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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 ７月１０日（火曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ０時１９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（７名） 

委 員 長 小 西 秀 延 君      副委員長 坂 下 利 明 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（なし） 

                                         

○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 



 2 

                                         

◎開会の宣告 

○委員長（小西秀延君） 総務文教常任委員会の所管事務調査を始めたいと思います。 

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（小西秀延君） 前回に引き続きということでこの所管事務調査を続行するわけです

が、前回の粗筋と、私なりにまとめたきょうの進め方を皆様にご説明をしたいと思います。先

般の所管事務調査で大きく皆様からご質問をいただいた点、４つに分かれるかというふうに思

っております。きょうそのうちの３つを２番の論点の整理についてということで皆さんとまた

議論を深めていきたいと思っています。 

そのほかにもう１つですが、イオルの再生事業との関連ということで、皆様からご意見、そ

してご質問をいただいておりました。平成 18 年からイオル事業に着手されてきておりますが、

それとの整合性はどうなっているのかというご質問もあり、今後は民族共生の象徴となる空間

整備、この機能の１つとしてイオルの再生事業、これが続行されていくという、皆様と認識を

一致できたかというふうに思っておりますので、きょうの論点からはその部分は外してござい

ますが、また疑問等があれば、きょうその他の部分もご用意するような流れになっております

ので、またご意見を賜られればと思っております。 

もう１点なのですが、前回私もちょっと意見の中で言うのを忘れていたこともございまして、

今回のこの博物館構想、私もそうなのですが、どうしても博物館というのが中心的に考えられ

ております。ただ今回、皆さんに前回資料でお見せしたとおり３つのゾーンに分かれておりま

すが、国立公園という意味合いも一緒に、博物館と国立公園という意味合いも、これが大きな

今回の特色かというふうに私も理解をしておるところでございますが、その国立公園の中には、

（イ）号公園、（ロ）号公園という分類がございまして、（イ）号公園については地方と一緒に

検討し、地方も財源を出して同じく一緒の立場で考えていくという公園になってございます。

（ロ）号公園というのは、国が主体で国の財源をもって国が主体的に運営をしていくというの

が（ロ）号公園という形になっております。その精査をきちんとして、白老にはどういうよう

な公園にしていったらいいかという議論も必要なのではないかというふうに思っておりますの

で、皆さんとまたその点も整理をしていければというふうに思っております。 

それでは、所管事務調査を引き続き行います。本日、大きく３点、先ほど説明した中で用意

をしておりますが、まず前回からの動き、きょうの所管事務調査の１番目になります。「民族共

生の象徴となる空間」の動き。前回の委員会からこれまでのことをご説明していただきたいと

思います。 

大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 今回の所管事務調査でございます、「民族共生の象徴となる空

間」のあり方ということで、前回５月 17 日に皆様と議論させていただきました。その中で、や

はり改めて議員の皆様の考え方もお聞きし、町としてもやはりそれを踏まえて今後の動き方、
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これらを十分参考にしながらやっていかなければならないというふうに感じたところでござい

ます。また、私ども、あるいは議員さんとも情報を共有しながらこの事業を進めていかなけれ

ばならないというふうに感じたところでございます。今回につきましては、委員長のほうでか

なり前回の議論の中で論点を整理していただきましたので、これに沿って私どものほうも回答

していきたいというふうに思っておりますし、またこの辺についても議論を深めたいというふ

うに思っております。 

また、５月 17 日以降の動きということで、大きな委員会も開催されたり、あるいは白老町で

も博物館の関係の検討委員会も開かれたりかなり進展して、その中である一定の収穫もあった

というふうに感じているところもございます。これについてはこの後、それぞれ担当のほうか

らご説明させますが、着実に前に進んでいるという感じはしています。ただ、これはやはり国

の大きなプロジェクトでもございますので、すぐ一朝一たんにできるものではございません。

やはり地域、あるいは道、国、それから議会も含めて、またアイヌの方々も含めて議論をしな

がらよりいいものを進めていきたいというふうに思っておりますので、本日はどうぞよろしく

お願いします。 

それでは、まず蝦名アイヌ施策推進室長より説明をさせます。 

○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） それでは、配付をさせていただきました資料について

説明をさせていただければと思います。最初に資料の確認をさせていただければと思います。

あらかじめ送らせていただきました、「民族共生の象徴となる空間」に係る取り組み状況につい

てということで両面の資料を１部。それから本日朝配付させていただきました「民族共生の象

徴となる空間」の更なる具体化に向けてという概要で、資料２－１と振っているもの。それか

ら本文の資料２－２と振っているもの。これを配付させていただきましたが、お手元のほうに

ございますでしょうか。それでは、まずあらかじめ送らせていただきました両面の資料、１に

ついては視察に同行いたしました武永アイヌ施策推進室主幹のほうから、２、３については私

のほうから説明をさせていただきます。まず先に１、先進地視察について説明を申し上げます。 

○委員長（小西秀延君） 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） それでは、まず１番目の先進地視察についてご説明

させていただきます。この目的としましては、昨年の６月以降、白老町に「民族共生の象徴と

なる空間」の設置が決まりまして、その後象徴空間のイメージ図が製作され、また広くこれに

ついての周知がされているほか、周辺の土地利用調査など具体化に向けた取り組みが進められ

ているところでございます。そのようなことから、白老町としましても整備地に選定されたと

いうことから、象徴空間の整備促進のため、九州の国立博物館、国営吉野ケ里歴史公園、それ

と太宰府市役所を視察、訪問しまして、施設等の整備や運営に当たっての地元自治体が担って

きた役割等について関係者と意見交換を行ったところでございます。視察の日時でございます

けれども、５月 21 日から 22 日にかけて行ってまいりました。視察者は戸田町長、小西常任委

員長、それと私費ではございましたけれども山田議員、広地議員にもご同行いただきました。 
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それでは、まず九州国立博物館についてでございます。九州国立博物館がある太宰府市は九

州の１番大きなまち福岡市から南側、電車で 30 分ほどの距離にある人口８万人ぐらいの小さな

まちです。しかし、そこには６つの大学があるということで学術の都市としても九州の中では

有名なところでございます。福岡市から 30 分ぐらいですので、大体北海道で１番大きな札幌市

からということになると、千歳市やそれぐらいの距離になりましょうか。また、福岡空港から

も大体それぐらいの距離という、とても近距離にあるようなところでございます。太宰府市に

は、ご存知のとおり太宰府天満宮という年間 600 万人から 700 万人が訪れる大きな天満宮がご

ざいまして、九州国立博物館はそこから直線で 300 メートル、ほぼ境内地にあるようなスタイ

ルで、年間 150 万人のお客さんが来館し、開館してことしで７年、秋には１千万人を突破する

のではないかといわれているところです。この太宰府というところは古く平安の都の時代から

遠の朝廷というものが置かれまして、九州地方の行政の中心地、また中国や朝鮮との窓口とな

っていたところで、有名なところでは菅原道真や、今大河ドラマでやっています平清盛、そう

いう方々が長官として、平清盛については名前だけですけれども赴任もしたというところでご

ざいます。また、大宰府政庁、そういうまつり会場のほかに水城という防衛施設も整っていて、

またそういうところでありましたから古くから社寺、仏閣、そういうものがありました。 

それで、太宰府への国立博物館の誘致につきましては、もともとは明治 32 年までさかのぼる

ことができます。思想家の岡倉天心、あるいはアーネスト・フェノロサが九州に国立博物館の

併設要請を提唱したところでございます。その後、しばらくたちますが、昭和 43 年、今のよう

に太宰府天満宮 600 万人、700 万人のお客さんがございますけれども、その当時は非常に疲弊

していて運営もままならないというようなこともあり、そういう九州への博物館の誘致という

ことで太宰府天満宮がその境内地 17 万平米、17 ヘクタールを県に寄附したということから誘

致運動が華やかになってくるということです。この 17 ヘクタールという数字は、現在の九州国

立博物館の敷地そのものでございます。その後、昭和 63 年太宰府市が国立博物館誘致推進会議、

また九州の官民が一体になって九州国立博物館誘致推進本部が福岡県に発足し、文化庁が平成

８年に候補地を太宰府市に決定したということがございます。 

よく言われますとおり、九州国立博物館は東京の博物館、奈良、京都の博物館に次いで４番

目の施設になっております。年間 160 万人ですから、この数字は東京の国立博物館 240 万人に

次ぐ数字になっております。白老にあるアイヌ民族博物館は最高で 86 万人でございましたので、

その２倍の方々が現在も入館しているということです。太宰府市の取り組みとしましては、博

物館の誘致に当たって、国立博物館対策室へ太宰府市の職員を派遣したり、あるいはその役所

の中に専門機関として、太宰府市専門機関としての国立の博物館の誘致室、そういうものをつ

くったりというようなことが主でございまして、また東京の文化庁に訪れる際には必ず資料を

持っていってプレゼンをして帰ってくるということで、今回お会いした市長さん副市長さんは、

その当時の企画部門の最高責任者ということで、どれだけ東京でそういう活動をしたのかわか

らないというふうにおっしゃっております。 

現在の博物館の職員数ですけれども、独立行政法人の職員が 16 人、県が 11 人、また太宰府
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市からの派遣が１人ということで、正職員は 28 名となっています。臨時、嘱託職員を含めた総

