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平成２４年白老町議会総務文教常任委員会会議録 

 

平成２４年 ５月１７日（木曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ０時３０分 

                                         

○会議に付した事件 

 所管事務調査 

１．「民族共生の象徴となる空間」のあり方について 

                                         

○出席委員（６名） 

委 員 長 小 西 秀 延 君      委  員 吉 田 和 子 君 

委  員 斎 藤 征 信 君      委  員 山 田 和 子 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 副委員長 坂 下 利 明 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     企 画 振 興 部 長    大 黒 克 己 君 

     アイヌ施策推進室長    蝦 名 勝 徳 君 

     アイヌ施策推進室主幹    武 永   真 君 

     アイヌ施策推進室主査    三 上 裕 志 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    岡 村 幸 男 君 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（小西秀延君） ただいまより総務文教常任委員会所管事務調査を行います。 

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（小西秀延君） 本日の所管事務調査は、「民族共生の象徴となる空間」のあり方につ

いて」でございます。 

まず初めに、冒頭に連絡事項２点ほど。本日の会議の録音が、機械の不調があるということ

で、時々暫時休憩を取る可能性がありますので、事前にお伝えしておきます。また、11 時 45

分になりますと、大黒企画振興部長が出張の都合があるということで退席するということにな

っておりますので、それまでに聞きたいことがあれば事前に聞いていただければと思います。 

それでは、所管事務調査を進めたいと思います。まず担当よりご説明をお願いします。 

大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 改めましておはようございます。さきに通知のありました所

管事務調査につきまして、始めさせていただきます。本日の調査事項であります「民族共生の

象徴となる空間」のあり方につきましては、担当課でありますアイヌ施策推進室からあらかじ

め資料を配付させていただいたものがありますので、それに基づいて説明をさせていただきた

いと思います。委員の皆様ご承知のとおり、昨年６月にこの象徴空間の整備地に白老町が選定

されて以降、昨年９月に天皇陛下にご視察いただきまして、また、昨年 11 月に前田国土交通大

臣、本年２月には平野文部科学大臣など国の関係省庁の幹部など多くの方々に視察いただいて

おり、象徴空間の具現化に向けた平成 24 年度の予算化や、継続した国の作業部会の議論など、

象徴空間の整備に向け着実に進んでいるものと認識しているところであります。今後は博物館

や周辺の土地利用につきまして、より具体的な議論が進んでいくものと考えております。特に

博物館機能の調査、検討に当たりましては、文化庁が設置します調査検討委員会に戸田町長が

就任しておりまして、先駆的なアイヌ施策を推進してきた当町の取り組みが生かされるよう、

意見を述べていきたいと考えているところであります。私もこの４月からこの政策に携わるこ

とになりまして、これまでの経験を生かしながら、この国家的なプロジェクトに尽力していき

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、アイヌ施策推進室長から資料の説明をさせていただきたいと思います。  

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 最初に、先般議会事務局長のほうから象徴空間とイオ

ル事業という関係について最初に触れていただけないだろうかというような話もございました

ので、今般その部分について取りまとめたものを参考資料として添付をさせていただいており

ます。そこで、まず資料の確認をさせていただければと思いますが、「民族共生の象徴となる空

間」のあり方についてということで２枚もの、それから参考資料ということで横のものを１枚、

それから「民族共生の象徴となる空間」構想についてということでパンフレットを１部という、
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この４点で説明をさせていただければというふうに存じます。 

最初に、参考資料のほうをご覧いただければというふうに思います。この２、「民族共生の象

徴となる空間」の整備地選定というところの囲みをご覧いただければというふうに思いますが、

象徴空間を左側に、それからイオル再生事業について右側にということでまとめているもので

ございます。象徴空間については、アイヌ文化復興・発展の拠点、国家的なプロジェクトとし

て進めていくものですと。象徴空間意義については、アイヌの人々の心のよりどころとなる空

間、多様で豊かな文化を享有できる空間、３として、異なる民族の共生、文化の多様性の尊重

等の国際的にも追求されている理念を実現する空間、こういった意義を持っている空間になり

ます。その空間の役割としては、広義のアイヌ文化復興の拠点であり、アイヌの歴史、文化等

に関する理解の促進の拠点、そして、将来の発展に向けた連携・協働の拠点としての役割を有

するものとなっているところであります。象徴空間の形態としては、今具体的な議論が進めら

れているところでありますが、アイヌ文化振興等に関するナショナルセンターとして、国の主

体性の下、中核的な文化施設、いわゆる博物館等を核とし、あわせてアイヌ文化の実践・伝承

活動や自然体験型の野外ミュージアムを中心とした空間を整備すると。こういったことが象徴

空間というものの位置づけになってまいります。  

一方で、イオル、伝統的生活空間の再生事業にあっては、かつてのアイヌの人々の生活空間、

すなわち集落及び生活に必要なものすべてを賄うことのできる自然領域を総合したものを基盤

として、これに伝統的な儀礼、口承文芸などの精神文化が一体となった伝統的な暮らしの場を

再生していきましょうというものになっておりまして、象徴空間の中にこのイオル再生事業は

１つの機能として位置づけられるものとなっているという状況になってございます。言ってみ

れば、アイヌ民族の歴史や文化の展示、それから調査、研究、古式舞踊の公開といったものは、

このイオル再生事業の中には位置づけられていないものでありますので、こういった全体を網

羅されたものが象徴空間としての役割を持っていくというふうにご理解をいただければという

ふうに考えてございます。  

それでは、戻りまして「民族共生の象徴となる空間」のあり方についてということで、取り

組みの経緯から象徴空間イメージ図、それから今後の取り組みの方向性について順を追って説

明をさせていただければというふうに考えております。  

初めに、最近のアイヌ施策を巡る動向につきまして、（１）アイヌ施策を巡る国・道・白老町

の主な取り組み等ということでまとめさせていただいております。アイヌ政策の具体的な取り

組みがあった近年、平成 18 年の取り組みから話を進めさせていただければというふうに思いま

す。平成 18 年にはイオル再生事業が白老地区を選考地域として事業が着手されたところであり、

これまでも白老地域では継続してイオル事業が時勢をされているところであります。平成 19

年には国際連合総会において先住民族の権利に関する国際連合宣言の採択がされ、期を同じく

して、白老町ではアイヌ施策基本方針が９月に策定されているところであります。白老町のア

イヌ施策基本方針の中では、アイヌ民族を先住民族であることを明らかにしているところであ

ります。翌年、平成 20 年には国の衆参両院においてアイヌ民族を先住民族とすることを求める
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決議が全会一致で採択され、政府としてはこれまでのアイヌ政策をさらに推進し、総合的な施

策への確立に取り組むと官房長官の談話を発表したところでございます。翌年になりますと、

アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会という組織が設けられまして、その中で「民族共生

の象徴となる空間」の取り組みについて触れられたところであり、平成 22 年３月に「民族共生

の象徴となる空間」作業部会が設置され、以降昨年６月まで作業部会において具体的な議論が

されたところでございます。同年には北海道においてアイヌフォーラムが 11 月に開催され、札

幌市の京王プラザホテルの中でアイヌ民族博物館における古式舞踊の披露、象徴空間に関する

説明が行われ、象徴空間に関するＰＲも行われてきたところでございます。前後しますが、「民

族共生の象徴となる空間」作業部会の検討過程の中で、象徴空間に関するヒアリングが平成 22

年 11 月に行われたところでございます。道内でアイヌ政策に取り組む平取町や釧路市など８市

町からヒアリング調査を行い、翌月 12 月には自然環境や交通アクセス等の自然的、地理的条件、

アイヌ文化振興の活動の基盤となる人材や、施設等の集積状況などが優れているという観点で、

白老町が候補地に選定されたところでございます。昨年６月には、国のアイヌ政策推進会議と

いう会議のほうに作業部会のほうからこの象徴空間の整備に白老町を候補とするという報告書

が出され、そのアイヌ政策推進会議の中で象徴空間整備地に当町が選定されたところであると

いうふうに認識をしているところであります。本年、平成 24 年におきましては、先般お配りを

させていただきました象徴空間のイメージ図が作成され、リーフレットを関係する方々のほう

に配付させていただいたところでありますし、また、ことし１月には皆さんにご出席いただき

ました、アイヌフォーラム北海道 2012 を当町で開催したところでありまして、その中のテーマ

として、象徴空間の早期実現に向けてということで、フォーラムが開催されたところでござい

ます。一方町のほうにおきましては、町長が上京する都度、また、我々事務的にも関係する部

署と協議をする中で、アイヌ民族博物館の国立化を含め、象徴空間の整備促進に向けた取り組

みについてさまざまな協議をさせていただいているところであります。  

（２）の平成 24 年度における取り組み等につきまして、移らせていただければと思います。

国の取り組みにつきましては、白老町の対応とともに併記をさせていただいております。最初

に文化庁の関係です。先ほど部長のほうからも説明をさせていただいたところでありますが、

町長が委員になっております博物館等整備・運営調査検討委員会が平成 24 年３月に設置をされ

たところであり、第１回の会議が同月の 29 日に開催されました。町長にあっては、この会議の

中でアイヌ民族博物館の国立化に向けてということで意見を述べてきたところであります。第

２回目につきましては来週、それから第３回目は白老町において現地視察と検討が行われる予

定になってございます。また、国土交通省においては、国土交通省が所管する文化施設、いわ

ゆる博物館周辺の公園的な土地利用に関する調査ということで、800 万円の予算がついている

ところであり、現在具体的な取り組み内容を立案中のところでありますので、その立案された

内容に的確に対応するよう、我々白老町のほうでしっかりとした対応をしてまいりたいという

ふうに考えてございます。また、この象徴空間全体の取り組みを統括する内閣官房においては、

象徴空間基本構想を年度中に作成するというふうになっておりまして、この基本構想では、象
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徴空間の位置、名称の特定や、博物館、それから公園の踏み込んだそれぞれの機能を盛り込む

