえているのかどうなのか。いらないということではなくて、その５名のうちもしか

したら２名は専門的に国の仕事しているのではないかというふうな判断を町としてしていない

のかどうなのか。その部分ぐらいは道とか国に要請するとかというような考え方というのは今

までずっと補助金を出しながらだんだん苦しくなっていますね。今後補助として今まで以上お

願いしたい、学芸員の部分はお願いしたいということになれば、先ほどお話ししていたように

2,000 万円という金額はおのずと出てくる、金額は陳情には書いていませんけど、そういうふ

うになってくるのかとちょっと思ったのですけど。本当にその６名の人たちがそういった町だ

けの仕事にとどまっているのか、町として出すときに国、道にこういう仕事をしてこうだから

というそういう考え方をもって訴えていくとか何か行動を起こしたのかどうなのか、その辺ど

うなのでしょう。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 町がこういう形で人件費をこれから補助しましょうというそ

この根本的な考え方なのですけれども、そこにつきましてはこれは極めて公的な活動ですと、

公的な活動も町のみならず北海道、日本、国の認める活動ですというところを根拠としており
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ます。基本的には私が議会でも申し上げたとおり、最終的にはこれは国がきちんとこの研究活

動を支えるべきだというものを基本的に町は考えております。ただまだそこまで日本国中この

活動が、日本国民全体が認知されるまでに至っていないという状況です。ですから先日、実は

文科省ですとか文化庁とか国交省とか私の横にいるアイヌ施策推進室長と参りまして、今吉田

委員がおっしゃるような内容のことを陳情してまいりました。それは今回が初めてではござい

ません。ずっとそういう形でやっております。そういった中で彼らの活動というのは町のため

の活動と、あるいはこれは国のための活動とか、そういったことは町として区別はしておりま

せん。彼らの活動自体が、ずっとやってきたこと自体が極めて大きな公性をもっているという

ことで国も動き出すという形になってきております。ですからそこのところはとりあえずは国

が支援すべききちんと責任を持つ活動だと思いますけれども、一期間、ある期間については支

えるために町はできる限りの予算、できる範囲以内での予算措置、支援はしたいと考えており

ます。ここは町の考え方ということでは、今そういった考え方をもってございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今国の予算配分が全然見えてこない状態の中で、こういった事業的な

ものが、アイヌ民族のことが認められましたので、語学人として文化的伝承だとかそういった

ものが認証されれば予算をつけてくれるのかと思うのですけど。これは陳情で国がやはりその

国のためのものだというふうに公性として、これは国でやるべきだというふうに認められない

とだめだということであれば、今までも永年そうです。ずっとやってきています。本当に認め

られるだけの力を発揮して町から行った職員がそちらのほうの地方で活躍しているのも聞いて

いると、国が今の予算で認めなかったらずっとこれ町が維持できるのかと反対に。今高畠企画

振興部長ができる範囲以内でやっていくのだとお話なのですけど、できる範囲以内だから必要

な分全部いきますということにならなくなると、向こうはどんどん入り込み数減っていると、

私考えるのですが入り込み数だけで維持していくということの考え方自体を何か見直して、国

に要請するのはもちろんそうなのですが、今アイヌ博物館と今あそこの観光地としての入り込

み数を何とかしようというのはやっているのですけど、理由としてはアメリカのいろんな経済

状態の影響だとか外国の円高で日本に来ないとか、これは国と国との間でのことの理由であっ

てここの博物館自体の入り込み数の減少に違った視点での問題がないのかどうなのかという、

入り込み数だけで事業を維持していくという今は考えですね。どちらかというと。それは絶対

限界がきてしまう気がするのです。今の経済状況でいったら。予算のほうの措置もはっきり見

えないと、町の財政も厳しいと、そうなったときのこの６名の学芸員を、アイヌ博物館自体も

維持できない、町もなかなかそこまで全部は支援できないということになってきませんか。国

の動向が今見えていない中で。その辺はどうなのでしょう。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 本当に吉田委員が言うとおりの状況です。もう町としては一

日も早く、国がことしの７月に出された有識者懇談会の報告書、あれに基づいたアクションプ
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ランをきちんと立てて実際の取り組みに移ってほしい、一日でも早く移ってほしいということ

でこの間も伝えてきました。今うちのほうでは特にことしにつきましてはもう 17 万人を恐らく

割るだろうという状況になってございます。となると恐らく当初予算で組んだ額の、事業費に

係る歳入があって、支出で事業をやると、そういったものを別にしましてもコアな部分では恐

らく 4,000 万円ぐらいの不足の額が出るのではないかというふうに考えております。町が仮に

ことしその半分ぐらい助成をしても、ことしと来年、もって精一杯２年ぐらいの状況になりま

す。そういったことも国に行ってお話ししまして国のほうはことし中に有識者懇談会で提言さ

れました審議会的な組織をつくるという話、今協議会という名前をつけているらしいのですが、

それを年内中に立ち上げて、そして来年の夏ごろには一定の取り組み事業を明らかにして、23

年度にそれを予算化するというような、そういう動きをしてございます。町のほうはそれまで

の間に何とか支えていくということで考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 私のほうからアイヌ施策推進室長にお聞きしたいのです。この学芸

員というのはアイヌ民族博物館の５名の学芸員が我がまちにはおるのですけれども、これは同

じような各地において学芸員というのはきちんとおるのか。もしおればどれぐらいおるのか。

先般のいろいろな所管事務調査の中でも出されたのですけれども、今吉田委員のお話にありま

した、我がまちで育った学芸員がアイヌ民族に関する１番上の機構の中で非常に大きな地位を

占めておられる学芸員もおられるみたいです。そういうまちの状況というのは大変な実績があ

るわけです。いまだ一生懸命輩出するような形を、また例えば我々が育てた学芸員がまたそち

らのほうに持って行って大きな重要な地位を占めているようなことになっていくことも考えら

れるのではないですか。確かにいいのですが、白老町として大変このアイヌ民族の全体像から

すると、これは大きな実績を残していくわけですから当然認知されていくわけです。こういう

形が今後もまたそういう形になっていくのではないかと、私はその部分で非常に危惧している

のです。だから何か納得できるような今状況にないというのが非常に私は不信、不信というか

その部分があるのです。ちょっと意味不明なのかわかりませんが、何か納得できないのです。 

高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） この博物館を町営的な博物館という、そういう視点で考える

のであれば当然町のための学芸員だから町でお金を出す、それがどうして育った人が、では外

のために働かなくてはいけないのかと。そういった矛盾というのは考えられますけれども、そ

もそも町が補助をして支えようという動機です、そこのところはもう目標として、これは町の

博物館という目標を持っているわけではなくて、これはやはり国のという部分があります。で

すからそこを目標に持っていますから、逆に今及川委員長がおっしゃったような状況がつくり

出されていることがかえって国に対して大きなアピールになるということなのです。ですから

そのために支えて、一定の期間支えていかなくてはいけないというふうに考えているのです。 

○委員長（及川 保君） 部長のおっしゃることは当然のことだとは思うのですけど、実際の

ところ納得できますか。吉田委員の言われていることも多分そのあたりもあると思うのです。
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当然国がすべきことをまちが今一生懸命やらなくてはいけないと、これは高畠企画振興部長の、

実績をつくっていくことによって国に認知されるのだと、こういうことを目指しているという

ことはわかるのです。わかるのですが、それはいつまでかという話になると、多分それは高畠

企画振興部長はそれは明言できませんという話になるでしょうし。それでまたずるずるとやっ

ていかなくてはいけないということが、やらなくてはいけないとわかっていながら。この部分

で実は所管事務調査をしているのです。アイヌ協会の方々との懇談もしていまして、そういう

中ではぜひこの部分の援助をしてほしいというお話もお聞きしております。しかしながらこの

部分を今結論を出さなくてはいけないということなのですが、この陳情に対しての結論を出さ

なくてはいけないということなのですけれども、非常に苦渋の決断をせざるを得ないような今

状況です。この部分を、まちは既にこの学芸員についてはもう補助はやっていますね。 

久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 高畠企画振興部長と同じなのですけど、今アイヌ文化推進機構か