数でいいますと 93 名ということでございます。太宰府市は職員を１名ＰＲですとか広報、そう

いうことで派遣はしておりますけれども、それ以外の金銭的な負担は一切ないということでご

ざいます。博物館の広さですけれども、北海道開拓記念館の 2.5 倍の大きさ、延床面積ですけ

れども、うちのアイヌ民族博物館の 20 倍の大きさになっております。大体、延床面積は３万平

米ということです。ここに４階建ての施設を建てておりまして、１階が入り口、エントランス

ホール及びミュージアムショップ、あとあじっぱというアジアの文化を体験できるようなとこ

ろ、あとカフェテリアそういうようなところ、大体広さとしまして、白老コミセンのホールか

ら体育館を通り越して柔剣道場ぐらいの広さがございます。１階だけです。２階が収蔵庫、あ

と事務部門の入るところになっておりまして、その収蔵庫では、ただ収蔵庫もオープンという

形で見せておりますし、また九州地方の文化財の保存修理も行うというような機能も備えてお

ります。３階では特別展の展示室です。ちょうど平山郁夫のシルクロード展という画家の展示

会をやっておりましたが、参りました日は火曜日の午前中にもかかわらず、押すな押すなの人

だかりで、さすがだというようなことが身をもってわかりました。あと、４階が常設展示室と

いうことになっております。 

こちらの館長さん、あるいは太宰府市長さんから言われた言葉は、もう白老に設置すること

が決まっているのかということで、そこまでいけばあとはもう年月が解決してくれるというよ

うな話もありましたし、またやはり北海道ですとか町のやることは、まずは人材の確保でしょ

うと。ですから、うちでいうのであれば、アイヌ民族博物館の人達の処遇、これは国も手をつ

けないはずですから、それは道ですとか町が積極的にあらかじめやっておかないといけないと

ころですというようなことのお話をいただきました。 

あと、北海道というのはやはり大自然、食ということですので、そういうような機能、自然

体系を壊さないような、そういうような博物館にしてもらいたいというのがあります。また、

資料の中に市民による活発なボランティア活動というのがありますけれども、やはり数多くの

お客さまが海外からもみえますので、展示解説も日本語、英語、中国語、韓国語できる人達が

ボランティアでいらっしゃいます。あと、体験講座はもちろんですが、そのほかにピカピカ隊

という清掃ボランティアをやる人、11 部門で 300 人ということで、年々ふえる一方なので３年

間で契約は区切って、また次に新しい人新しい人ということだそうです。ボランティアに係る

経費は一切ないということでございました。 

また、太宰府市では建設に当たって市民から８億円の寄附があったということでございます。

現在は、その８億円は財団法人九州国立博物館設置促進財団で管理しているということでござ

います。また、現在の平成 22 年度の管理運営費の総額は 24 億 5,900 万円ということだそうで

す。この負担の割合はというと、６対４ということで協定書をもちまして、国が６割、県が４

割ということで取り決めているということです。太宰府市は、平成 17 年の開館を機に国博通り

という 690 メートルの道路を整備いたしました。私どもも歩かせていただきましたけれども、

周りには古いお寺ですとか、左右に見ながら歩くような道路でございましたけれども、15 億
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8,000 万円、国からの補助が８割ということでつくられたそうでございます。現在は、先ほど

申し上げましたけれども１人を派遣しているぐらいで市の負担はないということでございます。 

いずれにしましても、太宰府天満宮の裏山にあるようなところで４階建ての博物館も全面ガ

ラス張りということで、緑の中に囲まれた、そういうようなゆったりとしたところです。ただ

博物館に来るわけではなくて、外にはホテルニューオータニのレストランもあるということで

30 分待ちというような状況でございました。 

続きまして、国営吉野ケ里歴史公園についてでございます。こちらにつきましては、昭和 61

年に工業団地を増設したいと、設置したいということの、その調査中に大規模なお墓、あと環

濠集落、竪穴住居跡が見つかり工事がストップし、国の特別史跡に指定されたということでご

ざいます。先ほど小西委員長からございましたけれども、国営公園になっておりまして、（イ）

号公園、（ロ）号公園の（ロ）号公園ということになっております。（ロ）号公園は国が 100％

運営費を支払うというのが、国が設置する公園でありまして、吉野ケ里歴史公園のほかに有名

なところでは、奈良の飛鳥平城宮跡、あるいは沖縄の国営沖縄記念公園がございます。邪馬台

国論争もありましたけれども、果たして卑弥呼はどこにいたのだと。邪馬台国はどこにあった

のだということで、一躍この吉野ケ里は脚光を浴びたところでございます。場所的にはやはり

福岡市から特急で１時間ほどですので、この白老と同じような 80 キロかそれぐらいの距離にあ

るところでございます。敷地面積が 54 万平米と、これは国営部分だけでございます。周りに

63 ヘクタールの県立公園がございますので、総面積は 117 ヘクタールと、うちの仙台陣屋の３

倍強の大きさになります。ですので、すべて徒歩では回れないということもあって館内にはバ

スが巡回しているというような状況です。公園の整備のゾーニングも、入り口ゾーン、環濠集

落ゾーン、古代の原ゾーン、古代の森ゾーンという、４つが設定しておりまして、そこにはそ

れぞれ弥生時代の服を着たボランティアの方々が全員で 10 名ほど詰めておりまして、勾玉づく

りや、土器づくり、そういうようなボランティア活動にいそしんでいるところでございます。 

23 年度の実績、維持管理費につきましては国が 13 億円、県が２億円ということで、この 13

億円については 54 ヘクタールの国営部分、あと２億円につきましては県が 63 ヘクタールの県

立公園部分を担っているということでございます。こちらの整備に当たりましては、吉野ケ里

町は道路を整備したり、あるいは吉野ケ里駅に特急を１日１本、上下ですけれどもとめてもら

う運動をしたりということで、現在まちからの人的、あるいは財政的な負担等もないというこ

とでございます。ここの管理につきましては、国営部分につきましては国土交通省の九州地方

整備局国営吉野ケ里歴史公園事務所というところがやっており、また佐賀県の教育長、文化財

課の職員もつめているというところでございます。課題としましては、中に小さな資料館があ

るのですが、空調も整っていない、ただ置きっぱなしということで、将来的にはこちらの歴史

公園の中に国立、あるいは県立の博物館をオープンさせたいということで、九州国立博物館の

副館長とも担当者が毎日のように話し合っているというようなところでございます。 

まとめになりますけれども、今回は九州国立博物館と吉野ケ里歴史公園に行かせていただき、

また前日ちょっと時間があったものですから、小西委員長と、同じ福岡県にある国営海の中道
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海浜公園というところも半日弱ですが回わらせていただきました。海の中道海浜公園は、余り

にも広すぎて我々迷子になるような、そんなようなところでございました。やはり国立施設と

いうのは大きな規模で、そして立派な施設で、そしてお金もやはり我々が考える以上のものを

投資し、また施設の中身というのも本当に充実しているというのが今回の視察でございました。

ああいう施設が白老にできるのですから、やはり我々も、やはり国が主体で行うものというよ

うな、今回のまとめでしたので国といろいろ折衝しながら、より早く国立の施設が白老にでき

ることを願いながら一生懸命仕事をしたいというふうに思っております。非常に雑駁な駆け足

の説明でございましたが、先進地視察についてご説明させていただきました。 

以上です。 

○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） 次に、「民族共生の象徴となる空間」における博物館の

整備・運営に関する調査検討委員会、こちらについてご報告をさせていただきます。ご承知の

とおり、この調査検討委員会には町長が委員として就任をしております。第１回目が３月に開

催された後、５月の所管事務調査、以降２回の委員会が開催されたところであります。 

第２回の委員会につきましては、５月 23 日に東京文化庁の会議室で行われました。この会議

における議事としては、博物館の目的・性格・テーマ等についてが１つ、２つ目として運営の

あり方ということで、各委員の意見がその場で提案されたところであります。この日について

は町長が他公務出張中のため、大黒企画振興部長が代理出席をして町長からの意見を預かり、

この会議の場で発言させていただいたところであります。発言した内容については、３つの視

点から発言をしているという状況でして、１つ目が、古式舞踊や伝統儀式を博物館機能の展示

の１つとして位置づけてはどうかと。博物館機能としては、一般的な展示物を展示するという

型式ではありますが、アイヌ文化の特徴である、やはり人という部分を展示物としてとらえて、

それを展示するという観点で考えていくべきではないだろうかということを１つ申し上げたと。

それから、従業員や来館者の託児施設を設置、これは博物館に設置をして、幼児期からアイヌ

文化を学ぶ環境をつくってみてはどうかというようなことで、この幼児期からというポイント

はやはり小さい子供たちが幼いときから学んで、来る方々に対して、これは例えばアットゥシ

（樹皮衣）だと、これはムックリだとか、来ている方々が見ているそばでそういった説明をで

きるということも１つ夢があるのではないかということ。それから、なかなかお子様連れの若

いお母さん方がゆっくりと展示物を見る時間がない、こういったときにお子さまを預けてお母

さんたちは勉強をされて、それでそこにいる子供たちの交流が図られる。そういった機能をこ

の博物館に持たせることができないだろうかという観点での発言であります。３つ目のアイヌ

民族博物館の国立化をというのは、これまで町として国に対して要望を上げてきている内容で

ございます。 

第３回目につきましては、先般、先々週ですが６月 27 日に白老町において委員会が開催され

たところであります。内容につきましては、ポロト湖畔に委員の皆さんがおいでいただき、そ

こで白老町の概要を町長から、象徴空間に関する全体構想を国土交通省のほうから説明をした
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後、アイヌ民族博物館の展示物、それから古式舞踊をご視察いただきました。その後、イオル