予定というふうに聞いております。また、国における政策推進作業部会、こちらのほうを運営

する中で、象徴空間の具体化に向けた協議、検討が行われてまいります。白老町ではそういっ

た取り組みに応じて、委員会へ参画すること、それから作業部会の傍聴、そして構想の協議の

中で的確に対応をしていきたいというふうに考えてございます。また、北海道に移りますが、

北海道のほうにおいては、象徴空間等の促進啓発の理解、普及、こういった部分の促進啓発を

行うこととしておりまして、民間企業やアイヌ政策に取り組む市町村との連携した道主催の啓

発事業を札幌市のほうにおいて実施することとしておりまして、そういった中でアイヌの人々

に関する新たな政策の実現に向けた機運の醸成を図るとともに、先住民族であるアイヌの歴

史・文化についての道民理解を醸成していくことを目的としてございます。白老町におきまし

ては、象徴空間の整備促進に向けた取り組みとして、象徴空間の円滑な実現に資するため、国

立博物館等の施設の視察や事業者との意見交換などを行うことを通じて、より充実した構想を

練り上げ、国等に提案をしていきたいというふうに考えてございます。来週になりますが、小

西常任委員長にご同行いただき、九州国立博物館・吉野ヶ里遺跡のほうの視察をすることにし

てございます。町長、それから小西委員長、それから私どもアイヌ施策推進室から武永アイヌ

施策推進室主幹が同行いたしまして、国立博物館の今の事業運営主体や、地元太宰府市役所、

それから吉野ヶ里の事業主体等との意見交換等を行ってくる予定としております。またもう１

つ、国立劇場沖縄というところの視察も考えてございます。視察時期につきましては、来月か

ら再来月にかけて実施をしたいと考えておりますが、今、沖縄県のほうでは本土復帰後の記念

行事で忙しい時期でもあるものですから、その辺ところの日程を調整しながら、行く日を確定

していきたいと思っております。視察者におきましては、アイヌ施策推進室、それからアイヌ

民族博物館の計３名で予定をしているところでございます。  

次に、２番目の象徴空間のイメージ図についてご説明を申し上げたいと思います。最初にこ

のイメージ図の作成の趣旨についてでございますが、「民族共生の象徴となる空間」作業部会の

報告、これは従来文章だけでなかなかイメージが共有しづらかったと。文章だけではそれぞれ

のとらえ方によって考え方がひとり歩きすることも考えられるので、こういった空間の具現化

を図るために、求められる施設の規模や機能について、空間のイメージの構築を図っていきま

しょうという趣旨からつくられたものでありまして、そのイメージ図をつくることによって、

象徴空間にかかるイメージを全体で共有をしていきたいということになっております。このイ

メージ図をつくるにあたっての検討経緯でありますが、昨年７月から本年３月にかけて５回の

委員会を開催してイメージを作成してきておりまして、その委員としてはアイヌ民族博物館の

野本学芸課長が就任し、具体的な意見、提案をしてきたところでございます。本年３月にリー

フレットが完成しまして、４月に議会の皆様に配付しますとともに、５月１日の広報紙「ほっ

かいどう」には全戸配布をしているところでございます。また４月 28 日に開催されました北海

道アイヌ協会白老支部の支部総会の中で、この検討委員会の座長でありました北大の佐々木先

生にお願いしまして、象徴空間のイメージ図の説明会を支部において開催をして、意見交換を
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行ったところであります。まずリーフレットをお開きいただければと思います。このイメージ

図の全体のコンセプトとしましては、アイヌの歴史、文化を学び伝えるナショナルセンターと

いうコンセプトを持って、その具体的な中身としては、アイヌの人々のよりどころとなるとと

もに、異なる民族が互いに尊重し、共生する社会のシンボルとなるような空間を形成していき

ましょうというものになってございます。そこでこのイメージの中で、将来的なポロト湖畔の

イメージ、パンフレットの下側にまず博物館ゾーンというもの、それから中央広場ゾーン、そ

して上のほうに赤い囲みであります体験・交流ゾーンという、このポロト湖畔は３つのゾーン

で承認をされているということになります。博物館ゾーンにつきましては、博物館を中心とし

たアイヌの歴史や文化等の展示、調査研究のほか、伝承者の人材育成などを行うゾーンという

ふうになっておりまして、先住民族としてのアイヌの歴史、文化等の総合的、一体的な展示、

実践的な調査、研究、伝承者等の人材育成機能をこのゾーンの中に設けることとしております。

次に右の中央広場ゾーンになります。中央広場ゾーンについては、象徴空間に来ていただいた

方を歓迎し、目の前に広がるポロト湖やポロトの森など、豊かな自然を体感していただくゾー

ンになっておりまして、ここがエントランス、入り口になってくることになるかなと。ここの

ところが文化施設周辺の公園機能という位置づけになってくるかと思うのですが、この中央広

場ゾーンの絵のところをご覧いただければと思うのですが、ここでは屋外で古式舞踊を見てい

ただけるような、そういった場所というイメージが今のところされているような状況にござい

ます。上のほうになります。今のアイヌ民族博物館が所在している場所、こちらのほうは体験・

交流ゾーンという位置づけで伝統的なコタンを再現して、アイヌ文化の伝承や体験、それから

国内外の文化との交流の場として活用するゾーンとして位置づけていきましょうということに

なってございます。こちらのほうでは、文化伝承や、体験交流活動ができる機能をこちらのほ

うで設けていくということになってくるものと考えてございます。  

こういった過去の取り組みや今年度の取り組み、このパンフレット等を踏まえて、今後の白

老町における取り組みの方向性として３のほうで整理をさせていただきました。今回イメージ

図ができたことを受けて、庁内に検討組織を設置してまいります。ポロト湖周辺の土地利用や

環境整備などを所管する庁内関係課の協力を得て組織しまして、その中で下のほうに検討テー

マ等とありますが、都市計画の見直しですとか、ＪＲ白老駅から象徴空間への動線整備、それ

から国道からのアクセス等、またポロト圏におきまして現在冬場では釣り、スケート等が行わ

れ、夏場にはカヌーが実施されているところでありますが、そういった取り組みについてこの

象徴空間の中でどのような位置づけ、あるいは取り組みを反映していただけるか、いただきた

いということを全体の意見として取りまとめて、国等に提案をしていきたいというふうに考え

ております。また、関係機関への説明・意見交換という部分ですが、先ほど白老支部のほうで

説明会を開催したところでございますが、そういった中での意見交換や、５月に予定されてお

ります町内連合会総会の中で象徴空間のご説明をするなど、皆様方からの意見をお聞きする中

で、我々が国等とのやり取りの中の場面で、そういった意見を具体的に取り上げていけないか

なというふうなことも考えているところでございます。また、これは従来と同じ方向性ではご
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ざいますが、国・道との連携強化をさらに図っていきましょうというふうに考えてございます。

国設置の検討組織における議論の把握はもちろんなのですが、北海道との連携強化というもの

を大切にしながら、象徴空間の円滑な事業推進に向けて適切に対応してまいりたいと考えてお

ります。また、既に４月２日から仕事に入っておりますが、当室３月までおりました森主任が

伝統文化課へ派遣をして、今業務に当たっております。現在町長が就任しております調査検討

委員会の事務を行うほか、白老町との定期的な連絡などで、国の動向と速やかな連携を図りな

がら取り組みを進めているところでございます。私どもといたしましては、こういった過去の

取り組みや、現在の動きをしっかりと把握をして、象徴空間の円滑な実現に向けて取り組みを

進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

以上、早口になりましたが、説明を終わらせていただきます。  

○委員長（小西秀延君） 説明ありがとうございました。 

それでは、ご質問、ご意見等のある委員は挙手の上お願いいたします。 

斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。説明受けて大体理解ができたのですけれど、早くて、ぱっ

と聞いただけでは、どこをどういうふうにとらまえていいのか、なかなかわからないのです。

まず基本的な部分で、最初にご説明があった 18 年からのイオル再生事業の構想と、それから

22 年からの象徴空間の構想、これの違いというのが、わかるようでなかなかわからない。本当

に空間というのは抽象的な、中心的なものかなという、そのような感じがするのです。その違

いはどういうことかもう少しわかりやすく説明してほしいのと、現状ではその関連性というの

か、イオル再生事業と、象徴空間の関連性というのをどんなふうにとらえればいいのか。その

あたりをもう少しわかりやすく説明がほしいのです。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） まずご説明する前に、先ほど私、５月に配布した広報

紙「ほっかいどう」というふうにお話ししたみたいなのですが、広報紙「げんき」です。失礼

しました。ここで訂正をさせていただきます。 

象徴空間とイオル再生事業の部分で、おそらく先に象徴空間というお話があって、その後に

イオル再生事業というふうな、順番が逆であれば非常にわかりやすい部分であったのではない

かというふうに思うのです。象徴空間自体はアイヌの歴史、アイヌ文化というもの全体の復興、

発展の拠点ということになっていまして、全体的、大きな枠組みの中でとらえているのです。

それなので、今回の博物館があり、それから自然を体験できるゾーンがあり、そして文化を交

流するゾーンがあり、ということで、アイヌ文化全体をイメージしたものが象徴空間になって

いると。一方イオルについては、従来の伝統的な生活空間を再生していきましょうと。伝統的

な生活空間を再生することで、儀式に使っていた樹木の栽培ですとか、それから食生活におけ

るいなきびですとか、アワですとか、そういったものを栽培して、アイヌの儀式や伝統食に生

かしながら、アイヌ文化を知っていただきましょうというところに特化した取り組みになって

いるところなのです。それなので、イオル事業の中には、博物館の展示ですとか、アイヌ文化
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に関する調査研究機能ですとか、アイヌ古式舞踊の公開ですとか、そういった部分がイオルの

中に盛り込まれていないという状況があるのです。  

今委員のほうからお話がありました、象徴的、精神的という象徴空間のイメージという部分

は、それは、やはり外れてはいないお話なのです。やっぱり象徴空間の意義自体が、アイヌの

方々の心のよりどころとなるような拠点としてと、そういった役割も持っているわけですから、

そういった部分では、精神的、象徴的な意味合いというものも網羅されているものであります

が、今これまで文章であったものが、こういった形で図に落とされて、今後はその図のそれぞ

れの個別の施設や機能ごとに、より具体的な機能が盛り込まれる検討がこれからされていくも

のというふうにご理解いただければというふうに考えております。  

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） わかりました。そこの中で２つの事業の関連性、今どんなふうな状況

で、どんなふうに今後進んでいくのかという、そのあたりも。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 失礼しました。関係性の部分が漏れておりました。現

在象徴空間の中で、この白老地域の中で行われているイオル事業については、しっかりそのす

み分けをしていかなければなりませんということになっております。ご存知のように白老地域

におけるイオル事業は、ポロトであればポロト自然休養林の中に樹木の栽培を行っております。

また、森野のほうでも同様に樹木の栽培を行っているほか、ヒエ、アワ、キビの栽培も行って

おります。また、ヨコスト湿原のほうではハマボウフウの栽培を、陣屋跡地においてはガマの

植生を行っているというような状況になっております。そうなってきたときには、今度は象徴

空間の中でその機能を持たせるか、あるいはサテライト的に今ある部分を生かしていくのかと

いうような役割分担をしっかりとしていきましょうということについて、作業部会の議論の１

つのテーマとして残っている状況にあります。ただ、これらのイオル事業については、象徴空

間の１つの機能として位置づけていきますので、象徴空間の取り組みとしてイオル事業という

機能が推進されていくものになってまいります。 

○委員長（小西秀信君） 武永アイヌ施策推進室主幹。 

○アイヌ施策推進室主幹（武永 真君） ちょっとつけ足しさせていただきます。簡単に申し

ますと、イオル事業というのは、白老町が手を挙げて、ぜひうちでやらせてくださいというこ

とで、基本構想なり基本計画をつくって、国に提案をして、やらせていただいている事業なの

です。一方、象徴空間というのは、先ほど来うちの室長がお話ししているとおり、国において

会議とかすべてを持ちまして、計画をつくり、行うというような、そういうような違いがあり

ます。また、イオル事業は、ソフト事業が主体です。ところが象徴空間は、まずハード事業、

博物館の整備、国営公園の整備から始まって、その後ソフト事業に入るというような違いがあ

るというふうに認識しております。 

以上です。 

○委員長（小西秀信君） 前田委員。 
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○委員（前田博之君） 細かいことは後から聞きますけれど、１点として、今武永アイヌ施策

