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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１９日（木曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ５時００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 

     参 考 人    アイヌ民族博物館代表理事  野 本 勝 信 君 

     参 考 人    アイヌ民族博物館専務理事  村 木 美 幸 君 

     参 考 人    アイヌ民族博物館常務理事  野 本 正 博 君 

     参 考 人    アイヌ民族博物館常任理事  野 本 裕 二 君 

     参 考 人    アイヌ民族博物館常任理事  山 丸 郁 夫 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再開いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（小西秀延君） 冒頭、委員長よりごあいさつを申し上げます。本日は財団法人アイ

ヌ民族博物館の皆様、平日の日中ということで大変お忙しい中、当常任委員会に参考人として

ご参加いただきましたことを、まず心からお礼を申し上げます。どうもありがとうございます。

総務文教常任委員会では、「民族共生の象徴となる空間」について３月会議が終わりましてから

３月の休会中、そして６月からの休会中、二度にわたりましてこの問題について所管事務調査

をとり行って最中でございます。担当課とのさまざまな議論をこれまでも重ねてきております

が、本日はアイヌ民族博物館の皆様、現場でご活躍の皆様の生のお声をお聞きしたいと。また

財団法人アイヌ民族博物館の役員の皆様方が大きく今回かわられたということで、皆様からの

生のご意見を拝聴したいということで参考人としてお呼びをしたｉということで、本日の所管

事務調査と相なりましたことをご説明させていただきたいと思います。きょうは、忌憚のない

御意見を交わしながら意見交換という形でざっくばらんな情報交換の場にしたいと思っており

ますのでどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

本日の流れですが、まず当常任委員会の委員のほうから自己紹介をしていただき、またその

後財団法人アイヌ民族博物館の皆様が新しくかわられている方も多いということで、皆様から

も自己紹介をしていただいた後に意見交換に入っていきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いを申し上げます。 

まず初めに、総務文教常任委員会の委員長を務めさせていただいております、小西秀延と申

します。きょうは、どうぞよろしくお願いいたします。私は当選回数が３回になりまして、ま

だ委員長としては大変不慣れなのですが頑張っていきたいと思っております。そして、住居は

大町のほうに住んでおりまして、時々皆様とも交流をさせていただいている飲食業もやってお

ります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、斎藤委員のほうからお願いします。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤でございます。いつも伺って話を聞いております。また、このた

びもよろしくお願いいたします。 

○委員（本間広朗君） 本間です。よろしくお願いいたします。 

○委員（山田和子君） 山田と申します。いつもお世話になっております。よろしくお願いい

たします。 

○委員（吉田和子君） 吉田です。よろしくお願いいたします。 

○委員長（小西秀延君） それでは、アイヌ民族博物館の皆様から自己紹介をお願いいたしま

す。 

○参考人（アイヌ民族博物館代表理事 野本勝信君） 代表理事の野本です。本日はよろしく
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お願いいたします。 

○参考人（アイヌ民族博物館専務理事 村木美幸君） ６月５日から専務理事という大役を仰

せつかっております村木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○参考人（アイヌ民族博物館常務理事 野本正博君） 同じく６月から常務理事をしておりま

す野本です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○参考人（アイヌ民族博物館常任理事 野本裕二君） 同じく６月から事務局長として勤めて

おります野本です。よろしくお願いいたします。 

○参考人（アイヌ民族博物館常任理事 山丸郁夫君） 昨年の 12 月から職員ということで現在

常任理事をやっておりまして、今現職の役職は伝承課長をやっております。何分人見知りの口

下手ですけど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（小西秀延君） それでは、早速意見交換に入らせていただきたいと思います。まず

初めに、アイヌ民族博物館さんのほうで、この意見交換に際しまして、こういうことをお伝え

しておきたいということが冒頭あればお伺いし、それをまた皆さんと一緒に意見交換していき

たいと思いますが、お一人お一人でも構いませんし、代表の方でも構いませんが、ご意見をお

持ちの方がいらっしゃいましたらお願いいたします。 

村木専務理事。 

○参考人（アイヌ民族博物館専務理事 村木美幸君） 今回、先週こういうお話があって、ど

ういった内容で行われるのかというのがちょっと私どもとしましてもどきどきしながらやって

まいりました。ただ、この「民族共生の象徴となる空間」に関しては、やはり私どもと何らか

かわりのない場所で行われるわけではなくて、私たちが中心になっていろんなことを考えてい

かなくてはいけない場所だと思っていますので、今後とも白老町の皆様の力をお借りしながら

進めていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ほかの方はよろしいでしょうか。それでは、委員会の皆様の中でお

聞きしたいことや思いなどありましたら挙手の上お願いいたします。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 何かこういうふうに机に並んで構えると緊張感があると思いますので、

緊張をほぐすような話をまずお聞きしたいと思います。昨年の９月に天皇陛下に白老町に来て

いただきまして、１番の目的はやはり白老のアイヌコタンに皇后陛下が行きたいということで

選ばれて来てくださったということなのですが、来られる前は本当に緊張感といろんな準備で

大変だったと思うのですが、来られたときの思いと、その後全体的に皆さんの意識がすごく変

わったとか、いろんな面で思いがこうだったとか、そんなエピソードがあればお聞かせいただ

ければと思います。 

○委員長（小西秀延君） 村木専務理事。 

○参考人（アイヌ民族博物館専務理事 村木美幸君） 天皇陛下が９月にいらっしゃるという

話については、１年ぐらい前から打診というか、計画があるというようなことで野村前専務理
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事が中心となって北海道であったり、警察署であったり、もちろん宮内庁のほうとの調整も含

めて行ってきたのです。本当に入る３カ月、４カ月ぐらい前は警察の人が毎日来ていたような、

そういったような状態でしたので、私たち自身は警備というもののすごさというか、そういっ

たものにちょっと驚いていたというのがあります。ただ、いらっしゃるに当たっての準備とい

う部分においては、通常の私たちの仕事ぶりというか、そういったものを見ていただくという

ことが１番でしたので、特に構えることなく行うことができたというように感じております。

当日としましても、車が入ってくるところから全部リハーサル、リハーサルで何度かリハーサ

ルをしながら、当日は皇后陛下がいらっしゃらなかったということも含めて結構調整が変わる

だとか、私ごとで言えば案内役をさせていただいたというのがありますので、多分一番天皇陛

下に接する時間帯が長かったのかというふうに思います。一番失敗したことといえば、博物館

の中での解説時間の配分が随分違っていて、そこで６分のロスが出たということが最後まで響

いたというお話を聞いていまして、回りからは結構巻きのサインがいっぱい出ていたのですが、

やはりそういう中で先を急ごうとした私の部分とは逆に天皇陛下のほうが、これは何ですか、

これは何ですかという形で聞いたものですから、それが縮まらなかったという、そういったこ

ともございますが、無事に何事も事故もなく終わることができたということが一番です。 

○委員長（小西秀延君） 山丸常任理事。 

○参考人（アイヌ民族博物館常任理事 山丸郁夫君） 今村木専務理事のほうから報告があり

ましたが、同じなのですが、昨年の９月に陛下が来られるということで事前にいろんな警備関

係の方が来ましたけれども、当日陛下が来られまして、我々は踊りのほうをメインにやってい

たのですけれども、終わった段階で陛下のほうから我々のそばに寄って来ていただきまして、

実はお声かけをしていただきました。それは宮内庁のほうも警察のほうも考えていなかったこ

となので我々もびっくりしまして、私に声をかけられたのですが、美智子が残念がっていまし

たという、そのときに私自身はっと思いまして、美智子ってどこの女の人かと、俺と天皇の中

で知り合いの女性はいないのにと思ったのですが、実は皇后様が、先ほど村木専務理事が言っ

ていましたが、皇后様が一番来たかったというのは７年前に、ことしですと８年前になります

が、我々古希のお祝いで招待されまして宮内庁、皇居の中で実際踊りを披露してきたのですが、

そのときにも全国から 13、14 団体ぐらい来られていたのですけれども、インタビューが一番初

めで、我々にするインタビューが一番長かったというのを覚えておりますし、またそのときに

一緒に行った我々の職員が陛下から声をかけていただきまして、何かわからないけど涙が出て

号泣していたというのも、やはりオーラというものがあるのだとそのときに感じたのですが、

実は今回も歌や踊りの中で最初に歌った我々の職員、本間のほうは全部終わった段階で本当に

感動してチセの中で号泣していたというのがとても、今思えばすごく印象に残っているのです

が、ただそういったことがなぜ陛下がこの白老、小さなまちの本当に特化したアイヌ民族博物

館に来られたかというのを職員もそれを聞いて、普段からそうなのですが今自分たちがやって

いることに自信と誇りを持ってどんどん国内、または世界に我々の持っている技や芸能、そう

いったものを自信を持って発表していくいい機会になったのではないかと思っております。 
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以上です。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。財団の運営状況を前からずっと話を聞いて心配もしている

わけですけれども、今の社会情勢の中でお客さんがものすごく少なくなっているということは

何度も聞かされているし、そういう状況だろうというふうに思うのですが、24 年度で入館者 17

万人ぐらいは押さえたいという話を聞いているのですが、野村さんがいたときに 30 万人いなか

ったら絶対ペイしないと、これだったらもうだめになってしまうかもしれないと、盛んに大変

さというのをアピールしていたのですけれども、あれから社会の状況からいってそういう落ち

込んできたものが回復状況にあるのか。まだこれからもっと厳しい状況になるのか。あるいは、

今ですと修学旅行だとか、そういうような子供たちの誘致だとかというのは、そういうことで

どんな見通しを立てておられるのか。財団の中で随分苦労されているということは、話は聞い

ておりますけれども、本当にこの状況としてどういう見通しをお持ちなのか、そのあたりを伺

いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 村木専務理事。 

○参考人（アイヌ民族博物館専務理事 村木美幸君） 実際、皆様がお聞きのとおり博物館の

運営というのは、ある意味立ち行かない状態でいるということは現状としてもあります。今年

度 17 万 5,000 人という来館者での予算組みをしました。それにおいては、入館者収入と体験収

入というのが基本的に一般収入、財源になってくるのですけれども、そういった中においては

やはり町からの補助金であったりとか、それから委託事業という形で財団法人アイヌ文化推進

機構さんのほうから伝承者育成事業にかかわる委託事業であったりとか、そういったものを含

めても今年度については予算組みが難しかったものですから、財産の取り崩し 2,000 万円をし

てやっと予算を組んだという、本当に予算を組むためだけに、数字だけなのかというぐらいき

つい状態ではあることは確かです。 

その中においては、職員が退職しましても新しく雇用というものも生まれておりませんし、

やはりいる中でみんなの力を、職員スキルアップしながら対処していこうという、そういった

ような状態であります。もちろん昨年の災害以降、昨年度 14 万 5,000 人いかなかったという、

そういった現状もあります。今年度それに向かって３万人プラスということは、やはり今の状

態の中でも難しい、17 万 5,000 人というのは難しい数字だと私たち自身も考えておりますが、

積極的に社会教育施設としての広報といいますか、学校関係、先日も白老町アイヌ施策推進室

の武永さんと一緒に教職員研修のＰＲのために室蘭の校長会の会議の場でＰＲさせていただい

たりとかしていまして、今後補助金、文化庁の補助金や何かも使いまして、いろいろ子供たち

の体験キットみたいなものを使いながら近隣の小学生に対するＰＲをもうちょっと強めていこ

うというふうには考えております。ただ一般的に、一般の海外のお客さまであるとか、そうい

ったところというのは今一つ伸び悩んでいるのかという気はしておりますので、力を入れてい

るというところになると、やはり学校関係の修学旅行ですので、誘客その他については教育旅

行を含めた学校のところに誘客するというような形を主に行っております。実際、私たち自身
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がどこまで回復できるのかと、先ほどおっしゃった 30 万人という部分というのは本当に途方も

ない数だというふうには思っています。実際、今の状況を考えて。ですので、30 万人という数

が一博物館としてどうであるのかということになると、やはりいろんな形で道内の博物館、道

外の博物館も含めて 30 万人の集客をしている博物館というのは本当に一握りの博物館かと思

っていますので、道内においても私どもの博物館の入館者が少ないというわけではない。ただ、

運営形態が余りにも違う部分がありますので、やはり公的な博物館であるということと、私立

的な博物館の違いだけであって、具体的には博物館としての魅力がないのかという形になると、

やはりそうではないのかというふうに私たちは思っております。ですので、やはり私たち自身

が有形であり無形である、そういった文化をつなぐための博物館としての役割というものがや

はり達成されるような運営という部分が一番の課題だと私たち自身も思っております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 野本常務理事。 

○参考人（アイヌ民族博物館常務理事 野本正博君） 補足なのですが、私ども博物館という

看板を上げていますが、もともとはアイヌ観光地から、その後に博物館を設置したものです。

それぞれの白老町立の資料館を委託管理していた状況の中で、博物館を設置したという流れの

中で、やはり町民の皆さんを含めて、観光関係者を含めて、やはり観光地という位置づけのほ

うが強いのではないかというふうに感じております。ですから、経営がどうなのかということ

はイコール入場者がどうなのかということにつながってしまう。先ほど 30 万人という、前野村

さんが目標設定したもの、確かに 30 万人入ると今の職員に給料を払って新たな事業展開もでき

る数字だと考えております。ただ、現状としては、今村木専務理事のほうからも話をしたとお

り、入場者減が極力抑えられているのは学校団体なのです。ですから、学校団体をより伸ばそ

うというような努力は営業のほうでもしておるのですが、実際に学校を受け入れるというのは

経費のかかることです。これまでは、観光での収入を教育事業に充てていたというのが、この

博物館の、開館以来 28 年になりますが、そういう状況であります。開館当時はそれがきちんと

バランスよく配分できたのですが、入場者が少なくなってくるとやはり教育指導の職員を補充

したり常設したりということができなくなってきているというのが博物館の現状です。ですか

ら、社会教育施設という意味でコンスタントに 20 万人入ってきている施設というのはやはり優

良な博物館だと認識されています。ですが、その経営となるとやはり観光収入に頼っていると

いうのが、この博物館の危機的な状況を招いているのではないかというふうに考えています。 

それともう一つは、国民が理解の促進というので今回もアイヌ推進会議の中で日常的に国民

に対するアイヌ文化の普及活動をしているのはどこなのかとなると、やはり関係各省庁も努力

をされていますが、やはり白老のアイヌ民族博物館なのです。それはやはり関係省庁もきちん

と認識をされてくれていることだと思いますので、今回の象徴空間につながったのではないか

というふうに私たちは考えております。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） ありがとうございます。本当に白老の土地に魅力がないかということ
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ではなくて、やはりもう社会的な要因がそうさせているのかと思うのです。ことしの初めに阿

寒のコタンを見てきたのですけれども、お客さんが全然、人がいないのです。そして、きのう

も用があって二風谷のコタンに行ってみたのだけど、だけどもすごく寂れているという感じと

いうのですか、表からしか見ていませんので話があったわけではございませんので随分古びて

寂しいという感じがすごく感じられたのです。それから見ると、本当に白老というのは随分頑

張ってやっているという感じが率直にしたのです。ですから、本当にこの頑張りが生きていけ

ばいいことだというふうに思うのですが、状況はわかったのですけれども、その 30 万人がどう

も引っかかるのです。そのぐらいでなければ本当に安心してできないことだろうと。入場料だ

けでやっていくというのは大変だと思うのですけれども、そのために減っていくために人件費

を抑えてしまっているということで、例えば学芸員さんや何かの働きというのは今までも随分

聞いて、全道各地に散らばって話をしたり広めていったりという、すごく働いていた、そうい

う部分での支障というのは来していないのかどうなのか。本当に経済的に財政的に落ち込んで

いくのは、これは状況としてしようがないけれども、そのために人を減らすとか、活動を制限

するとかというようなことで、そういうものすごい今までやってきたことが落ち込んできてし

まっているというような、そういうものというのはあるのでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 野本常務理事。 