事務所チキサニの２階の会議室で委員の方々と意見交換をしたところであります。今回の委員

会については町長みずから出席をいただいたところでありまして、その中の発言した内容とし

まして、やはりこのアイヌ民族博物館にいる方々の人材、それからこれまで培ってきたノウハ

ウというものを博物館の運営に活用すべきでしょうと。それから、今のアイヌ民族博物館の職

員の方々、中堅層が非常に薄い状況がありますので、国立の博物館のオープンを見据えて、今

から人材の養成を図るべきではないでしょうかという意見。それから、アイヌ民族博物館の方々

が、この象徴空間における取り組みに参画できるということを前提に、今いる職員の方々が自

分たちがこれからオープンする象徴空間の施設にかかわっていけるのだと、そういった生きが

いをもって仕事をしていくためにも、これからいつ頃までにこの象徴空間を整備していくかと

いうスケジュールを示せないかというような発言をさせていただいたところであります。 

次回につきましても、おおむねこの博物館の委員会については１カ月に１度のペースで開催

されているわけですが、次回につきましても今月ないし８月に開催したいというようなお話で、

今日程調整が図られているというふうに聞いてございます。参考としまして、この博物館の検

討委員会につきましては、来年の夏をめどに博物館の基本構想を作成する予定で今議論を進め

ているところでございます。 

裏面にいっていただきまして、３番の政策推進作業部会についてでございます。政策推進作

業部会については、６月１日、１カ月ほど前に東京都のほうで開催されたところであります。

この議事としましては、北海道外アイヌの生活実態調査を踏まえた、全国的見地からの施策の

展開。それから民族共生の象徴となる空間の具体化。３点目で、国民理解を促進するための活

動。これらの３点について議事が行われたところであります。この議事については、昨年８月

に作業部会に対してアイヌ施策推進会議からこの３点について検討をというお話がありまして、

約１年をかけて検討をしてきた内容を作業部会の報告として取りまとめることで６月に開催さ

れたところであります。この作業部会については、私傍聴をさせていただいたところでござい

ます。本日朝お配りさせていただきました資料２－１と２－２の資料でございます。この資料

につきましては、先週金曜日７月６日 17 時から総理大臣官邸でアイヌ施策推進会議が開催され

まして、６月１日に作業部会で取りまとめられた内容をこの施策推進会議のほうに報告をし、

出席された委員の承認を得られたところであります。この作業部会からの報告を受けまして、

座長である官房長官はこれら３つ、北海道外アイヌ生活実態調査を踏まえた全国的見地からの

施策の展開、それからきょうお配りをしています民族共生の象徴となる空間の具体化、３つ目

としまして国民理解を促進するための活動、これら報告された内容を最大限尊重して国として

できるものから取り組んでいきますというコメントがあったところでございます。 

お手元に配らせていただきました資料２－１と２－２につきましては、後ほどお時間のある

ときに詳細をご覧いただければというふうに思うのですが、今回のポイントとしまして、資料

２－２の最終ページをご覧いただければと思います。６ページになります。今回６ページの今

後の検討課題等というところの（２）整備・管理運営体制、施設等のあり方等に係る検討とい
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う中の２つ目の黒丸にありますが、現在ポロト湖畔において文化伝承活動、体験交流活動等を

実施している財団法人アイヌ民族博物館については、同博物館の人材及び知見を象徴空間の管

理運営に最大限活用ということで、財団法人アイヌ民族博物館に対する記述というものはこれ

までなかったところでありますが、今回作業部会からの報告の内容に文字として位置づけられ

たということで、今回一歩前進したところではないだろうかというふうに考えているところで

ありますし、この件につきましては、昨日財団法人アイヌ民族博物館の朝の会議の中で報告し

てきたところであります。また、今回こういった記述があったことから、職員の方々に対しま

してもモチベーションを高く持って、さらなる取り組みを進めていただきたいというお願いを

してきたところであります。 

以上、これまでの取り組み状況につきまして、ご報告をさせていただきました。 

○委員長（小西秀延君） 「民族共生の象徴となる空間」の前回委員会からの動きをご説明い

ただきました。これまでのところでご質問、ご意見ございましたら挙手の上お願いいたします。 

斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今報告されたように、官房長官の談話として基本構想を早期に取りま

とめるべきだという言葉を受け取ったということで、これはすごいことなのですけれども、こ

れは基本構想を来年の５月ぐらいまでに大体まとめる日程で進んできているのですね。 

○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） 今斎藤委員からお話のあった基本構想というのは、多

分博物館の基本構想のお話かと思います。今回、作業部会のほうから推進会議のほうに報告を

された内容としましては、象徴空間全体の基本構想をできるだけ早期に策定しなさいと。それ

には、この詳細が、つけました６ページものの３ページ目に象徴空間基本構想に盛り込むべき

事項の骨子ということで、こういった内容を盛り込んだ基本構想をできるだけ早期につくりな

さいという報告があって、これを受けとめましたというお話になっております。 

○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。それで、これは早期に取りまとめるべきということな

のですが、これが１番基本になる部分です。だから、この基本構想というのはいつ頃できるの

か。これは我々もすごく知りたいところなのですけれども、そのめどというのは一切まだ見え

ていないのですか。早期にというだけなのですか。 

○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） 実際、先週金曜日に作業部会のほうから報告がされて、

それを推進会議のほうに報告をされたということなのです。それを受けて政府としてこれから

取り組んでいくということになりますので、そのめどについては今の段階では示されてはいな

いのですけれども、やはりこれまで博物館の検討等が進んでおりますので、政府においてもで

きる限り早期に策定しますというようなコメントがぶらさがり会見の中でもされていたものを

私傍聴してきたというところであります。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 
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○委員（吉田和子君） まだ頭の中がぐちゃぐちゃで整理ができていないのですけれども、今

ずっとお話を伺っていて、「民族共生の象徴となる空間」における博物館の整備、運営に関する

調査検討委員会は、白老から町長と加藤理事長と村木さん、野本さんでいいのですね。それで、

今最後の３の施策推進作業部会について、これは６月１日に実施されましたけれども、これは

蝦名アイヌ施策推進室長が傍聴されただけですから意見とかは述べられなかったと思うのです

が、これに関しては道、白老からは参加していないのですか。その辺の整理が私はちょっと。 

○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） この推進作業部会につきましては、北海道という組織

から、あるいは白老町という組織から委員としては参画してございません。この委員につきま

しては、有識者の方々、それから北海道アイヌ協会の理事長、副理事長の方、それから事務局

長の方、あと関東ウタリ協会の会長さん等々が出席をされているところであります。委員名簿

につきましては、後ほど名簿となっているものをお配りさせていただこうと思います。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今名簿をいただけるということだったのですが、本当に似たような名

前の推進委員会、作業部会、今町も立ち上げる。なんかごちゃごちゃになって、もう少し町が

やるべきこと、国がやること、道、それから町がかかわっている部分が一目にしてわかるよう

なものがあると、説明を聞いていてもすっきりするのかと。今いろいろ説明は順番にちゃんと

してくれていると思うのですが、わかって説明する方と、私たちは混乱して聞いているのでは

何かすごくごちゃごちゃになっているところがありますので、申しわけありませんが何かそう

いうものがあると大変助かると思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

それと、私が１番すごく気になっているのは、太宰府を視察されてきて、この中で人材の関

係、それから雇用の関係というのが、独立行政法人の職員が 16 人、県から 11 人、市は１人し

か出ていないというのが載っていて、白老町としてやはり今後いろんなものを伝承し、きちん

とした伝統、それから歴史的なものを伝えていくために人材の確保と人材の育成ということは

いつも説明としてあるのですが、その辺の白老町における人材をきちんと雇用の場につなげて

本当にいけるのかどうなのかというのが何か、どれを見ても白老の人材を育成して、そういう

人達のやる気が本当に大事なのだとか、そういったことが載っているのです。見据えてから人

材の養成を図るのだと。それから、職員が気概を持って取り組んでいくためにも整備スケジュ

ールを示せないかというふうに言っているのですけれども、つくるまではかかわっていけるの

かどうなのか。できた後に今度管理運営をまた専門の東京と九州と管理している会社がありま

すね。そういったところが入ってきて、あそこの人達の考えは雇用の関係は丸っきり別問題だ

と。そこにいる職員で学芸員がいるからといって雇用にはつながらないというようなことをそ

この方が言っていたのです。そういうことを含めると、何かこうできるまではみんな頑張りな

さいと、早くあれしなさいと。いざできたら、はい別です、ここはこうですとかというような

縦分けになってしまわないのか。その辺、町側も今はちょっとそこまで断定できるものはない

のかもしれませんけれども。 
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○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 私も気になったところなのだけれども、今のお答えをもらう前に、先