推進室主幹のほうからイオルと象徴空間の出発点の説明ありました。それはわかります。そこ

で、１つとすれば、これから白老町のイメージ図、構想を出して整合性を保っていくと、こう

言っていました。１点だけ確認しておきたいのだけれど、ずっと今まで議会の中でも議論して

いますし、私も一般質問してきていますけれど、イオル再生事業の中では、この土地利用計画

の中では、アイヌ民族博物館については、国立化ではなくて、あくまでもアイヌ民族博物館に

ついては、既存の施設を利用するのだと、こう言ってきています。しかし、途中から議会の中

で、前町長あたりは論理が変わってきたわけです。象徴空間の中において既存のアイヌ民族博

物館を国立化に向けますと、こう言っていました。しかし今のイメージ図を見ると、まるっき

り位置が違ってきていますよね。その辺が、白老の今のイオルとのすみ分けはわかったけれど、

このイメージをつくるときに、当然新たな町長と、財団の野本さんと・・・。なぜ経過の中で

変わったのかということを確認しておきたい。どうも白老町が言っている部分と、このイメー

ジ図になったらがらりと変わってしまっているのです。その辺をこれから打ち合わせしたり、

構想だと言っているのだけれど、まずその辺の部分と、もう１つ大きな部分でいくと、本来民

族象徴の空間と構想については、終極的な目的は、アイヌ人骨の慰霊施設をつくるのです。そ

れは今回入っていないということは、多分うちの委員、町長初め行っていますけれど、その辺

の議論がどういうふうにされて、当然傍聴もしていると言っていましたから、傍聴されて、こ

こに載ってこなかったのか。まずその大きな部分をお聞きします。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 博物館の関係です。まず博物館調査検討委員会への委

員の就任状況でありますが、白老町からは戸田町長、アイヌ民族博物館の村木館長、それから

野本学芸課長、この３名の方、それから関係する部分として、加藤北海道アイヌ協会理事長が

参画をしているという状況にございます。それから博物館にかかる位置づけのお話でございま

す。イオル事業にあっては、白老地域のイオル事業ということであって、白老地域のアイヌ民

族博物館という位置づけは従来とは変わってきていなかったと。ところが、今回の象徴空間に

あっては、これは白老地域に限らないアイヌ文化全体の博物館ということで、白老地域ではな

い全体の博物館ということになりますので、アイヌ民族博物館を母体とした国立博物館として

ほしいということで、この象徴空間の取り組みがあってから、国のほうに要望をしてきたとこ

ろであります。前田委員のほうからお話がありました位置の関係についてでございます。国立

博物館という位置づけになりますと、その展示の規模や機能が、今の博物館より大きくなって

くるということがあります。そのために、その博物館のスペースをどのくらいにとるのかとい

ったときに、この象徴空間の敵地の中では、この場所が適当であろうということで、現在白老

振興公社が所有をしている土地のところに博物館の場所が位置づけられているという状況にご

ざいます。それなので、私どもとしましては、あくまでもアイヌ民族博物館を母体とした国立

博物館を要望したいと。簡単に言いますと、イメージとしては、建てかえと思っていただけれ

ば。施設自体が移ってしまうと、それは全く別個ではないかというふうなイメージを持たれる
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かと思うのですが、あくまでもアイヌ民族博物館というものをその母体として、そこに国立ア

イヌ民族博物館という冠をかけてほしい。そういう要望をしているところであります。今のア

イヌ民族博物館の面積では全体を展示するだけのキャパがないのです。国立博物館は一定程度

のキャパというものの用件があるようではあるのですが、そこに満たないというお話を聞いて

いるところでございますので、そういった場所を考えていったときに、この今のイメージ図の

中で落とされた場所が適当ではないだろうかということで、この場所になってきているところ

であります。 

 ２点目の人骨の関係です。この人骨の関係については、現在文部科学省において、ことしの

12 月までそれぞれの大学、それから研究機関の中で、どれくらいの人骨が所管されているかと

いうことの調査をしている状況にございます。基本的にはこの人骨がどこの地域で、人骨の方

の元の場所に返すということを基本として検討しましょうという方向性がありますので、人骨

については、今後の大きな検討課題になっているという状況にございます。そういった状況調

査の中で決めていかなければ、その人骨を尊厳ある慰霊に配慮した施設をつくっていく上でも、

規模や、場所というものを確定していくことができないと、そういった状況になっているとこ

ろであります。 

以上です。 

○委員長（小西秀信君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） そうすると、今のアイヌ民族博物館は母体として国立化していただい

て、施設はキャパが少ないから移管していただくという解釈でいいですね。それで、その部分

からいくと、先ほども部長からお話がありましたけれど、先般のアイヌ協会の白老支部のとき

に佐々木利和さんが来て話をしています。その中で私が感じた部分は、彼がすごく強調してい

るのは、アイヌの人たちの知恵、アイヌ協会白老支部がもうほかにも含めていると思いますけ

れど、博物館、この人方の連携で、アイヌの人たちの協力が絶対必要だと、こう言っています。

そうすると、これから先ほど説明があった中では、このイメージ図を理解していただくために、

今行ってアイヌ協会でやられましたと。今度は町政懇談会で町民の方にしますと言っています

けれど、私はもっとこの白老町が庁内の検討会議を開くと言っていますけれど、その辺の声は、

先ほども話したけれど、今回イオルと違って、象徴空間は国がやるのだということだから、町

は主体的に、私は議会でも言っているのだけれど、もっともっと地域の声を聞けと。ただ町政

懇談会に出て、こういうイメージで終わりではなくて、具体的にもっとどうあるべきかという

ことを聞いて、この庁内検討会議でどうもつかわかりませんけれど、反映するとか、そういう

部分の作業というのは本当に大事だと思うのですけれど、アイヌの人たちの話を真剣に聞くと

いうことは、国のほうに任せてしまうという解釈でいいのかどうか。町の姿勢はどういうふう

に思っているかということが１点。 

私、資料を見てきたら、去年の新聞が出てきて、たまたまアイヌ民族博物館の人事の問題が

去年すごくもめているし、ことしもまた私が聞いている部分で、これははっきり本人から聞い

ているから言ってもいいと思いますけれど、２名ほどの経営陣の人が辞めるという部分で、非
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常に私はこのアイヌ民族博物館が重要な位置を占めているのだけれど、そういう部分がこれか

ら今月末に総会があるのだけれど、ちゃんとした人事の体制できるのかどうか。それだけの、

移管するということは、町もアイヌ民族博物館も、言わなくてもわかると思いますけれど、非

常に大変だと思います。国に多分丸投げされると思います。意見されるにしたって。そのとき

に、それだけのものと、時間かかると思いますが、この町が象徴空間の構想を出すときに、そ

こまでアイヌ民族博物館は役目を果たせるのかどうかという部分の２点をお聞きします。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） １点目のアイヌの方々からの意見の反映、集約という

部分についてです。昨年９月にまずこの象徴空間の作業部会報告書の勉強会をアイヌ民族博物

館で、博物館と白老支部共催でまず開催をして、そのときも佐々木先生が座長でありましたの

で、佐々木先生と、それから北大の常本教授のほうから説明をいただきました。次に４月にこ

のパンフレットの説明を佐々木先生からいただいているところであります。こうした取り組み

の過程の中で、それぞれお聞きになった会員や博物館の職員の方々、それぞれの思いを持って

いる方々がたくさんいるわけです。そういった中で具体的には、例えばそういった会議の場を

設けるだとか、そういったことは現在考えてはございませんが、さまざまな場面、我々がアイ

ヌ民族博物館に訪れるとき、またアイヌ民族博物館から、あるいは支部から我々の執務室を訪

れていただく機会が多々あります。そういった中で、各個人の方々の意見や、こういったこと

を象徴空間の中に機能として位置づけたらどうかという意見をしっかりと受けとめて、その内

容を網羅した形で、例えば町長の博物館の検討委員会に出席する前の意見交換の場で、こうい

ったお話があります、私ども事務を所管する所管課として私どももこう考えるので、意見とい

うものをその中で発言いただきたいという事務方の提案、そういったことを通じて意見の吸い

上げと、意見の反映という部分について尽力をしておりますし、我々事務方の協議の中でも意

見を聞いた内容を国、あるいは道のほうに伝えているというようなことを継続してやっている

ところであります。 

２点目のアイヌ民族博物館の人事についてでございます。人事につきましては、基本的には

独立した法人でありますので、今後のアイヌ民族博物館が向かう方向をとらまえた、しっかり

とした体制づくりをしていただきたいというのが基本となるものと考えております。一方でア

イヌ民族博物館の依頼等を踏まえて町としてできる最大限の協力をする中で、アイヌ民族博物

館におけるしっかりとした人事体制の基盤をつくっていただきたいということについては、町

長含めて、役員に対してお話をさせていただいているところであります。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私もいろいろなことで、まず第１点。先ほど斎藤委員が伺ったように、

イオル構想の考え方の起点をちゃんとしないと、私も頭の中で本当に混乱してしまっていると。

大きな象徴空間の中の１つの構想というか、１つの部分をイオル構想が占めていくということ

で、24 年度の予算配分を見たときに、イオル構想に関しての予算配分は今のところ出てきてい
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ないで、これで見ると、北海道がイオル再生事業の実施、白老町が手を挙げてやるといってい