○参考人（アイヌ民族博物館常務理事 野本正博君） 博物館業務を担当しておりますので、

その視点から申し上げますと、確かに白老のアイヌ民族博物館は研究者だとかを輩出してきた

のです。ですが、外へ出るというのは多分それなりの理由があるから外に出たのだと思うので

す。本来、博物館とかそういう学術研究というのは蓄積されて大きな評価、成果が表れますの

で、その調査をしている段階で人が外へ出るというのは、やはり好ましい条件、状況ではなか

ったということが一つ上げられます。人が外に出たことによってこれまで積み重ねられた、例

えば人間関係であったり、資料の調査の蓄積であったり、そういうものがまたゼロからスター

トすることになります。ですから、博物館はアイヌ研究の拠点としては十分、白老の博物館は

大きな力を発揮したのですが、それによって人がどんどん外に出てしまった。実際にその当時

古老たちがいて、直接聞き取りをしていた人たちがいなくなってしまうのです。そのテープだ

け残ってしまう。そのテープを起こすのは簡単だけど、その状況まで感じることができないと

いうのが今の博物館の状態です。現在、アイヌの学芸員が３名おります。ですが３名といって

も今２名がここにおりますので、実際に日常的に学芸業務をするのは１名ということになって

しまうのです。私たちもフォローするのですが、やはりここにちょっと問題点がありますので、

これから象徴空間が具体化される中では人材育成というのはとても重要な仕事となりますので、

その辺はやはり行政との連携の中で人の手だてをし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） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） きょうは本当にありがとうございます。お忙しい時間帯だと思います

ので手短に質問したいと思います。これから国立化に向けてやはり、先ほど村木専務理事が、

私たちが中心になっていくというお話もしていただきました。国のほうからもなかなか指針と
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いうか、方向性がまだ見えない中で各方面でいろいろ今議論しているところだと思いますが、

ちょっと答えづらいところもあるかもしれないですけれども、これからやはり皆さんが国とか、

道もそうですけど、どういうことを訴えていきたいというか、先ほどいろいろ人材育成とか、

いろんなそういうことをできれば言っていきたいという、皆さんがやはりどういうような、一

番訴えていきたいところ、国立化に向けてどういうことを訴えていければ自分たちも少しは中

心になって訴えたことが実現できるような、やはり先ほど言ったように中心になってそういう

博物館、運営まではいかないけれども、そういうかかわっていくということをやっていかなけ

ればならないと思いますので、その辺のところをお話しいただければと思います。 

○委員長（小西秀延君） 村木専務理事。 

○参考人（アイヌ民族博物館専務理事 村木美幸君） ありがとうございます。実際、国のそ

ういう施設づくり自体が、まだ今のところ文化庁のほうでは博物館施設についての検討会とい

うものが立ち上がって、大体来年度の夏ぐらいまでには骨子というか、そういうものが固まっ

て方向性というものも見えてくるというようなお話が出ていますが、公園全体の構想について

はまだまだどういった状態になるのか。ですので、何年後にそれができるのかということ自体

もまだ決まっていないという、そういった状態にあります。ただやはり、野本が先ほど言った

ようにここの白老という場に、なぜそういった国立の施設ができるのかというのは、基本的に

私たち自身というか博物館の活動があってだというふうには思っています。ただ、博物館自体

というか、白老というまちだけのものではないというか、国立の施設自体は、広く言えば国民

という部分がみんな主役であり、アイヌというものがその中でどういった形で活動していける

のかということがやはり一番重要な部分になっていきますので、やはりアイヌが主体性を持っ

て運営する、そういった施設であるということについては国のほうも認めていますので、そう

いう中において各地域のアイヌの方々とどういったネットワークを持って運営していけるのか。

実際、建物がここに建つわけですから、その白老という部分の色はもちろん必要になってくる

とは思うのですけれども、そういったものを全国的に展開していく、これは全道だけではなく、

全国的に展開していく、いわゆるアイヌの人たち自身が共生空間というものにどういった思い

を寄せていただけるのかというような仕組みづくりみたいなものもとても重要になってくるの

ではないかというように感じております。ですので、博物館自体が博物館の目的というものも

ありますので、本当にそういった目的が達成されるような、もちろん達成というか、何十倍に

も大きく展開されるような、そういった施設づくりというのを私たち自身は望んでおりますし、

そういう中でアイヌ民族博物館の持っている、いろんな有形無形の文化財というものは大いに

活用できる、そういったものだと思っていますので、今後もそういったところをアピールしな

がら今の博物館の活動と、どういう形でリンクできるのかということを、すみ分けも含めて検

討しなくてはいけないのかというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） 私もそれを聞いたのは、恐らくそういうことはないと思うのですけれ

ども、例えば国立化になった場合、多分今言われたいろんな訴えが果たしてきちんと、国立で
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すから、皆さんが中心となっていろんなことを訴えてやっていけるならいいけど、例えば国は

こうですといった場合とか、私たちはこうやりたいけどできませんとか、そういうふうになっ

てしまうとまた話が違ってくるので、よりよい関係というか、皆さんと国のほうともより良い

関係を保っていけるように、そういう改めて訴えておいて、やはりそのことが通るようにした

らいいのですけど、きちんと実現できるような場所であればいいと思っていたので、その辺皆

さんはどうお考えかと思ってちょっとお聞きしたのです。 

○委員長（小西秀延君） 野本常務理事。 

○参考人（アイヌ民族博物館常務理事 野本正博君） やっと先日のアイヌ推進会議の中で共

通認識になったのかというのは、一つには、今のアイヌ民族博物館の人材とか知見を最大限に

利用するというのが一つと、もう一つ前回の文化庁の現地調査の中でも今のアイヌ民族博物館

の活動を尊重するという意見が出ましたので、これでまずはこの博物館が運営の主体というか、

一翼を担うのだというのは各委員さんの共通の認識になったのかと。それ以降、これからはや

はり各省庁と地元自治体、あと民間の私たちの博物館の共同の中でよりよい博物館というもの

をつくっていく。当然地域振興だとか、アイヌ文化の発展だとか、そういうものを見込みなが

らこれまでにない国立の事業運営というものを目指していくべきではないかというふうに思い

ます。多分、国立博物館業界の中でも国立博物館というのも形も規模もある程度決まっていて、

それから外れるのはなかなか難しいという意見も聞きますが、先住民政策の中で考えるとやは

り新しい仕組みというのが必要になってきて、それは当然報告書の中にも十分書かれています

が、アイヌの人たちが主体的に運営をするのだと、ではそういう仕組みづくりをどうしたらい

いのかということをやはり考えていく必要があるのかと。それには博物館だけではなくて、や

はり観光だとか、新たな産業の振興だとかというのも含まれていますので、これは我々アイヌ

だけではなくて当然地元白老、それとアイヌ民族の日本に住まわれている方すべての博物館な

ので、その人たちがより心のよりどころになるような施設展開をしていければ新しい博物館に

なるのではないかというふうにちょっと夢を抱いております。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 先ほどはありがとうございます。何年か前にアイヌ民族博物館の学芸

員の方たちと懇談をしたことがあるのですが、人数そのときは６名ぐらいいたはずなのですが、

今３名と伺ってえっと思ったのですが、そのときの状況を聞いたときに、まず白老町の学芸員

はアイヌ文化の伝承だとか、いろんな資料の収集、それから保存に対してはピカ一なのだと。

だから引っ張られていく可能性がすごく多いと。引っ張られていって人が減ってしまうとすご

く大きな財産の損失になるのだというお話は前に伺ったことがあるのです。そういった中で、

やっていることを伺ったときに、私はずっと書き出したのを持ってきたのですけれども、本当

にすごい作業をされている。この中でなおかつ昨年あたりは国のいろいろな何々交付金という

のがあって、結構雇用ができたのですが、ことしは全然今のところいろんな交付金のものが上

がってきておりません。先ほど言いましたように運営が大変、30 万人入って今の学芸員を維持

してやっていくのが精一杯だという、その 30 万人というのにも到底いっていません。ただ、自
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信を持っていただきたいのは、東京の博物館に行ったときに地方の一町の博物館で 19 万人とか

集めているということはすごいことだという話を、東京あたりも何かイベントをやらないと 70

万人とか 90 万人は集められないのだという、そういった話をしていましたけれども、そういっ

たことでは集客率は決して悪いとは言えないのではないかというようなお話もありましたので、

私も単純なので喜んで帰ってきたのですけれども、ただ現実的に運営ということになると厳し

い中で、今この学芸員さんの存在というのは、国立化を見据えて大変重要なときにきていると

思うのですが、今現在もそういった調査研究、それから保存、それからそういったことを含め

て各大学のシンポジウムだとか、いろんな指導育成講義だとか、かなりの行事があのときはあ

ったのですが、今現在この博物館ということが一つプラスになってきます。そういった中での

学芸員の存在というのが大きいと思うのですが、今どうなのですか。回っていますか。その辺

の作業的なことが。どうなのでしょう。ちょっと気になってお伺いしたのですけれども。 

○委員長（小西秀延君） 村木専務理事。 

○参考人（アイヌ民族博物館専務理事 村木美幸君） 先ほど野本常務理事のほうから、いわ

ゆるアイヌの学芸員は３名いるというお話をした部分ですが、博物館としては学芸員資格を持

っている者は５名おります。そういう中でやはりいろんな来館者というか、昨年あたりは 14

万 5,000 人ぐらいの来館者の中で６万人近い子供たちが入っているという中においては、やは

りそこに対応する、中身というのはもちろん伝承公開授業の中でのお話であったり踊りであっ

たりという部分についてはもちろんなのですけれども、やはりいろんな形で調べ学習であった

りとかというものをした中で博物館に足を運んでいただく学校というのは結構多いのです。で

すので、いろんな博物館の学芸員の講話であったりとか、質疑応答であったりとか、いろんな

体験学習への対応であったりとかという形になると本当に学芸員総出しても足りないというの

が、昨年あたりでもそういうような状態でした。だから本当に私どもの博物館、やはり何を持

って来館者をどう対応するのかというと人なのです。もう人しかないわけです。人が自分たち

の文化、いわゆる文化を伝えていくという、そういった役割をしていますので、やはりそこの

人はいなければそこは成り立っていかないというのが一番の問題というか、何かこう機械的に

テレビか何かで何かを伝えるとか、映像で伝えるとかというだけではなくて、やはりそこに人

というものが入ることによってよりよい相乗効果というものが、文化を伝える上で伝わってい

くのかと。やはり第三者ではない、アイヌ自身が自分たちの文化について語っていくというこ

とがすごく重要だったりするのです。その辺については私たち自身も学んでいかなくてはいけ

ないことがたくさんあって、ただやはりここ何年かというか、もう 10 年近くになるかと思うの

ですけれども、運営というところだけに本当に私たち自身が気を取られているところというか、

本当に１人、２人という入館者に一喜一憂しながら運営しているというのが現状であります。 

しかしながら、やはりそういう中において、人と対応しながらいくということは私たち自身

もやはりよりスキルアップが必要となってきますので、そこら辺については学芸員だけではな

くて、本当に職員一丸となって自分たちのモチベーションを上げながら、学びながら活動して

いるというのが現状かと思っています。本当にアイヌ文化を専門に研究している方であるとか、
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普及活動をしている方というのはそんなに多くはないのです。そういう中においては、先ほど

おっしゃられたように学校であるとか、いろんな部分での協力というものが随分あるのですが、

やはり基本的には博物館の業務を主体的にしておりまして、その中でどうしてもかかわらなく

てはいけないことという部分については外へ出ていくということもしていますが、もちろんそ

ういった人材を抱えている博物館であるということをアピールするためにも、やはりそういっ

たもうちょっとアカデミックな場所へ出て行って博物館に付加価値をつけていけるような、そ

ういった人材が必要になってくるのかというふうにも思っていますので、やはり今後はいわゆ

る伝承者育成という部分も重要なのですけれども、そういった研究者の育成というか学芸員の

育成というものもとても重要になっていくのかというふうには思っています。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 本当に私たちもいろんなところに現地視察に行くというのは、やはり

文章で書いたものを見るのではなくて、実際に携った人たちの声、研究をした人の声、実際に

製作を実施した人の声を聞くという、苦労した、それから成り立ち、実際に現場を見て私たち

すごく学ぶのがあるのです。そういった対応というのは大変多くて、アイヌ民族博物館の概要

の中で書かれていることというのは、一番初めに、アイヌ民族博物館を設置し、維持運営をす

ることとあるのですけれども、この維持運営が博物館の入館数で補うということが私はちょっ

と疑問なのです。本当にアイヌ文化を伝承、その大きな財産を無形といわれるいろんなものを

しっかりとつくり上げて、蓄積して、保存して、そして自分たちが研究して、それを語ってい

くという、すごい大きな役割があるものに対しての、余りそれに対しての対価がないといった

らおかしい、お金に変えられないのですけれども、そのことを思う存分できる状況下にないと

いうことが今１番厳しい状況なのかというふうに私は、何か頭の半分以上が入館者やらないと

大変だという、踊りの伝承にしてもそうだと思うのです。無形文化財に指定されているけれど

も、お金はついてきていないはずなのです。するとこれだけの人数を維持しながら、しっかり

と踊りを伝承させていくということも一つの大きなアイヌ文化博物館の作業であるわけです。

だから、そういった中で本当に北海道にアイヌ機構がありますけれども、そういったところと

の連携の中でもうちょっと、それは行政側のほうに言うべきことなのでしょうけど、行政側も

努力はしていると思うのですが、何かそんな対価があると私はもっとやれるのではないかとい

うふうに思いながら今聞いていました。 

それともう１点は、すごく気になることだったのですけれども、国立博物館になったらすご

く維持管理がもっとしやすくなるのかと思って伺おうと思ったのですが、絵画の資料の保存だ

とか、いろんな大切な資料の保存が今できない状態にあるのだと。何年か前に話を伺ったとき

に。それはほこりだとか、掃除の仕方だとか、湿気だとか、そういったことを全部管理できる

ものがないとだめだと、それは、今はアイヌ民族博物館にはないという話があったのです。そ

ういったことも、今いろんなところから、文化庁とか視察に来ています。そういった方たちに

そういったことを訴える場というのはあるのですか。意見交換で、こんなことが必要ですとか、

そういうような話し合いをできるような場は今まであったのでしょうか。その辺を伺います。 
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○委員長（小西秀延君） 野本常務理事。 

○参考人（アイヌ民族博物館常務理事 野本正博君） 象徴空間のアイディアが出てから、そ

ういう訴える場というのは何度かありました。実際、資料の保存管理、展示も含めていい状況

ではないと申しております。これから国立化に向けてまず一番やらなければならないことは、

今ある資料、白老町の資料も含めて、当館の資料も含めてですが、それを私たちは一つの財産

として考えていく必要があります。それは文化財産であって、資源なのです。その資源を有効

にこれから活用していくには、当然その資料を永久保存する収蔵庫も必要だし、それを皆さん

に展示するための施設も必要ですし、そういうことを含めてやはり資源というものを有効に活

用するためのきちんとした話し合いの場を設けていただきたいということは、これから訴えて

いくつもりであります。というのは、やはり国のアイヌ政策の中で国民の理解の促進が一番大

事である、広報が一番大事であるということを言いながら、今現実にはそれができていない。

先ほども言いましたが、日常的に人が来るのは白老のアイヌ民族博物館ですので、とりあえず

国立博物館ができる前にその施設を充実して、きちんと移行できるような形をつくっていただ

きたいということも当然言っていかなければなりませんし、やはり国立博物館ができてすぐ即

戦力になるのは、多分アイヌ民族博物館のスタッフだと思いますので、その辺も含めてきちん

と交渉というものをしていく必要があるのではないかというふうに思います。 

それと、学芸員の仕事でいいますと、やはりきちんと分業されるべきだと考えています。や

はり調査研究資料の保存管理含めて、それをやるのは学芸員であって、その調査研究の成果を

きちんと多くの来館者に紹介するのはまた別の人材だと考えておりますので、その辺をちょっ

と考えて、人材育成のほうもやっていければと思っております。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 九州と東京の博物館を見てきました。本当にその文化財と言われるも

のの保存のあり方、専門家をつけて、時間をかけて、お金をかけてやっているのだという話を

九州では伺いました。そういうことからいうと、白老の文化財、本当にそれを伝承する人たち

をしっかり守るということも今後必要です。もちろん場所とか、そういうものはつくり上げれ

ばできることなのですが、それを保存し、しっかりとした伝承ができるというのはやはり専門

家の人たちがすごく必要ではないかということだと思いますので、そういった場があれば、そ

ういったことはどんどん、そういう立場で頑張っていらっしゃる方たちですので、訴えていっ

ていただければというふうに思います。これは希望でいいです。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 話を伺っていて、これからの動きの中でアイヌの人たちが主体になっ

て運営していかなければだめだと、そしてその主役になるのが博物館なのだというような話が

ございました。まさしくそうだというふうに思うのです。やはりこの文化というのは、アイヌ

の人たちの声が反映して、それででき上がるということが一番大事なことだし、それを守って

いけるのはやはりアイヌの人たちなのだろうというふうな気はするのです。そこで、一つだけ

聞いておきたいのですが、今国がやろうとしているところに皆さんの声、アイヌの人たちの声
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がどこまで届くのかということが、受け入れられる、受け入れられないは別にして、本当にこ