ら依頼されることが結構あるのです。私がやっているときはそうだったのですけれども、それ

は無報酬ではないのです。報酬が出ているのです。旅費だとか、それから日当等が出ているの

です。ただ、そのお金というのがアイヌ民族博物館のほうには入ってこないということで他費

支弁という形の中で行って、例えば九州だとかいろんなところでアイヌの展示会等をやる場合、

これは年間何回と決まっていまして、それでミニのチセをつくるとなるとアイヌ民族博物館の

学芸員でなかったらつくられないのです。それとか講演などもやはりアイヌ民族博物館の学芸

員のほうに依頼されると。それは何なのかというと、やはり民族だからなのです。学芸員その

ものが民族だと。だからそういうことでやはりアイヌ文化についていろいろ知識がある学芸員

はいらっしゃるけれども、どうしてもアイヌ民族博物館のほうに依頼をするというような実態

なのです。ですから今高畠企画振興部長が言ったように、こういう行動がアイヌ民族博物館の

ステータスを上げるという一つの要因にもなっているのです。自分達の学芸員としてのステー

タスを上げるということにもつながっているし、ですからこれはいたしかたがないことなのか

と思っているのです。ただ、今まではアイヌ民族博物館は平成３年は 87 万人も入って、それな

りの収入もあってやっていけたのですけれども、今それが３分の１ぐらいになっていると、そ

のような状態で収入もなくなってきているという状態の中で果たしてどうなのかということは

あるのだけれども、ただこれをばつっと切ってしまうとやはり白老のアイヌ民族博物館として

の役割は薄らいでいくのかと、このように考えております。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。今までの話を聞きながら、本当にこれは町営にしなければ

ならないのか、本当にどういうふうにしていけばいいのか。もとをただせばイオル再生事業と

博物館との関係というのがすっきりしていないのではないかという気がするのです。やはりイ

オル事業を国がやっていく中で博物館の重要性、国内唯一の博物館なわけです。そこが働かな

いでイオル再生事業の成功というのはあり得ないです。だとすれば町が言うように国立にして
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いく、公のものだから国が運営していかなくてはならないということになるわけで、私も確か

にそう思うのですけど、有識者懇談会の報告書などを読んでも、全然、結局は今そういうふう

にまだまだ不十分だからもっと充実させなければなりませんという言い方で、それを国がどう

受けとるのかどうなのかという、そのような状態で先がまったく見えていないという、そうい

うことがよく読みとれるのです。とすれば見通しが立たない中ででは今までこういうふうに入

り込み数が減ってきてずっとなってきたのはここ１、２年でなったわけではないです。もう 15

年も何年もたってずっと減ってきて、今の不況の中でいうとこれが右肩上がりになるなんてこ

とはおおよそ考えつかないような状況だと。では今まで何をやっていたのかということが問題

になります。まちがこれだけ応援していたからいいのではなくて、ではその間に誰がどこで努

力をしたのかということが問われてくると思うのです。そうすると一面北方民族の北方文化振

興などの資金という形で道からお金が出ているというような、よその博物館などで出ていると

いうようなこともあるのです。であるのになぜアイヌ博物館がそういう道も動きださなければ

国も動きださないというような、どうしてそういう状況なのか。この間加藤理事長とお話をし

たときにも協会のほうでは何ともできないし何も動きがないというような話をしているのです。

国へただ要請を上げているというだけの話で、先が見えないのではないか。そうすると町がい

つまで応援をしたらいいのかということがまったく見えてこない。そうすると本当にこれから

これだけどんどん減っていく中で町がずっとそれまでの間補助金を出していかなくてはならな

いとすれば本当に町営の博物館になっていかなくてはならないのかという、そういうふうにみ

えてしまうのですけど、実際に今ここで聞きたいのはそういうふうに道への働きかけや何かと

いうのは何か見通しがまったくないのかどうなのか。そのイオル事業の中でそういうような白

老町の博物館に対する支援ということがまったく先が見えないのかどうなのかということと、

それから本当にこれがそのままだまっておくと町がいつまでも出していかなくてはならないと

いうことになりはしないのか。ちょっとまとまらないのですが、大体そういう面で心配して学

芸員の一生懸命働いている、先ほどから話が出ている、働いてきた分を全部吸い上げられてそ

れが運営費のほうに回されているような話もありました。だからそういうような形の不正常な

形というのをどうして今まで放置されてきたのかということがすごく問題になるような気がす

るのです。そのあたりをどうとらえなくてはならないのか。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） イオルでの支援と申しますか、イオル事業は一応来年で一区

切りがつきます。今後大きな動きで期待するのはやはり有識者懇談会に基づくさまざまな取り

組みだと思います。その中でうちのアイヌ民族博物館を国がどうとらえるかという部分、ここ

にかかっていると思います。この部分につきましては先日担当者事務レベル、それこそ官僚レ

ベルの話ですけれども白老のこのアイヌ民族博物館、ここで研究、伝承保存活動、この積み重

ねがなくしては語れないと。今後の有識者懇談会に基づくさまざまな取り組み、この活動をな

くしては語れないというその担当者レベルの話ですけれども、そういう話は伺いました。ただ、

国のほうがそういう認識を持っていましても、やはりこの全道に７カ所アイヌ民族を伝承保存
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する拠点があります。ですからその方たちの考え方、ここが一つにまとまってそのベースは何

なのだと、日本のアイヌ民族の文化、研究、文化を守る一つのベースは何なのかと、そこがき

ちんとまとまらないとなかなか国として、白老が思っている、町が思っている、博物館が思っ

ている、その目的と合致するかどうかというところがその辺の民族として考え方、拠点として

の考え方、それが一つのものとしてまとまらないとなかなか国としても動けない。あるいは道

としても動けないというような状況です。これはずっとそういう形できているはずなのです。

今回その辺のところ、うちは待てないのだというようなことをこの間数字も並べて伝えてきま

した。そういったことからして、これは有識者懇のレポートに基づく支援、それからイオル事

業に基づく支援、これら両方の形で支援してほしいということは伝えてまいりました。 

それから、この先ずっと支援という部分では、先ほど申しましたとおり目的はやはり国でと

いうことがありますから、ずっと支援ということは町では考えていません。ずっと支援という

ふうに考えるのであれば町営の博物館というふうに考えてしまいますから。ですからもううち

の目的を達成するためには、国のほうでお願いしたいというふうに考えると。今はそこまでし

か申し上げることができません。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） そこが大事なことなのは今の話にもあったわけですけれども、こうい

う問題というのはアイヌ自身の問題です。アイヌ全体の。そうすると白老町のアイヌの人たち

全体がそういう博物館を残し自分達の文化を伝承していく、そして自分達の生活を守るという

意思統一があって、それを総会がすべてをまとめて財団がその中で動くと。こういう図式です

ね。そしてそれを町が支援するという。ということは税金を使ってでも応援しなければならな

いというのは、この町が支援していくアイヌ全体の動きを町が支援していくという、こういう

図式でなければならないはずです。私が 1 番心配するのは、財団がもうだめだと言っているし、

協会はどうやっていいかわからないと言っているし、ではアイヌの人たちの意識はどうなるの

か。財団はもう必死になって今までも頑張ってきたけれども、ではアイヌの人たちがまとめて

博物館を守っていこうという動きというのがやはり国を動かす 1 番の根幹だろうと思うのです。

そこらあたりがまったく見えていないのです。そうすると、そういう動きが見えない中で町が

支援しているという、本当にそのことが正しいのかどうなのか。そこのところが 1 番心配する

のです。だから本当に、これはどうかと聞いても答えは出てこないかもしれません。何かこう

その辺がアイヌの人たちの声として自分達の文化を守ってほしいという、だから結果として博

物館を守れ、だから学芸員のお金を出してくれという、こういうつながりが見えるのであれば、

これはみんな喜んで出すのだろうと思うのです。そこのところが見えてこないということを、

これも解決しなければならない大きな問題なのかとは思っているのです。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 今斎藤委員がおっしゃったこと、これは本当にここが強く打