ましたけれど、今後この部分をやっていくのは、中央広場ゾーンだとか、伝統的なものを伝え

ていくためには必要なイオル構想を実現させていかなければいけないというふうに思って。今

まで年数をかけて、お金をかけてやってきたわけですから、それをきちっと予算づけがどうい

うふうになるのか、そういったことが本当に、白老町が中心に手を挙げてやって進めていける

のか。それとも今までイオル構想になったときに、拠点ということで、今は拠点はなくなった

と聞いていますけれど、平取とかいろいろなところに、先ほど言ったようにアイヌ文化の象徴

として１つのものになるということは、北海道が１つになると。私はちょっとそういうふうに

思っているのですけれど、国がそれをやっていくということだと思うのですけれど、そういっ

た部分でのイオル構想の今後の進め方、白老町の財政的なものもどういうふうになっていくの

かなというのが１点。 

それからもう１点は、この構想、私たちが東京の博物館に行って、運営する側の方の意見を

聞いたときに、本当に博物館構想、国がやっていくことというのは、先が見えないのだという

話をされたのです。閣議決定されてもだめになることもあるのだという話をされていたのです

が、今ここまで具体的になってきている中で、全体的にどれくらい、今縦割りですよね。これ

見ただけでも、国交省と文化庁とそれから内閣官房、その３つが縦割りですよね。それでそれ

ぞれの部門が、でも目指すものは１つなのですよね。だからその連携が本当にスムーズに行く

ものなのかということと、どれくらいの年数を見込んでいらっしゃるのかなと。それはもうこ

こで聞くのは大変難しい質問なのかもしれませんけれども、やっぱり白老はいろいろな問題を

抱えていますよね。博物館にしても何にしても。そしてその人材をしっかり確保していくとい

うことがすごく大きな役割をこれから果たしていくということを考えていったときに、最近ど

れくらい白老町も頑張ったらいいのか、博物館の学芸員さんの立場もどういうふうにしてそれ

を保証していくのかというのが１点。それで、どのくらいの年数がかかるのかということと。

それから、先ほどおっしゃったように、すごく違和感があるといったら申しわけないけれど、

アイヌ文化というのは和人によってつぶされてきたという歴史があるのです。今回象徴空間と

して白老に指定をされてできるという、そういったときに、国がやる、道もやる、白老町も庁

舎を中心にしてやる、もちろんアイヌの人たちの話も聞くというふうになっているのだけれど、

本当にアイヌの人たちの声を生かす方法というのはどこにあるのかということをしっかりとら

まえてやっていただきたい。後になってから全然思いが違っていたということにならないよう

にするためには、国だとか、文科省だとか、それから功労者の人たちというのはわからないと

思うのです。その精神的な部分とか、今まで虐げられてきた部分だとか、そういったものを一

番大事にできることを、現場の実態を図っていくのは白老町だと思うのです。そういうアイヌ

の世帯が一番多いですから。本当にその声を集約して、そして今までアイヌ文化をしっかり守

ろうとした学芸員、それから博物館の人々の思いをしっかり受けとめていくという、だから私、

この庁舎内で今後の整備計画いろいろなことを関係省庁に要望していくのだと、その要望して

いくまでの積み重ねというものは、すごく大きなものがあると思うのですが、その辺を先ほど
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も前田委員が言った懇談したとか何とか言っているけれど、本当に上手くいっているのかとい

う、その裏には北海道が一枚岩にならなければならないというものもあると思うのですけれど、

それを引っ張っていく白老町の役割というのはすごく大きいと思うのですが、大変だと思うの

です。その辺をどういうふうにとらえているのか伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 非常に厳しいご質問かと思っております。まずイオル

事業の今後の部分ですが、この資料については、今イオル事業が進められている内容について

は網羅していません。これは象徴空間の具現化に向けた取り組みということで、数字を落とさ

せていただいたものであって、現在白老町で行われているイオル事業について、また平取町で

行われているイオル事業については、別に予算化はされている状況にあります。白老町におい

ては、各地区で行っている自然素材の育成だとか、そういった自然素材を活用した、あるいは

アイヌ文化を活用した体験事業というものを実施しているところでありまして、平成 18 年度以

降自然素材を栽培した、自然素材の育成や体験交流事業というものを継続して実施をしている

ところであります。今後この象徴空間の機能の一部となってまいりますので、白老地域のイオ

ル再生事業ということよりは、国としてのイオル再生事業という位置づけに変わってくるもの

というふうにして考えているところであります。このため、現在ポロト湖畔地区でチキサニ周

辺にチセ４棟建てて再生しているところでありますが、今回の象徴空間の整備に伴って、移設

等の検討がこれから具体的に進んでくるものというふうに考えております。 

今後のスケジュールについてであります。このスケジュールについては、非常に厳しいもの

がございまして、私どももやはり、吉田委員からのお話があったアイヌ民族博物館が厳しいか

らということだけではなかなか、そういったお話はできないものですから、やはりある一定の

めどを持って取り組むことによって、内容というものがより充実していくものというふうに考

えられますので、その辺どういったスケジュールで進めていくのかということは、再三にわた

りお話をさせていただいているところでございますが、やはり国のほうとしてそのスケジュー

ルが出て行くことによって、いろいろな足かせになってしまうということがあるため、スケジ

ュールについては、今のところは示すことができないというふうなお話をいただいているとこ

ろでありますが、できる限り早期に、これは平野大臣が本年２月に白老町をご視察いただいた

ときもそうなのですが、できる限り早期に整備をしていきたいというお話をいただいていると

ころであります。 

３点目のアイヌの支部の方々や博物館の方々の意見というものをどれだけ吸い上げられるか

という部分についてであります。国の委員会、会議の中にアイヌ民族博物館から委員が就任し

ているほか、北海道アイヌ協会の理事長でもあって、白老町に在住されています加藤理事長か

ら、その要所要所の部分でお話をいただいているところであります。また、各視察される方々

が数多くいらっしゃいます。国交省の幹部、文化庁の幹部の方々、もちろんいらっしゃってい

るわけで、博物館の視察をされている中で、直接博物館の職員からそういった思いを発言でき

る場面もありますし、また我々もできる限りいろいろな時間を活用しながらご意見を聞いてい
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るところであります。また、博物館に限らず、支部の方々のお話も聞いているところでありま

すので、ある意味どこまでそれを集約してやるかというところも出てくるのかなというふうに

思うところもありますが、例えば支部の総意としてこういったことというのが出てくるのも１

つだと思います。また、各個人間の意見をお聞きする中で、これまでの取り組みや今後の象徴

空間の内容を充実していくに当たって、貴重な意見という部分もあろうかと思います。私ども

としては、そういった意見を大切にして、吟味をしながら届けていくというのが、我々役場の

パイプ役としての務めではないかと思っておりますが、今の吉田委員からのお話については、

しっかりととらえまして、そういった場面というものは、意見の引き出し方ですとか、あるい

はどういった意見を言われているかということを、しっかりとしんしゃくをするような取り組

みをしたいというふうに思っております。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 補足させていただきます。まず先ほど吉田委員のご質問にあ

りました、今回のこの空間の整備につきまして、国のほうでは３部署といいますか、文化庁、

国交省、内閣官房という中で、この辺の危惧という部分がありました。確かに私もちょっと浅

いのですけれど、実際それぞれのところに出向いてお話をさせていただいておりますが、やは

り確かに縦割りなのです。お互い協力してという部分は、今の段階では余り見えない現状であ

ります。進捗状況という部分もあるのですけれど、実際今の文化庁のほうで先ほど来出ていま

す博物館の検討委員会、これが来週２回目で、６月に３回目を白老でという中で、こちらの構

想については徐々に進んでいるのかなという状況ではございます。ただ、それぞれの部門の連

携となりますと、実際は内閣官房がそういう役割を担っていくということなのでしょうけれど、

なかなかそこまで行っていないかなというような感じでございます。そういう中にあって、や

はりこれは白老町の責任といいますか、役割といいますか、こういった部分が、やはり全部の

ところに我々顔を出しておりますので、我々がその辺を調整しながら引っ張っていく部分もあ

っていいのかなというふうに考えておりますので、今後もその辺については、それぞれに顔を

出しながら調整を、どこまでできるかわかりませんけれど、かなりの役割を担っていかなけれ

ばならないというふうに考えてございます。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今白老町の最上位の行政の総合計画がつくられていますけれど、総合

計画の中には一切アイヌ文化の伝承的なことは、教育の部門ではちょっと入っていますけれど、

ほとんどうたわれていないのです。この事業というのは国の事業ですから、総合計画に入るの

かといったら、入らないかもしれないけれど、白老町の位置づけみたいなものが今後の進めて

いく中での町の役割を総合計画の中で立ち位置をきちっとして、進めていくようなことが、総

合計画に入ってくる必要があるのではないかというふうにちょっと考えていたのですが、その

点伺っておきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 
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○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 回答します。総合計画の中では、１項目位置づけてお

ります。入っております。資料手元に、今素案の段階ではありますが、アイヌ文化に関する部

分として、象徴空間の関係を位置づけておりました。 

○委員長（小西秀延君） それでは、問題も大きいので、頭を整理するために暫時休憩します。 

休憩 午前１１時０１分  

                                         

再開 午前１１時１５分  

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩を閉じて所管事務調査を再開いたします。 

ご質問お持ちの委員の方はどうぞ。 

斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 大体今までの話の中身はよくわかるのですが、やっぱりどうしても危

惧しなければならないのは、今までの意見と重なってしまうのは、これは仕方がないことで、

まだわからない部分がたくさんあるので、言い分は重なっていくだろうと思いますけれども。

以前からずっとこの運動を進めている中で、国と町の意識のギャップというのはすごくあるの

ではないか。この事業の中でどういうふうに進めていくかということで、その町と国とのギャ

ップが本当に同じになって一緒に進んでいくという形になっていけば一番いいことなのだけど。

先ほどの博物館のことだって、今この図面見たらこちらに移すということになると、両方にま

たがるのかとか。先ほど言われましたけれども、町の博物館をそれに国立という形で冠を載せ

るという形で１つにして新たに建てると、こういう構想を要請しているという話だったのだけ

れど、そういうことが可能なのかどうなのかということさえわからないのですよね。本当に国

がそこまでやってくれるのか。国立は国立でやるよ、お前たちのことは知らないとならないの

かどうなのかという、そういう不信も出てくるのです。 

それから、先ほどの象徴空間のアイヌの文化的空間、それから、イオルの生活様式の空間と

いう形の、そういうものがどういうふうに合致しながら進んでいけるかという点からいっても、

なかなか難しい問題があるなという気がするのです。そんな中でやっぱり、では考えなければ

ならないのは、主体は誰なのだという、ここに博物館が建つからいいのだとか、金が落ちるか

らいいのだとかいうそういう問題ではないはずです。アイヌの人々、民族にとって何が必要な

のか、何を今ここに求めているのかということを本当につぶさに知った上でこれがつくられて

いかなかったら、ただ形だけのものになってしまうのではないかという、すごく心配するわけ

です。とすれば、本当に先ほども話が出ているのだけれど、そういう地元の意見だとかアイヌ

の人たちの意見というのがどこまで吸い上げられるかというのが、この事業の中の一番基本に

なる部分ですよね。それが、町長が行って話をした。役員の人たちが行って話をしたからいい

のだとか。組織の代表が行って国と話をしているからいいのだという形にはならないだろうと。

やっぱり国と町のギャップをどうやって埋めるかとなると、やはり地元の人たちの、アイヌの

人たちの動きというのが一番基本にならなければならないのではないかということで、先ほど

話が出たのだけれど、財団の動きというのがやっぱりものすごく大きな影響を与えてくるとい
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うことは事実なのです。本当に財団の人たち、あるいはアイヌ協会の人たちが集まって、こん