うあってほしいということが一つの大きな課題だろうというふうに思うのです。そうすると、

どうやってその声を集めていくかという、そうなってくると、みんながばらばらにものを言え

ばいいということではないと思うのです。もちろん集約して、届けていくという仕組みという

のがどうしても必要だろうというふうに思うのです。その先頭に立つのが白老のアイヌ協会の

人たちなのかと。その声を、皆さんの声を集めていくという、そういう働き、仕組みというも

のが、そしてそれを代表になっている委員の方や何かにこういうふうに伝わっていくのだとい

う、そのルートというのが絶対必要だという気がするのだけども、そういう協会の人たちが盛

り上がって、こういうものをこの際つくってもらおうではないかというような、そういう動き、

働きというのは今現在どうなっているのか、その辺を伺いたいと思います。ちょっと視点がず

れたのかもしれませんが、私が言いたかったのは、こういう事業が進むときにやはり、ああし

てほしい、こうしてほしいという声がものすごくあると思うし、一人一人みんな違うのではな

いかと。そういうものを集めて、集約して届けていくという、その仕組みというものがやはり

必要だと、そこのところがないとなかなか事業が思うように進められないのではないかという、

そういう心配をするものだから、そのあたりについての見解をお願いします。 

○委員長（小西秀延君） 野本代表理事。 

○参考人（アイヌ民族博物館代表理事 野本勝信君） これは、一白老支部だけの問題ではな

くて、北海道アイヌ協会というところがあります。その中で今委員に加藤理事長や何人かが入

っております。その中でアイヌ協会として訴えております。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） そういう仕組みはわかっているのです。その中で現地にいる人たちの

声といいますか、そういう、こういうふうにしてほしいという願い、これはここ白老だけの問

題ではないことは確かです。これは全道に広がっている、それを全部拾い集めていかなければ

ならないと思うのだけども、今広くといっても難しいことで、まず白老の場合においても、そ

ういう声の集め方というか拾い方というのは、上の人たちに任せましたというふうになっては

いけないという気はするのです。だから、その辺の考え方というのはどうなのかと思いまして。 

○委員長（小西秀延君） 村木専務理事。 

○参考人（アイヌ民族博物館専務理事 村木美幸君） 協会のほうの動きが、私が主体でやっ

ているわけではないのですが、この間の５月の白老支部の総会においては、この共生空間につ

いての勉強会というものをなされていました。この政策推進会議のメンバーでもあり、作業部

会の部会長でもある佐々木先生と、それから国交省の方々が来て、現状であるとかそういった

方向性みたいなものについての説明会。ですから、そういったものを繰り返すことによって、

支部の会員の方々がやはりどういったものができるのかということが想像されることによって、

また改めて情報、それに向けたそういう支部活動というもののお話し合いというのですか、意

見交換みたいなものが積み重なっていくのがいいのかというふうに私たちは思っていますけれ

ども、まだ実際その具体的なことが見えている状態ではないので、なかなかどういったものを
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という意見を出すということも難しいかもしれませんが、支部の方々一人一人が、まずはどう

いったものがというイメージを膨らませながら意見が出るような時期、来年なのかどうかあれ

なのですけれども、意見の集約というものもやはり必要になってくるかと私は思っています。

まずは、まだ勉強をしている最中であるかというふうに思っております。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今まで本当はほかのことを、博物館の改革についていろいろ前回総務

文教常任委員会で説明ありまして聞きたいのですけど、それはきょうの議題ではないので別な

機会にします。この象徴空間について聞きたいと思います。 

その前に、イヌイットの壁掛け、これは私の娘が今帰ってきているのだけど、札幌の友人か

らイヌイットの壁掛け大した内容がいいみたいなのでぜひ行ってみてくださいと電話が入った

のです。それだけ興味がある人は、札幌で見ていいということで体験に行くと言っていました

けれども、こういうことをやっていただければ少しずつ、わざわざ札幌から白老の地に見に来

たのだから、いいことはやはり理解されているのかと思いますから、ぜひ頑張ってほしいと思

います。それはそういうことでありましたので。 

それで、１点だけ聞きたいのですけれども、「民族共生の象徴となる空間」についての思いに

ついては、今村木さんとか野本さんから聞いてわかりました。ただ１点、この今の方は調査検

討委員会に入っていますね。そういう人格を二つ持っているのです。それで今ちょっと前に話

をしたけど、私もこの前のアイヌ協会の白老支部の総会に行ったときに、いみじくも佐々木先

生が最後に何回も言うのです。この事業はアイヌの人方の意見が集約しなければだめだという

ことを言っているのです。今村木さんのほうからちょっとそういう答弁があったから、ぜひそ

ういう時間的なものが出てくると思います。そういう機会というか、意見を集約しないといけ

ないと思って。ただ、今理事長のほうから機械的な答弁があったけど、そうではなくて、やは

り白老は北海道の中で支部としても一番大きい支部ですからやはり重きがあると思いますので、

まず１点、本当に具現化に向けて、白老なら白老だけでいいと思います。今村木さんもおっし

ゃったのだけど、アイヌ民族の声の集約をどうしていくかということを、これはアイヌ協会の

支部ばかりだけではなくて、多分博物館の人もかかわらなければやっていけないと思います。

だから、その辺をまず１点。 

もう一つ、今まで話を聞いているのですけれども、博物館の立ち位置です。なぜかというと、

今村木さんとか野本常務理事がお話をした部分についての象徴空間に対する考え方はわかりま

す。しかし、私はです。これからは博物館として、公的に、公の博物館として基本構想、ある

いは基本計画、博物館としてです。こういう「民族共生の象徴となる空間」をあるべきだとい

うことがあった中で、この調査検討委員会に行っている２人の方が、それを持ってそこで意見

を言うのか、あくまでも国のほうから選ばれた検討委員会の委員として発言をするのか、それ

が微妙な立ち位置があると思うのです。それで私は、町はこの前やったら、内部で持つけれど

もそれは国が先にやるものだから基本構想は出しませんと、その都度庁内の検討委員会で検討

したものにすり合わせしていくのだという言い方なのだけれども、私は、博物館として、今言
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ったようにこうあるべきだというものがなければすり合わせができないと思うのです。その辺

の考え方がどう持っているのか。ただ、従来どおり２人の委員さんがこういう公の場で、委員

の議論の中で言っていくのか。やはりそういう正確に博物館の立ち位置として、こうあるべき

だと思いますと、公のものを言う場合もあると思うのですけど、その辺は理事長としてどう考

えているのかと私は思っているのです。その辺をお聞きしておきたいと思うのです。そして、

町から聞いても何をしても博物館は博物館だという考えになってくるわけなのです。だから、

その辺をちょっとお聞きしたいというか、整理をした形でお聞きしておきたいと思ったのです

けれども、いかがでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 野本代表理事。 

○参考人（アイヌ民族博物館代表理事 野本勝信君） 去年になりますか、飴谷前町長が出席

して博物館から私も出席して、札幌の作業部会に呼ばれて博物館の意見を述べたことがありま

す。それで、白老町は飴谷前町長、博物館として私のほうから意見を聞かれて、今後どういう

形が望ましいのかいろいろ、あのときは機構と合併してもよろしいですかという話も出てきま

した。そのとき、それはそれでも構わないのではないですかという答弁を私はしております。

だから、まだ具体的にこうというものは今のところは持っておりません。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 私も、今野本代表理事のお話しされた部分の道の作業部会の内容とか

会議録とか全部公表されていますし、関係者からももらいました。そのとき町も一つの示しを

しているのです。白老町はこういう考えを持っていると、だけど白老町としてはそういう部分

については内部としてはあるけれども、国が基本構想を出すのに白老町がそれを出してしまう

と白老町がやれと言われたら困るから出しませんという言い方をしているのだけれども、それ

は見解の相違だからいいのですけど、今言ったように博物館としてやはりそういうものがなけ

れば、博物館としてどうあるべきか、あるいは博物館が中心になってアイヌ協会の白老支部の

人方にこういう象徴空間を目指しているのですと、だから意見をくださいとか、その手法はど

うなるのかわかりませんけれども、そういう部分で本当に私は、今持っていないと言うけれど

も、内部で整理をしておく必要があるのではないかと思うのです。 

それともう１点、先ほど野本常務理事から話がありましたけれども、今後の象徴空間の具体

化に向けてということで前回も町からも話がありましたけれども、アイヌ民族博物館の人材、

知見の活用ということが今後の課題で入ったということで一歩前進していると言っていますけ

れども、これは知見の活用ですから、その辺が先ほど野本常務理事が言ったようにアイヌの博

物館の人方、学芸員も含めて、ではできたときにどういう形になるかということが、これから

だと思うのだけれども、この言葉からいけば知見の活用という言葉を見ていくと非常にあいま

いさがあるのです。それを一つ取っても、やはりアイヌ博物館としてそういう人材、あるいは

今まで説明がありました学芸員の知識、そういうものをどう国立化とつないでいくということ

を、ある程度はっきりさせておかないと本当にだんだん国のほうに目が向いてしまいますから、

その辺がもうちょっと整理しておく必要があるのかと思ったのですけどいかがでしょうか。 
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○委員長（小西秀延君） 野本代表理事。 

○参考人（アイヌ民族博物館代表理事 野本勝信君） 博物館の中で検討してやっていきたい

と思います。 

○委員長（小西秀延君） 村木専務理事。 

○参考人（アイヌ民族博物館専務理事 村木美幸君） 野本代表理事のほうからは、具体的な

話というは今のところはないという話をされたと思うのですけれども、実際ここの博物館のこ

の構想が出て、もう３年間ぐらい経っています。博物館としても、国立の博物館としてどうい

った機能が必要なのかとか、どういった設備が必要なのか、今私どものところで足りないもの

は何なのかということについては、まとめというか、そういったところは意見を出し合って話

し合う機会というものも持っていますし、整理をしているところでございます。そこに向かっ

て、今の国とのすり合わせというのは国の出方がわからない中で、どこまで私たちが要望でき

るのかというところが問題なのかというふうにも思っていますが、実際私たちも国から選ばれ

た委員であるという立場というものがありますが、基本的にはアイヌ民族博物館の立場で意見

を述べさせていただくというような方向性は変わっておりませんので、具体的な話し合いをし

ていないということではないということを、この場でお話ししておきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 野本常務理事。 

○参考人（アイヌ民族博物館常務理事 野本正博君） 今の件に関連してなのですが、やはり

検討委員会に出て、昨年はイメージ構築の委員会にも出席させていただいたのですが、今そち

らにも見えますが、やはりあいまいで何かつかみどころのない状況に今置かれているのです。

それを国民、一般に理解をさせよう、広報しようとしても、今の状況だとそのグリーンの中で

何をするのかというのがわからない状況なのです。そこの中にポツンと国立博物館を設置しま

すというような流れで会議が進んでいますので、では今既存の博物館をどう利用するのかとい

うことを本当に真剣に議論をしていくのかという姿勢は、今は見えないのです。ただ、先ほど

言ったあいまいな意見だけですので、これはやはり国立博物館を設置する地元の意見というの

が国は尊重しなければならないのです。これはアメリカの国立インディアンの博物館もそうで

す。地元はワシントンＤＣなのですが、そこの地元のインディアンの人の意見をまず尊重して

ランドスケープを含めて、その博物館の理念やビジョンを決めていきます。そこに他の先住民

族、他の部族の人たちの展示だとか、考えを取り入れていきますので、やはり主たる意見とい

うのは地元というふうに私は考えていますので、博物館の検討委員会の中でやはり地元の委員

会、確かに地域性だとか多様性というものは十分尊重しながら意見を述べていって、まずアイ

ヌ協会も含めて本当に国立博物館とか象徴空間なるものが、私たちにとって有益なものなのか

ということがまだ理解できていない状態にあります。ですから本当にこの報告書が訴えるよう

に、アイヌの人たちにとって心のよりどころになって、社会への扉になるのだということがち

ゃんと記されてから初めてその国立博物館なり、象徴空間なるものがアイヌ民族にとって本当

に有益なものなのだということが考えられてから初めて、何か今のままでいってしまうと不安

なのは、できたものに対してああでもない、こうでもないというふうになるのではないかとい



 17 

うのがとても不安で、私たちの身分も含めて国立博物館になるから私たちが国家公務員になる

のかというと、そんなことはないですね。では、今の財団法人を本当に生かす形で国が本当に、

国ができない部分を私たちが担うのですというような位置づけに持っていかないと、何も保障

されないのではないかというふうに考えています。ですから、その辺は行政を含めて、議員の

皆さんと今後きちんと議論して白老のアイディアというものをきちんと提示していく必要があ

るのではないかというふうに考えています。 

○委員長（小西秀延君） 私のほうから一つ。今作業部会、そしてまた検討委員会等でアイヌ

の方の知見また活動を尊重してこれからもやっていくという一歩前進した形だということを発

表いただきましたが、これまでやってきた博物館としての意見も整理されているということで、

その意見、そして白老町として一緒に町側と一緒にやっていく行動がきちんと国に伝わってい

るという形になっていると認識しているかどうか。いい形で今後も活動していける状況にある

のかどうなのか。その確認を最後にしたいと思うのですが、ちょっと後ろに町の職員もいるの

で言いづらいかもしれませんが、その動き、組織のあり方、国がどう認めてくれているか等わ

かれば、その認識をお伺いしたいと思います。前進もしてきているのですが、今の形が要望す

る体制としていい状況にあるというふうに博物館として認識されているか。もっとこういうと

ころに問題点があって、改善していける点があるのではないかというところがあるかどうか。 

村木専務理事。 

○参考人（アイヌ民族博物館専務理事 村木美幸君） 象徴空間、この事業の部分だけではな

くて、本当に私どもの博物館の運営から含めて、今の白老町にありますアイヌ施策推進室の方々

には本当に細かいところまで気を配っていただいているところもありますし、意見を調整、こ

の委員会でいえば町長も委員の１人でありますので、そういう中でどういった意見について、

事前にどういった内容についてお話をしていくというような方向性も含めて情報としていただ

いておりますので、ある意味情報だとか、そういったものは共有できているのかというふうに

は私どもは感じておりますので、今後もその足並みをそろえてというふうには思っております。

やはり本当に国立の博物館、私たち的にはすごいことだと思っているのです。ただ、それを町

民がどう感じているのか。何か変な話、北海道もそうですけれども、町もそうかもしれないの

ですが、口を出すことによってお金も出さなければいけないのではないかというような、そう

いった懸念もされている。それは町民自体もそう思っている。だから、そこによってやはり博

物館はできることはうれしいことなのだけど、けどというそういったことがあるので、やはり

そうではないのだということも含めて、もちろんそれはそうではないと言い切れないのですけ

ど、国の出かたが余りにもちょっとあいまいなところがあるので、だけどもやはりそういった

ものを事実化する上でもまちと私たちの博物館、支部も含めて、施設の運営のあり方も含めて、

そういったものがあることによって、どういったことがまちの中に有益なこととしてあるのか

ということも示しながらやっていければというふうに私自身は思っております。ちょっと答え

になっていないかもしれませんけれども。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 
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○委員（吉田和子君） 山丸常任理事もいらっしゃっていますので、国指定の重要無形文化財