ち出されて、だからこうしなくてはいけないというこれが 1 番大事なところだと思います。た
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だ、平成 20 年に国でアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議としました。これは国がや

ったのです。これは国がやった、国会議員が手を挙げた。国会議員というのは我々アイヌ民族

ではない人も賛成したわけです。これは認めるではなく求める決議だというのがちょっと不満

なのですけど。ただいずれにしてもアイヌ民族以外の人も、これはやはり守る文化ではないか

といったことなのです。だから私は確かに斎藤委員がおっしゃったことが原点かもしれないけ

れども、だけどもそれ以外の日本人、和人の人たちもこれは守るべき文化ではないかという、

そういうような意識、それもやはり大事なのかと。だからそこの部分は、こういう大学の先生

方だとか研究者だとか国の関係機関の人たち、この人たちが一生懸命勉強をして、自分達みず

から勉強をして、そしてやはりこれは日本のためには絶対守らなくてはならない文化だと、ア

イヌ文化だと、そういったものもアイヌ民族の人たちが煮詰まるのと同時並行でいくという、

これも大事なことかと。今の時点ではアイヌ民族のほうの煮詰まるのを待つのではなくて。そ

ういうような考え方にも傾いていかないと、もうそろそろだめかと。そうではないと文武だけ

がどんどん変更してしまって少数民族を守る守るという、そういった気持ちだけが先行してし

まって、上滑りしてしまって具体の取り組みにつながらないのです。それは両方の責任は私は

あるのではないかというふうに思っています。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今の議論されている部分については、それぞれの考え方、意見は非常

に大きいですからここで議論するのは一つの方法かと思います。先ほど言ったようにアイヌ政

策のあり方に関する有識者懇談会についても、今高畠企画振興部長のほうから国のほうにいろ

いろ話をしたというけれども、この報告のポイントを見るとやることがたくさんあるのです。

申しわけないけれども。そうしたらアイヌ民族博物館だけを守るための部分のポイントは本当

に優先課題なのかどうなのかということはこれから議論になると思います。それはさておいて、

現実にまずアイヌ民族博物館が云々ばかりではなくて陳情書にもこううたっているのです。事

業収入改善の先行きが見えず経営は早晩行き詰ることが必至の状況であります、ということで

あります。この辺のまず町としての認識、当然ことしは 17 万人前後です。非常に厳しいという

こと。その中において学芸部門、社会教育施設として位置づけて法的資金をお願いしたいと言

っています。この辺の町としてのとらえ方をどう見ているのかということです。なぜかという

と財団が８月３日に委員会で配布した資料を見ると運営経費を伝承部門、学芸部門、総務部門、

設備部門、当然理事者三役、そういう分けた経費で１億 9,300 万円かかりましたときています。

しかし学芸部門の部分については 4,215 万円ですと言っていますけれども、現実に博物館のほ

うの資料を見たら、私はこの博物館に財政支援をする云々とは言っていません、否定とか肯定

とかそういうまるっきり先入観ではなくて、客観的な物の言い方ですから変に誤解しないでく

ださい。そうすると入館者事業別収入と収支差額を見るとアイヌ民族博物館は 30 万人の入館者

をみて、それの運営費を 19 万 3,000 円に設定しているのです。それ以後ずっと運営経費の、こ

れだけ厳しくなっているのですけれども、事業収入と合わせて、これだけ経営合理化しますと、
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歳出削減しますと、だからこれだけ赤字なのだということがないのです。この収入を見ると。

あくまでも１億 9,300 万円の運営経費が補てんされて、だけど事業収入が落ちてくると。そう

いう部分に対する町としての認識、これから 21 年度予算の査定が入ってくるのだけれど、そう

いうことは無視して、あくまでも学芸部門だけ、先ほど高畠企画振興部長が言ったように国に

認知してもらうまで町に助成してもらうのだと、あるいはアイヌ博物館をどうとらえるかと言

っていますけど、町として先ほど言った部分は現実にどうとらえているのか。それと 19 年に町

がアイヌ施策基本方針を出しているのです。この中では具体的なことなのですが、基本計画だ

とかいろんなものをたてているけどその中でもう、19 年ですから３年たちます。その中で当然

この博物館の運営の部分がクローズアップされてきているはずですけど、その中でも具体的に

議論されてどういう方向性で今もっているのかをちょっと聞かせてほしいと思います。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 今町としては学芸員の運営費補助、そこの部分がコアの歳出

のうちが支援する部分です。そこのコアのお金ということで考えております。そういった中で

30 万人入ると１億 9,300 万円、これで収支がとんとんという、そういうものは町としても聞い

ております。実際事業費運営はその中でイオル事業の委託費だとか、そんなのが入りますと大

体２億 4,000 万円とか２億 3,000 万円とか、そのぐらいのお金になります。今うちのほうで考

えているのはイオル事業だとかさまざまな事業を持ってきて学芸員のほうの人件費振りかえを

やって、そして今しのいでいるのが現状なのです。ですから、今向こうのほうにお願いしてい

るのはいろんな事業を持ってきて財源振りかえをすると。学芸員の補助にうちがじかに一般財

源をもっていかなくても、ほかの事業を充てがえして人件費に充てるということができるのか

できないのかと。それを恒常的にどのぐらいできるのかというような精査をかけております。 

それともう１点は入場料の収入です。ここの部分について、うちの観光事業などともタイア

ップした中で長期的な戦略をたてて、今入館者の増といったその取り組み、そこがずっと右肩

下がりに収入がどんどん減っていくのをそのまま見過ごしたままの状況で町が学芸員の人件費

を補助し続ける、このようなことはあり得ないというようなことで、その辺の誘客活動もリン

クした中で中身を精査させていただいております。 

それと 19 年の基本方針の部分でございますけれども、これは 19 年に基本方針を出されてか

ら有識者懇談会で新たな別法など出されました。それを受けて町のほうも新たにこのアイヌ民

族博物館、これをやはり国の責任として調査研究保存伝承活動を支えていってもらいたいとい

う考え方、これは平成 19 年度の基本方針にはなかったはずです。ですからその辺のところはや

はり大きな町としての方針転換を全面的に打ち出して対応したいというふうに考えています。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） もう１つは、今の学芸部門だけに財源補助云々言っているけれども、

別な見方をすると伝承部門はあって伝承がされているからそういう学芸もくるのだという物の

見方をする部分もあるのです。これは町として、今財団も学芸員と言っていますけど、大きな

形の運営全体で見れば、今度はこの、先ほど言ったアイヌのあり方有識者懇談会等々で文化を
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どう守るかとなってくると伝承部門というのも非常に重要な位置を占めてくるのですけど、そ

の辺のとらえ方が今後はここが反映のかぎです。そういうものが含まってきたときに町として

はその辺の認識というか、とらえ方はどうなってくるのかということが１点。 

もう１つは先ほど斎藤委員もちょっとお話ありましたけど、私もアイヌ協会の加藤理事長に

話をしたのですけれども、あの方は財団法人アイヌ文化振興の研究推進機構の理事をやってい

るのです。そうするとこれはイオルとも多少兼ね合いが出てくるのですけれども、この中でか

なりの額を持って事業をやっているわけです。そうするとなぜこの中で、町がどういう考えを

持っているかわかりませんけれども、このアイヌ文化機構の中にも学芸員がいるのです。白老

町のアイヌ博物館みたいな人が、現実に行っているのです。そして今チセにアイヌ機構が学芸

員を置いてやっているわけです。現実に言葉はどうかわからないけど、変な話白老の文化を守

るために屋上屋を重ねているわけです。言っては悪いですけど。そうすれば、なぜもう少し、

今これだけ議論されているのであればアイヌ文化推進機構が白老のアイヌ民族博物館に対して、

先ほど町側も言っていますけどいろいろなことをやっているわけです。国から求められている、

道から求められている、自分達の文化を発信するようにやっている。そうすれば当然ここがも

う少し地元から理事も出ているし、町側もこういうところに働きかけるべきだと思うのです。

そして内容的には自分達の人件費の額がかなり多いのです。それで事業費は正直な話、いろい

ろな事業が出ていますけど、そういう部分に特化するようなことが、ただイオルやるのではな

くて、イオルやっても多分こういうところに現実にお金が流れてくるのです。その辺の認識は

どうかと思うのです。担当者ではなくて町長を初め町はどうとらえているのか。もう少し私は

こういう現実的にお金を持っているところにもっと働きかけるべきだと思うのです。そしてか

なりイオルから機構の仕事をやっているのです。それで高畠企画振興部長が言ったようにイオ

ルなどからきて財団に事業をやって人件費に振りかえるといっても私が聞いているところでは

すべてなっていないのです。かなりの赤字でことしも出るはずです。いくら振りかえても。多

少は危惧していますけど。もうそれは現実そういう目前にあるのだけれども、その辺はどうで

すかということと２点伺います。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 伝承部門、ここの部門については本当に大事な部門なのです。