ほどの職員だとか関係者数ちょっともう一度確認をしてくれませんか。 

○委員長（小西秀延君） 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） 九州国立博物館についてでございます。九州国立博

物館の正職員数は 28 人です。内訳は、独立行政法人の職員が 16 人、県が 11 人、市が１人とい

う構成になっております。これに加えて臨時職員、嘱託職員すべてを含みますと 93 人というこ

とになっています。 

それと、国営吉野ケ里歴史公園です。駐在する正職員数は 24 人です。このうち国土交通省の

公園事務所長以下は３課 12 人です。国の職員は 12 人、県の職員が４人、財団ジョイントベン

チャーと言われる管理をする方々が８人というふうに聞いております。ジョイントベンチャー

の中で働いている方々の数字については、申しわけありません、今回の資料にはちょっとござ

いませんので、わかり次第ご連絡させていただきたいと思います。 

九州博物館のボランティアの数は 11 部門 300 名、それと吉野ケ里歴史公園については 15 名

というふうに聞いておりました。 

○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） 先ほど吉田委員のほうからお話がありました、特にア

イヌ民族博物館の職員のそういった人材の雇用という部分のお話かと考えます。今回、一歩前

進したと先ほど申し上げました、作業部会からの報告書の６ページ目、ここのところが大きな

ポイントになろうかと考えます。吉田委員、先ほど来お話がありました、つくるまで頑張って

頑張って、従前の作業部会報告書では既存施設の活用のあり方を検討ということで、これまで

アイヌ民族博物館の職員という部分にふれられている記載というのは、これまでは見受けられ

なかったところでありますが、今回今後の検討課題等というところで整備、管理運営体制、施

設等のあり方等に係る検討の中にアイヌ民族博物館の人材、知見を象徴空間の管理運営に最大

限活用ということで位置づけられていますので、これが一つ進んだものというふうに考えます。

今回、基本構想が策定されるに当たって、これらのことが検討課題として作業部会のほうから

出てきたわけですから、これが構想の中に課題ではなくて、どういう形でかかわっていくのか

というものが位置づけられていくものと考えます。先ほど委員のほうからお話もありましたよ

うに、ほかのところの例もございますので、これをもってすべてが担保できているというふう

に考えられないところではありますが、我々白老町としましてやっていける内容というのは、

やはりこういったさまざまな場面や国との協議の中でアイヌ民族博物館の職員の持っているノ

ウハウ、知見というものをやはりこの象徴空間が円滑に推進される上では最低限必要なものと

いうことも訴え続けていかなくてはならないというふうに考えています。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 同博物館の人材及び知見を象徴空間の管理運営に最大限活用というこ

とで、知見という特殊な知識というか、今まで携って勉強してきたというものがあるのですが、
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九州は、私たちも行ったときに、歴史的ないろんな展示をしているものがあります。修理とか

そういったこともやっている場所があるというのは私たちも聞いています。でも、その専門家

を選ぶことさえも人材として大変厳しいものがあるということがあったのです。本当にそれぞ

れの考え方が違うと。そういったことで博物館自体が運営の考え方で人を選んできているみた

いなこともちょっと言っていたのです。そういうふうなことを聞くと、本当にこのアイヌ文化

の、私は白老で頑張ることは白老の、北海道、北海道だけではなく、アイヌ民族の人達が本当

に伝えようとしてきたもの、その文化というものを１番わかっているのは白老だと認められた

わけですから、それは本当に生かせるということと、それから、今までそれを持続し可能にし

てきたのはその人達なのだということを、学芸員という勉強を専門にしてやってきた人達なの

だということをしっかりと明記していけるような、白老でつくると言っていましたね。基本構

想を町は町で、庁舎内で立ち上げましたね。前のときは持たないと言っていたのですけど、今

度は持つというふうになったのですね。私が１番心配するのは、本当にそれをどこが、誰がき

ちんと人材として、本当に専門的な知見者たちだと認めるものが、これは学芸員という資格な

のです。この資格が、アイヌ伝承、白老の博物館構想の中での人材が今後の運営にも必要なも

のとして認められるようなものがほしいです。ほしいというか、白老もそれを徹底して訴えて

いくべきだと、もう訴えていると思いますけれども、何か博物館を運営している側のもの言い

というのはすごく冷静で冷たいです。こちら側の感情とかそういうものは一切ないです。だか

ら、こちら側は今までやってきて、ここまで伝承して、ここまで白老が選ばれるだけ築いてき

たのにというのがあるのですけれども、向こうには全然関係がないのだと思って帰ってきたの

です。だから、そういったことからいうと、それをどこまで認めさせるか。ここで少し知見者

を最大限というふうに、最大限活用と。でも何かそこまで言ってくれても、できるまでかと思

ってしまうのが私たちの今まで見聞きしてきた中での思いなのです。だから、今これをぶつけ

ても本当に最大限今努力されているわけですから困るのかと思いながら私たちも言うところは

そちらしかないので今言っているのですけれども。本当にこの人材の確保は厳しいというふう

には思っているのです。 

○委員長（小西秀延君） 人材のところはまた後で詳しく、きょうの論点に大きく取り上げて

いますので、今はこの資料の中でということでお答え願えればと。 

大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 今の質問は、確かに次の２点の論点の整理という部分に多少

入るのかもしれませんけれども、確かに今蝦名アイヌ施策推進室長が言いましたとおり、今回

財団法人アイヌ民族博物館という言葉が初めて入ったという部分は大きな進展というふうにと

らえておりまして、これまでも確かに吉田委員が懸念されるような部分は聞き及んではいるの

です。やはり国立博物館である学芸員はマスターでなければならないですとか、ただそれが今

回この文言が出たことによって、いわゆる逆にこれを盾に我々としてもこういうことを書いて

いるではないかと。だから、学芸員として十分今回できるであろう国主体の博物館においても

活用していただけるのではないですかという部分で強く、逆に後ろ盾になったかというふうな
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感じがしておりますので、これは非常にありがたいことかというふうに思っております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時５６分 

                                         

再開 午前１１時０５分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて所管事務調査を再開いたします。 

これまでの動きについて、なるべくこれから論点をまた深めていきますので、資料の中で論

点以外の点でわからない点などがありましたらお願いしたいと思います。 

斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 先ほどの話なのですけれども、できたときにアイヌの人達の、管理運

営に最大限活用するという言葉を引き出したという、このことというのは本当にすごいことだ

ということでうれしいという気がするのですが、やはりそこに入る人達というのがアイヌの人

達がやはりかなり中心でなければならないのだろうという気はするのです。そのときにアイヌ

の知見だとか、それからアイヌの文化だとか、こういうことに関しては学芸員が先頭になって

アイヌの人達の活躍の舞台になるのだろうというふうに思うのです。ところが一面、今度は学

術的な問題が出てくるから学者だとか何とかという形で、そういう人達が多くを占めるのだろ

うということになるので、ただそこのところのすみ分けというか、ここの現地のアイヌの人達

が活躍する場ということがどこまで保障されるのかということになると、本当にこれはこの言

葉だけではちょっと心もとない気がするのです。実際にはボランティア、先ほどの数字でいう

と現地の人達の活用がすごく少ない。あとはみんなボランティアで参加してくるというような

形のほうが多いような感じがする。そんなふうになってはやはりアイヌの人達というのは困る

のではないのかと。必要な部分だけおいて、あとはみんなボランティアで応援しなさいではす

まないだろう、こういうふうには考えるのですが、そのときに今これからそれを検討していく

のでしょうけど、そういう町側からの要求する場所というのは、この検討委員会の中で、これ

から何回も開かれるだろう、そこの中で反映できるというふうに考えていいのか。それとも、

これはやはり国の方針が強くてこちらの要求が余り入れられないと、こういう形になるのか、

そのあたりはどういうふうに考えればいいのか。できるだけ町の考え方も、こういう人達をこ

ういうふうにしてほしいという要求というのは通る場所があるのかどうなのか。そのあたりの

確認だけしておきたいです。 

○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） まず博物館の部分については、町長が委員になりまし

て、そこの中で地元の方、特にアイヌ民族博物館の方々の活用という部分について強く申し出

をしているところであって、斎藤委員がおっしゃっていた部分が、ではすなわち保障されます

かというところまで、では保障されますというところまでは、今の段階では申し上げることは

できませんが、今アイヌ民族博物館が持っているノウハウや知見というものをその中で活用す
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べきだという意見は継続して発言をしていくという形になってこようかと考えておりますし、