なふうにしてほしいという、そういう要望をどんどん上げたやつを町がそれをまとめて国に上

げていくのだという仕組みになっているのかどうなのかという、そこら辺なのです。形の上で

役員を通して上がっていくから要望は聞けたのだということでは、絶対これは運動としては上

手くいかないですよね。だから、本当に私が今まで感じるのは、役場が一生懸命やっているし、

その手続きをきちっととってやっているのだけれど、地元のアイヌの人たちの懇談会だとか、

集まりだとか、そういう協会の意見だとかという形でどんどん目に見える形で、今こうやって

どんどん意見上がってきているというような、そういうことを私たちの目にも見えてくるよう

なことでなければだめだと。これ誰がつくるのかと言われたら、それぞれ何かあるのでしょう

けれど、私たちがどんな偉そうなことを言ったって、やっぱりアイヌの人たちがどんな要望を

するのか。さっき人骨なんかの問題も出ましたけれど、そういう微妙な、我々でははかり知れ

ないような微妙なものもここへ絡んでくるわけですよね。そういうことから言えば、そういう

人たちの意見というのをどんなふうに集約していますかと最初に問われなければならないと思

うのです。そこのところが弱くありませんかと。やっていないとは言いませんけど、だけれど、

そこのところがこの事業の一番基本ではないかと、私そう見ているのですけれど、その辺自信

持って、国に町長が行って要望いたしましたではだめだろうと思うのです。その辺よく考えて

事業に当たってもらえればと、私たちそう期待をするのですけれど、その辺いかがでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 今斎藤委員のおっしゃったこと、ごもっともだと思います。

私たちも国といろいろと議論、具体的な部分はまだ示されていない中での議論になりますけれ

ども、そういった中でやはり感じることは、我々よりも町が、町長なんかよりも、アイヌの人

たちがどう考えるという部分が、一番国に対してはインパクトがあるということはわかります。

今後も具体的に国の動きが見えてきたときには、やはり私たちが前面に出るのではなくて、博

物館なり支部、そういった方々を前面に出しながら、あくまでもアイヌの人たちの意見はこう

ですよという部分がやっぱりポイントになってくるだろうと思っております。ですから、言葉

が悪くなるかもしれませんが、逆に国に物を申す場合は、そういった方々を十分活用させてい

ただくというようなことで進めたいとは思っております。ただ、今そういった仕組みがあるか

といいますと、きちっとしたものというのは具体的にはこちらのほうでは考えていないという

部分があります。ただ、必要性は十分理解しておりますし、今後もう国がこうやるのだよとや

ってからでは遅いというのもわかります。まだ具体的にこうしたい、ああしたいというものが

表に出せるような部分で国から示されていないものですから、その辺がある程度示された段階

では、十分アイヌの人たちの意見、幹部だけではなくて、実際の皆さんからも意見を吸い上げ

られるような形、仕組みづくりですね、その辺も考えて国との交渉を進めていきたいというふ

うに考えております。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 斎藤委員からのアイヌの人方の声を聞きなさいということで今答弁あ
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りましたけれども、私も冒頭そういう意味で言っていまして、是非それは必要だと思います。

それで、部長 45 分からいなくなるということなので先にちょっとお聞きしたいのですけれど。

庁内検討組織の設置という部分で、いろいろと検討するとこう言っています。これの構想とし

て白老町として今話ありましたけれども、国に物を申していくために白老町としてのものをつ

くると思うのですけれども、この中で構想ができてからどうですかではなくて、今も議論して

いますけれども、議論の中でこの検討会が設置されて具体的に問題を検討、整理していく中で、

ここに本会議なんかでもよく議員さん、私もそうですけれども、言っていますけれども、この

議会がその政策形成過程の中に、仕組みづくりの中に、どういう中でかかわっていけるのか考

え方を１つ教えてほしいのです。そうでないと、今の委員会がどうあるべきかということもこ

れから協議しなければいけないだろうし、それと、設置をして、ロードマップ、工程、どうい

うふうな流れで考えて時期を設定しているのか、そういうものを具体的に示してほしいのです。

それによって、今の委員会で一生懸命言ったって、町は町でやりますという話になれば意味が

なくなってしまいますから。その辺私は、大きな政策ですから、政策形成過程にどうやってこ

の委員会というか、議会がかかわっていけるのか、１つの４つのパターンがあります。流れが。

部長知っていると思いますけれど、その中でどの部分で入っていけるのかということ。同じこ

とを言うけれど、それとロードマップどうなっているのかという部分と。 

もう１点は、斎藤委員も話をしましたけれども、今のアイヌ民族博物館は、冒頭からもう国

立に移管するよという部分でかなり話されているような形になってしまうのだけれど、現実に

博物館に移行するのに、正直な話かなりの年数かかると思います。議会でも議論されています

けれども、博物館が実際に存続とか、運営状況が、そのほかどういう形で、今斎藤委員が言っ

たように、多くアイヌ民族博物館が主体になるべきだと思います。あそこはそういう専門的な

研究をしているところですから、それの兼ね合いがどうなっているのかと思います。それと、

私が聞いているのには、３月会議で 1,500 万円の予算をつけるときに、これはあくまでも予算

をつけるときに、ああいうふうに改善、改革するよと言っていながら、財団の中では白紙に戻

ったみたいですけれども、先にそういう問題が内部で問題多く持っていて、それに解決しない

部分に精力が行ってしまって、今ここで議論されているように、本当にこの象徴空間にアイヌ

博物館が主体となって声を集約して、白老町のここの検討会議から設置して意見交換するとき

に、本当に真摯に出て行くのか。この２点お聞きします。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩します。 

休憩 午前１１時２８分  

                                         

再開 午前１１時２９分  

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて会議を再開します。 

蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） まず委員の皆様からの意見の集約等につきましては、

やはりこういった所管事務調査等の場面の中で、今後どのように進めていくのかという意見の
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交換をさせていただくとともに、その中でこういうようなあり方が必要なのではないかという

具体的な提案もあったところでございますし、この内容につきましてもやはり専門の委員会で

ございますので、そういった中で意見をいただく過程を経て、町としての考え方を取りまとめ

ていくというのも１つのやり方というふうに考えているところでございます。 

また、アイヌ民族博物館の状況につきましては、前田委員のほうからありましたように、町

の予算化がする以前の段階で取りまとまっていて、新しい年度になってからは志を一にして取

り組むことが本来の姿ではないかというようなところについては、私どももその点については

同感なところではございますが、やはりアイヌ民族博物館の中にあっては、今後将来に向けて

どのように進めていくべきかという観点から職員の意識だとかというところを踏まえたときに、

なかなかそれが一にならなかったというのが現状であるというふうに考えております。昨年３

月 11 日の東日本大震災以降激減している入館者をふやしていくという大きな命題も抱えつつ、

そして自分たちの経営改革というものに取り組んでいくというところでは、まだ意識の部分の

醸成というところまでは至っていないのかもしれませんが、現在役職員を中心にしながら、ど

のように取り組んでいけばいいのかということを再度職員が考え方を取りまとめているという

状況を聞いているところでありますし、役職員も継続して職員に対する説明を行っているとい

うふうに聞いております。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 後段の部分は余り、厳しいところがありますからいいとして、今後の

庁内の検討組織を設置してこの象徴空間の方向性を出すときには、議会も政策形成過程にかか

わっていけるという解釈でいいですか。それと、具体的に言うと、仮にこの検討テーマの中に

もありますけれど、温泉利用とか、これは一般質問をしたときに、道の象徴空間になる前の作

業部会でも温泉を活用した部分も必要なのだという項目が入っているのです。大きな観光も含

めて大事だと思いますけれども。それとか、振興公社の土地を 12 億円で売るとか何とか言って

いるけれども、現実にそういう大きな問題抱えてきているから、そういう問題も含めてここで

部長のほうから再度はっきり言ってほしいのですけれども。議会として結論出たものを議会ど

うですかではなくて、政策形成過程の中で十分議会も、委員会なのかな、参加して、いいもの

をつくるよという部分にできるのかどうかの答弁を願います。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 今の前田委員のご質問ですが、庁内の検討委員会が一応６月

をめどに立ち上げを行いたいというふうに考えております。具体的にまだ国のほうからある程

度案みたいなものが見えていない段階ではございますけれども、国とのやり取りの中である程

度想定されるもの、そういったものは先行的にちょっと検討していきたいというふうには考え

ておりますし、具体的に示された中においては、それを町として検討し、国の考えがいいのか、

悪いのか、町としてこう考えるのかという部分を十分検討した上で、その辺については議会に

もこういった場でお示しをした上で、委員の皆様の意見を聞きながら、国に物を申していくと

いうような形を取らせていただきたいというふうに考えておりますので、もちろん町単独では
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なく、議会も両輪となって、この案件については進めていきたいと考えております。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 私は国でこういう、これはイメージ図ですから、町としても先ほどか

ら出ているけれども、アイヌの人方の声を聞いて白老町としても、国はこうイメージつくって

いるけれど、白老町としての象徴たる空間の構想はこう持っていますよと、そういうものを私

はつくって、そして、国のほうからこうなったら、白老町はこう考えていますよと言えるよう

な形になるのかなと思ったら、今の部長の話を聞けば、国がその都度白老町が言っていくとい

うことだけなのですか。その辺がちょっと見えないのです。普通は物をつくるときに、そうな

のです。前からそうなのです。議会のなかでも。でも、いやいや、いざとなったら国がするか

ら関係ないのだという言い方をするのです。だけれどこれだけ大きなものになったら、私たち

聞いているけれど、この前町内会も配ったのかな。だけれど、こうなのですしかないのです。

そうではなくて、国がこう示したけれど、今言って、ここには温泉はこういう形で使って、イ

メージでこうしますよというものがあって初めて、国からこう言われたけれど白老町としてみ

んなこうつくっています。こうしていただけませんか。だけれど、国はこうだからここを変更

しますとか、どうしますかという部分のすりあわせではなくて、その都度端的に単体としてあ

あだ、こうだとやり取りしますということですか。それをちゃんと整理して言ってほしいです。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 先ほどの前段で話したのですけれども、ある程度、まだ具体

的に示されていない中で我々検討会議を立ち上げるという部分で、全体的な構想という部分で

バンと国に示せるかどうかは、ちょっとまだ私としてもイメージつかめないのですけれども、

いわゆる今委員が言われた例えば温泉の問題ですとか、先ほどもいろいろと出ました、ポロト

湖のスケートとか、ワカサギ釣りとか、いろいろあります。そういった部分のいろいろな細か

な部分について、庁内でそれをどうそこにリンクさせていくのかですとか、そういう考えはあ

る程度庁内検討会議でまとめて、それを国に対してぶつけるという考えでおります。ただ、そ

の答えを庁内検討会議で検討した内容については、議会のほうにお示しした上で意見を伺いな

がら、その辺はまとめていきたいと考えています。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 私先ほど言おうと思ったけれども、今前田委員が全部話したので重な