考え方としましてはほかのまち、平取とかありますね。あるいは道の施設だとか類似の施設だ

とか、それをみますとやはり道立、町立。というのはやはり公務員なのです。そこの考え方、

今まではもう町ではほとんどお金を出さないで本当に民間の収益でやっていたといった部分、

そこの部分をやはり学芸員は本来ならこれは公務員であるべきだという一つの考え方、それに

依拠して学芸員に対する人件費補助という、そういう根拠を一つ考えております。伝承部門に

つきましても、ここにつきましては基本的に入館料の収益のほうで基本的に賄おうと、そのよ

うな考え方で進んでおります。これは物の考え方のつながり方、そこは前田委員のおっしゃる

とおりだと思います。そこは分けて物を考えられない部分かと思っています。 

それから、機構にもう少し働きかけてというお話ですけれども、これはもう機構ができあが
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った時点から町のほうは前田委員と同じような考え方で再三再四いろんな場面でお願いしてご

ざいます。イオル事業で委託をやって委託で赤字になっているという部分、そこは実は町とし

てはとらえていないのです。それはどこまでの経費を見て赤字になっているかだとか、その辺

詳しく博物館と話をしてみないとわかりませんけれども、実は町としてはそういう認識という

のは持っていないのです。その辺ちょっともう１回戻って検討させていただきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長、今前田委員がおっしゃった機構、機構というの

はここのおられた学芸員がきちんと機構の中で大変ご活躍されているとお聞きしていますので、

そういった部分も含めて先ほど申し上げたのです。 

それともう１点聞きたいのは、この博物館の学芸員に対する支援、まちは今までやってきて

いるのですけれども、これを、期限がいつになるかわからないけれども、まちの希望として当

然国が支援すべきものだという考え方はわかりました。ただ、いずれにしても町が今後国が支

援しようという形になったとしたときに、アイヌ民族博物館の学芸員に対して直接的な補助は

絶対あり得ないと思うのです。当然推進機構に国としてアイヌ文化の総元締めでありますから、

当然そちらのほうに支援してそれぞれのそういった学芸員といいますか、多分各地域の中にも

この学芸員というのはおられると思うのです。そういう機構のほうから各地の地域の学芸員に

対する支援というのはすることにこれからなるのではないですか。もし国が支援するというこ

とになればです。ではその後の考え方はどういうふうに考えられていますか。直接というのは

私はないと思うのです。そのまちに対する支援というのは。 

高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 町が今考えている、博物館を国が支援するという意味は、そ

こは有識者懇談会の報告書にもありましたように研究機関を象徴的な、公園的な区域、その中

に試験研究機関を設けるというのがあります。そこの部分でアイヌ民族博物館をうまく活用し

ていただきたいという考え方です。ですから、機構が全般的に７つの地域にまたがっている学

芸員に対する支援、その一環として望んでいるような、そのような形ではございません。博物

館そのもの、国が建てる博物館、そこの部分でうちの博物館を活用していただくという考え方

を持っております。ですから国の博物館はどこに建てるのといったときには、まず白老町を候

補地にしてくださいということでお願いしております。そういう意味の国の、要するに試験研

究機関を支えるというのは国の責務だという、そこの部分で考えております。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 先住民族として可決された、こういう有識者の答申を踏まえて今町と

しても、ではアイヌ博物館はこうしていくべきだという考えをもって言ったと思うのですけれ

ども、私は２点ちょっと確認したいのですけど、アイヌ博物館ができてあそこを一角の観光地

として白老町は取り組んできました。入館数が、あそこでは雇用も生まれましたしやはり利益

を得ていたのです。入館数が多いときは。ですからそのときはそれが一体となって白老町の一

つの利益を生むものとしてあったと思うのです。今入り込み数が少なくなったから、先住民族
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と認められた研究所として一つの方向性が今見えたから声を大にしてまた言えるというものも

あるのですけれども、私も今までの経過がわかりませんけど、今までもあれは国の施設だとい

うふうに国に訴えかけてきたことがあったのかどうなのか、それが１点。 

それから、入り込み数が少なくなったので、あそこの運営が成り立たなくなったので、国と

して認めなさい、それについている学芸員もあそこで採用した人たちですね、だからそれを国

で見なさいということになっていくのか、やっていることはすごく私も評価しているし、すべ

きだという思いがあるのですが、今入り込み数が減って不景気でお客が入らなくなったから国

でやってくださいということが、国がすっとそれが入ってくるのかどうなのか。２年間という

猶予期間を見ているけれども、その辺がすごく私は不安な現状があると。だからこの先住民族

として認められた研究としてやっていくということを大々的に言っていかないと、入り込み数

で賄っていることとは別にして、今回それはその考え方１つと。 

それからもう１つは、今回の陳情で伝承部門は何とか入り込み数でやっていくと、だけども

学芸員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にご支

援を願いたいとあるのです。そうなると私たちが採択すべきというふうになると、ただ支援し

なさい、補助で出していればいいのだという考え方から外れていかないと、そういうふうに町

がしないと国も町も公務員的な状況に学芸員があるというのを認めないと国も公的なものでや

っていくという考えにならないのではないかと。反対にそのように考えて今見ていたのです。

その辺はどうですか。町としては、あそこは観光でやっていて学芸員もこんなにすばらしい仕

事をしているのだから国で公務員にしなさいと、でも町はと言ったら町は考えていませんとい

うのも何か、町で公務員としてだけのものを、認めるだけのものをやるからあなたたちもその

次の２年後には認めなさいというふうにしないと国が動きますか。そこのところがちょっと私

の中でも消化できないのです。今まで入り込み数が利益を生んでいるときはちゃんとそのまま

でやっていましたと、何かそういうふうにくくっていたものが、大変だこちらは社会部門でそ

れは研究部門でそちらでしょうというようなことが今の政策の中で国として認めるかと。ただ、

救いは先住民族として認められたことの中での研究の部門でいけるのかという、ちょっと救い

の部分もあるのだけれども町がその前にやらないとならないことがないのかと、そのようなこ

ともちょっと思うのです。その辺どうなのでしょう。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 町がやらなくてはいけないことで、そこの部分というのは具

体的にちょっと吉田委員が何を想定して言っているのか私はわからないのですけれども、今町

としてはさまざまな形で支援をすると、あるいはやはり支援するからにはそれなりの経費の削

減をしなさいだとかいろいろやってございます。町としては本当にやらなくてはいけないのは

やはり国連で平成 19 年に国連宣言出された、20 年に衆参両議院で先住民族として求める決議

をしたといったことで、これは世界的に少数民族を、きちんと文化を守ろうと、彼らの人権を

守ろうというような動き、やはりここが大きく動き出してきてこの部分に対する国の考え方が、

これが大きくここ数年来で変わってきた。そしてなおかつ政権もかわったこともありまして、



 16 

この部分についてはより一層強い国の指導力をもって、いい方向に進んでいくのではないだろ

うかと。この機会を逃してしまってはなかなか町が思う目的は達成できないだろうというふう

に考えております。確かに、実はこの流れというのは国立の博物館をつくる、これは国立の大

学をつくる、これは今の時代の流れとまったく逆行しているのです。もう独立法人にするので

す。もうそこの施設は自分達で基本的には採算を合わせた形で費用対効果で何とか研究活動費

などを捻出しなさいという、これは国の大きな流れです。それもわかっています。それとまっ

たく逆行することなのです。だからそれをどう落ち着かせるかという、その手法についてはこ

れは町も国も実は考えていまして、今ちょっといらっしゃるので詳しいことは差し控えさせて

いただいて、それはそのやり方としてはやる方法はあります。今そうような形で何とか国にお

願いしているところです。今はそこまでしか申し上げることができません。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私も先住民族で研究をやっていくという答申を見たときには、これは