ということでアイヌの古式舞踊というのが決定されてからもう結構１年以上たつのですけれど

も、２年ぐらいになるのですか。３年になるのですか。それで、今度国立になっていくと。こ

れは、全部私は一つの形として含まれていくのではないかと思うのですが、私も何回か見せて

いただいていますけど、夜のコタンナイトも見せていただいて、本当に神秘的で、道外からの

お客さんも連れていったことがあるのですが、本当に感動して帰られたのですが、今私は１番

最高のところをいっているというふうに思うのです。外国へ行ったり、全国歩いたりしていま

すね。そういうことで、無形の文化財になったということで、最高の位置にいるとは思うので

すけれども、それを再度またこれから研究していくだとか、まだまだそういう必要なものがあ

るのかどうなのか。今のあるものを極めていくのか、それともまだまだ上を目指すような調査

研究が必要だと考えられているのか。国立になるということも含めて、その辺どのようにお考

えになっているのか伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 山丸常任理事。 

○参考人（アイヌ民族博物館常任理事 山丸郁夫君） ユネスコのほうに登録されてもう３年

になったと思いますけれども、我々日常業務として携っている部分なのですが、伝承課という

部門がありますが、ほとんどが来るお客さんに対してのアイヌの文化の中でも芸能を発表して

いるのですが、私も先月の象徴空間の委員会がありまして、そこに傍聴という形で参加させて

いただきました。その中で今アイヌ文化をやっている中で、うちの博物館に対してはすごいう

れしい結果が出たのです。今までは本当にこの白老の博物館というのは、白老の踊りを中心に

行ってきたのです。白老に伝わっている踊りを中心にということで。その中で、やはり博物館

の立場としては、ほかの地域またほかの踊りも取り入れていってもいいのではないかというこ

とで、最初にトンコリという楽器を取り入れながら、そのトンコリを使った踊りですとか、そ

ういった樺太アイヌの伝承されている歌や踊りも取り入れていきました。これから象徴空間に

なりますと、本当に全道各地に広がっている歌や踊りというものも取り入れていかないとだめ

でありますし、またそういった地域の人にも指導、また勉強していかないとだめでありますし、

またうちの博物館にもそういったデータとして残っているのがあります。そういうのもやはり

やっていかないとだめなのですけど、実際学芸のほうで指導する人もそんなに多くありません。

また習うほうの人材もそんなに多くないのです。では、これからどうしていけばいいのかとい

うことで、これもまたうちの事業ではないのですが、うちでやっている担い手育成事業という

のがことし２期目に入りました。何とか生徒さんたちを１人でも多くうちの博物館として雇用

していきたいと思うのですが、いかんせんこの象徴空間の話はうちの専務、常務が委員として

入っていますが、それと同時に博物館で我々お給料をもらって働いているので、そのためには

どうしたらいいかということもやはり同時進行で考えていかないとだめなところがあるのです。

その中で今回の報告のほうで最大限博物館の人材を活用していくという、文字として出てきた

ので、それはうちの全職員にこういうことがあるので、でも働いている職員は不安なところが

あるのです。国の施設になったら我々の踊りはどうなるのだろうかと。それがやっと言葉とし
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て、文字として出てきたので、だからそれは本当に自信を持ってやっていければいいというふ

うに思います。実際、これから今伝承されている芸能に関しては若い世代が少なくなってきて

います。というのは、少なくなってきているというのはちょっと語弊がありますけれども、雇

用できないという状況がありますので、その中でことし６月に職員から２名が経営者として上

がりましたので、本当に今まで以上に職員と経営者が一体になっていかないと厳しいところが

ありますので、実際うちの博物館の伝承課の一人一人がもう営業マンという形でどんどんやっ

ていますし、そして博物館の立場として全国また世界からいろんな人が来ますので、その人た

ちに口頭で、この博物館が国立ナショナルセンターになるのだというのが口頭では言っていま

すけども、そういうのがどんどん戻ったときに言っていただければというふうに思っています。

ただ、今吉田委員のほうから出ました、伝承活動に関してはもっともっとこれから勉強し、そ

して勉強したものを発表していかないとだめだし、そして６月の委員会に出たときに現状の今

の博物館のやり方がいいのではないかというのが出ましたので、それもとってもうれしかった

と思います。やはり今までやってきたことが間違いではないというのをそのとき思いましたし、

それから本当に今の状態の博物館がどういう規模になるのか。確かにうちの常務、専務も今、

国内にない博物館をつくろうとしている中で、もう手探り状態でやっと少し見えてきたのかと

いうのがありますけれども、そういった意味でも海外のほうでもそういうのをもっともっと見

聞として見てきて、そういう場で発表し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） それでは、大変お忙しい中、財団法人アイヌ民族博物館の皆様にお

いでをいただきまして、誠にありがとうございました。 

以上を持ちまして、博物館さんとの意見交換を終了させていただきます。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時１８分 

                                         

再開 午前１１時３０分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じまして、所管事務調査を再開いたします。 

ただいま財団法人アイヌ民族博物館理事との意見交換を終了いたしましたが、これを踏まえ

まして、先般の所管事務調査で論点を３つに絞りましょうということで皆様のご意見が一致し

ておりましたので、その論点３つについて意見を取りまとめていきたいと思います。 

まず１点目ですが、アイヌの人々の主体的な参画についてということで、アイヌの人々の意

見がきちんと取りまとめられているかどうか、その点について皆様方からご意見等を賜りたい

と思います。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ずっと聞いていて、私もずっと思っていることなのですけれども、こ

のアイヌ民族博物館、イオル構想のときからずっとそうなのですが、北海道のアイヌ民族が一

枚岩にならなければならないとずっと言われてきていたはずなのです。きょうの懇談でもあり
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ました。このアイヌ国立博物館は、白老だけのものではなくて全国にいる先住民族の象徴とし

てできるものだということを言っていました。私も本当にそうだと、そうでなければならない

と。そうしたら、その人たちの声というのはどうやって酌み取っていくのか。北海道でさえも

一枚岩になるということはなかなか大変なのに、全国の人の目を、先住民族と言われる人たち

が、私たちの築いてきた財産を伝承維持して、きちんと管理をして、それを世界中に発信する

場ができるのだということを、だからこれはこれを見て何番になるのかと思ったのですけれど

も、本町の役割になるのかとも思って、アイヌ民族だけにそれを押しつけるものではなくて、

先ほど言いましたね。では、町民がどう思っているのかというのが、町民でさえまだ関心がな

いかもしれないという話もしていましたね。ものを言うとお金を出さなくてはならないのでは

ないか、そんな感覚でいるのだとちょっと私も思ったのですけれども、具体的になっていない

ですね。町民が何をすべきだとか、そういったことも含めて、博物館ができるという、構想と

かつくるものは国がやるのだけど、一枚岩になってこれがすごい先住民族という、一番世帯が

多いこの白老町にとって、これは世界を、国を代表するものができるのだという感覚を、日本

の人が、そして北海道の人が、白老の人が持つことをきちんと、これは議会もこれにからめる

ような、議会も何か発信できるようにしていかなくてはいけないのではないかとちょっとそん

なふうに最初考えたのですけど、それに対してどうするかというのは皆さんで。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） きょうもそうだけど、前の、先ほどもちょっと言ったけど、４月から

白老のアイヌ協会の支部総会に行って、先ほど話があったように斎藤委員も話をしたけど、佐々

木先生が来て、最後にこの象徴空間の今後のあり方とか、内容についてこうですと、こういう

理解をしてくださいと、進みましたと。最後にやはりアイヌの人が声を出さないと、アイヌの

人がまとまらないとだめだと言っているのです。だけど、きょうも聞いているのだけど、理事

長を初め、村木専務理事と野本常務理事は別にして、非常に受け身なのです。悪いのだけど。

だから私は、どうかということは別にして、では、北海道のアイヌ協会の人方で理事長が白老

にいるからその人方でやっているといったって具体的に今白老にできるのだから、やはり今ま

でのアイヌ民族博物館が評価されてきたわけでしょう。そこがやはり、ある程度どういうもの

が意見を集約してほしいかというのがなければ具体的ではないと思うし、私は前から言ってい

るのだけども、受け身になっているということは、逆に白老町もここで言わなくても基本構想

ああいう姿勢ですね。まちがやればいいと。だけど、本来今までのいろんな公共事業施設的な

ことと横並びにはこれはならないのだけど、やはり白老町なら白老町でそういう期成会みたい

なものをつくって、みんなに理解を求めるというやり方をやってきているのです。今回それが

ないのです。声が出ないのです。白老町に言っても基本構想つくりませんと、国から出たもの

をすり合わせると、国がつくれと、民族博物館もそうですね。町民の理解をまず得るためにも

アイヌの人方が主体になってやはり町とか文化団体的なものに、関係団体に働きかけて期成会

みたいなものをぜひつくって町民の声を盛り上げる必要があると思うのですけど。ただ、今ま

でように受け身でいいのだろうかと思うのだけども。受け身であれば議会にしても何にしても
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もっと積極的に出ることがいいのかどうかという部分があるのです。どうでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 全くそこの部分だろうと思うのだけども、今の話の中にもあった国が

あいまいだという、やはり国の姿勢との違いというのはようやくここまできたかというところ

まではあるのです。これから変化していくのだろうと思うけれども、まだまだ現地から見ると

不十分なままで過ぎているのではないかという気はするのです。そこにどういうふうに、国立

ができるというのは、これはアイヌの人たちにとってみれば、千載一遇のチャンスという言葉

があるけども、そういうチャンスなのかと、本当に今まで苦労してきたことをどうやってかな

えてもらうかという、そうやって考えると本当に今こそ声を出して一枚岩にならなければなら

ないという、そういうときだと。何の仕事でも、これは誰の意見を聞いたのといったら上の代

表者が集まって代表者の声を聞いたからこれでみんな現地の声は聞いているのだと、そういう

ことというのはものすごく多いわけです。だから、そうやって考えると、それは組織だからい

ろんな会議があって、そこでどんどん声が反映されていくと。ただ、生の声をみんな集めて、

直接民主主義ではなくてやはり組織を通じて声を上げていくということなのかという気はする

のだけど。だとすれば、国のいろんな会議、名前がいろいろ出てくるのです。それから、では

道の会議というのはどんなものがあるのか。町の会議というのはどんなものがあるのか。我々

頭の中にスカッと入っていないのです。みんな違いますか。いろんな言葉が出てくるのです。

政策推進作業部会だとか、象徴空間作業部会だとか、今も作業部会という声が出たけど。上の

ほうには、運営調査検討委員会というのもあります。みんなそれぞれ、では、現地の人やアイ

ヌの人たちがどこへどういうふうに参画しているのかという、それもきちんとつかまえられて

いないという、そういう認識ではきちんとした意見が出せないだろうと。やはりそういう段階

的な、そういうところにきちんと送り込んで現地の人たちや関係者を送り込んで声を反映させ

ていくという仕組みがきちんと取られているのかどうなのか。そういうところが、やはり検証

してきちんと、これは誰かに聞けばわかるのだろうと思うけど、そういう委員がどれだけ現地

から派遣されているのかということも一番大きな問題かというふうには感じているのです。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 私が言うとおかしいのですけれども、反対に考えたのです。というの

は、もしアイヌ博物館が平取にできるといったら、ああそうなのだ、平取にできるのだと、そ

れで終わっているのではないかと思います。アイヌの人たちもそうではないかと思うのです。

平取のアイヌの人たちにしたら白老にできるのだ、そうか白老でやるのだと、そんな感覚では

ないか。だから北海道が一枚岩にしなければならないと言われても、白老にできるのだから白

老が頑張ればいいのではないかという感覚に私はなるのではないかと。それをまたこちら側に

一枚岩にしなければだめだと言っていますと簡単には言うけど、本当にその気持ちを一つにす

るなんてことはすごく大変なことではないかと思うのです。だけど本当に協力体制を求める、

こんなことはこの辺が平取進んでいますとか、こちらは釧路がすごいですとか、そんなものを

そこの中心になっている人がいますね。そういう人たちを引きずりこむとか、何か白老が中心
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になって、でもやはり白老が中心になって動かなくてはだめだと思うのです。来てくれるのを

待っていても来ないと思うのです。だからやはり決まったその地域の人たちが、いかに全道、

全国にあるそういったすごいものを見つけ出して、そしてそういう人たちの要請をしながらや

っていく。それは国がやることなのですか。町のやることではないのですか。その辺がすごく

混乱していくというか、考えながらすごく悩み込んでしまうところなのです、私たちにすれば。

どこまで口を出せるのか。どこまで人を引っ張ってこられるのか。一枚岩にするのは誰がする

のかということなのです。先ほどは加藤理事長と言っていましたね。だけど、加藤理事長は白

老の人なのです。だから平取の人から見たら白老の人が理事長だから白老に持っていくとなる

かもしれない。私たちから言わせれば平取の人がそうなっていたら、平取だものやはり平取に

持っていくと言うのと、全部反対に考えるとそうなのです。そういう人たちを巻き込むことは、

では誰がやるのという感じなのですけれども。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） これは本町の役割の中で、本町はここだけでものを考えればいいとい

うことではなくて、もっと広く意見を集めて、そういうところのものをどうやって集めて、ど

こへ集約して、どういうふうになるかという、これは文化伝承の中では一番大事なことなので、

そういう意味では、今話されたように代表がいて、そしてそこの中に各地域の組織団体がきち

んと支えてくれるという、そういうものでなければならないという。だから私がアイヌ協会の、

アイヌ協会が一番の土台なわけでしょう。だから、そういう協会同士の意見の集約、体制とい

うのをつくらなければならないだろうという。だけれども、地域によってみんなそれが一枚岩

にならないわけでしょう。それぞれの思惑があって、今話しがあったように、何も持っていか

ないし、私は面白くないという感情やら何やらがみんなあって。だからやはりそれは辛くても、

白老でさえ一枚岩になれないでいるものを全道段階で一枚にしろというのは無理なのです。や

はりそれに号令をかけるのは国なのだろうと。国の力がなかったら一枚岩には絶対にならない

だろうと。それで引っ張って、そういうリーダーシップの中で引っ張って、そこへ集約されて

いくという形というのは、これは町がいくら逆立ちしてもできない話です。これは、そうなっ

ていかなければならないという理想論かもしれないけれども、だけどもそれを求めながら進ん

でいかなければならないということだと思います。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今の斎藤委員のも理解するのです。だけど、国が本当にみずから責任

を持ってそれを集約するかどうかといったら、私はしないと思います。今までの政策とか、風

土から見たら。そうでしょう。それがやはり国が言っているのは、町やアイヌ協会に押しつけ

ているわけです。それと、今ここでアイヌの人の主体的な参画というけど、現実に見たら白老

に博物館ができる、白老のアイヌ民族博物館がこれまでの実績があります。これはわかります。

だけれども、よく考えたらアイヌ民族でも旭川のアイヌの人方の文化風習は違うわけですね。

日高のアイヌも違うわけです。樺太アイヌも違うわけです。だから、そういう形の中で今はま

だ、先ほど博物館の人も言っていたけど、具体化されていないから広がっていないけど、もし
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具体化になったときに、各地域のアイヌの文化伝承をしている人方がどうかということなので

す。国は、これを見たらそういう人たちを集めてそれぞれ文化伝承披露をしましょうとか、伝

えますとか言っているけど、実際にどうかという問題が私は大きな問題だと思います。だから、

ここでいうアイヌの人が主体的に道協会と協会が主体的にそれぞれの支部の人方と話し合って、

どういう博物館がいいかということをやはり整理していかないと進まないと思います。それを

やって国の基本構想と整合性を持たないと国は絶対責任を持って出さないと思います。 

それともう一つは、今アイヌ民族の文化伝承を守るという金はアイヌ推進機構にしかきてい

ないのです。それを今ぶんどり合戦をやっていますね。言葉は悪いけども。だからそれが今度

象徴空間で白老にお金が落ちるようになったときに、では縦割りの組織でそういう国のお金が

どういうふうな形で集約されるのか。ばらまかれ方には結果的には遅れるわけですね。だから

本当に難しいと思うのです。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） ただ、国立博物館というのが建つということは、白老のアイヌの、近

間の苫小牧、日高のアイヌのものだけで飾ればいいというものではない。国立だから、やはり

今言ったほかのところの全部の文化を集めてきて一堂に会して、それに歴史的な意味合いが絡

んで有機的にこれを結びついていくという、そういう展示をしなかったら、そしてそういうも

のがあって生活風習がみんな違うわけでしょう。それから、踊りがみんな違うわけでしょう。

そういうものが全部ここで演じられて出されて展示されて、そういうものが国立博物館として

生きてくる。それでなかったら、そんな博物館はいっぺんにつぶれてしまいます。誰も来なく

なります。だからそういう意味で言えば、そこのところを抜かしては考えられないだろうと、

国だって。本当に国の思惑というのはもう全然不信感の塊みたいなもので、全然信用していな

いのだけども、だけどもそこを通り抜けて、そこに号令を出さなかったら国立博物館はできな

いだろうと。だから、それはいっぺんには絶対いかないけれども、やはりここに建つとなれば、

ではその博物館は国立なのだから私たちにも利用させろ、私たちにも展示する権利はあるのだ

と、こういうような形でどんどんそこへ集中してこないかどうか。だから、走りながらそれを

集めていくしかないのではないかという気はするのです。そこの中心になるのが道のアイヌ協

会ではないかどうか。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 誰がするかという主体が絞っていくと思うが、前回山田委員も話をし