りますからいいのですけれども、今実際に私たちの耳に届いてくるのは、財団の運営、あれだ

けお客さんの数が減って運営は大丈夫かだとか、それから、将来博物館の職員として身分は保

証されるのかだとか、そういう声というのが聞こえてくるのです。それにあわせて、あそこの

温泉はいいお湯だから絶対あれはなくさないように何とか活用する方向で考えてくださいとか、

アイヌの関係者だけではなくて、やっぱりまちのああいうところを利用している人たちの声も

聞こえてくるわけです。ですから、そういう人たちにどうやって答えるかといったら、今もち

ろんこれは走りながら詰めていかなければいけないことですから、いつでもこうです、ああで

すというピシッ、ピシッとしたものはできないかもしれなくても、やはり相当の情報がなかっ
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たら、うわさが勝手に走り回ってしまうという危険性もあるわけです。そんな情報をいっぱい

さらけ出すことがこの事業に有効かどうかということも中には出てくることもありうるわけだ

けれど、だけれども、そういう情報を絶えず共有しながら進まないと、こういう大きな事業だ

けに危険もいっぱいあって、勝手にしゃべっている部分がたくさんあるものですから、そうい

うことを十分これからの中で気をつけておいていただければというふうには思います。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 今斉藤委員のほうからお話いただいた部分については

非常に大切なことだと思っておりまして、危険性という部分においては町のほうからいろいろ

な意見があるので、このことを象徴空間の中にすべて網羅してくださいと言ったときには、そ

こに一定の何らかのものが必要になってくることが想定されます。そこのところは十分に気を

つけなければならないことだというふうに理解をしておりますので、開示ということよりは共

有すべき情報と、それから慎重に取り扱うべき情報というものをしっかりすみ分けをしながら、

この委員会の中でも一緒に議論をしていただければというふうに感じております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今お話を伺っていて、そういう議論をしていいのかなとちょっと反対

に思ったのですけれど。象徴空間ではアイヌ文化をしっかり伝承して、それがたまたま白老で

あったと。この博物館が危機状態にあるとか、人口密度が減ったとか、そういったことは関係

ないのだと思うのです。それを国に言ってみたからといって、国はそうではないと。この北海

道、日本のアイヌ民族を守るための１つの文化をしっかり継承していくための、いろいろな今

までのアイヌ文化の貴重なものを残していくということなので、私は、それはそれできちっと

国と連携をとって進めて、白老の意見を言っていくと。ただ、影でと言ったらおかしいけれど、

影で観光だとか、温泉だとか、いかに観光と結びつけていくか。白老が生き延びていくために

そうしないと、北海道のほかのアイヌの土地の人たちは、白老に行ったからといって白老のあ

れを守るため、これを守るためにやれとかいうのはおかしいのではないかと、反対になるよう

な気がするのです。だから、その辺は立て分けて、白老町として白老にできるという利点をど

う生かすかというのはしっかり持つと。そして、象徴空間は象徴空間で持っていくべきだろう

と思うのです。 

それともう１つ、私が一番懸念しているのは、白老に来るのだから、白老のものではないの

です。だから、先ほど言ったように、北海道が一枚岩になる。北海道の理事長が入っているの

ですけれども、あの方白老の方なのです。すると、ほかの北海道の地方のアイヌの方々から見

たら、絶対白老のために動くというふうに見られるのは当然のことになってくるのだと思うの

です。だから、白老町が、もちろん指定されたから、町長だとかいろいろな博物館の代表が行

っています。学芸員とか。だけれど、その方たちが今北海道にいるアイヌの人たちの意見をど

うやって集約するのかなと。それは道がやることなのだろうと思うのですけれども、道はその

辺の集約、北海道にできるアイヌの文化を伝承する博物館を私たちもここに加わった、私たち
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の意見も入ったというような場づくりというのは必要になってくるのではないかとすごく思っ

て今聞いていたのです。私たちは私たちのエゴで、白老を守るためにいろいろなことを言って、

やっていかなければならないと思いますけれど、そうでないと、そういうふうになればなるほ

ど、全道の意見が１つになっていけばなっていくほど国に言いやすいし、国も動きやすいのか

なというふうに思うので、変えていけるのではないかなと思うのですけれど、その辺の工夫を

今後どのようにされていくのかなと、ちょっと思ったのです。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 先ほど斎藤委員のほうからお話いただいたときに、出

せる情報と出せない情報のすみ分けをしっかりすると言っていた部分については、今の吉田委

員からお話があった部分の、まさしくそのとおりのところでありまして、アイヌ文化という地

域性を考慮したときに、白老にとって象徴空間がまちづくりの１つということになるのは、こ

れは違いますよと言っても、そうではなくて、まちづくりの１つになるのは確実ではあるので

すが、かといってその中に白老町のすべての要望を出していくことが果たしてどうなのかとい

う部分の懸念は持っているつもりです。その中でしっかりとすみ分けをして、国のほうに意見、

ご支援をしていかなければならないと。白老町の意見として持って行くときには、一定の覚悟

を持っていかなければならない分野も出てくる可能性は出てくるものとして考えております。 

また、後段の全道の意見の集約という部分については、やはりここのキーポイントは、アイ

ヌ協会がどうやってこの象徴空間をこれから円滑に進めていくのかということについて、しっ

かりと各支部に対して情報を発信していくことだろうというふうに考えています。単に象徴空

間が白老にあったからといって、それは白老のためだけではなくて、全道のアイヌの方々の拠

点となるものでもあるし、ここが核となって道内の各地域に情報発信をする中で、相互の人の

交流が生まれるような、地域にメリットがあるのだということを、しっかりと全道の統括して

いる協会から話をしていかなければならない、そういう事案だというふうに考えておりますの

で、特に理事長が白老の方でもありますので、そういったことについては理事長のほうにもお

話しするとともに、協会の事務局サイドのほうにもそのようなお話については伝えていきたい

というふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） ちょっと補足をさせていただきますと、具体的にお話ししま

すと、今回博物館に展示するもの、まだ具体的には何も示されていませんけれども、もちろん

今白老のアイヌ民族博物館で展示されているもの、例えば着物にしても、それがでは平取はど

うなのかとか、阿寒はどうなのかといったら、微妙に違ったりしている部分。そういった部分

をやはりここで、白老だけのものではなくて、いろいろな全道各地の違いを見せるですとか、

そういった部分で、白老町にこういう空間ができるという、これはもう決定したことだし、白

老のいろいろな観光とかそういった部分でメリットがあるのは、これは当然というか、やむを

得ない部分もあるのですけれども、それ以外でも、やはり白老のためだけではないと。阿寒の

方も見に来ていただきたいし、平取の方も見に来ていただきたい。そういうような博物館にし
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たいということで、そういった部分を私たちもいろいろ国に要望していきたいというふうに考

えています。 

○委員長（小西秀延君） 山田委員。 

○委員（山田和子君） もし情報をお持ちでしたら教えていただきたいのですけれど。毎年お

盆の時期に北大の人骨を保存、保管されているところで、慰霊祭が行われていると思うのです

けど、ことしはその慰霊祭がとても重要な位置を示してくるのではないかと思うのですが、国

なり道なりがそこでどのようにこの象徴空間に対しての意見集約なり、情報公開なりをしてい

く予定があるのかどうか、もしお持ちでしたら教えてください。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 今国においてことし 12 月をめどに全国の人骨に関する

調査を行っている段階でありますので、その調査が終わらない前において何らかの見解が示さ

れるものはないものというふうに理解をしております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） 本間です。いろいろと皆さんから出てきて、私も考えてきたこと、い

ろいろ職員の構成というか、今後どうなるのかなというのと。この後はやはり、当然５日まで

まちはそれまでに調整していかなければならないことになると思います。これはやはり一日も

早くと言っていいのかどうかわからないですけれども、そういう国立化に向けていろいろと働

きかけていかなければならないのかというのはあります。先ほど皆さん言われたように私も心

配しているのは、本当にどこまで町民、いろいろな各方面に意見を聞いてやっていくのかと。

そのためには、それをやるにはやはり時間もかかるし、そうしたら延び延びになって本当にい

つになるのかなと。今やはり国から、先ほど言われているように国からなかなかそういう案と

いうか、出てきていないから進まない。その中でいろいろなところで進んでいるというところ

があります。１つこの中にもあるのですけれども、今文化庁のほうに派遣していますよね。こ

の方の、今何か書いてありますけれども、具体的にもうちょっと何かわかれば、いろいろと情

報発信したものとか、そういうようなものを国からいろいろとやって、白老に流していただく

という、お互い連絡取り合って連携するということになっていますけれども、何かその辺ちょ

っと具体的に、何かもうちょっとわかればと。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） ことしの４月から、当室におりました森主任が文化庁

伝統文化課に在籍をして、業務を行っているところであります。その所管事項としては、この

調査検討委員会の各委員への連絡、調整ですとか、文化財の保護という部分に携わることにな

っているのですが、特に我々としましては、今博物館の調査検討委員会の運営に当たって、各

委員から事前説明をするときの意向がどういうような状況にあるのかということと、今まさに

国交省、文化庁と国間の連絡調整が行われているところです。その中でそれぞれの省庁がこの

象徴空間についてどのように進めていこうとしているのか、その辺の情報を提供しているとこ
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ろでありますし、また、我々サイドも文化庁でほしいアイヌ文化の振興にあたって、白老町や

アイヌ民族博物館が持っている情報を森主任のほうに伝えて、その情報が文化庁の中にあって、

文化庁の職員に対してリアルに情報を理解していただけると、そういうような状況にあるとこ

ろです。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） この職員は特に期間というのは決められていないのかというのと、先

ほど言いましたけれども、国から全くそういう情報が来ないという、国の進捗状況というのは

わかっているのかどうか、進んでいるのかどうか。その辺もやはり皆さん、まちの人たちもそ

うですけれども、職員の人たちもその辺気になるところだと思うのです。ですから、まだおそ

らくいろんな、国のほうでは検討しているとは思いますけれども、それがいつまでできるのか。

やはり白老でもこれだけたくさん動いていますので、国のほうからのそういう情報発信、どの

くらいの時期に、ある程度あげられますよとかいう、そういうことというのはこの職員からは

入ってこないのか。直接そういうのは入ってくるのか。その辺やはりちゃんと先のことを見て

やらないと、本当にここでただやっていても、国のほうから先ほど言ったようにこうですよと

言ったら、こうです、ああですと言ってもなかなか折り合いつかないところもあったりして、

また進まなくなってしまう。先ほど言ったように、その間にできるだけまちのそういう補助を

していた部分も、少しは少なくできるのかなと。その辺もいろいろありまして、国の進捗とい

うか、どうなのかなと、その辺もちょっと気になるところだと思いますので、お聞きできるの

かどうかちょっとわからないですけれども、お願いします。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） まず派遣については、一応今の段階では２年間という