一つの救いだというふうには思っていたのです。その以前として今回アイヌ博物館としては陳

情の中では公立の社会教育施設としての位置づけをしてほしいというようなことも書いてある

のです。そのことが、町ができる状態ではないというのは何となく理解できるし大変だという

ような思いもあるのですけど、町ができないというものをだから国がやりなさいということに

なるのかいと言っても、やってもらわなかったら困るのですが、２年後にそういうふうになる

かもしれないという可能性を含めながら補助していくのだけれども、その補助する対象として

公立の社会教育施設として位置づけてということは、学芸員を公務員としてという意味だと私

は含んでいると思うのです。そういう立場にしていただけませんかということだと思うのです

けど、そういうふうにこちら側はとらえていけませんよとはっきり言っていいのか、いけませ

んよというものを国でお金で雇いなさいということが通用するのかと聞いているのです。何か

言い方が極端かもしれませんけど、何かそういうところが町もここまで出しなさいという以上

は、町でも大変だけどこういうふうに守ってきたというものがないと、なくていいですか。補

助してきたからいいということで通りますか。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） そこは町が守りきれないから国ということにはならないと思

うのです。それは最初からこれはそもそも町でやるものではなくて国がやるものだろうという

意味合いですから。だからできなくなったから、町では無理だからということを根拠として頼

むわけではないですから、そこはちょっと考え方が違うのかと思います。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ただ、入館数が多いときは黙ってやっていたでしょう。入館数が減っ

たから、原因は国のせいとか経済のせいとかいろいろあるのだけど、だから維持できなくなっ

たから本当は国でしょうと、ではもっと早くからと、今さら何と。利益を得たときは何も言わ

ないで今さら言ってくるのと。一つ先ほど言ったように、救いは先住民族と認められたからそ

ういう機関をそちらはそちらで進めなさいという考えはあります。ただ、今このことを問題に
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上げたときに、こういうふうに言って国がそうだねと言うかとちょっと都合がよすぎるかと思

ったのですが、どうですか。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） そうなのです。だから国に行ったときにもうそういうふうに

とられたらだめなのです。ですから、国としてこうやって議員さん、国会議員もみんなそうや

って決議をしたでしょうと。ということは国として守るということを、それはもう認知してい

る行為なのですと。ですから、では今アイヌ民族博物館の状況は実はこういう状況なのですと。

このままでいくと火が消えてしまいますと、では火が消えた後にゼロからあなたたちがやるの

ですかと。それはまた莫大な経費、労力がかかりますと。あなたたちがやはりそうやってやる

からにはできるだけいい形で必要最小限の経費で効率的に残すにはどうしたらいいですかと考

えたときに、今のうちにアイヌ民族博物館、ここの研究した成果、これをベースにしてやるこ

とが１番ベストではないですかということ、そこを強く訴えています。彼らはもう十分にわか

っています。ですからそこの火は消したくないと、絶対消したくないというふうな考え方はは

っきり持っています。ですから、もうここの今の価値観、経営が成り立っていかなくなってし

まっているだとかそういったことは別にして、今のアイヌ民族博物館の成果、この施設自体が、

研究活動自体が価値としてあるかないか。そこをきちんと国のほうに認識してもらうと、そこ

がポイントだと思います。それができないと吉田委員がおっしゃるように何身勝手なことを言

っているのですかと、そういうことになりますから。そこが我々の本当の訴え方だと思います。 

○委員長（及川 保君） 部長、ちょっと１点確認していいですか。部長のお話は今わかりま

した。それで、斎藤委員の先ほどこういうお話がありました。もうこの入り込み客が昔のよう

な 80 万人台とかそういうことはもう到底考えられないという話がありました。しかしながら、

これから努力をして 40 万人、50 万人という入り込み客が戻ってきたと、こういったときには

どういう考えを持っていますか。 

高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） それは、当然町が支援する部分につきましては本当にどうし

ても立ち行かなくなってしまった部分だけです。ですから、22 年度に一定額を補助したとして

もそれは毎年変わります。それは収益の状況によって変えていきます。ですから、30 万人行っ

たときには、それはもう経営が成り立つので助成しませんと当然そういう形で考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 民族に対する考え方が、今話があったようにどんどん変わってきてい

る、そして地元から鳩山さんが出てまた一つの明るい展望はあるのではないのかというような

気もするわけですけれども、それはそれにしておいて陳情に対して現実的に考えると、今まで

町が出してきたお金というのをこれは博物館、社会教育部門の中で全部賄うことはできない。

だから必要経費としての分を出しているのだと。一応ルール経過みたいな形で、その分はきち

んとやりながら今までの博物館運営を賄ってきましたというふうに考えていいわけです。そこ
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のところをしっかりしていなかったらやはり何もかにもお金のあるときは適当にやって、お金

がなくなったら助けてではだめなのだという、そういう必要な経費は町でやってきた、そうい

う認識をきちんと持っているのかどうなのかということが１つ。 

それからもう１つは、先ほど答えはもう言われたのかもしれませんけれども、町がこれ以上

やる場合に、やっていけないという場合には必ず民間の事業であれば事業縮小だとか、今まで

の運営の方向転換だとか、大幅に転換するだとかいろんなことをやります。そういう事業縮小、

先ほど話もあったのですけれども、ある一定の 30 万人の規模で物を考えるのではなくて、減っ

てきたときは減ってきたような事業というのはどうあるべきだと。そういうものを町側として

も要求しなければならないわけです。町が補助金を出す以上はそういうここのところは削れる

部分をどんどん削りながらやっていくべきだと。今旭山動物園であるまいし 17 万人まで下がっ

たものが一気にまた 50 万人まで戻ることがあり得ないわけで、これからややまたしばらくはそ

ういう不況の時代を過ぎていかなくてはならないということを考えれば、やはり運営上かなり

の大きなてこ入れをしなければならないのではないか。お金を出す前に。そういうようなこと

というのはどういうふうに考えられているのか。その辺をちょっと。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） それはもう斎藤委員がおっしゃるとおり、今１回の旅費の経

費の積算の仕方一つ例にとってみましても、その辺も全部うちのほうで精査させていただいて、

そういった中で本当に必要のない事業、そういったものについては極力削減してもらうと。事

業全般にわたって精査させてもらうという、そういった中での最終的な支援額を決めたいとい

うふうに考えております。ただ、誘客に係る部分、そこの部分だけはこれは私は削らないで、

そこはしっかり逆に許可するぐらいな形でうちの観光セクションなどと協力した形で誘客活動、

そこだけはしっかりやっていただきたいというふうに考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） この陳情書の中にも官民一体となって誘客宣伝活動に力を注いできま

したとあります。確かに町の中においてもあそこのエリアというのは観光の部分としても、教

育部門としても本当に力を入れてやってきたわけですから、本当にこれから何らかの方法で誘

客を大幅にふやしていかなければならないと。これはそのとおりだろうというふうに思うので

す。ただ、野村専務がよく言っているのは外国人観光、修学旅行だとか、外国人のあれがいろ

んな国から来てそれに対応する人たちもかなりの人たちを要しなければならない。それをどう

いうふうに対応したらいいのかわからないぐらい人手が足りないのだというような話はよくし

ていました。確かにそうだろうと思うのです。国の、言葉の違う人たちを体験学習などをやる

わけで、そういう意味では本当にどういうふうに縮小だとか事業展開したら適正な事業になる

のかということは我々にもよくわからないわけですから。だけど本当にそういう努力が見えて

こそ初めて何とかしなければというふうな気持ちになるのだと思うのです。我々こうやって見

ていてどこをどういうふうに努力をしながら運営をしてきましたというところが、我々外側か
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ら見ていたらなかなか見えないです。だから本当にそこら辺の事業をどういうふうに、少なく