また象徴空間全体という部分においてもアイヌの方々が主体的に参画していくことが何よりも

重要ですということが言われているところでありますので、そこのところは共通の認識である

ものというふうにして考えてはおりますが、特にこれはアイヌ文化に特化した取り組みになり

ますので、そこのところがアイヌの方々みずからが携らない象徴空間の取り組みでいいはずは

ないのではないかというふうに感じているところでありますので、そういった委員会の場、そ

れから国とのさまざまな協議の場の中で、今お話のあったことを含めて我々のほうからも強く

訴えてはいきたいというふうに考えます。 

○委員長（小西秀延君） 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） つけ加えになりますけれども、こちらの作業部会の

委員も努めていただいている佐々木利和先生が常におっしゃることは、白老の皆さんの前でも

おっしゃることは、アイヌの人達がやはり主役になるべきだと。自分的には 10 割アイヌの人で

いいと思っていると。ただ、ここは「民族共生の象徴となる空間」だからということで２割ぐ

らいは和人の方々も入るのではないかと、そういうような、私はそれぐらいに思っていますと

いうような委員さんの考え方もございます。 

また、今私の手元に九州国立博物館の機能というような項目がありまして、この機能には展

示、収蔵、調査研究、保存処理、博物館科学、情報管理、これぐらいしかないのです。一般の

博物館の。ところが、うちのアイヌの国立博物館については、そこに文化伝承、人材育成、体

験交流機能というのが入っておりますので、やはり国としましてもアイヌ民族の精神文化、も

のづくりの文化、人が展示であり主役であると、そういうところは十分加味されているものと

思ってはおります。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） ２、３点聞きたいのですけれども、原則論というか、そういうことを

ちょっとお聞きしたいのです。前回から委員会始まっていますけれども、この国の「民族共生

の象徴空間」の構想について、ここでいうアイヌ総合施策室という、アイヌという言葉を使っ

ていますし、我々もアイヌ民族と使っています。それと、先ほどもらった資料の中では北海道

外のアイヌの生活実態調査をしますと。そして新聞などを見れば、奨学金とかそういうのを出

すといっていますけど、町のアイヌ施策基本方針では先住民と位置づけていますが、アイヌ民

族はアイヌと見てどういう判断をしたらいいのか教えてほしいのです。それを私はここで認識

していかないと、議論がどうもただ漠とした話になってくると思うのです。それで具体的にし

たら、このアイヌ実態調査も今までやっています。このアイヌを対象にするときの定義はどう

いう形でアイヌと呼んでいるのか。そして、国のほうもアイヌという言葉を使っていますけれ

ども、焦点を絞れば、国のほうとしてはこういうアイヌ総合施策といっていますけど、このア

イヌの定義というか、民族というか、それは具体的にどういうことなのですか。それをはっき

り書かれたものというのはないのでしょうか。私たちも白老の小学校のときに教わっています
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けど、そういういろいろなことを学校でも教えてもらわないし、ただ親とかからアイヌという

人だと、地域の人が言っていいかどうかわかりませんけれども、アイヌ民族の人かなとしか認

識がないのだけど、本当にアイヌと言って白老町もこういう基本方針を出して先住民族のアイ

ヌと言っているから、もっと漠ではなくて具体的に教えてほしいのです。だから国のほうでこ

ういうアイヌという言葉が何らかで議事録とか会議録とかで言っていて、それが載っていると

か。あるいは、道のほうでも当然ありますから。あるいは町でも当然これだけ方針をつくると

きに学識者、有識者が集まってやっているのですから、議論されています。その辺をまず１点

教えてほしいのです。 

○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） 申しわけございませんが、主旨が今一つつかみかねる

ところではあるのですが。アイヌという定義、それからという部分については、アイヌは人、

人間、同胞というふうに理解をしておりますので、ここでアイヌという定義について議論をす

べきものかどうかということについてはちょっとお答えはしかねるかというふうに考えます。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） その意味はわかります。それでは、対象範囲を教えてほしいのです。

だから、この生活実態調査をするときにどういう範囲でアイヌの実態調査をするのか。そして、

あとから聞きますけれども、ここであるアイヌの人骨保管、このアイヌの人骨を私たちは旧ア

イヌの墓地へ行って掘ったとかということでやっていますけれども、では人骨が出てきたとき

に、アイヌの人骨というのはどういう対象範囲を言っているのかということです。だから、ア

イヌという言葉はいいです。言ったとおり、皆さん知っていると思います。範囲としてどうい

うことを言っているのかということをお聞きします。 

○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） まず一つ目は、道外アイヌの生活実態調査という部分

の対象につきましては、申しわけございません、今回の所管事務調査から外れる部分ではない

かというふうに思いますので、それについては後ほどどういった定義で調査をしていたかとい

うことについて報告をさせていただければというふうに思いますし、また人骨の定義につきま

しても同様にお知らせをさせていただければ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） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 私は、今言った一つ一つのことをただしてしているのではなくて、こ

ういうことを積み上げてアイヌという対象範囲はどうですかという言い方をしているのです。

だから、個別の問題で聞いているわけではなくて、今これを私たちも象徴空間の、ここでいう

内閣官房アイヌ総合政策室が出している象徴空間で出しているのですから、アイヌの施設とい

うことになれば対象というものはどういうことかと言っているだけですから。具体的なことは

一つ積み上げての話ですから。それについて、所管事務調査以外での事項ではないというので

はなくて、それは抜いておいて、今こういうことを具体的にやってきているのだから、そこに
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おいて全体トータルとしてアイヌという対象はどういう範囲を言っているのですかということ

を聞いているだけですから。それによって、これから私は議論ちゃんとしていかないといけな

いと思うのです。今わからなければまた後で。次回に整理してください。 

○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、確かに国で言っている民族共生の象徴となる空間にお

けるアイヌの定義という部分については、もちろんその辺の範囲を含めて、象徴空間に限らず、

アイヌ施策推進会議の中でもいろいろ調査とか範囲という部分では使っておりますので、それ

の定義というものはもちろん踏まえた上で国もやっているというふうに認識しております。し

かし、今ちょっとその辺の掘り下げた部分での資料等持ち合わせておりませんので、申しわけ

ございませんが、後ほど提供させていただきたいというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） その分については、次回、公に出していただきたいと思います。それ

で、論点の整理のほうに入るかどうかわかりませんけれども、さわりだけお聞きしておきます。

ということは、先ほど九州国立博物館の取り組み状況について報告がありました。私たちも行

ってきて大体わかっていますけれども、この取り組み状況の中で、太宰府が国立博物館推進会

議を設置したと。福岡県では九州国立博物館誘致推進本部を設置したと言っています。それで、

これはもうここまで今国のほうで進んでいるのですけれども、北海道がどういう位置づけにあ

るのかと思うのです。やはり北海道もそういう推進本部みたいなのを置いて積極的にやってい

るのかということで、先般、新聞報道によると開拓記念館を道博物館にして、アイヌの民族文

化研修センターに全部移して重鎮すると言っているのです。だけど、前に知事はここにある施

設も国立アイヌ民族博物館になったらすべて資料を提供しますというようなことを言っていた

記憶があるのですけど、そう言いながらこうやって北海道博物館構想をつくって段々進んでい

っているのです。一方、福岡県ではこういうふうに推進本部なんかをつくって積極的に後押し

しているのですけれども、その辺の整合性だけお聞きしておきます。 

あと、次回論点のほうに入ってくると思いますけれども、その辺の道との整理あたりがどう

なっているのかということを明確に、現時点で漠ではなくて、知らないのであれば知らないで、

こうなっているとはっきり、今の時点でどうなっているかを答弁願いたいと思います。 

○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） 九州国立博物館の誘致という際の県の取り組みと、現

在象徴空間、国が主体となる取り組みにあっての北海道の状況ですが、北海道においてはこう

いった誘致推進本部ですとか、そういった組織を設置はしてございません。国において現在、

国が主体となるというふうになっていますが、北海道それから白老町の役割分担ということも

明らかにされてはございません。先ほど前田委員のほうからお話がありました、知事のコメン

トについてでありますが、ことし２月、平野文部科学大臣が来られたときに開拓記念館のほう

にあります資料について、それぞれ両方で共有できるような、そういった体制をつくられれば

いいですというようなお話をしていたところであって、その資料をすべて寄与しますというよ
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うなことではなかった状態でございます。具体的な内容について情報を取っているところでは

ございませんが、現在道の組織においてはアイヌ施策推進室というところと、それから北海道

開拓記念館を所管する課、それぞれ分かれているところであります。そういった中で取り組み

は進められている状況であるということまでは承知をしている段階でございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかにこれまでの動きについてございますか。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 吉田です。この間私も新聞を見まして、道アイヌ政策推進会議で座長