たけど、北海道の姿勢が何も見えないのです。九州だって県が主体性を持っているのです。だ

から北海道も全面に出てきて集約するのが、北海道のものです。だから北海道が受け身だった

ら私は進まないと思います。だから、町が道に働きかけていくべきです。アイヌ協会も。どう

なのでしょう。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 九州の博物館を説明していましたね。九州がかかわって国とやったと。

そのかかわり分担をきちんと分けたと。予算もそのかわり口を出して、そのやる分担を取った
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分だけお金もつけたといったでしょう。そして今運営も両方でやっているという話をしていた

でしょう。だから、先ほどおっしゃっていたけど、口を出すのはいいけど、お金が伴ってくる

のではないだろうかというお話をしていた。では、町がそこまでお金を出せるのだろうかと。

だから、これはアイヌの人々の主体的な参画、誰かが中心になって、野本さんなら野本さんが

白老支部の理事長だから全国、全道に働きかけていろんな住んでいるものだとか、資料だとか、

そういうものを呼びかける。ではそれはどうやってやるのか。お金はどこからくるのか。どう

やって動けばいいのかと漠然としている。そのための意見集約、白老の学芸員だって地方に行

っている学芸員、ここから出ていっている学芸員がいっぱいいるわけでしょう。そういう人た

ちと連携取れますね。そちらにある重要なものは、連携は取れるはずなのです。だから、アイ

ヌの人たちがやれることと、それに伴うものが、では誰がそれを保障するのかということが出

てくると思います。アイヌ協会が中心になってやりなさい、ではアイヌ協会が動くための資源

はどこからくるのと、こういうことになると思うのです。だから本当に、これは分けているの

ですけれども、アイヌの人々の主体的な活動はもっと全道、全国に働きかけて資料を集めたり

だとか、それからそういう民族の人たちとの必要なものだとか、考え方を聞くとか、そういう

意見交換をしたり、それから講演をしてもらって聞いてもらう。そういう、代表の佐々木先生

の話を聞いたら、白老のアイヌの人たちも初めて聞いた人がたくさんいると思うのです。この

間の総会で。まだその辺十分理解できていないものが白老自体でもある。では、その白老自体

がアイヌの中心になっている白老の人たちもそうなのに、全道、全国にどうやって働きかける

のと。それはアイヌの人たちに何か、どうやって自分たちが中心になりながら白老にできるこ

とのものを全国に波及させていくのかというのは考えてもらいたい。だけど、それに伴う必要

な経費はどこが持つのということは明確にしてあげないと、国みたいに言っていることは言っ

ているけれども何も決まっていない、だから動けないでいるというのと同じ形になってしまう

のかというふうにちょっと思って聞いていたのです。だから、やれということと、お金と人と

プラスしていかなければならないのです。そのお金と人は町なのか、道なのか、その辺ですね。

だんだん深みにはまっていきますね。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時５３分 

                                         

再開 午後 ２時４６分 

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩を閉じて総務文教常任委員会の所管事務調査を再開

いたします。 

午前中、財団法人アイヌ民族博物館の方との意見交換を終了し、その後論点１のアイヌの人々

の主体的な参画について皆さんと議論を交わしてきましたが、休憩中もちょっと議題が大きく

広がりましたが、論点１の総括をさせていただきますと、主体的な参画についてはやはりアイ

ヌ協会が大きな役割を果たすであろうと。そのアイヌ協会が北海道全体として一枚岩となって

活動をしていただくためには、やはり北海道としての動きが今後重要になってくるだろうと。
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それで、論点２にもちょっとかかってくるかもしれませんが、それを町側が道にもっと要請を

していただいて、一枚岩となる主体的な動きをとっていっていただきたいという、論点１のま

とめはそのような形でまとめていきたいと思いますが、それについてご意見ございますか。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 大体総括すればそういうことだと思います。ただ、私はやはりアイヌ

民族博物館が自負もしているし、第三者的にも今までのアイヌ文化を伝承してきたという実績

等も評価されていますので、だからアイヌ民族博物館も国に委員も出していますので、やはり

博物館自身もそういうこれまでの存在価値というか、そういう流れの中で博物館の今後の象徴

空間に向けての役割も大きいので、それなりの自覚をした中での行動が必要かと思いますので、

言葉は別にしてそういうアイヌ博物館の使命というか、ミッション的なものも必要であるとい

うことを付記したほうがいいのかと思います。 

○委員長（小西秀延君） 博物館のこれまでの存在、それを今後も役割をきちんと果たしてい

ただきたいというような一文も付記させていただきたいと思います。 

斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） あと一つは、象徴的空間の事業と、それから博物館の運営と、これは

要求というのは違ってくるだろうと思うのです。博物館は国立博物館という形で、全道、全国

のアイヌのために学術的にやっていかなければならないものを、科学的にやっていかなければ

ならないものを全部展示したりやっていくのが、これは博物館の使命になっていくのだろうと。

それを我々がどうのこうの、もちろん要求はあるけれども、細かいことまでは余り言えない。

だけれども、象徴的空間の仕事の中で、ここの人たち、現地の人たちが残していかなければな

らないものは何なのかという、その中に伝承者をつくっていく、人材を育成していくだとか、

今までやってきたイオルの事業、そういう生活文化に関するものというのは、これは現地のア

イヌの人たちでなかったらわからないことなのです。そういうところのすみ分けというのをき

ちんとして、その辺の意見というのをきちんとまとめて上げていくべきだろうと。それが、ご

ちゃごちゃになってしまうと何だかわけがわからなくなってしまうのではないかという、そん

な気がするのです。これはちょっとみんなにも意見を聞きたいというふうに思いますけれども、

博物館の運営に対して口を出すことは、これはできるのかできないのか。多分できないのでは

ないですか。そういう、自分たちが今何を伝え、何を残していくべきかということの意見集約

というものをきちんとやはりすべきではないのかと。それが今協会の人たちだとか、博物館に

いる人たちの務めなのかという。言っていることわかりますか。そう思うのですけど。 

○委員長（小西秀延君） 先ほどもそういう質問があって、意見集約もしているというお話だ

ったのですが、それをもう１回つけ足しますか。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 先ほど私もちょっと言ったのですけれども、白老町に国立博物館がで

きるということで白老町のアイヌの人たち、アイヌ協会の人、それから民族博物館に従事して

いる人全員がそのアイヌ民族の代表であるというような自覚で、やはり白老が代表で選ばれた
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という、そういう自覚にたたないとだめだというふうに思います。そうでなかったら一枚岩に

しておいてほしいとか、一つのものにまとまっていかなければならないといったときに、自覚

として自分たちの白老の地に民族の代表のものをつくるのだという、そういった自覚を持って

もらいたいというふうに思うのです。根本的に。支援とか何とかももちろん必要なのだけど、

ただ、その今いる、その職についている人、その立場にいる人たちが、白老が選ばれたという

ことに対してしっかりと誇りを持って、その先じて進んでいくのだと、中心になって進めてい

くのだという自覚を持ってやってもらいたいというふうに思うのです。それの手助けをやはり

議会が、行政が、町民がしていかなければいけないというふうに思っているのですけれども、

そういうふうに何かいろんなことを悩みながらやっていますね。博物館も全部そうですけれど

も、いろんな狭間でいろんな問題がいっぱいありすぎて、だけど選ばれたということの自負だ

けは持って頑張ってもらいたいというふうに思うのです。基本的にそれから出発してほしいと

思っています。そういうことからいくと、斎藤委員の言われたことも全部入ってくるのではな

いかと思うのです。 

○委員長（小西秀延君） 一枚岩になるということの冒頭に、白老が代表だという意見を入れ

させてもらえるようにしますけど。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 私は、それはまずいと思うのです。それはなぜかというと、今アイヌ

が全国に広がっているわけでしょう。いろいろなことをやって政治的に白老に決まったという

ことであって、余り白老が表に出てしまうと多分協会の人方から、なぜ白老なのだということ

の疑念を持たれていろいろ出てくる可能性があるのです。だから、先ほど小西委員長が言った

ように、ある程度の道とかアイヌ協会とか、博物館の役割を踏まえて十分にここの主体的に象

徴空間をやってくださいというような、これは余り具体的に言葉を使ってしまうと後々公文書

として出てきたときに、何かあったときに答えられないという場合も出てくるので、そういう

言葉を使ってまとめておいたほうが私はいいと思います。私も思いは十分わかります。 

○委員長（小西秀延君） 各地の文化を白老に集約できるようなアイヌの文化をつくりたいと

いうような。今のような形でよろしいでしょうか。各地のアイヌ文化を集約できるような一枚

岩の体制をつくりたい。そのために動いていただきたいと。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） だから今までずっと言ってきて、それを言うのは簡単なのです。それ

を言うのは。それをするために何をしなければならないかということがないと、一枚岩になり

なさいと言われても、ではどうやってやるのということになるような気がします。今のことは

本当に差しさわりない、本当にきちんとしたまとめた言葉だと思います。北海道にも動いても

らう、そして一枚岩になってアイヌ協会にも一緒に、今までずっとみんなが言ってきたことで

す。でもなかなかうまくいかないわけでしょう。だから委員会で所管をもってやったときに、

私が言ったことはもちろん行き過ぎかもしれないけど、何かもっと違った形の、きれいにまと

めるなら幾らでもまとめられると思うのですけど。 
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○委員長（小西秀延君） 山田委員。 

○委員（山田和子君） 山田です。午前中に野本常務理事さんと村木専務理事さんのお話を伺

っていて、とても雄弁で、この方たちがきっと実質的にリーダーとなって、これからのこの博

物館の運営においてもリードされていくのだろうということは実感しました。また、野本常務

理事さんは日本全国にいるアイヌ民族の心のよりどころとなるようにというところをまず押さ

えていらっしゃいましたし、あと村木専務理事さんにおかれましても各地域のアイヌの多様性

と地域性をつなぐネットワークづくりをすることが重要であるという認識を持っておられまし

たので、うちが提言をしなくてもというか、提言をしなくても、多分あの２人が中心となって、

平取から何かを借りてくるとか、どこからか展示物を借りてくるというような交流をする場合

には、道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明文化されたことを

見ても、彼らが中心となってやっていくのだろうというふうに認識しましたので、先ほど小西

委員長がおっしゃられた大きなきれいごと、きれいごとというか、きれいにまとめたのでよろ

しいのではないかと思うのですけど。余り枝葉をつけなくても、提言を今まとめたいのですね。

余り枝葉をつけなくても、アイヌの人々の主体的な参画についてはやはり北海道アイヌ協会の

人たちが、各支部からの意見を吸い上げていくことが重要であるのは前も私言ったとおりです

し、その運営については明文化しなくても多分今言ったように彼らが中心となってやっていく

のだろうという感じでしたので、あえて白老が中心となってと、先ほど言ったようにいろんな

地区の人たちのアイヌの文化の地区を考えると白老が、白老というのも余り表現に出さないで

いいのではないかと思います。まとまりませんでしたけど。 

○委員長（小西秀延君） 今回財団との意見交換をさせていただいた理由の一つに、現場の方

が今回経営者に回ったということがやはり一つ大きな要因だと思っています。それでこの意見

交換を開催したと。それで、現場を知っている方が今博物館の中心になられていますので、今

山田委員の言われた部分はちょっと大きいかと思います。それが直接また国に伝わる委員にも

その方たちがなられていますし、また吉田委員が言われたとおりずっとそのとおりに動いてき

ているのも事実だと私も認識をしています。ただ、そこから一歩踏み込んで具体的に委員会と

して報告書で提言をしていくならば、もっと具体性のある提言をしなければならないのかと思

いますが、一歩踏み込んだ具体性のあるご意見はございますか。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 一歩踏み込んだ部分というのは、白老に象徴空間ができると、では博

物館と白老のアイヌの人方、白老の町民の方とどうとらえてそこに立てるかというなら別だけ

れども、これはアイヌの人のための部分というのは多分にあるのです。伝承文化だから。そう

すると、そういう視点で見ていくと、ちょっと話は戻るのだけど、山田委員も話をしたけど、

博物館の人方がいみじくも言ったのは、雄弁に語っているのだけれども、本当にほかのアイヌ

の支部の人方がこの象徴空間が、白老にできるかどうかは別にして、地域場所は別にして、本

当にもろ手を挙げてみんなが文化伝承の伝統としていいことだと大賛成なのかどうかというこ

とが私はわからないのです。それがちゃんとわかっていれば具体的なことも我々言えるのだけ
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ど、そこがわからなくて白老だけの話を聞いてここでやってしまったときに、白老に限定すれ

ばいいけど、白老と博物館の人方とこうやったからこういう考えだとまとめるのならいいのだ

けど、その辺がちょっと私は、だからまとめるのに大変苦しいと思うのです。言葉を使うにし

ても。そこをざっくばらんに議論したほうが私はいいかと思うのです。 

○委員長（小西秀延君） 山田委員。 

○委員（山田和子君） 山田です。一枚岩という言葉が非常に引っかかるのですけれども、何

か物事をやるときに必ず人間の温度差はどんな行事でもあると思うのです。一生懸命やる人も

いれば、勝手にやればという人もいる。必ず温度差というのがあるので、それを一枚岩にとい

う言葉で盛り上げようというのはちょっと無理があると思うのですけれども、しかもこのアイ

ヌ民族の問題は、私がお嫁にきた頃 30 年前ですけれども、アイヌという言葉すらここの町の中

で使ってはいけないというふうに教えられたぐらい、差別ではないのでしょうけど、そういう

ふうに教えられたぐらいのまちが、今ではアイヌ民族博物館というふうに博物館自体の名称に

もアイヌという言葉を出すようになってきた、この 30 年の間に少しずつ少しずつ変わってきた

ことであって、そういうことを考えると国立博物館が建つことによってまたアイヌの人たちの

意識が変わっていき、また和人である私たちの意識も変わっていくことを目標というか、目的

として建てられるという意味合いもあると思うので、余り盛り上げよう盛り上げようと思うの

も難しいのではないかと思うのです。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 言わんとすることはわかるのだけれども、一枚岩というのはすべての

意見を一致させようということではないわけです。運動として盛り上げるために言っている言

葉ではなくて、今それぞれの利害で全部意見が統一できないものを少しでも一致させていかな

かったら国立博物館の存在意義もなくなってしまうのです。だから、本当にそれをどこの地域

がどんなふうに考えるかということの意見を数多く集めて、どこで一致させるかという努力を

しなければならないという意味なのです。それなしに、ただ言葉の上で一致することが一枚岩

だとは言っていないのです。違いは、もう絶対にかみ合わない部分もあることを承知の上で、

それでどうやって博物館というものを維持していくかという、運営していくかということを、

そこにみんなで近づけていくかということを、そういう運動の中で博物館が建たなければだめ

だということを言っているのです。だから、先ほど言った白老がどうのこうのの問題ではなく

て、やはり今みんなが一致しなければならないことは、白老だけの問題ではなくて各地に散ら

ばる問題点やら何やらも全部集約をしながら、それを練り合わせる場所が必要だし、その中か

ら生まれてくる要求というものが、それを取りまとめられるのがアイヌ協会ではないのかと、

こう言っているのです。だから、先ほど小西委員長がまとめたように、そういうふうにして前

段として、先ほど言ったネットワークだとか何とかをどうつくっていくかという、そういうこ

とも、やはり来た人が現地の役員さんが言った言葉というのはやはりそれなりの重みというの

があるのです。その重みと同じに我々議員もそれが大事だと思ったときに、それをもう１回議

会が持ち上げてやらなければだめなのです。そうでないと、この人たちが言える場所と言えな
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い場所というのがあるのです。議会というのは全くそこから離れて自由にものを言える場所な

わけだから、こうするべきだと、同じことを言ってもやはりそれは道に上げて、道から国へつ

ながるようにしなさいと言ってあげる、そういうことが必要なわけですから。同じことでもや

はり議会としてまとめの中に入れてほしいと、そういうことだと思います。 

○委員長（小西秀延君） 今までいただいた意見を一度文章にしてみますので、この１につき

ましても、これからやる２も３もちょっと副委員長がいないので相談する人もあれですけど、

皆さんにもう一度文章に目を通していただきたいと思います。その上でまた修正をかけられる

点は修正をかけていきたいと思います。１についてはこの程度のまとめでよろしいですか。 

斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 一つだけ。この文章の中に、特にアイヌの人骨の処理の問題に触れて

いるわけでしょう。ここのアイヌの人々の主体的な参画の中に、ここのものを入れなくていい

のかと。あとどこかに入れるところがあるのかと思うのだけど。 

○委員長（小西秀延君） 前回ちょっとお話をさせてもらったのですが、今の人骨に関しては

国が協会等々お話を進めている中で、ちょっと私たちの所管を超える位置にあるということで、

今回の所管には触れないほうがいいのではないかということで私は判断をしているのですが。

よろしいですか、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） それならそれでいいのです。ただ、かなり過去の歴史から全部背負っ