なった予算の中でどういうふうに運営するかということはよほど綿密に考えなければならない

のではないかという気がしてはいるのです。ただ、それを余りにそうすると白老町全体、まち

おこしの中ではいいことではないのかと。やはりあそこをもう少しやりながらまちに活気を戻

してくるような、そういうポイントの部分になるのかという気はしているのです。その辺が上

手に運営できて初めて、お金を出すにしてもそういう努力の姿というのが町民に見えてこなけ

ればならないのか、そんな気はしているのです。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） これは本当にあれなのです。町民全員がアイヌ民族の方達で

あればいいのですが、そうではなくて、やはりそうではない人たちの多くの賛成を得られなか

ったら支援できない。これは国のほうも同じなのです。やはりアイヌ民族の人たち以外の人た

ちの理解、これを得られないとなかなかそれに手厚い取り組み、お金を充てることができない。

この現実を踏まえたときに、やはりアイヌ民族博物館の発展が町民にとってどういうふうにそ

れがつながっていくかと、町全体のまちづくりにどういうふうに寄与をしていくか。ここが大

事なのかと思います。ここの部分につきましては、あそこのエリア全体の土地利用、ここも本

当に考えなくてはいけないと。そういった中でのアイヌ民族博物館の位置づけということ。そ

こをしっかり認識した中でアイヌ民族博物館は町が支えていくのだということ。そして国がき

ちんとああいう研究機関を守り継承していくという、そういったことに結びつけていかなくて

はいけないと、そういうふうには考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） ２点ほど伺いますけれども、１点目は久慈教育部長に聞きます。久慈

教育部長は前に財団にいたこともありますし、前に担当課長としてやっていましたから、その

辺の認識を伺いたいのです。今高畠企画振興部長は斎藤委員の質問に対して町が支えていくと

断言していますけれども、現実にそうすると先ほど吉田委員も話をしましたが、アイヌ民族博

物館が当初民間の形で運営していて途中からこういう形になって、いいときいいと。これは自

分達でやるのだと。そしてこういう状態になってきたから博物館の位置づけをこうだといろい

ろきていますけれども、そういう一つの流れの中で、同じ同族の人が、すべてがアイヌ民族博

物館はアイヌ民族を発信して守っていくところだから集中的にやりましょうというだけの意識

でもないのです。ということは、なぜ、白老町のアイヌ協会白老支部があるのだから、そこの

ところとの兼ね合いはどうなってくるのと。彼らの本来はそうでしょうということがあるので

す。そういう部分プラス、先ほど斎藤委員が言った町民の考え方、そういうことを相対的に包

含して議論していかないと、もう一方は高畠企画振興部長も前の議会の中でも、ほかの企業は

大変になっているのになぜここだけ補助なのという話も現実にありました。そういう部分の歴

史的な経緯を見ていくと非常に難しいと思うのだけど、その辺が久慈教育部長はどういうよう

な町の担当者として認識されているのか、今後多分そういう意見の中で議論されていくと思う
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のですけれども、その辺をちょっと、これから我々審議する中で必要な部分なのです。国がど

うというのは別にして、現実白老町の地域の中でどうなのだと。そういう声をまず聞かせてほ

しいのと。 

もう１点は、高畠企画振興部長に聞きますけれども、この前野村専務にここに来てもらった

ときに、これは公に言っています。会議録にも残っているからいいと思いますけど、もう町が

補助しなければ２、３年になったら財団はなくなるのだと、私は知らないと。言葉はちょっと

おかしいけど、そういう言い方なのです。もう財団でもどうしようもならないと言っているの

です。その辺の認識を踏まえて、今高畠企画振興部長は町長と同じ考えだと思うのだけれども、

町が支援していくのだと、支えていくのだと言っていますけれども、その辺は非常にこれから

議論されてくると思うのですけど、どうでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 今までいろいろお話を聞いていましたけれども、まず今 20 数万人

ぐらいの入り込みになってきていますけれども、これは私も平成 13 年にいたときなのですが、

１番驚いたのは全国各地から修学旅行生が来るのです。それこそ沖縄から九州から。それとも

う一つびっくりしたのは、大阪には宝塚音楽学校があります。そこも多分今来ていると思いま

すけれども、そのアイヌの人たちの踊りを学びたいということで、宝塚の音楽学校が来てチセ

を借り上げて踊っていると、こういうような状態です。それで、確かに減ってはきていますけ

れども、本当にアイヌ民族博物館の名前というのは全国津々浦々に売れているかと、こういう

ようなことかと。それに基づく波及効果、白老町という名前を売るわけですから、アイヌ民族

博物館を売るわけですから、やはりそれまでの実績というのは、それはそれで認めないとだめ

なのかと、こういうふうに思っております。 

そういった中で、やはりこれから議論していかなくてはだめかと思っているのは、今議論さ

れているのは、要するに先ほどから議論されているように入り込み客がどんどん減ってきてい

ると。それで学芸員の給料が払えなくなってきているというような状態だというようなことだ

と思うのです。今まではよかったけれども、そういう状態だと。そういうことで今野村専務云々

という話がありましたけれども、確かに入り込み客がどんどん減ってしまうと給料も払うこと

ができないです。払うことができないとなると、今私の知っている範囲では学芸員が調査研究

をしなければならない資料というか民具だとか、それからアイヌ語の古老の人たちから聞いた

聞き取りの本におとすだとかテープだけでも 500 本ぐらいあると思います。そういう作業だと

か、それから民具も 5,000 点ぐらいあるでしょう。それから写真なども１万点ぐらいあったと

思います。そういうような調査研究が今できないというような状態。なぜかというと絶対数が

少ないものですから、前はある程度の人数がいて踊りの人、調査研究の人だというようなこと

で分けてできたのだけれども、今は絶対数が少ないものだから調査研究する学芸員も踊ってい

ると。解説もしていると。このような状態できゅうきゅうの中でやっているのではないかと、

こう考えているのです。ちょっと前田委員の意見とずれますけれども、私は思うところは、ア

イヌ民族博物館は伝承活動をする部門と、それから大きく言えば調査研究をする部門と二つに
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分かれると。伝承活動は今言ったように、ある程度水商売という言い方はちょっと語弊があり