の官房長官が早く基本構想をつくるのだと。それを見て私も少し進んでいるのだというふうに

思ったのです。思いながらその反面、聞いても困るのかと思いながら、超党派でやっていると

いうふうに私はとらえているのですけれども、政権がこういう今ちょっと不安定な状況の中で、

これは政権が代わろうと超党派でアイヌ民族政策として国立化ということでは進んでいますの

で、この点は心配しなくていいのかと。聞いても困りますか。 

○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） このアイヌ政策については、自民党政権から民主党政

権に移行した際も引き続き取り組まれている政策になっておりますので、断言はできませんけ

れども、そういった過去の取り組み状況からいっても継続して取り組んでいくもの、取り組ん

でいただきたいものというふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） それでは、論点の整理に入りたいと思います。まず、この資料も兼

ねてですが、アイヌの人々の主体的な参画についてということで論点を整理していきたいと思

います。その点についてご意見、ご質問ございますでしょうか。まず、前回大きな点がこの３

点議論になっていたのですが、そのほかにもございますでしょうか。論点はこの３つで大丈夫

でしょうか。先ほど冒頭、イオル構想との兼ね合いで、大体そちらのほうはご理解いただけて

いるのかという気がしていたものですから論点には入れてございませんが、１番で言いますと、

アイヌの人の知恵を借りる体制、どういう方達まで掘り下げてやっていくのかなど質問が出て

おりました。２番目としては、町としての役割です。構想をつくったほうがいいのではないか

とか、町の役割はどの程度あるのかとかというご質問も出ていましたので、こういう論点とし

て上げさせていただいております。また、３番目、これが１番皆さん気になっていくところか

と思いますが、博物館の職員の方です。また、既存の施設、前回出ていたところによると温泉

や遊歩道なども出ておりましたが、そのような論点。そのほかにもお気づきの点で論点に入れ

ていただきたいというものがあれば４つ目として本日論議をしたいと思います。ないようであ

れば、きょうはこの３つをまた絞ってやりたいと思います。 

山田委員。 

○委員（山田和子君） 山田です。３つの論点全部まとめての発言になると思いますが、アイ

ヌの人々の主体的な参画につきましては、北海道アイヌ協会が主体となって各支部の意見を吸

い上げていただいて、それを政策推進作業部会にメンバーとして入っていらっしゃるので、こ

こで意見を申し述べていただければいいかと思っております。あと、２番目の象徴空間の整備
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促進に当たっての本町の役割については、この事業は国が主体というところがポイントなので、

あくまでも国が主体的にやっていただきたいのですけれども、その中でどうしても町はここの

部分は譲れないというところのポイントだけを整理していただいて、第１のポイントはやはり

人材の問題だと思うのですけれども、そこを１番中心に整理していただいて、要望していって

いただきたいと思うとともに、北海道の動きが先ほど前田委員もおっしゃったようにちょっと

力が入っていないというか、私も動きとしてはちょっと不安とともに不満なところがあるので、

道との交渉についてはやはり白老町が主体となってやっていただきたいと思います。あと、既

存の施設、人材等の活用については先ほど申し述べましたように、今働いていらっしゃる方が

そのまま働けるような環境をつくるために処遇についての整理を早急にしていかなければ間に

合わないと思いますので、そちらのほうを重点的にやっていただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ちょっと私も先ほど質問、論点のほうへ入ってしまったところがある

のですが。１点、アイヌの人々の主体的な参画と既存施設、人材等の活用について、今回第２

回の博物館の運営に関する検討委員会に大黒企画振興部長が町長代理で出て、この中で古式舞

踊や伝統儀式を博物館機能の展示の一つとして位置づけてはということでありました。この儀

式、それから舞踊というのは人で成り立っているものだと思うのです。だから、これはそれを

実施している、それを伝えてまたそれを実際に皆さんにお見せしている、そういう人材をきち

んと先ほども言ったようにどういう立場でしていただくのか。備えつけのものというのは必要

なものとして展示品などは全部展示したりしますね。それで、展示はされないけれども、その

必要な人材というのは雇用とか何とかという以前の、その伝承のためのしっかりとした伝える

ための一つの、展示されるべきような存在だと思うのです。その伝えている人達が。だから、

そういう人達の立場、待遇というのはどういうふうなもので町として考えて、ただそういうふ

うにやってくださいではなくて、そのためには町としてはこういう立場でこの人たちは採用な

り、こういう保障をしてほしいのだということがあるのかどうなのか、その点が一つ。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時３２分 

                                         

再開 午前１１時３４分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 論点の３つのまとめ方はこれでいいと思います。いろいろメモを見た

らどれかこれかに入りますから、こういうふうに解釈したら全部入っているからこれでいいだ

ろうと思うのだけれども、ただもう一つ、この構想をつくっていく段階で、形成過程の中に議

会がどういうふうに参加できるのかという問題が出されていたのです。その部分はどこに入る

のかと思って今見ていたのです。そのほかは全部入っているのではないかと思うのです。 

○委員長（小西秀延君） 今議会のかかわりということについてのテーマがございました。そ
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のほかに。 

山田委員。 

○委員（山田和子君） 山田です。済みません。先走って論点を全部言ってしまって。この３

つのほかに論点をつけ加えるとしたら、やはり道とのかかわりについて少し議会としても、今

斎藤委員がおっしゃったように議会としても考えていったほうがいいのではないかと思います。 

○委員長（小西秀延君） ２つテーマが出ました。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 追加したい部分があるのだけれども、町側もいますから。ただ、これ

から議論されるから、どういうことなのかと思って。今これから論点を整理して、これらが前

の委員会では、町側はまちの基本構想をつくりませんという話だったのです。この委員会で。

だけど、この前の同僚議員の一般質問では、白老町で基本構想をつくりますと多分答弁してい

るのです。だから、その辺をきちんと整理しておかないと、基本構想をつくるのであれば、我々

はこの論点を整理して、きちんと意見として基本構想に入れてもらえるような議論をしなけれ

ばいけないし、基本構想をつくらないで、この前の担当者は国から言われてその都度、こちら

からその都度ものを言っていきますというような言い方をしました。だから、その辺の町の姿

勢がきちんとしていないと、我々の議論の行く末がどうするかということにならないと思うの

です。そうではないですか。だから、それは町側は別にして。その辺のところを整理しておか

ないと。だから、この論点に入る前に私が聞きたかったのは、町側として、先ほど言ったよう

に大きな問題、基本構想をどうするかというとらえ方をきちんと整理して、町の考え方を聞か

なければこの論点の整理にも今出てくると思います。その辺どうでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 山田委員。 

○委員（山田和子君） 基本構想を町で策定するかどうかについては、ちゃんとした基本構想

を策定するとなると、アバウトなのですけど、大変な膨大な資料というか、書類になると思う

のです。国が主体的にやるというところが重要なのであって、町独自の基本構想をつくってし

まうと国が主体的につくろうとしている基本構想と、主体的にやってほしいのに、では白老町

そこまで言うならという、うまく言えないのですけど、基本構想をそこまでつくるのではなく

て、先ほど私が申し上げたように、ここは譲れないというところのポイントを押さえたものを

作成するのは賛成なのですけど、基本構想としたものは入らないというか、入らないのではな

いかと思います。 

○委員長（小西秀延君） 山本議長。 

○議長（山本浩平君） 確かに前田委員がおっしゃるように、基本構想のことについてそのよ

うな言及はされたのは事実ですけれども、現実的に基本構想を本当に町でつくれるのかどうな

のかというふうに私はちょっと思ってはいたのです。この辺はどうなのでしょう。ちょっと現

実的に難しい話ではないかと私は思ってはいるのです。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時３９分 
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再開 午前１１時４７分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

重複になりますが、テーマとして出ました議会のかかわり、そして道とのかかわりというテ

ーマにつきましては、（２）象徴空間の整備促進に当たっての本町の役割という中について、道

そして議会の動きも入れて討論していくという方向で進めたいと思います。 

また、先ほど出ました本会議においての基本構想のお話、また前回の委員会においての基本

構想のお話の整理をこれから町の答弁をいただきたいと思います。 

大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） まず、町独自の基本構想の策定の関係でございます。これに

つきましては、前回所管事務調査の中で、町では策定しないという明言をしたところでござい

ますが、６月の定例会におきまして、議員の一般質問に答弁した中で策定をする旨にちょっと

取られかねない答弁をしたというふうなことがございました。これにつきまして、もう一度改

めて考え方を述べさせていただきたいと思いますが、あくまでも町としてこの象徴空間にかか

わる全体の基本構想というものについては策定しないということで考えてございます。これに

つきましては、やはり労力、あるいは時間、それと金銭的な部分、これも総合的に勘案した上

での結論でございますし、つくることによって、逆に国からそのような形で、では町の役割も

それに応分の負担ということも予想されるということも含めて、町として全体構想はつくらな

いというふうに考えています。 

ただし、もう一方では、去る６月 18 日に庁舎内におきまして白老町民族共生の象徴となる空

間整備促進検討委員会という会議を組織してございます。この中においては、それぞれ今回象

徴空間にかかわるさまざまな課題、問題、これについてそれぞれ所管がございますので、その

所管ごとに所管事項を整理した上で町の考えとして、それぞれ個別の問題を解決するための議

論をしながら町としての考えをそれぞれ持って、これから出てくるであろう国からの基本構想

なり基本計画、それに対抗できるような案を町としても持ち合わせる。こういうことで、この

会議を組織したということで考えてございますので、この辺ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 基本構想の考え方について町の答弁がございました。今の答弁にご