てきた問題だから、我々簡単に気軽にものを話せる範囲ではないこともわかっているし、それ

だけに多くの意見があるということもわかっているし、我々の範囲を超えた問題として、だけ

どもアイヌの人たちの意見だとか要望だとかというものを、これはきちんとまとめて入れてお

かなかったら、あるいは処理の仕方を考えていかなかったら、一つ間違えたら大変だろうとい

う気がするものですから。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 人骨に関しては、こういうふうに書いていますね。大学等にあるアイ

ヌ人骨のうち遺族等への返還のめどが立たないものは国が指導して象徴空間に集約し、尊厳あ

る慰霊に配慮をするというふうにありますね。このことに関しては、北大に行ったときにちょ

っと説明をしていましたけれども、やはり遺骨に関してのそれぞれの各地域の思いがかなり強

いものがあるというふうに聞いています。白老の人骨は一つもないということも聞いています。

そういったことからいうと、この象徴空間がインターナショナルとして象徴空間として、ここ

にできると。それは国の方針として入れていくということで、私たちは余り、先ほど小西委員

長が言ったように触らないほうが、いろんな人骨に対してはまだ外国にもあると言っています

ので、それを全部収集していくということになっていくと、これはここに言っているアイヌの

人々の主体的な参画にはちょっと入ってこないだろうというふうに思います。本当にこれはも

う施設整備できるということは、今のところ可能性が大ですので本当は必要なのかもしれませ

んけれども、先ほど言ったように感情的なものでいくと余り触れないほうがいいのかというふ

うにはちょっと思っていました。 



 30 

○委員長（小西秀延君） それでは、次の論点に移りたいと思います。２番目の論点ですが、

先ほど町や道、町議会の動きにもちょっとかかわったのですが、それ以外で象徴空間の整備促

進に当たっての本町の役割について、あれば皆さんからご意見を承りたいと思います。 

山田委員。 

○委員（山田和子君） 山田です。前回も言ったのですけれども、やはり道への働きかけをし

ていくべきだと思います。第３回委員会において、戸田町長のほうから発言内容の中に博物館

のオープンを見据えて今から人材の養成を図るべきというのがあったのですけれども、ここの

後ろ盾というか、これを押していくべきだと思うのですけれども、こういうのは議会で押して

いったほうが力がつくのでしたら押していってあげたいと思うのですけど、いかがでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） これは、現段階から人材育成を図っていくべきという認識でとらえ

ていいですか、象徴空間の運動として。 

山田委員。 

○委員（山田和子君） そうですね。特別なものですから、３になりますか。では、３でもい

いです。 

○委員長（小西秀延君） では、３のほうで取り上げます。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 吉田です。象徴空間の整備促進に当たっての本町の役割についてとあ

るのですけれども、先ほどもちょっと出ましたけれども、道に働きかけて道がもっと積極的に

と、私は反対だと思うのです。道が積極的に動いて白老を動かすようでなかったら困ると思う

のです。そう思いませんか。どうして白老が道に向かって、国がやると言っているものを道に

向かって頑張ってくださいと言えますか。こういうのは、私は変だと思うのです。道がやるの

は当たり前だと、１回、道に行って文句を言ってこないとだめなのではないですか。何か今ず

っと聞いていて、九州だって九州自体が動いたわけでしょう。なぜ北海道は動かないのですか。

北海道は全然動いていませんか。見えないから白老が、北海道が見えないと、何をやっている

の、動きなさいというのが道理なのか。何か私はその辺がちょっと、今思って聞いていて、道

は何をやっているのと、道は白老でこうやって進めたいから、白老町さん協力してくださいと

言ってくるのが本当なのではないかと思うのですけれども。行政側も、道は機構でやっている

という感覚しかないというような。道のことを私たちは余りきちんと見ていないですね。調べ

てないですね。国の基本構想をいつつくるとか、視察に来たとかというのは聞きますけれども、

道の動きというのは全然聞かないですね。その辺を委員会としては、そこは道のほうに動いて

くださいと、積極的にと言っていける立場なのか。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 全くその通りだと思うのだけれども、現地のアイヌの人たちが住む現

地の意見で、それが盛り上がっていくというのが本当の筋だろうから、北海道がその声を受け

てどういうふうに反応するかというのは、やはり上から下りてくるものではなくて、下から突

き上げていく。そして、道がそれに合わせて動いていくというのが筋だろうと思うのです。と
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ころが道の動きも国の動きも全く同じで、この問題に関しては本当に敏感でないということが

言える。だから、そういうときに、先ほども言葉もあったけれども、やはり本町がやらなけれ

ばならないことは、全道のネットワークの中でそういうものをどこまで集約できるかというこ

とを道に訴えていくというのか、そうやって動かしていくという、そういう働きをしなければ

全体のものにならないのだということは、これだけはっきりしているのではないかという気が

するのです。だから、これは何回も出てきたことだから言わなくてもいいかもしれないけれど

も、やはり白老だけの問題ではなくて全道、全国のここはナショナルセンターなのだというこ

とで、その役割を果たすべきではないのかということだと思うのです。 

○委員長（小西秀延君） １の前段では、主にアイヌ協会がアイヌの人々の言葉の代弁者とい

ったらおかしいですけど、代表するものだと。そのアイヌ協会をまとめるために道がもっと活

発に動いてほしいというご意見でしたが、今回この象徴空間の整備に当たっての動きというこ

とに関しても、道が積極的にアイヌ協会とは別に、この象徴空間の整備に当たって道がもっと

積極的に動くべきだというご意見が今皆さんから多いと思いますが。 

山田委員。 

○委員（山田和子君） 整備促進と具体的に言っていただいていいですか、わかりにくいので。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） なぜ北海道がかかわらなければいけないかということになると、この

アイヌ民族は先住民族と言っているのです。先住民族の規定というのは、私はこの前町に求め

ているのですけれども、いろいろやってもアイヌ民族は何かということのいろいろな本を見た

のだけど定義はないのです。そして、野村義一さんがいみじくも言っているのです。先住民族

といったら北海道にシャモ（和人）の人が入ってくる前から住んでいる人がアイヌ民族だと。

そうすると北海道だけではないです。日本もそうだと言っているのです。全国で。渡来人で。

そうすれば我々だってアイヌ人かもわからないのだけども、そういうことを言っているのです。

そうすると蝦夷地という形です。それは当然、北海道というのは先住民族の聖地だったのです。

そうですね。白老だけではないですね。そうすると北海道という行政機関が担う役割というの

は大きいのです。だけども道は逃げているのです。逆にタブー視しているわけです。白老から

すれば、もっと道はそういう歴史的なかかわりから見ても、北海道は積極的にこの象徴空間に

ついては先導的な役割を果たすべきなのです。そういう使命があると、だから北海道は整備促

進に当たって全面的に白老町と共にやる必要があるということを私は言ってもいいと思います。

歴史的な流れからいっても。私はそう思います。 

それともう一つ言わせてもらうと、先ほどのアイヌ民族博物館のこれまでの役割を考えたら、

今もう経営状況はにっちもさっちもいかないわけです。だけれども、白老町は飴谷さんのとき

から、こういうふうに国立博物館になる間につぶれたら困るから何ぼかは財政支援をしなけれ

ばならないと言っているわけです。議会ではもっともっと財団の改革をしなさいということを

言っているのだけれども、ずっと 1,500 万円、これ資料もらっていますから何億も出ているわ

けです。そうすると当然、この時点で象徴空間が国立化になるまでの間に道だって財政支援を
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して今につないでいかないとだめなのです。そのためにもやはり道が一緒に先導的に国に働き

かけていくと、そういうことが大事だと思います。これは使命です。なぜ逃げるのですか。そ

れを町ももっともっと働きかけるべきです。だめであれば、先ほども言ったように町民の期成

会、議会もそういう全会一致で町長と共にそういうふうに行くぐらいの気持ちを持っていない

とだめなのです。今まで行動をしていないのです。それぐらいのことをするし、町民のかかわ

りもあるけど、町民にもまず理解してもらわないとだめだから、そういうような活動を起こす

団体みたいな期成会もつくって、白老町の姿勢もどんどん発信して動かさないとだめなのです。

それは加藤さんも個人的に言っているのです。議会もしてほしいと。だけども、全然町自身も

今の反応は弱いから、鈍いから。だから、この前の６月に委員が来ても胆振支庁や道の人が来

ないのです。幾ら町に派遣されているからといっても、同席をして姿勢を見せるのが筋です。

そういうことです。 

○委員長（小西秀延君） 北海道の歴史、国の歴史から見ても、北海道はもっと歴史的に動く

使命があると。現状の博物館の状態を見ても、経営状況も白老町と一緒に国へ要望していく責

務もあるのではないかと。それもまとめの中へつけ足させていただこうと思いますが、どうで

すか、よろしいですか。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今ずっと聞いていたのですけれども、白老にあるアイヌ博物館という

のは、道がどういうふうにとらえているかということだと思うのです。今大変だから支援して

くださいと言っても、白老町の一つの観光地というふうにとらえたら困るから、そういうふう

に今のアイヌ博物館のおかれている立場というのは、「民族共生の象徴となる空間」の、やって

いることすべてを網羅してやっている人材を守れと、そういう形に、守れというか、守るため

の博物館の存続をきちんと道として今国立化になるまでやるべきだと、そのほうが何か、そう

でないとただ白老の博物館を守れと、大変だから守るべきだ、ではなくて、象徴空間の中心的

運営、中心的な伝承の、今急に思いついたので言葉が決まりません。先住民族であるアイヌの

尊厳を尊重し、アイヌ文化に直面している課題に対応しつつ、またそれを実施しているのがア

イヌ博物館の今の立場だと思うのです。そういうことからいくと、すみません、委員長うまく

まとめてください。ただ、アイヌ博物館を支援するだけではなくて、運営が厳しいからではな

くて、その存在意義というのはすごく重いだろうと、今のこの象徴空間をやっていく上で。そ

ういったことをちょっと足してやったほうがいいのではないかと思いました。 

○委員長（小西秀延君） 山田委員。 

○委員（山田和子君） 私も、それをしてもいいものであれば、アイヌ文化を伝承保存してい

くことが国として重要であると認めたから国立博物館をそこにつくることを決定したのだから、

今財団法人として経営されているアイヌ民族博物館の国立化されるまでの間の期間、順調に運

営されていくための支援を国並びに道はしていく、国が本当は主体的にしていってもらいたい

と思うので、それはどちらに言えばいいのですか。もし、そうしていけるものであれば財政的

支援も含めて、もう国立化することは決まったのだから支援していくべきと思います。それが
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国になるのか、道になるのか私には不明です。 

○委員長（小西秀延君） あとほかにご意見がなければ、ちょっと難しいですけど今のご意見

を総括してまたこれも文章にしたいと思いますが、特段これ以外にあれば今お受けいたします。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） それに、やはり本町の役割ですから、広く町民に象徴空間の整備促進

の理解ではなくて、アイヌ文化を保存するためにこうあるということの理解をちゃんと求めな

ければ、何となく乖離しているのです。町民から見ると。どうも支持が得られていないのです。

だから、それは町とアイヌ協会の仕事だと私は思います。象徴空間の整備促進に当たって、あ

わせてアイヌ文化もこれの中に飽和されていくのだから、白老町に建つので白老町の町民の

方々に広く理解をしてもらう運動というか、方法は白老町が取るべきであるということをやは

りしていかないとだめだと思います。先ほど斎藤委員がいみじくもひとり言で言ったけど、結

果的にどこがそういうことをやらないから理解されていないのです。本来、過去にアイヌ民族

博物館がもっともっと、白老のアイヌ民族博物館がまちの中に出て社会教育事業の一環として、

アイヌ文化の伝承を一生懸命やっていれば理解されたのかもわからないけれども、そういうこ

とを余り、手間暇がなかったのかもわからないけど、やっていなかったわけです。だから、こ

ういう大事な時期にきたので、やはり白老町がそういう団体とともにもっと積極的に理解周知

を図っていかないと、成就しないと私は思います。それを、もしよければ皆さんの考え方の中

で整理して入れておいてほしいと思いますけど、いかがですか。 

○委員長（小西秀延君） 今の前田委員の、私もそのとおりだと思いますので、それはまとめ

たいと思います。それと、吉田委員も同じ意見ですね。 

○委員（吉田和子君） 今前田委員が言ったとおりで、本町の役割ですから、アイヌ協会に一

枚岩に、道が一枚岩になれるように努力しろと言う以上は、白老町民が一枚岩になれるような

努力を、町民にこれを配られました。これは何だと、みんなそれで終わっています。これで説

明が終わったと思ったらとんでもないことだというふうに思っています。これは書くか書かな

いかは別として、本当に町民が理解しておりません。博物館ができるのと、そんな感覚です。

先ほど山田委員がいみじくもおっしゃったように、30 年前はアイヌという言葉さえ出せなかっ

たという、そういったものがまだまだ町民の中に、まだまだ根づいているものもあるのだと思

うのです。ですから私は、ここにある先住民族であるアイヌの尊厳を尊重し、アイヌ文化が直

面している課題に対応しつつ、我が国が将来に向け多様で豊かな文化や言葉の民族の共生を尊

重する社会を形成すると、ちょっと長いけど、それは町民まずみずから、地元の町民がしっか

り自覚を持てるようなことを町の一つの本町の課題として持っていただきたいと思っています。

そうでないとなかなか、北海道に一枚岩になれ、道がどうしているということも大事ですけど、

白老町がどうなっているということも必要だと思います。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 今のご意見も本当にそのとおりだと思いますので、文章にしたいと

思います。 
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ほかにございますか。本町の役割はよろしいですか。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 本町の役割ですね。象徴空間の整備促進に当たって。ずっと議論して

きましたけれども、行政側は基本構想はつくらないと言っていました。私もそれはつくらなく

ていいから、白老町が今後象徴空間ができるときに人材の確保とかそういった必要なこと、白

老町として今後意見としてきちんとした項目を持つというか、今後の将来の象徴空間に対して

の白老町の考えはまとめておくということが大事だと思います。構想に近いものでいいと思う

のです。ただ、それをしっかり持たないと何が出てきても対応できないと思いますので、しっ

かりとした白老町の考えだけはまとめておくべきだというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 今吉田委員の言った話になれば、大まかに言えば基本構想になってし

まうのです。だから私は本来持つべきだと個人的に思っているのだけども、持たないと言うな

らば、町側もああいうことを言っているなら、一つの言葉の遊びにはならないと思うけど、指

針的なものはやはりつくっておくべきだと思います。そうでないと場当たりになってしまうの

です。そうしたら、これから議会で答弁しても、その都度かわるのかということになるのです。

向こうが出てきた、それに対応するだけの話でしょう。そうではなくて、一つの大きな指針だ

けは持っていないと、これから町民に説明会開くにしても周知をするにしても、白老町の姿勢

が見えないでしょう。姿勢はやはりきちんと持つべきだと思います。それを追加したほうがい

いのではないですか。白老町として、民族象徴空間の構想の姿勢、あるいは指針を確立、整備

しておくべきだと。私は本当に必要だと思います。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今話が出されているように、情報を共有できる、そしてやっているこ

とが理解されるという、今すごく大事な段階の中で、今の話というのはやはりすごく大事だろ

うというふうに思うのです。情報を共有するという意味からいうと、１番先に言ったのだけれ

ども、国は文化庁から国土交通省から何とかと、所管のあれはあるのだけれども、この象徴的

空間に関しての会議というのがどういうものがあって、そして誰が出席して、そしてどんなこ

とを話してきたかということを、ここに出席者が書いてあって発言内容、たったこれだけの５

行ぐらいの文章で十分わかるのです。こんな情報でもいいから、この場でこういうまちの意見

を反映させたとか、こういうことを主張してきたとか、その指針に基づいてこういうものを要

求してきたというような、そういうものがわかるような体制というのはどこかで必要だと。道

の段階でも、道の段階でどういう会議があって、そこの中で誰が出てどういう要求をしてきて

いるのか。そういうことがいちいちわからなければ町民は絶対理解できないだろうという気は

するのです。町の中に庁舎内の会議がありますね。そのほかにあとどんなものがあるのか。そ

れらがみんなわかるようにやはりする必要があるのではないかと。少なくてもその中で話され

ていることが、全部わからなければならないということでもないのだろうけども、常時情報と

して流されてくるということが、今のこういう状況を打開していく一つの大きな力になるので
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はないかと考えるのですけれども、どうでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） ほかになければ大体そのようなところでまとめてみたいと思います