ますけれども、お客さんが来ることによってある程度確保できると。だけど調査研究というの

は何なのかと、水商売ではないわけです。やはり固定された調査研究なのです。ですからそれ

はやはりある程度、高畠企画振興部長も言いましたけれども、公的な支援をしていかないと調

査研究はできないのではないかと思っています。 

それと先ほど私が前段で言ったように、白老町の学芸員というのは非常に他の地域からも認

められております。講演するにしても民族の人たちが、民族が学芸員になっていることは、こ

れはすごいことだと、みずから勉強したと。それでやはりこういう講演をしても体から出てく

るのです。そういうことが非常に訴えるものがあるということで、ですから、全国津々浦々か

らアイヌ民族博物館の学芸員については非常にステータスが高い。ですから、いろんな大学で

もここに来ます。著名な千葉大学のそういう考古学の先生もしょっちゅう来ています。それか

ら札幌大学の今本田先生という非常に教授で有名になった先生がいますが、この先生もアイヌ

民族博物館でずっと非常勤講師で来ています。今はもうどうなったかわかりませんが、この先

生も今本当にここの博物館を認めていると。こういうような状態で、やはり今までのやってき

た成果というものを町としても議会としてもやはり私は認めるべきだと思います。ただ、今少

なくなってきているからどうなのだということなのですけれども、今までの成り立ちというの

はやはり認めるべきではないのかと思っています。ただその中でちょっと懸念されるのが前田

委員の質問にもありましたけども、今まではやはり 80 万人、50 万人入ってきて隔離されてい

たのです。閉鎖的だったのです。あなたたち和人はそちらに行け、これは我々の問題だという

ようなとらえ方をしていたのは事実なのです。だけども今入館者が少なくなってきて門戸は開

いてきた。それは大目に見てあげなくてはだめなのかと私はこう思っています。ただそのとき

に、それではアイヌ民族の人たちの、白老町のアイヌ協会今現在 300 人ぐらいの会員になって

いますが、それではその人たちが応援するかというとなかなかそうもなっていないというのも

実態なのです。ここだけの話ですが、どうもその民族同士であちらだこちらだというのも一部

では見えています。その辺は何なのかというのはちょっと私も理解に苦しむところがあるので

すけれども、斎藤委員が言ったように一つになってやはりアイヌ民族を助けよう、我々の文化

を育てていこう、振興していこうという気持ちが何か必要なのかと。これで結果的にどうなる

かわかりませんが、白老町で公金を出すという話になるとやはり町民に認められなかったらだ

めなのです。それにはやはり自分たちがみずから律するということは必要なことなのかと。そ

の辺がこれからどうするかというところだと思うのです。ただ単に入館者が少なくなったから

補助金をいただきたいというのはちょっと都合のいい話なのかと思っています。自分の個人的

な気持ちではそういうふうに思っていまして、その辺がちょっと今少しネックになっているか

と。ただ、今までの貢献はすごいです。今もすごい貢献はしていると。そういうことを十分加

味して、よろしくご審議していただきたいと思っております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 
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○企画振興部長（高畠 章君） 野村専務の話が出ましたけれども、野村専務と話をすると、

やはりこの委員会の場でも申し上げたような物の言い方を私たちにもします。それは、彼はも

のすごい責任感の強い方なのです。ですからこの現状を見たときにかなり個人的に焦りを感じ

ていると。そういったことがああいう発言になるのかと思います。ということで、町は彼の発

言はそういうふうに理解しております。１番問題なのは、ではアイヌの方々が認知していない

から、いろいろ町民の方々が理解していないから、国民が理解していないから、だから消えて

もいいのか。果たしてそういう考え方でいいのか。根本的なところ、私はそこだと思うのです。

だから少なくとも議会にこうやって陳情が上がると皆さん方が審議して、これはやはりこうい

うふうにすべきだろうと一定の結論を出します。それは皆さん方町民の全員の代表の方ですか

ら、だから皆さん方の意見が町民の総意という形であらわれた形で私はご審議していただいて、

最良の結論を出していただければ幸いかと考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今の話は十分に私もわかっているつもりで質問をしているのですけど。

なぜ私が質問したかというのは、今議会で審議して方向が出ますけど、最終的に予算をつけて

議決を得ます。そのときに町は今まで議論をしているけど国のあり方はこうだと、まちはこう

だというような、一つとしてアイヌ財団に補助金を、人件費なら人件費、学芸部門、出す部門

の定義づけをきちんと整理をしてほしいということで今議論をしているのです。そうでないと

また予算審議をするときに今私の質問に答えたことが議場で議論になるのです。言葉のニュア

ンスの使い方は別です。ですから私は町として、国はこうだけども町としてはこうだというこ

とをきちんと整理をしておく必要があるのではないかというような形で質問をしているのです。

これは、ここでは金額も出ませんし多分採択になっても意見が付与されるかわかりませんけれ

ども、最終的には議会に、出すのは町ですから当然きちんとした定義をもって議案提案をする

のだから、そのときに町民あるいは今言った関係者の人方にかかわっている人方が納得するよ

うな、100％とは言わないけれども大方が納得するような部分の整理が必要ではないですかと、

こういうことを言っているのです。どうですか。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） その点については、本当に事業内容なども十分に精査した形

で、だからこれだけなのだというとこ、そこが１番大事なところかと思っておりますので、そ

ういう形で今予算編成にかかっておりますので、そういうことで提案された内容について、そ

ういうつもりできちんとやっているということでご審議願いたいと思います。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ちょっと私のほうから最後に１点だけお願いしておきます。博物館

ですから、学芸員のことですから、教育部長ですか。先ほど教育部長おっしゃっていましたね。

これは我々も視察をしてわかっているのですが、十分調査をしたのですが、学芸員の本来の仕

事がなかなかできないでいると。滞っている部分がかなりあるみたいなのです。それをしっか
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りと、やはり今後その部分についてはきちんと進めていくということをぜひここでお願いして

おきたいと思います。アイヌ施策推進室長いかがでしょうか。そういう調査の中で出されてお

るのですが。 

高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） あそこにすごい件数のいろんな資料があります。先ほど久慈

教育部長がおっしゃったように整理されないままで眠っている資料がたくさんあります。それ

をやはり電子データなどに転換してデータベースとしてつくるという作業、これはアイヌ民族

博物館に限らず実はうちの仙台藩の資料館でも大きな課題となっております。これは本当に全

国的にそうなのです。これは膨大な作業量でお金もかかります。そこの部分については、それ

を成し遂げないといろんな資料が各関係機関だとかいろんなところでこういうデータがほしい、

ああいうデータがほしいといってもここにあるのすらわからない状況なのです。ですからそう

いったことの資料の整理、これは本当の研究活動の原点なのです。そこの部分はしっかりでき

るような形で、そのような部分も強化できるような形で学芸員の人件費の補助、そういったこ

とを念頭にお金もつけたいというふうに考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） それでは、皆さんどうですか。このあたりよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、町側の高畠企画振興部長、久慈教育部長、高野アイヌ施

策推進室長、お三方本当にありがとうございました。十分ご審議したいと思います。 

 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時４６分 

                                         

再開 午後 ２時０２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。 

 午前中の会議で大変活発に議論を行っていただきました。今回の陳情第１号について本日の

会議で結論を出したいということでございます。町側との質疑の中でおおよそ全体像もつかめ

たと。そして各委員の皆さんの考え方も含めてお聞かせをいただきました。ここで委員会とし

て皆さんどういう考え方でおられるかということをお聞かせいただきたいと。今回この会議の

中で結論を出すということで皆さんの考え方を伺っていきたいというふうに思います。 

局長のほうからもちょっとこの陳情についての確認をさせていただきます。二通りしかない

のです。要するに採択、そして不採択、この２点の方向しかないということを確認させていた

だき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） 基本的には、委員会規則の中にありますとおり、委員会は請願

について審査の結果、陳情に置きかえてもいいのですけど、結果を次の区分により議長に報告

しなければならないとなっております。１つとしては採択すべきもの。２つ目としては不採択
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すべきものという部分がございます。これを基本として議論していただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） それでは、各委員の皆さん、委員の皆さんの中で、この委員会の中

でも議論されても構わないですし、自由にご意見を伺いたいというふうに思います。皆さんの

意見をお聞きしながら最後には採決で決定したいというふうに考えております。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 今採択、不採択、考え方については趣旨採択もありますけれども、内

容によってはその辺もあると思いますけれども、それは最終的に結果が出るのですが、意見と

して委員会として何か付していくのかどうかということを整理してもらわないと各委員の意見

が出てこなくなると思うのです。ただ結論だけにするのか、その辺委員長から諮っていただき

たい。 

○委員長（及川 保君） そのとおりです。委員長として午前中の会議の皆さんのさまざま質

疑を伺っておりました。その中で大変この陳情については非常に、二通りの方法があると今上

坊寺事務局長からありましたけれども、今前田委員のほうからありましたように、きちんと議

会としての意見を付するという方向で進めることが妥当かという思いでおりました。そういう

意味合いも含めてこの皆さんの意見を伺いたいというふうに思います。委員長としてこれは採

択ですと、不採択ですと、こういう方向で進めるという方向もありますけど、皆さんの意見を

しっかりと受けとめて決めたいというふうに思いますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

斎藤委員いかがでしょうか。 

○委員（斎藤征信君） 先ほどの論議の中ではっきりしたことというのは、町の考え方として

国の民族に対するとらえ方の変化もあり、そういう状況があるけれども当面間に合わないので

当面の支援なのだということ。それから、将来にわたって資金が欲しいということは書かれて

いるわけだけれども、決して町営にするつもりではないと。そういうことは確認できたという

ふうに思うのです。確かに話の中で資金がないから助けてくださいというのでは、これは筋が

通らないと、そのとおりだと思うのです。そのために何が大事かというと、あそこで最後に押

さえた定義づけと言いましたね。そこの部分、出すにしろ出さないにしろ、なぜかという理由、

きちんとした運営のために全面的にお金を出すとかではなくて、出すにしろ出さないにしろ定

義づけというのを町としてよく考えなさいと、そこのところしっかりしなさいといった、そう

いうふうに確認したのだけれども、その言葉というのは議会のほうにも跳ね返ってくるのだろ

うと。議会としても委員会としても定義づけというのをきちんとした上で決めなくてはならな

いのかと。その辺を明らかにすることによって支援する、しないというのは、採択するかどう

かというのは決まるのではないかと、このように基本的には考えます。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員の考え方につきましてはそのとおりだと思います。ですか