ことになっておりますが、場合によっては延長ということも考えられることになろうかと思い

ます。また、やはり文化庁、その本流で業務をしているわけですから、文化庁における議論の

情報というのは、私どもより早い段階で情報は把握していることになろうかというふうに考え

ております。その段階で、例えばアイヌ民族博物館の状況が厳しいから一刻も早くというよう

なことでその進捗をどうにかできるかといったら、それはまず難しい話だと思いますので、や

はりそれというのは、象徴空間のお話と、アイヌ民族博物館ということについては、しっかり

と分けて考えなくてはならない。ただ一方で、アイヌ民族博物館の動向というのは気になると

ころでありますし、この象徴空間において、人材の宝庫でもあるし、また、人材育成のノウハ

ウを有している団体ですから、その中で活動することがベストだというふうに考えておリます

ので、そういった部分でアイヌ民族博物館の職員の処遇については、引き続き博物館と一体と

なって国に対して具申をしていくというふうには考えております。ただ、先ほど委員のほうか

らお話がありました、ではこの時期までこういうことになるからという情報まで得られるかと

いうことについては、極めて厳しいのかなというふうに考えております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ほかにないようであれば、最後に私からちょっとお聞きしたいので
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すが。私の聞きたいことは、大体委員の皆さんから聞いていただけているのですが、最後に１

つ。今この検討会議の中で向かっていくところが象徴空間の基本構想、これに向かっていって

いると思うのですが、ここで今言われた、委員会の中でもまれたことを上げていくのが非常に

重要なことだと思いますが、今後この検討委員会が基本構想を今年度中に上げるというような

お話をされていましたが、今後それ以降の国の動き、それがはっきりしていないようであれば、

町としては国にどのような動きを要望していくのかというようなことをお聞きしたいのです。 

 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 象徴空間の基本構想の策定を受けて、国においては先

行して、今博物館に関する調査、検討ということが行われていますが、博物館調査、検討のほ

かに、周辺の公園的土地利用に関する調査というものが今年度から行われることになりました。

その基本構想を踏まえたそれぞれの調査、検討が具体化していくものというふうにして考えて

おりまして、博物館に関する調査、検討については、来年の夏ごろをめどに一定の博物館の構

想を立ち上げることになっておりますので、そういったスケジュールの中で町長が委員に就任

しておりますので、今きょうここで議論いただいた内容を踏まえて、その具体的な意見に盛り

込んでいくことになるのかなと。 

また、今回は所管事務調査ということで開催をされたところでありますが、今後は我々所管

課のほうから報告というような方向も、中間報告なりということも考えられるというふうに思

っておりますので、そういった中で反映状況なり、進捗状況をご報告させていただくことも考

えたいというふうにして思っております。 

○委員長（小西秀延君） 国としての基本構想、今来年の夏ということだったのですが、その

後、国がこの基本構想を策定してどう動く形を考えているのか。またそれに対して町はどのよ

うに要望していくのかというとこら辺をちょっとお聞きしたいのですが。 

蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 先ほど申し上げたように、夏ごろまでにというのは博

物館の調査、検討委員会の構想を来年の夏ごろにまとめますということなのです。この象徴空

間の基本構想については 24 年度、今年度の早い段階でというお話を聞いているところで、これ

らのことがまとめ上げられた後、具体的には、博物館の実施設計というものに移っていくこと

になってまいります。それなので、この基本構想ができて、博物館に関する構想ができ上がっ

ていく過程の中で、町としての意見を出していくことになってまいります。ですから、ある程

度の構想が決まった段階で実施設計に移ってまいりますので、そのときにはもう具体化してい

くことになろうかと思いますので、これからが町として意見を出していくタイミングになって

くるというふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） 例えばその実施設計のタイミングというのは、町としてはどれくら

いを目標としているとか、考えはございますか。 

蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 実施設計というのは博物館の基本構想を踏まえた設計
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図の落とし込みになりますので、来年の構想ができた後に設計業者の委託があって、それから

決まっていくことになろうかと思いますので、来年度中には難しいのかなと。再来年度以降に

なってくるのではないかというふうに思われます。26 年度以降になってくるものではないかと

思われますが、まだそこの具体的なスケジュール化までは示されていない段階です。 

○委員長（小西秀延君） わかりました。ありがとうございます。 

蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 訂正をさせてください。基本構想があって、実施計画

があって、実施設計と。実施計画が間抜けてしまいましたので。基本構想があって、実施計画

があって、実施設計に移ってまいりますので、実施設計に至るまでにはやはり 26 年度以降に動

くものとして考えられます。 

○委員長（小西秀信君） 武永アイヌ施策推進室主幹。 

○アイヌ施策推進室主幹（武永 真君） 先ほどまちとして基本構想を持たないのかというお

話がありましたけれども、基本的にはまちとして基本構想を持たない方向で考えています。と

いうのは、まちでこれをやりたい、あれをやりたいということになりますと、やはり今、国立

博物館、国営施設だからといって国がすべて金の面倒を見るわけではありません。町として声

を上げていくということは、町がそういう財政的な面も見るのだろうと。ランニングコストも

含めて。そういうことも考えられますので、町としては、基本的な構想を持つようなことでは

考えておりません。 

また、庁内の検討会議ですけれども、これについては基本構想を練るというものではなくて、

さまざまな問題を解決したい、問題の整理、課題の整理、そういうようなことでの庁内検討会

議というふうに押さえているところです。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 今主幹の申し上げた、整理をした上で、その周辺の環

境整備ですとか、あるいはその中で果たすべき役割ですとか、そういったものをしっかりとつ

くりあげた上で、国のほうに提案するというような状況になっております。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 非常に肝心なところに入ってきたのだけれど、時間がないから、委員

会として議論しなければならないけれど、ただ、１ページ目あります。あり方についての。白

老町としての象徴空間の整備促進の取り組みについて、後段、より充実した構想を練り上げて

国に提案すると書いてあります。今の話、まるっきり違うのです。違わないのですか。これ、

構想練り上げて、今言えば、構想は考えてなくて、検討委員会は問題の課題が出たときにその

都度検討して課題解決に当たるという解釈でいいのですか。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 少し整理をさせていただきたいと思います。今象徴空

間に対して、やはり基本構想というものが最初国のほうに出てきて、そういった基本構想につ

いて町としていろいろな情報を集約する中で、その構想というのをもう少し充実していくよう
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に練り上げていきたいという思いを持っております。一方で、象徴空間を整備するに当たって、

周辺の環境整備だとか、土地利用だとか、そういった部分についていろいろな課題が残ってい

ます。その課題について整理すべきこともあります。ですから、２本立てで考えなければなら

ないという。町としてということよりは、国としてでき上がってきた構想について、より中身

を充実させていくための提案というのも必要というふうに考えますし、また、象徴空間を整備

するに当たって、例えば象徴空間の整備によって人が多く来るというふうになってきたとき、

例えば動線で、今継続して要望しておりますが、博物館前の道路についての道道昇格要望です

とか、あるいはＪＲ白老駅から象徴空間に至るまで、今公園が整備されましたが、その公園に

あった環境整備ですとか、そういった部分というのは、やはり白老として象徴空間のエリア以

外の部分の検討していく課題だというふうに認識しますので、その辺のところはしっかりと庁

内検討会議の中で議論しなければなりませんし、また、象徴空間の中のエリアに含まれるであ

ろうポロト湖で行われるワカサギ釣りですとか、スケート、それから先ほどであります温泉と

いう部分については課題として残っておりますので、そこの議論もその庁内検討組織の中で積

み上げていかなければいけない。ですから、そこのところではボトムアップとした構想として

練り上げるという意味ではなく、今ある構想をより具体的、内容充実したものに行っていくた

めの取り組みというものも平行してやっていかなければならない、そのように考えています。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） イオル構想の再生事業と違うと言っていますが、それはわかります。

ただ、イオル構想をやるときには再生事業、白老土地利用計画といって、かなり細かくうたっ

ているのです。イオル再生事業すら国からうちがもらうというのに、これだけあって、白老町

こう考えたいと、かなりお金をかけてやっています。今度本当に象徴空間をつくるときに、私

は国だとわかりますが、イオル再生でもこれだけいいものをつくっていながら、白老町として、

今、言っている課題の問題も、白老町としてこういう整理の仕方があるとか、こういうふうに

アイヌ文化のために観光も結びつけて、白老の地域資源をこのようにこの中で活用してほしい

のだという、そういうものがこういうふうにあってもいいのではないかと思います。問題が出

たときにその都度庁内で検討して国に回答するのですか。それでは町長としての象徴空間をつ

くる１つの前提の土地のエリアの中で、白老町として、国としてこういう計画を持つけれど、

これに対して付随しているとか、もう少しこうだよと、博物館の位置はここがいいのかどうか

ということも含めてこういう問題が白老町としてあるのだと。だから町民の皆さんと、私は白

老町として国はこうつくったけれど、白老町はこういう基本構想を持っていますよと。これを

すり合わせてより良いものをつくりましょうと。そのためにこれを基にして国とやり取りをす

るということにならないのですか。なぜ象徴空間ではなくて、イオル再生事業を数年もかけて、

お金もかけて、こんな分厚いものをつくって、白老町全町をどこに植栽するとか全部決めてお

きながら、象徴空間の本当に大事な事業になったときに、そういう言い方って失礼だけれど、

そういう考えになるのですか。だから先ほど斎藤委員も言ったけれど、私もこれ、本当に今ま

で思っていたのが、今、聞いたらがらりと変ってしまっているのです。これ、関係ないという
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のです。せっかくこれだけこんないいものなっているのに、どうなるのですか。これ、今度は

ソフトの関係なってしまったのだから。 

○委員長（小西秀延君） 山田委員。 

○委員（山田和子君） １年生議員なので詳しくはわからないのですけれど、個人的な意見か

もしれないのですけれども、イオル再生に当たってポロトの前の遊歩道ができました。あと、

あそこにいろいろな木を植えて、今育成中だと思うのですけれども、その事業を残しつつ、あ

そこの遊歩道も残しながら博物館が建つのかというところを、町として、今前田委員がおっし

ゃったようにそこを押さえていくのは大事だと思うのですけれど。もちろんそれも入っている

と思うのですが、いかがですか。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 今のポロト地区の遊歩道についても象徴空間の中の活