が、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ご意見ないようですので、それではこちらのほうも一度文章にしま

して、皆さんからまたご意見があればいただきたいと思います。 

それでは、最後の項目になります。既存施設・人材等の活用について。この前もご意見が出

ていました、自然休養林、今現在ある温泉についての列記をさせていただいております。それ

と、先ほどの山田委員からの人材の育成を現段階からも早期に図っていっていただく要望が必

要なのではないのかというご意見もいただいております。 

そのほかにあれば、ご意見いただきたいと思います。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） この既存施設の人材等の活用についてですけど、先ほど私も言葉足ら

ずで話をしたのですけど、ここを今国で言っている象徴空間となる博物館について調査検討委

員会には白老から委員が入っていますけれども、その前にこの象徴空間の地域指定を受けるた

めに、その前の道で部会をやっているのです。そのときに白老町が、その部会からヒアリング

を受けてイオル構想のもとにして象徴空間の場合どういう考えがありますかということで図面

を持っていって示しているのです。それを１回、この委員会で町がどういう姿勢を持ってその

ときに説明をしたのかと。多分、それが生きてきているはずです。だから、それをここで議論

を煮詰める前に、その辺をちょっと調査したほうが私はいいと思います。そうでないと、どう

いう形で象徴空間が指定されてきたのだけど、その構想があるはずなのです。そして、この中

でも今回の２回、３回調査検討委員会、これは２回目には内容的には具体的な話だから位置づ

けの話は出ていませんけれども、雑駁でもいいからどういうような構想をこのときに言ってい

るのかどうか、その辺を検証しなければちょっと困ると思うのです。そして、この委員会で温

泉のことを言ってから、町の検討委員会を立ち上げたときに温泉も入れましたという新聞記事

になっているわけでしょう。だから、おさらいの意味でもその辺の多分図面できているはずな

のです。あれからいけば出してやっているのです。私は会議録を見たけど。その部分がこれに

つながっているのかどうかということの検証をしないと、ちょっとここが何もなくて議論され

てもどうかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員から、道の部会で図面を町側が説明しているはずだと。そ

れを町側から説明を受けなくていいのかというご意見が出ましたが、それについて皆さんと討

議をしたいと思います。ご意見ありますか。それとは別なものだということでございます。私

も今初めてそれを聞きましたので。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） それは、私は一般質問でもやっているのです。そして、今白老振興公

社が持っている土地の部分も含めて、絵をかいているはずなのです。そしてそのときの部会の
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ときに、うちから行っていないけど、加藤さんか誰か委員の中でもあそこに温泉がありますと、

温泉を使うことによって象徴空間を整備したときに合わせて誘客、観光客と言ったら言葉は悪

いのだけど、入館者数がふえてくるような使い方もできるでしょうというような言い方もされ

ているのです。だから、観光施設と合わせて、そのエリアの中で、そういうことで象徴空間の

博物館が出たときに人を集めて今まで以上の来館者を見込んで盛り上げましょうと、そういう

こともあるでしょうということも出ているのです。そして白老町としても、この指定を受ける

前に道の部会でも白老町にするというときに、そういう道の人方の道の部会でいろいろ検討し

ているわけです。それに白老町も呼ばれてやっているわけです。そのときに図面を出している

わけです。イオル施設がこういうふうになりたいのだと。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時４０分 

                                         

再開 午後 ３時４７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。 

先ほど前田委員から提案のありました、道の部会の中での図面説明の件は、ここでは保留し

まして先にお話を進めたいと思います。 

ほかにご意見ございますか。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 先ほど前田委員が言ったように後からまた、これは今すぐ入れなくて

いいと思うのですけれども、先ほど言ったようにそういう図面とか、これからの今後の、これ

は３つ目の既存施設・人材等の活用の前に、象徴空間の整備促進に当たっての本町の役割、行

政の役割として、これはイオル構想のときは観光とイオル構想を結びつけてはだめだというこ

とで観光のことは一切出せなかったのですけど、今後は象徴空間に当たっては白老町で各課か

ら出て、庁内検討組織を立ち上げましたね。そういった中で、それぞれ各分野から出てきたと

思うのですけれども、今後博物館構想の後に白老町として観光とどう結びつけていくのか。そ

ういったことも視野に入れて検討していくべきではないかというふうに思うのです。それは今

後、図面を見たりしていろいろなことをまたもうちょっと検討してから、もうちょっとプラス

になると思いますけど、今後そういったことも含めて町の役割としては考えていくべきではな

いかというふうにちょっと、ポロトの温泉活用ももちろんそうなのですけれども、含めて集客

のための方策として考えていくべきではないかというふうに思っていますので、それが出せる

かどうかはいろんなこれからのまた図面を出してもらうとか、いろんなことの中で町が取り組

んでいることを見ながら提言していくべきだというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時５０分 

                                         

再開 午後 ４時０４分 
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○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

先ほど前段で前田委員より道のヒアリングで図面に落とした施設の活用方法を提言している

のではないかという、22 年 11 月の道の部会では町は提言をしていないということでご説明を

いただきましたので、そちらはなかったこととして、新たなこちらの施設の提言等をしていく

べきかどうかを皆さんとお話し合いを続けていきたいと思います。 

ただいま吉田委員からのイオルのときは観光とは区別すべきという方針で進んできていまし

たが、今週、象徴空間では庁内検討組織などで今後観光も取り上げて検討していくべきではな

いかという、提言をしていくべきではないかというご意見も出されております。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 北九州の博物館は、太宰府天満宮とやはり集客のためにしっかりと連

携をして、つながりをつけて、来たお客さんは両方とも行けるような形で相乗効果をつけてい

くということを言っていたのです。そういうことからいくと、やはり今休養林もそうですし、

温泉もそうですし、白老にある大きな施設、既存施設としてきちんと利用して今後の集客に役

立てるような観光も含めて集客を進めるべきではないかということで、必要だというふうに思

います。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員の意見に対してどうですか。観光も取り上げて検討組織で

やっていくべきというご意見ですが、それについて皆さんのご意見があれば。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 基本的には、私はそれでいいと思います。ただ、ここで議論するのは

発想的にいろんな部分でいいと思うのです。ただ、前回やった町のほうは基本構想をつくらな

いと言っているのだけれども、庁内に検討会議を立ち上げると言っていますね。そして５月 24

日の新聞報道を見ると内容を具体的に書いているのです。多少、ここの委員会で言っているこ

とと違うのです。ここの既存施設の部分でです。使い方。ここでいうと、検討組織では検討課

題として上がっているのがＪＲ白老駅からポロトの温泉だとか、既存のアミューズメント、ワ

カサギ釣りだとか、カヌー、スケート、そしてポロト温泉の方向、都市計画の動線、細かいこ

とまでいえば案内板まで言っているのだけども。そして最後にこう言っているのです。横断的

な議論を重ね最終的には国や道へ提言する考えと、こう言っているのです。そして、町では今

後国とやり取りで想定される事項を事前にまとめておくことで整備がスムーズに進むのではな

いかと、こう言っているのです。ですから私が言いたいのは、そういう既存の施設とか動線だ

とか、そういうものを各担当課から課題を上げて議論して整理をすると言っているのです。だ

から、それを委員会としては、これはいつできるかわかりませんけれども、その辺の整理をし

ておかないとだめだと思うのです。そして、どういうことを検討するか聞いておかないと、一

方的に議会でここの委員会でこうだと言っても、それをしてどうだというのではなくて、町の

考えが今言ったように、既存施設だとか、こういう象徴空間の整備の本格化に向けて課題を整

理されているのだから、議会も既存の施設の部分を含めて聞く必要があるのではないかと思う

のです。前回もそういう構想をつくり上げてきているのだから。だけど課題を整理すると言っ
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ているわけでしょう。それをそっちにおいて、議会は議会で議論すればいいです。皆さんから、

私も含めていろいろな意見を出してもらって整理した中で町側とも聞いていく必要があるのか

と思うのです。それによって、町は町として言うものであればちゃんと意見提案、報告書を書

けばいいことだから。その辺どうかと思うのですけど、いかがでしょうか。ちょっと振り出し

に戻って悪いのだけど。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時１２分 

                                         

再開 午後 ４時１９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。 

論点の３で、既存施設・人材等の活用と挙げております。やはり人材の活用は皆さん一番気

になっているところで、論点で一番大きくなっていくのでしょうが、既存施設、そしてその中

に自然休養林、温泉という部分も上がっております。そのほかにも既存施設で範囲を広げてき

ちんと活用を訴えていくべき点等があればご意見で賜りたいと思いますが、いかがでしょうか。 

斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 大事なことは、いろいろその後事業が進んでいく中で、どういうふう

に活用したらいいかというものがたくさん出てくるわけで、そのときに町としては全部白紙で

ございますというわけにはいかないわけで、そういうときに基本構想はなくても一つ一つのど

ういうふうにしてほしいかという、そういう思いというのはきちんと持っていなかったらだめ

だということだと思うのです。ただ、今その前にやらなくてはならないことが、今大きな問題

があるから、それに付属する問題、例えば温泉を残したいとか、温泉をどんなふうに活用する

かだとか、それから今度出てくる問題は、観光店をやっていた土産物をどういうふうに、この

事業の中でどういうふうに考えなければならないかだとか、そういう要望もたくさん出てくる

だろうと。それを一緒くたに考えられないから、それは後にしましょうと。だけれども、町と

してはその情報というのはきちんと押さえて将来どういうふうに動かしていくべきなのかとい

うことは考えておく必要があるのではないかというふうには思ったのです。人材の中で本当に

これから、今から人材養成を図るべきだという町長の、そういう要請というのは当然過ぎるく

らい当然で、本当にこういうことというのはすごく大事だというふうに思うのですけれども、

あそこの中で働いている人たちが将来どうなるかという不安というのは、みんな持っているわ

けですから、国が出てきたら我々が仕事場を失うのではないかというような、そういう思いと

いうのはすごくあるわけで、今私たちが考えるのは当然運営したり運んだりするのは、これは

アイヌの人たちが最優先で動かなければならない場所なわけですから、今いる人を全部解雇す

るというようなことにはならないだろうというふうには思いますけれども、やはり最優先すべ

きだろうとは思うのですけれども、そういう思いをどうやって解消してあげるべきかという、

そのことはすごく大事なことではないかというふうに思うのです。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 
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○委員（本間広朗君） 本間です。斎藤委員に関連して私も人材育成について。午前中に博物

館の人たちのお話を聞いても、学芸員が今５人いるけれども、実際に資格を持っているのは５

人いるけど、実際に動いているのは３人だという話なのです。今後そういう民族の共生という

か、博物館になった場合、これはいろんな博物館の機能としてお話にも出ていましたけど、い

ろんな研究機関、研究機関といってもいろいろあると思いますので、伝統部門になるのか、伝

承部門になるのか、調査研究、いろんな分野で分かれて出てくると思うのです。そういうとき

本当に、今の人材で果たしていいのかどうかというのも出てくると思うのです。ですから、今

博物館に向けて人材育成を本来であればしていかなければならないと私は思うのですが、しっ

かりその辺やはり国立博物館として、しっかり調査というか、いろんな研究をできるような体

制をつくっていただけるというか、これは今まちのほうにいろいろしていくと思うのですが、

そういうことをしっかりやって、同じようなことになるかもしれないですけど、そういうよう

な訴えというか、しっかり調査研究できるような体制をつくっていただきたいという。やはり、

これは本当に、私は博物館の機能というか、中で一番大切なところ、いろんなそういうもちろ

ん観光とかそういう部分もあるかと思いますけど、これからアイヌの人たちがそういう調査研

究できるようなところ、それとこれから広く本当に世界というか、世界の少数民族とかいろん

なそういう調査研究というか、いろんなそういう多岐にわたってやっていくと思いますので、

その人材確保、今からしっかりしていかなければならないのかとは思っています。 

○委員長（小西秀延君） それをしっかり要望していくということですね。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） 斎藤委員も話していたのですけれども、人材育成、人材確保というの

だけども、それはどういう人を対象にしているかということが見えないのです。アイヌの人方

が学芸員になって本当の文化を伝承する人を育てるのか、そういう知見を、ここらでいけば国

は考えているのか。その辺の整理がわからないのです。そして、アイヌ文化の人材、知見すれ

といっても皆さんもご存知だと思うのですけれども、アイヌ民族博物館から帯広に行ったアイ

ヌ機構の学芸員がいる。みんなアイヌの人ではないのです。１人だけ別にして。先ほどの北大

の助教授で行った人以外は。その人たちもみんな各地に行っているのです。だから、国でいう

知見といっても、先ほど言った北大の佐々木利和教授もアイヌの研究者ですね。幾ら国はこう

いう博物館ができたときに人材は使えるかどうかわからないのです。そこをシャモ（和人）の

人なのか、アイヌの本当の文化を、アイヌの人が、先祖の人が人材を確保して資格を取って、

そしてやっていくのか。その辺を整理していかないと私は幾ら人材を確保、育成しても当たり

前のことかとなってしまうのです。そこを白老町に立つ、白老町の本質として議論しなければ

いけないのかと思うのですけれども、そこに入ってしまうと難しくなるのですけれども、委員

会としてどうかと思うのです。もし、事前の方法で、活用で議論するときに。ただ、そういう

ことを関係なくしてアイヌ民族博物館で国立化になるまでに人材育成する委員を、お金を必要

といったときに、自らの財政が厳しいのに人を抱えて育てられませんと、そうすれば国がここ

までやっているのなら、そういう部分については補助金を出すとか、先ほど言ったように道に
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担うか。白老町も出せるわけがないのだから。これから国に移行するためにも。その辺を現実

的に直視して議論をしないと厳しいのかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員から人材の確保の対象ですね、そこまで踏み込んでいくべ

きかというご意見ですが。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ちょっと難しいと思って聞いていたのですけれども、学生も今研修に

入ってきています。それも人材育成だと先ほど村木専務理事が言っていました。学生を育てて

いろんな育成をしているという。その中からまた残ってほしいと思う人もいるとかという話も

していましたけど、そういう人たちというのはアイヌということで募集はしていないと思うの

です。アイヌの研究をしていきたい、文化伝承の研究をしていきたいという人たちが来ている

と思うので、それを言ってしまうと人種差別ということに、私たちにすればそういう話は聞き

ます。特別交付金なんかをもらっていろんな事業をやったでしょう。アイヌの人たちがそうで

はない人たちのほうが多いのだとかと、私は前にアイヌの人に言われたことがあるのです。だ

から、おかしいのではないかと言われたのだけども、でもあなたも行ったらと反対に言ったの

だけど。何かそんなところに行きたくないと、何か変に取ってしまっているところもあって、

だからすごくその辺は神経を使うというか、思いはわかるのです。本当にそういう人たちがい

て、こうやって言ったら怒られるけど、村木専務理事も野本常務理事も本当にそういう立場で

そういう勉強をされて、そういう研究をされて本当にああいうお話をされてもきちんとした話

をしてやってくださっている方々がいるということはすごく心強いと思うのですけれども、ま

た普通のシャモ（和人）とアイヌ文化では言うのですね。シャモと言っていいのか和人という

のですか。和人は、ではだめだという何者も限定できないと思うのです。研究している人たち

に対しては。だからやはり、それを伝承していくという意味だから、伝承はアイヌ人でなけれ

ばだめだということは、限定できないような、理想としては、そしたら多ければ多いほどよく

精神的な部分もいろんなものを受け継いでいらっしゃって、考え方も気持ちもわかるのだけど、

そういうことにはちょっと限定できない。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） ちょっと説明不足だったのですけれども、私が言っているのは、民族

の伝承、踊りとか、そういうのも大変なのです。今のは白老の人だけが移行してできるかもわ

かるかもと思っているかどうかわかりませんが、先ほども議論していますが日高とか旭川とか

保存会を持って穂別なんかみんなやっているわけです。そういうことを全体的にどう、この象

徴空間で博物館ができたときに伝えていくかという、それは議論あると思います。ただ、私が

言っているのは、学芸員だけに絞っていくと、今までの白老のアイヌ民族博物館が活動してい

る一つの原点に、アイヌの出身の学芸員が育って、その方が一生懸命伝承文化とか活動してい

るから、さらに今の白老の博物館がいいのだと、こう評価されているのです。だから、私はそ

れを原点にしてものを言っているのです。だから、国の言うのは関係なくして、ちゃんと研究

して、誰であろうとそれだけの資格を取っておけば平等に作業するということになると思うの
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だけど、それではまたおかしくなるのだから、その辺をどうするかということの人材育成と言