ら、これは私どもから申し上げますけれども、まったく外部の方から陳情が上がっているわけ

ではございませんので、町民のほうから陳情が上がっているということを考えますと大変重い

なということを踏まえて、前田委員のほうからもありましたけれども、意見につきましてもき

ちんと議会としての姿勢をまとめたいというふうに考えておりますので、ご理解をお願いした
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いと思います。 

吉田委員いかがでしょうか。 

○委員（吉田和子君） 今もう１回陳情書を見ていたのですけど、要旨は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員の事業費を支援願いたいというふうにな

っているのですけど。これをずっと読んでいて最後のほうまでいくと、ちょっと引っかかった

のですけど、事業収入等の実財源で伝承部門はやるけれども学芸部員の事業については公立の

社会的教育施設と位置づけて公的資金で運営するようご支援を願いたいということだから、ど

のようにとっていいのか今ちょっと悩んでいたのです。そうしたら２年間なら２年間国で認め

てもらいたいというのは行政側でも考えたことですし議会もそういう思いではいるのですけれ

ども、そういうふうになるかどうかというのは全然まだ未知の世界のことですし、今後２年町

も今財政が厳しいですから、支援がどうなるかというのはちょっと何年ぐらい、どのぐらいで

きるのかというのは今後今予算のやりくりの中で出てくると思うのですけれども、言われてい

る、一時的な入館数が少なくてそのやりくりが足りないので支援を願いたいという意味であれ

ばもうちょっと軽くなるのかと。軽いと言ったら怒られますけれども。だけどこの最後の文章

を見るとすごく重いなとちょっと思ったのです。だからもし何か定義づけになると、ここまで

はちょっと今のところは、それは国に要請することではないかとか、そういった附帯意見をつ

けないと、採択しますと言ったら、このことも全部通る意味になるのか。ならなくて文章上こ

う書いているというふうにとらえていいのか、その辺私はどうなのかと思って今ちょっと見て

いたのですけど。 

○委員長（及川 保君） ただいまの吉田委員の意見というのは非常に重いのです。というの

は、今最後のほうの文言にもありますように公的資金で運営するようにご支援願いたいという

ことは、私も質問したのですが、要はいつまでかと。それもそうですが要するに今後も、斎藤

委員のほうからのを繰り返しますけれども、もう過去のような入り込み客が望めないという仮

定のもとでこれは話をしているのです。これはまたふえたときに、この部分については公的資

金だと導入してくれと、こういう思いがここに出されていると思うのです。では、これからも、

今後も永久的にそういう支援を受けたいのだということにとらえますね。この部分については。

私も非常にそういう思いがありましたものですから、皆さんも多分同じだと思うのです。この

あたりをきちんととらえた中で判断を、意見を含めて行わないとどうも疑問となることが出て

きてしまいます。このあたり、本当にここで各委員の皆さんの思いをぜひ委員同士で討論され

ても構わないと思うのですが、ぜひやっていただきたいと思います。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） それは今の定義づけについてですか。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１６分 

                                         

再開 午後 ２時５１分 
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○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 陳情第１号の本陳情に対する総務文教常任委員会の採決を行いたいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時５１分 

                                         

再開 午後 ３時２８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。 

 本案件に対する討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。 

 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、採択すべき

ものとすることに賛成の方は挙手を願います。 

 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ３時２９分 

                                         

再開 午後 ３時３５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。 

 ただいまの前田委員のご意見がありました、附帯意見につきまして、今上坊寺事務局長のほ

うから読み上げたいと思います。 

上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応４点確認されてございます。１つは経営努力の関係です。

入館対策、経費節減の自主努力等を含めて果たしていくべきだという意見が１点です。 

それともう１つは、アイヌ民族を先住民と求める決議をした以上、国を中心に、道、機構等

が責任を果たしていくべきということがもう１点だったと思います。これは町がそういう働き

かけを積極的に、財団も含めてアイヌ民族の方々も含めてしていくべきだということです。 

もう１つは、公的支援をする期間、年限です。これをはっきり示して助成をしなさいという

ことです。 

もう１つは、助成をする以上、博物館の使命、役割を寄付行為に沿って果たしていきなさい

という４点だったかと思いますけど。 

これで間違いがございませんか、以上です。 

○委員長（及川 保君） ただいま皆さんから出された意見につきまして、上坊寺事務局長の

ほうから要約をいたしました。これについてご意見があれば伺います。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 先般、ユネスコ無形文化遺産に登録されましたね。そうすると当然こ

の中で伝承活動をしていますので、それらのことは学芸員にかかわることだから、あえて付記
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しなくてもいいのかと思いました。 

○委員長（及川 保君） 今回の陳情にはちょっと趣旨が違いますね。 

ほかにご意見ありませんか。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 陳情の最後の部分の法的支援ということは入れなくていいのですか。

公的支援にはならないという、期限を決めて応援をしますと。公的支援の期間を示していくと

いうことで、だからいいのですか。公的支援をしてほしいというふうになっています。このこ

とに対して否定的な物の言い方はしなくていいのかと思ったのです。公的資金で運営するよう

な支援を願いたいということと、これは否定的な物の言い方をしなくていいですか。採決して

しまうから附帯意見にもつけていないでしょう。つけなくて大丈夫ですか。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員の言われているのは、この陳情書の最後の後段の部分で、

２点について実は公的支援を願いたいと。１つは学芸部門、最後にアイヌ民族博物館そのもの

の将来にわたって存続できるような公的支援を受けたいと、こういう２点でございました。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 今の吉田委員からの話で、確かに公的資金で運営すると先ほど議論さ

れたのだけど、先ほど上坊寺事務局長のほうで、会議録で財団の担当専務等からの願意があり

ましたね。そういう部分で、やはり当財団からの願意に十分理解の上、公的な援助を云々とい

う言葉が入ったほうが、ここの文言に多少制約をつけられるのかと思うのですけれどもいかが

でしょうか。そういう手法があり得るのかどうか。上坊寺事務局長に聞きますけれども、どう

でしょうか。そうではないとかなり、今吉田委員も言ったように公的な運営をすると言ったら、

かなり拡大解釈がされてしまうので、当財団の趣旨を、願意を要約して意見に付記しておくと

いうことはできないのですか。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時４１分 

                                         

再開 午後 ３時４１分 

○委員長（及川 保君） 委員会を再開いたします。 

 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今４つ申し上げたのは附帯意見だと思いますので、今言ってい

る願意の調査というのは審査結果で出てくる話であって、それは結果の中に願意が１個である

と確認をしたということは入れて構わないのではないかと。ただし、公立の社会教育施設とし

て位置づけというのは、町立にしてほしいということではないのだから、そこを組み込めば学

芸部門に公的支援をしていただきたいというくみ取りができるのだろうと思います。それ１つ

でよろしいかと思います。 

○委員長（及川 保君） そういう形で入れられるということでとらえてください。よろしい

ですね。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、討論はございませんね。 

そのほかご意見ありませんか。ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、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、採択すべきものとすることに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

よって、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は、採

択とすることに決定いたしました。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） 以上をもって本日の会議を終了いたします。 

（午後 ３時４３分） 