用の仕方として、移設ということも含めて活用をしていきます。といいますのは、博物館エリ

アの中に入っているところの前面になってくるわけですから、その場所に遊歩道があるのがい

いのかどうかということを、これからの公園土地利用構想の中で検討していくことになってま

いります。前田委員のおっしゃっていたお話の部分で、これまでのイオル構想なりが、この中

に反映されていないのかということになれば、やはり象徴空間の整備地に選定される過程の中

で、白老地域の中で行われている各種の取り組みというものについては、国のほうでも十分把

握をしている。というのは、象徴空間の取り組みに当たって、白老地域で行われている情報に

ついてはすべて国のほうに提供する中で、こういったことを踏まえつつ象徴空間像というもの

をつくってきたところでありますので、これらがすべて、全くない状態で進んでいるわけでは

ないものというふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） イオル再生事業は再生事業として、今まで価値のあるものだったとい

うことで、これからも重要に位置づけられるだろうということはわかるのです。ただ、先ほど

問題になったのは、町としては自主設計を持たないで国の出方を待ってやるか、あるいは周辺

の整備だけをきちっとやっておいて、やるとかという形になると、先ほどみんなで要望したの

ですけれど、アイヌ民族の人たちの声をどういうふうに反映させるか、どういうふうなそうい

う体制をつくるかということからいうと、それは完全に受身になってしまって、国がこうやる

からと言った中で、町としてはこう考えますぐらいしか言えないわけです。地元の人たち、ア

イヌの人たちがこういうふうにつくってほしいだとかというのは、それで設計を固めてしまっ

たら、これは動きも取れなくなってしまうから、どうにもならないけれども、国のやることだ

から。だけれども、それを協力に後押しするのは、そういうアイヌの人たちの意見だろう。そ

れが基本にならなければならないのだから、そういう国の出方を待って、それから考えましょ

うでは、そういう声を集約していくということ、何のための事業なのだという意義がすごく薄

れてしまうのではないかという心配なのです。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 
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○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 斎藤委員からお話しあった部分についてでありますが、

例えば今最前線で博物館の機能の調査検討をしているところにおいては、アイヌ協会の加藤理

事長、それからアイヌ協会の事務局長が参画されているほか、地元白老町からはアイヌ民族博

物館の館長、学芸課長が入って、その具体的な機能について意見、具申をしているという、全

く最前線のところでやっているところであるわけです。また、これまで象徴空間の前のアイヌ

政策のあり方を交わす有識者懇談会、こういった中でもいろいろ議論はあろうかと思いますけ

れど、各組織のトップの方々が、協会というのは社団法人でありますから、それぞれの会員の

総意をもとに意見を述べてきている中で、これまでアイヌの方々の意見を取り入れた形の中で

懇談会報告書がまとめられ、また、作業部会の中でもアイヌ協会の副議長をはじめ、参画する

中で、作業部会報告も取りまとめられている状況にございます。かといって、そういった組織

のトップだけではなくて、ほかの方々という部分についても、アイヌ協会のそれぞれの支部の

意見集約だとか、我々も各支部、個人の意見も聞きながら、そのお聞きした意見というものを

踏まえた上で、いろいろな場面において意見を出しているところでありますので、今後もそれ

らについては継続していきたいと思いますし、この象徴空間においてはアイヌの方々の主体的

な参画というのは絶対条件だというふうにして考えますので、こういった、今お話のいただい

た議論というのはしっかりと受けとめて、支部、博物館との連携という部分を、しっかりと確

保していきたいというふうに思います。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 時間をちょっと超えて調査をしてきましたが、きょうのところはこ

れまでにとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、担当の皆さんにお引き取りをいただいて、暫時休憩をい

たします。 

休憩 午後 ０時１４分  

                                         

再開 午後 ０時２０分  

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて会議を再開します。 

今担当課からの説明、そして質疑応答を終わりましたが、通常であればここで意見を取りま

とめて６月会議に報告という形になりますが、現段階でこの計画が進行中であるという兼ね合

いもありまして、中間報告をここで出すか、また継続審議にするか、方向性を決めたいと思い

ます。皆さんからご意見をいただきたいと思います。 

今後、近々にも第２回の会議ありますし、そういう意向も調査には入れていくべきなのかな

というふうに思いますが、山田委員、あったら意見を言ってください。 

○委員（山田和子君） どのような言い方があっているのかわかりませんが、継続審議でお願

いします。 

○委員長（小西秀延君） 継続審議というご意見が出ておりますが、ほかにお持ちの方いらっ
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しゃいますか。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 継続であれば、継続審査でいいと思います。大きな問題だし、きょう

の議論を聞いても、議会ともいろいろとこれから意見を重ねたいということだし、町長と委員

長が行きますのでその報告も聞きたいし、私はすぐでなくても、委員会に町長に来ていただい

て、新町長としてのこの博物館、象徴空間について具体的に語っていませんので、委員会で懇

談を含めた中で、町長の方向性もやっぱり聞いた中でやっていかないと。大きな問題ですから、

そういったことも含めて継続審査して、多少時間かけてもいいかなとこう思います。中間報告

はまだ出さなくていいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 継続審議という意見が出ております。そしてまた、中間報告もいろ

いろな、町長と私の視察もありますし、その後でいいのではないかと、中間報告するにしても。

こういう意見でありますが、ほかに意見がなければそのような方向にしたいと思いますが。 

斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 私もそれでいいと思うのだけれども、この委員会の所管事務調査とい

うのはどこまで引っ張れるものなのか。この課題というのがものすごく大きいわけです。だか

ら今の国の出方を待って様子を見ていくと、ずっと延期していかなければならない課題かなと

いう気もするので、これはいつまで引っ張れるのですか。 

○委員長（小西秀延君） 岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 決め事なものですから、いいのですけれども、今までは、通例で

は大体本来３月で所管をとった場合は６月、無理であれば９月ぐらいでめどをつけると。ある

程度そういう形で進めるということだと思うのです。 

継続審査ということになるとしても、またそれはいつまでという、ある程度期間、目的と期

間を明らかにするということがありますので、それは一定の期間、例えば、今回の中でまた９

月までと延ばすのかどうかということも。 

○委員長（小西秀延君） 山田委員。 

○委員（山田和子君） ６月下旬をめどに第３回委員会を白老町にて開催とあるのですが、こ

のときにうちの常任委員会として傍聴できるのかどうかと、懇談なりさせていただけるのかと

いうことはどうでしょうか。わかりませんね。 

○委員長（小西秀延君） ご要望でございますので、事務局から傍聴できるのか、どうなのか、

一応伺っていただきます。懇談まではちょっとどうなのかな、所管外になりますので厳しいか

とは思いますが。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私も６月に白老であるということで、もしかしたら傍聴できればなと

ちょっと期待は持ったのですけれども。きっと委員会として継続のものでずっとこれからどう

するかという、見えない、結論を出すときならまだいいのですけれど、これからいろいろ議論

しているところなので、傍聴はきっと厳しいのかなと思いながら、ちょっと期待していたので
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すけれども。私は「民族共生の象徴となる空間」、本当であれば、白老が拠点になって、アイヌ

文化の伝承ということで拠点になって、イオル構想が出てきたときに、特別委員会だったかな、

やったのです。今回国のものということで、特別委員会がどうなのか、先ほども言っていたよ

うに、議会の役割がなかなか見えてこないということもあって、そういうことが大きな課題だ

けに、私たちもう少し議論する時間がほしいと。もっともっと委員会の中でも議論したいし、

それから、もっともっと聞いていきたいことも、先ほど前田委員が町長の意見も聞きたいと、

懇談もしたいということですので、私はやっぱり継続審査にしてもらって、これは期限を切ら

なくてもいいのかなと思っていたのです。もしこの議論の中で見えてくるものがあったときに

は中間報告させていただくなり、そしてやっていきながら、その流れを私たちもしっかり、自

治体、町自体も今流れがわからなくて、よく状況がわからなくて、基本構想が 24 年度中ですか

ら、それを聞いてしまったら、24 年度中はやらなければならないのかなと、こちらもちょっと

思ったのですけれど。そういうことから、継続審査にして、その中でまた中間報告できること

があればさせていただく。それから、議会の立場としてこのまま委員会の所管でいいのかどう

なのか、議会としての動きがどういう立ち位置に立たなければならないのかということも議論

していきながら、それもまた委員会として提案していくなり、していくことが出てくるのでは

ないかと思っているのですが。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） 本間です。私も継続審査でいいと思います。先ほど吉田委員も言われ

たように、先が今後見えない中でまとめていかなければならないと思いますので、やはりその

中でそのままずっと継続でずっといくよりは、ある程度どこかのところで中間報告を出して、

それからまた続けていくということも考えられると思いますので、是非そのようにして、ある

程度のところまで、またこれ、何年もやるというわけにはいかないと思いますので、ある程度

の期間継続して、そういう方向性が見えたところで委員会報告していったらいいと思います。 

○委員長（小西秀延君） それでは皆さん、継続審査でよいということですので、継続審査と

いたします。期間に関しては、今回うたいません。中間報告に関しても、まとめられる時期が

来たときに中間報告をすると。 

○事務局長（岡村幸男君） 一応定例月の区切りがありますので、まず９月にしていただく中

で、それでも出ないということであれば、また延ばすという形で。 

○委員長（小西秀延君） 形的には一応９月までということで。その後また審議して決めたい

という形です。 

 本間委員。 

○委員（本間広朗君） それは報告ということで、中間報告ではなくて、継続の報告でやって

いくということで出していくと。わかりました。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今ちょっと前田委員とも言っていたのですけれども、中間報告という

のはある程度の結論でということでの中間報告もあるのですけれど、そういう国とのかかわり
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の中で、行政に対してだとか、道に対してこうすべきだとか、私たちが所管を持って議論した

中で、行政のあり方として、行政としてこう持っていくべきではないのかという、そういう言

っておくべきことがもしかしたら出てくるのかもしれない。そういったときには、中間報告と

して、こういう姿勢で臨んでほしいとか、こういうふうに持っていくべきではないのかとかい

うことが出てきたときには、だって今まだ中間でいろいろな意見だとか、問題点があったら、

言っていくという段階ですから、それに対して議会としてもそういう意見が出せるときがあっ

たら出すと。そういう形にして、それでやっぱり継続ということで、あったらいいなというふ

うに思いました。 

○委員長（小西秀延君） ご意見として承ります。中間報告を出すときには、その都度皆さん

からご意見もらいながら、出すべきか、もう少し後にするべきかという議論も必要だと思いま

すので、その都度やっていきたいと思います。 

山田委員からありました、傍聴できるのかどうかというのは、ちょっと事務局で確認だけし

ていただいて、皆さんにご報告したいと思います。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

     ◎閉会の宣告 

○委員長（小西秀延君） それでは、総務文教常任委員会所管事務調査を終了いたします。 

（午後 ０時３０分）  