意見、ご質問ございますか。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） わかりました。それで、庁内の組織を立ち上げたということで、庁内

の目的、方向性もわかりました。そうすると、これは期間ができないと思うのだけど、その辺

のそういう工程的なものはどういうふうに考えて、そこの中に、今ここで総務文教常任委員会

でやっているけど、ここでやっている政策的ないろんな問題、これから今言った論点整理、こ

れからまだ出るかどうかわかりませんけど、そういう出たものがどういうふうにすり合わされ

るのか。そして、いいものと言ったら悪いけれども、これは議会としてもどうしても必要だと

いうことはどういう形で取り入れていくのか。その辺が庁内検討会議でつくりましたと、だけ
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ど一方的に進んでしまって議会は議会でやって、結果的に反映されないとか。その辺をどうい

う連携というか、整合性を持って進めようとしているのか。それだけお聞きします。 

○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） 庁内検討委員会に関する現在のスケジュール的な部分

でありますが、６月に第１回目の会議をした後、その際それぞれの課が所管する事項について

象徴空間が整備することに伴って発生する問題だとか、あるいは象徴空間全体を魅力アップす

るための周辺の取り組み状況だとか、そういった課題を整理するシートを、今月中を目安に作

成して検討委員会の中で議論を進める予定にしております。また、国のほうからは現在、昨週

末に報告された推進会議への報告を受けて政府として象徴空間の基本構想が策定されることに

なってくるということになっておりますので、そういった作成過程が現在早期にということで

具体的にどのタイミングで出されるかということまではわかっていないところでありますが、

今後その部分に白老町や北海道との協議過程の中で、例えばきょうこの所管事務調査の中でま

とめていただいた内容をもって協議をするだとかというような取り組みというのはしていける

のだろうというふうに考えております。例えば、あとはタイミングの問題もありますので、で

は個別の詳細の内容まですべてオーソライズをしてつくり上げていきますかということについ

ては、それは実際には無理だというふうに考えています。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） 前田委員の言ったことをちょっと思っていたのですけれども。これは、

庁内検討会議というのはこれからですね。整備、運営に関する調査検討委員会というのは、こ

れは東京のほうでもやるし、庁内でもやるのですけれども、月１回ずつやりますね。庁内のこ

の検討会議が、例えばどのくらいの割合でやっていくのかという。この委員会のほうではもう

ある程度出てきていますね。庁内の検討委員会で今言ったような個別のいろいろな拾って出し

ていくと、これは本当に今出して、基本構想までやるのだけど、これはどれぐらいの割合で、

何か委員会のほうがどんどんいって、あとその意見というのが果たして本当にそれが委員会の

ほうで反映していくのかどうかというのが、私はちょっとその辺が気になったところです。今

いろいろ言ったのはわかるのですけれども、その辺がちょっと心配だと思いました。 

○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） 今本間委員のほうからお話があった博物館の検討委員

会にかかる頻度というのは、おおむね１カ月に１度程度開催されている部分になります。博物

館の検討委員会については、その博物館の展示ですとか、あるいは博物館に今回集約される機

能について議論をしているところであって、ある意味博物館に特化した検討状況になっていま

すので、庁内で検討しようとしている内容と、今回博物館で検討しようとしている内容につい

ては、同一のものではありません。ある意味、我々が意識をしていかなければならない部分と

いうのは、象徴空間にかかる全体の基本構想、こちらのほうを意識していかなければならない

のではないかというふうに考えております。そういった、今早期に策定をしていくということ

を部会報告として出しているわけですから、それに遅れをとることのない状態で町における課
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題については整理をしなければならないというふうに考えます。 

○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） ちょっと補足させていただきますけど、きょうお配りしまし

た資料２－１という１枚ものの概要というものがあると思うのですけど、基本構想というのは

これに多少加筆されたようなもので、数ページになるものぐらいがコンセプトとして書かれる

ということでとらえております。かなりもうちょっと具体的になりますと、例えば先ほどちょ

っと質問でも出ました職員の処遇はどうするのですかと、あるいはまた一歩違う視点でＪＲの

特急をどういうふうな形で展開していくのかですとか、そういったかなり全体の今後の課題と

いう部分がありまして、その辺についてはまだまだ国のほうも詰めきれないと。１年ぐらいで

は詰めきれる問題ではないというふうに押さえておりますので、この辺については事前に町の

ほうで、こちらの町の検討委員会のほうは月１程度で開催していく予定でおりますので、この

辺は先行して詰めていきたいというふうには考えております。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） この検討委員会というのは、アイヌの人達で構成されるメンバーなの

ですか。どういうような人達で構成されるメンバーなのですか。 

○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） 庁内検討委員会は、庁舎の庁ということで、建設課で

すとか、総務課ですとか、産業経済課ですとか、関係する課に参画をいただいております。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） 私もここを見て、24 年の取り組みの中に庁舎内検討とあるのですけれ

ども、この中で検討されたものを基本構想の中に生かしていければいいとは思っているのです

けれども、だから余りやはり考え方があるかもしれないけれども、国のほうに国の出てくるほ

うから本来であればちゃんとまちの考え方を反映できればいいのだけれども、先走ってしまっ

て何か国のほうをないがしろにして、何かこちらのほうでああでもないこうでもないとやって

しまうと、また先ほど言われたように、では白老でやれと言いかねないと思うのです。ですか

らやはりここが、議会もそうですけど、そういうような考え方でいかないと本当に国のほうか

らそういうふうに言われたら本当にまちの負担も、先ほど言ったように膨大な資料をつくって

どうのこうのやれと言われると、またこれは大変なことになりますので、その辺もっと慎重に

議論していかなければならないとは思っています。だから、それも論点の中に入れておいたほ

うがいいのかと思います。 

○委員長（小西秀延君） ほかにございますか。 

坂下副委員長。 

○副委員長（坂下利明君） 今までずっと聞いていまして、参考として聞いていただきたいで

す。私の経験上、最初はイオル構想でした。今はもう違いますけど。このとき国のほうは自分

達で、地元でとか、道とかというのを頼ってやりなさい、構想をつくりなさいという流れだっ

たのです。そういう中で、私自身は、ある国会議員を通して指摘してくれと。国の施設として、
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国のものとして、国が主体として、人材から何から決定してやってもらいたいということを言

ったときに初めて国が、今まで全く相手にされなかったのです。私たちが、地元だけが騒いで

いて、国なんて全く相手にしないで、道もろくにやっていなかったのです。これが現実です。

それが、今こうやって動き出した以上、これはやはり今皆さんが指摘するように、国が動かな

ければ、今大黒企画振興部長が言ったように、まちの役割とすれば、汚い言い方かもしれない

けれども、けつをたたく、いわゆる対抗の策を常に持っていく、そういうものを常に持ってい

かなければいけないのですけれども、基本的に、前田委員が言ったときにぼかすのです。ぼか

すというか、これは全体です。道、全体もそうかもしれないけど。アイヌ民族というのはどの

辺までという、それが全く論議されていないです。だから結局みんな尻つぼみというか、引い

てしまう。どんどんこのままでいくと、国はいいことを言います。いいことを言うけれど、た

たかなければすまない状態が、これからなってくると私は思っているのです。ですから、でき

るだけ地元とか、まちとかというので常に強い姿勢、それからできるのだったら国会議員あた

りでも、そういう例えば全体的にいってしまったら国会議員もみんな引きますから。だから、

たった一人でもいいから、これは集中的に国に突っ込んでもらいたいというような、そういう

人もある程度探しておいたほうが今後としていいのではないかと思っております。 

○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） ありがとうございます。今坂下副委員長のおっしゃるとおり、

確かに国の動きという部分につきましては、そういった部分が見え隠れしている部分がござい

ます。それで、今言われたお尻をたたきながらやっていくという部分につきましては、そのと

おりだと思います。なるべく協議の場に持ち込むというような形の中で声かけをしながら国と

はやっていきたいというふうに思っています。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 山本議長。 

○議長（山本浩平君） 参考までに報告だけさせていただきたいです。実は昨日、苫小牧地方

総合開発期成会、これは胆振東部の１市４町でつくられております。構成メンバーは首長と議

長というメンバーで、白老は私と町長ということで、１市４町全部来たのですけれども、まず

は民主党の北海道総支部連合会のほうに陳情に行って、それから道のほうに陳情に行きました。

各セクションに行ったのですけれども、まず全体のところで知事、副知事、知事室というとこ

ろで高井副知事が対応していただいたのですけれども、白老の要望事項というのは３点ござい

ます。３点のうち２点は、ずっと昔から継続している要望事項、これは 36 号線の４車線化と大

滝線の通年開通です。１番力を入れてお願いしたのは、この「民族共生の象徴となる空間」の

ことでありまして、戸田町長のほうから、国のほうは大きく３つに窓口が分かれている。この

資料にも書いていますけど、内閣官房、国土交通省、文科省ということで分かれていると。ス

ピードアップをお願いしているけども、なかなか思ったような形でもないと。それで、単独の

自治体、白老町だけでは非常に心もとない、力強くないので、ここは一つ北海道の道としての

後押しを強くお願いしたいということでお願いしてまいりました。各１市４町のいろいろな要
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望事項に高井副知事が答えていただいたのですけれども、ほかのところは結構さらっと答えた

のです。ところが、この白老町に対して「民族共生の象徴となる空間」に対しては、非常に力

強いお答えをいただきました。現実的には今窓口は内閣府が一つの大きな窓口なのだと。北海

道としてもこの問題に関しては決して北海道だけのことではなくて、日本全体に関係あること

だと。この民族共生のことに関しては。ですから北海道としても当然、これは力を入れていか

なければならない問題だし、スピードアップに全力を注いでいきたいというような、そういう

お返事を昨日高井副知事からいただきましたので、この場でちょっと委員会の皆様の前で報告

をさせていただきたいと思います。 

以上であります。 

○委員長（小西秀延君） ありがとうございます。それでは、今テーマに入れるかどうするか

によって、この基本構想なのですが、論点に入れるという形になれば当然所管事務調査の報告

に載せるという形になっていこうかと思います。６月会議と、前回の委員会の基本構想という

言葉の中身についてご理解いただけたとなれば、これは議論しなくてもいいのかと思いますが、

皆さんの今までの意見の中では大体ご理解はいただけたのかと思いますが、基本構想を論点に

入れないで済むという形でよろしいですか。論点に入れるということは、基本構想をつくるべ

きか、つくらないべきかというところからまた議論が始まるかと思いますが。 

斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 過去の食い違いがどうのこうのを今言ってもどうしようもないのだけ

れども、今聞いた話の中では、課題ごと、所管ごとに個別問題について国への対抗策も考えな

がら町の要望を続けていくという、そういう考えであるということであれば、これは内容とし

ては全部納得できるものです。ということで、特別今それを取り上げることもないかと私は思

ったのだけど。そういうことです。 

○委員長（小西秀延君） そういう意見でございます。反対意見がないようであれば、論点の

整理についてということで３点上げさせていただいていますが、次回この３点について議論を

進めていきたいと思いますが、よろしいですか。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 先ほど資料２－１で説明がありました。先ほど斎藤委員からも話があ

った基本構想、私は国に先駆けてというか、国と対抗する基本構想という発想ではないのです。

結果的に出さなくても、白老町として議会も町民もアイヌの人方も白老町としても民族象徴の

空間というのはこういうものなのだという形を共通認識するものが必要ではないかということ

なのです。そして、国が基本構想出たときにきちんと共通認識の上で言える。ただ、今見ると、

言葉は悪いけれども、庁内会議をやってこの問題を整理されてここに上がってきて、これを言

っていくかと、そういう問題であれば、その場限りの仕事なのです。そうではなくて、そうい

うものをある程度認識したものを持っていく必要があるのではないかということを私は言って

いるのです。だからそこら辺、今言ったようにその３に入れるかどうかということは別に、そ

の辺の姿勢をまずお聞きしたいということ。 
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今午前中で閉めるというから今後になるから聞いておきますが、論点の整理の中で、２、３

日前の新聞で内閣府が１年ぶりに委員会なんかを開いてようやくアイヌの人骨の文言ができた

のです。新聞記事に。本来、このアイヌの民族共生の象徴となる空間の終局との目的はここな

のです。そうですね。もし間違っていたら訂正してほしいのですけれども。アイヌの人骨、こ

れについての部分が、これは大きな問題だけれども、それを、我々議会も白老町に持ってくる

と言っているのですから、避けて通れないと思うのです。その辺で、今の現時点の国での論議、

白老町として当然３人の委員が部会か委員会に出ていますけれども、その辺での議論というか、

どれぐらいの俎上に上がって将来性というか、見え方が出ているのか、その辺をちょっとお聞

きしたいと思います。 

○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） １点目の資料２－１の部分でのご質問がございましたけど、

町としても、先ほどと重複するかもしれませんが、あくまでもこれは国の施設というとらえを

してございます。逆に国がどのようなゾーニングで、どういう考えの中でこの象徴空間を示し

てくるのかというのが逆に我々としても待ち望んでいたところでございますし、やっとことし

３月末にこういうイメージ図が出て、こういった形で国としては考えているというのが逆にイ

メージできたということなものですから、あくまでも我々の仕事としましては、基本ベースは

このイメージ図を元にどういう付加価値をつけられるのかだとか、先ほどの課題も含めてです

けれども、そういった部分での認識と、それからいわゆる周知、ＰＲ、こういった部分に力を

注いでいきたいというふうに考えておりますので、この前段の具体的なイメージを新たなもの

として、町の考えとしてつくって示すというような考え方は持ち合わせておりません。 

○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） ２点目の人骨についてのご質問です。人骨につきまし

ては、現在、文部科学省から人骨を保管しているであろう大学等に、本年 12 月をめどに調査を

しているところでございます。その調査の結果、どこにどれぐらいの数の人骨があるのかとい

うことの結果が見えてくるものと考えております。それに並行した形で人骨の集約、保管、あ

るいは返還という部分についてどのように進めていくかということをあわせて今考えていると

いうふうに理解をしております。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ちょっと戻りますけど、まとめというか基本構想の部分ですので、私

も先ほど言いましたように基本構想というのはつくらないけれども、庁舎内で検討して白老町

として譲ることができないことはきちんと上げていく。そして、町長が参加している調査検討

委員会で白老の要望、希望をきちんと述べていくということですので、それを押し上げる。な

ぜそれが必要なのかといったときの理論づけをきちんとしておくべきだというふうに思います。 

それから、人骨のことも出てきたというふうには思ったのですが、これは北大にも一貫して

お話を伺った部分では、先ほど大黒企画振興部長がおっしゃったように、国で構想をつくって

国でやっていくことであって、この人骨はやはりいろんな問題があるというふうに伺っていま
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す。地域性の問題だとか。やはりこれは道に動いてもらうべきものではないかというふうに思

うのです。町の考えがどうのこうのと持っていけるものではないような気がするのです。です

から、道がしっかりと各町村のそれぞれあるわけですから、それをしっかりと検討して、道と

してきちんとした理解を得ていく、持っていくようなことを白老町としてはきちんとやっても

らいたいということは言っていくべきなのだろうけれども、そのことにそれこそ口を出してい

ける、下手に口を出せるものではないのではないかというふうに。持ってくるとか、そういう

ことに対してどうのこうのではなくて、全体的な構想の中での各地域の意見というのは、それ

は町ではなくて道にやってもらうべきものなのかというふうに思って聞いていました。 

それともう１点、象徴空間の整備に当たっての本町の役割というのがありました。この中で

一つ課題というか、先ほど議会の話が出ました。町民はどうかかわるのか。九州で市民から８

億円の寄附があったという話がありました。これは前後どうなのか私はわからないのですけど、

町民もこういう構想ができて、冊子を配られました。これを配られて町民は、だからどうなの

だろうと。だから何なのだろうと、みんな思って見ているのです。こんなふうになるのだと思

いながらも内容はよくわからないとか。どういうふうになるのとか、町は何か関係があるのと

か、国がやるのでしょうとか、こんな感じなのです。だから、庁舎内でもそういう検討委員会

を設けるのであれば、町民はどんなふうに今後かかわれるのか、町民にどういう情報を町とし

ても出していくのか、なかなか難しいと思うのです。基本構想の部分もきちんと出てこないと

報告できる内容というのはまだまだ出ていないのかもしれませんけれども、今これが最大限で

きることなのかとは思うのですけれども、町民が先ほど言った寄附行為がいいとかではなくて、

何か町民がアイヌ民族ということを理解して協力できることがないのかどうなのかというよう

なことも町民と連合との懇談をしたいと言っていますので、そういった中でつくり上げていく

必要も、議会もちょっと考えるべきなのかとは思っているのですが、そういったことも今後の

検討の課題になるのかとちょっと思っていました。 

○委員長（小西秀延君） それも本町全体の役割として入れていければと思います。また、人

骨等も今吉田委員がおっしゃられていたとおり、ちょっとこの場で議論するというのは不適格

ではないかと。今国が主体となって調査を大学に依頼している段階でありますので、私たちの

所管にはならないのかと。町にくる、こないは別として、ちょっとこの部分は所管外というこ

とで調査を進めていきたいと思っております。それでは、皆さんからに大変テーマで大分長く

かかりまして中身になかなか入っていけなかったですが、もう一度日程を設定しまして、皆さ

んに改めて２回目のご案内を、ここを閉めてから今日程調整をしたいと思いますので、とりあ

えずこの３点について次回に議論を進めてまいりたいと思います。 

                                         

     ◎閉会の宣告 

○委員長（小西秀延君） 本日の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１９分）  