っているのです。それは抜きにして、トータルで白老というのを大きな問題としてどうだとい

うことになれば、また議論は別ですから。 

○委員長（小西秀延君） 山田委員。 

○委員（山田和子君） 山田です。いろいろ深く議論したり、提言したりしていくとちょっと

難しいと思うのですけれども、まず第１にここで提言するのは、現に今アイヌ民族博物館で働

いていらっしゃる方々の処遇についてどうするべきかを早急に町なり、道なり、国なりがはっ

きりしてくれというところを、それをきちんとした言葉で言っていくべきではないかと思うの

です。わかりますか。例えば九州でいえば、独立行政法、独法の職員に全員なれるかといった

らなれないですね。だけど、踊りとか伝承文化はあの人たちでなければできないから、そのま

まそっくり何かの形で職員というか、指定管理になるのかどうなのかわからないけど、そうい

うことを法的にきちんと抱え込むような組織というか、それこそ処遇のあり方を町が検討しな

ければいけないと思うのです。財団のままでいいのかどうか。財団法人を解散したほうがいい

のかとか、そういうことを早めに決めてあげるのも町の仕事に、先ほどの２に戻ってしまいま

すけれども、そういうこともしてあげたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 町が決めるというのはちょっと難しいと。決める権限がないので。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） この間の６月 28 日に人材育成、人材育成とずっと言っているのです。

新聞等によると、あちこちで。初めて６月 28 日の中で、こういうふうに言っているのです。人

材活用については、これは文化庁の人です。アイヌの方、私は白老だからそういうふうに言う

と思うのです。先ほど一枚岩と言いましたね。そういうことから考えると、人材活用について

は、アイヌの方々の心のふるさととなるような博物館をつくっていかなければならない。白老

だけではなく、各地域のいろいろな伝承者、古式舞踊の担い手の方々に来ていただくことにな

ると、はっきり言っているのです。そうすると、だから私たちの気持ちは白老の今いる大事な

ずっと伝承してきた人たちをと思っているけれども、国や道の考えは全体的に見ている。そう

いう発言しかできないのだと思うのです。そういう中で白老が白老の人ということよりも、白

老の人材、博物館の伝承者として、これだけの力があるのですということをきちんと言ってい

けるものをつくっておくということが私は必要だと思います。これだけのものを持っています

と、これだけの研究をしていますと、そういったものをきちんとデータとしてつかまえておく。

そして、きちんと提言ができるように、それはそれぞれ各地でやると思うのです。みんな狙っ

ているのではないかと思うので、この話を見ると。だから、そういった形が今後必要なのかと

いうふうに。白老町の役割としては。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） その辺、新しく国が責任を持って建てる建物だから、その構想がわか

らないうちにいろいろ言ってもわからないのです。国立博物館である限り、アイヌの人がどう

頑張っても学術的な専門的な知識で説明しなければならない部分というのは、では今のここの
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ポロトの人たちで何とかなるかといったら、そんなものではないですね。本当の学術的ないろ

んな人類学から何から含めていろんな形で説明も加えなければならないとなれば、だからアイ

ヌの人たちがどうしても大事にされなければならないこと、これがよそからも入ってきて、や

はり迫力がないのは、アイヌの人たちの持つ文化だとか、伝統的な生活だとか、そういう歴史

を含んだ、そういうものの中でどういうふうに伝えられてきたかという、そういうところに学

芸員だとか、伝承者だとか、そういう人たちを使わなければならない。だから、これは生活様

式だとか、死者をどう弔うか、文化がどうだとかというようなことを幾ら和人が別な観点から

ものを話してもやはり現地のアイヌの人たちにかなわないわけです。だからそういうところに

フルに使ってもらうという、そういうことを基本には置いておかなければならないだろうとい

うふうには思うのです。だから、この間聞いた九州の博物館の中で正職員が 28 人、ほとんども

う国で、それでそういう人たちがどんと入ってきて運営を賄うわけでしょう。あとの現地の人

たちが何をやるかといったら、嘱託だとか臨時職員で全部、これが 100 人からの人たちが、だ

から踊りだとか何とかというのも、みんなそういう嘱託職員という形で給料をもらえるのです

か。そうならなければならないのだけれども、そういう中で働かせてもらうという形になるの

だろう。そのほかに、ボランティアが 300 人と言いましたね。だから、本当にそういう嘱託職

員や臨時職員で賄えないところはみんな、これはいろんな人が理解してもらえる人たちが集ま

って、それを下で支えるという形になる。そういう形のものになるのだろうと。人数がどうな

るかわからないけれども。だけども本当に博物館の基本構想がわからない限り、その辺のこと

も何も言えないわけだから、だから本当に少なくても、これは運営上正職員というのは本当に

運営上の責任者だろうと。だから、それ以上のことは、我々は、だから踊りを踊っている人を

正職員にしてくださいというわけにもいかないだろうし、職を失わないように嘱託職員や臨時

職員で賄ってほしいという。そういう人たちをたくさん要請していますというようなことでい

いのかという気がします。 

○委員長（小西秀延君） １回整理させてもらいます。これは議論が深いところに入っていっ

てしまうので、余り深いところに入っていくと収拾つかなくなりますので、人材活用について

は国の方針が決まっていく段階にならなければ今回は新しい考え方の国立博物館になるので、

おそらく嘱託だの臨時だのという話はここで出るのはおかしくなりますので、新しい博物館構

想の中でこの人材をどういうふうに生かしてくれるかということに重点を置いてほしいという

形でまとめなければ難しくなると思います。 

前田委員。 

○委員（前田博之君） そういうことを言おうと思ったのですけれども。だから今言ったよう

に人数とか、それはもう具体的なのだけど、ただ、人数を言ったのはどういう身分保障という

意味で言ったと思うのだけれども、先ほども言ったけど人材活用は難しいのです。そして、踊

りにしても白老だから観光客に見せず踊ることが抵抗ないのです。あっても仕事だと思ってや

っているのです。だけど、ほかの人方はそう思っていないです。ほかの日高なら日高の支部の

人が仮にここに集約されて踊りなんかはないと思います。そうでしょう。仮に何かの記念日に
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どこかの地区が来てそういう伝承の踊りを披露するとか、研究的に、そして見せてもらう。だ

から、そこをちゃんと絞っていかないと、先ほども言ったように学芸員の部分にするのか、踊

りを伝承する人の人材活用をどうするかといっても、どういうふうに活用されるかわからない

のに、委員がうちのほうで具体的なことを言えないと思うのです。失礼だろうし。そして、ど

う使えという議論の場ではないから、ここは。だから、非常にこのテーマ自身が難しいのです。

だからこれに絞って議論するか、もうちょっとぼかして別な既存施設とか、あるいはあそこを

どういう形で活用してほしいという提言にするか、その辺を絞ったほうがいいと思うのです。

人材等でやったら、今私が言ったことと皆さんが言っていることが非常に深くなってしまって、

逆に後先がわからなくなってしまいます。そして失礼になってしまって。これは民族の関係だ

から、片一方では、それでなくても今でもそうでしょう。なんで踊りを見せるのというところ

もあるのだから。これは、そこの部分の人材活用はどうなのかと私は思います。難しい問題だ

と思うから、ここは避けたほうがいいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） この国立博物館になった場合に、白老のものだけかかるわけではない

から、各地の文化を全部持ち込まなければならないわけでしょう。ということは、踊りも持っ

てこなければならないのですね。白老の踊りだけ見せたからそれでいいわけではないですね。

そうなったときにやはりよそから来て毎回交代で踊りを見せてくれる場所、それで初めてここ

の博物館が生きてくるのではないかという気がするのです。ですから、そういう体制をつくっ

てもらうということが前提なのだろうと思うのです。だから、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どうか。これは展示物になるのかどうなのかわからないけ

れども、儀式にしてもそうですね。祈りもみんな違いますね。だから、そういう人が入れかわ

り立ちかわり、こういうふうにかわっていく。そういうものの扱いをどういうふうにするのか

という、そのこともやはり初めにわからないとその辺何とも言えないわけで。ただ、白老だけ

のものではないということだけははっきりしているのではないかという気がするのです。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 先ほど言ったように、文化省はそういうふうに言っているわけだから、

白老だけのものではないと。世界の建物ですから。だから、そういったことから考えると今後

構想ができ上がったときに必要な人材を排出できる体制をきちんと庁舎内で、人材をきちんと

掌握していつでも提出できるような形にしておくということだと思うのです。今から使えるの

は、あっちだのこっちだのではなくて、こういった人材がいるといったら何の分野、踊りの分

野といったらこれだけの人がこういう方がおりますと、それで白老町以外ではこういう方がお

りますと、庁舎内だけで私はいいと思うのです。そっちはそっちでまた言ってくるのだと思う

ので、ただ白老は白老の学芸員をと出してしまうと、先ほど言ったように北海道は一枚岩には

なれないということだと思うので、そういったことでは庁舎内の検討会議で、町で持つもので

すからしっかり人材の確保のときには白老の人たち、今いる博物館で苦労された方々を使って

ほしいのだと、そういう思いできちんとした情報なり、ものをきちんと持っておくということ
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が私は必要ではないかというふうに思います。それを今、そっちに向かっていくのではなくて、

庁舎内で持つべきだと。それはそういうふうに思うのです。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） それを言ってしまうとまた多分前田委員の理論のほうになってくると

思って。私は今人材育成について、では今回の報告からまずとおるのか、とおらないのかにも

かかわってくるのかと思うのですが、私はまた人材育成というのはやはりこれからの、まだ博

物館にはなっていない。今言ったように、まだそういうちゃんとした国からの指針も出ていな

いのに、今ここで議論できないのではないかという。だけど、国立ですから私は人材に関して

はやはり、例えば大学で研究している人も来てもいいと思うし、伝承は伝承で、だから町内で

アイヌの人たちがそういうことができるのはいいかもしれないですけど、でもそれ以外に多分

いろんなそういう、まだわからないですけど、いろんな研究機関が出てくると思うのです。そ

の中でやはり大学からのそういう勉強した人が来るだとか、いろんなそういう各方面で勉強し

ている人たちがここに入ってきて研究できればもっとよりよい博物館の機能というか、そうい

う研究ができていいのではないかと。だから、そうやって広げてしまうと、また話が違ってく

るかもしれないけれども、でもやはり多分、きょう午前中来られた方もずっとそういう人材と

いうか、学芸員は資格は５人いるけど、学芸員で実際やっているのは３人しかいない、本当は

もっとそういう学芸員というか、実際にそういう学芸員をそこに入れたいのだけどなかなか、

もちろん財政的な面もあるけど、できないというそういう現状を訴えていると思うので、これ

からやはり博物館に向けてもうちょっと幅の広い見方で、そういうふうに博物館になったら本

当にもうとにかく国の建物なのだからいろんなそういう専門的な知見を入れてもっとそういう

アイヌの勉強をしていったらどうかというような方向にいけたらいいのではないかと思って、

だからそこで人材の育成という部分を削るのではなくて、例えば今吉田委員が言われたような

意見も言ってもいいし、私はやはり人材育成という部分では今言ったように、それを入れても

っとよりよい研究をできるようにそういうふうに入れてはどうかということを言っていくぐら

いのところで押さえておいたら、前田委員はまた違うと思うのだけど、その程度でやって、今

人材育成だけとらえてしまうと本当に、ではあちこちでどうするかという話になるから、でも

これは大事な部分だと私は思っているので、ちょっと先ほど言ってみたのです。難しいと思う

のだけど、いろんなことが出てくると思うけど。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 私は何も否定しているわけではないです。だけど今吉田委員の言った

部分の育成とか活用、これはいけば、悪いのだけど、どこかできちんとデータ化されてしまう

のです。アイヌの研修者はどうだとか。その中から、その人をそうしたら優先的にアイヌの人、

資格ある人、研究した人を取るかと、それは取る側の問題なのだけど、だけど人材育成とか発

掘とかは非常に難しいのです。私はだから、アイヌの人方がそういう研究者に育てるのかどう

かという部分だと思うのです。その辺の人材との活用になるのか、育成になるのか。これは斎

藤委員は先生をやっていたからわかるだろうけど、過去にものの本を読んだり、新聞を読んだ
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りしても生活が苦しいから私たちは学校に進学できなかったとか、そうですね。高校へ行けな

い、大学へ行けなかった。だけども今はもうすごい奨学金制度ができて、誰でも行けるように

なっているのです。そうすると逆に私はここで、仮に私はです。議論するのはいいけれども、

こうだとかというのは失礼だと思います。やはりアイヌの人たちもそういう形で一生懸命勉強

して、そういう道を選んだことが優先だと思うのです。それその辺学問自由でしょう。それで

そういうアイヌ文化を研究したいというアイヌの人がいれば、幾らだって生活が苦しくても８

万円ぐらいの奨学金をもらって大学へ行ってできるわけです。だから、そういう道があるのに、

今やっているただ白老にいる踊りの人方、あるいはそこで働いているだけの議論になるのか。

もっと大きな議論になるのかということを整理していかないと煮詰まらないかと、先ほども言

っているのだけど。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今話を伺っていて思ったのですけど。白老町で何かアイヌのイベント

があるときに、他市町村の、日高とかこの胆振管内しかわからないのですけれども、アイヌの

方々が踊りとかやってくれますね。こういった方々はアイヌ協会の方なので、ほとんどがアイ

ヌの方なのです。白老町は観光化しています。今のところは見せる側です。だから一般の人が

かなり入っているのです。そういう大きな違いがあると思うのです。だから今前田委員がおっ

しゃるように、本当にアイヌの人たちが、この伝承をしっかり受けとめて自分たちがやってい

くのだという人をふやしたいという、すごくそういう思いもわかりますし、かといって、では

そうではない人を、大学などはそういうのを関係なしにやっていますから。だから、人がどう

のこうので議論してしまうとなかなか難しいというふうに思っていました。 

○委員長（小西秀延君） 委員長としてそこまで、アイヌの人たちの気持ちは私も十分にわか

ります。伝統文化を自分たちの民族が引き継いでいく。これは私も非常に重要なことだと理解

しています。ただ、そこまで言及してしまうと、アイヌ文化を広げていくという観点において

はちょっと逆行する一部もあるので、そこまでは所管事務調査で言及できないかと思っていま

すが、人材のやはり現在いる人たちを重要視した活用、そしてまたこれからの人材育成、それ

は人材育成の時間もかかりますし、この象徴空間と認定された時点からそれはもう取り組んで

いくべきであろうというようなことなどを盛り込んで人材育成、そしてまた皆さんからいろん

な意見をいただきました既存の施設、それの利活用をきちんと町は、構想をまとめるのではな

くて、どう活用していくかという視点を持って庁内組織でまとめていくべきであろうと、こう

いうようなまとめ方を一度皆さんに文章で見ていただいて、それをもう一度議論する必要があ

れば、ちょっとこれだけのものを抱えていますので、まとめる時間もちょっといただきたいの

ですけれども、その後皆さんに見ていただいて、また議論すべきか修正で終われるか皆さんと

一緒に決めたいと思いますが、そういう流れで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） ご意見がないようですので、今後そのように進めさせていただきた

いと思います。まとめた結果、次回また必要であれば開催日時を決めたいと思いますし、修正
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で済むのであればそれを修正して調査結果として報告させてもらいます。 

それともう１点、その他なのですが、行政視察です。その視察先、この前も委員会の中で話

題になっていましたデマンド交通等の所管、あれはこちらではないのですね。 

岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 今はまだ公共交通ということで企画のほうで持っているのです。

ただ、内容的には福祉バスを活用したということも考えられているので、今の状況からいけば、

うちが所管としても問題はないと思います。まだ方向性ははっきり見えていませんので。 

○委員長（小西秀延君） 正式に行き先等があれば。今の岡村事務局長の調べていただいた意

見では、公共交通もまだ企画で持っているということでございますので、何人かがデマンド交

通等もいいのではないかというお話も出ていましたので、それで視察先を当たってもらっても

いいですし、現段階でお持ちの方はここで発言していただければと思います。もし現段階です

ぐ出なければ私のほうにでも、こういうものがありますとご進言をいただければ。行政視察も

寒くなってくれば大変ですし、12 月会議を過ぎると今度は３月会議が始まることになりますの

で、なかなか難しくなってくると思いますので、ご希望がある方は早めにご進言をいただけれ

ばと思います。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今学校の空き校舎がありますね。この間全員協議会に提案されました

けれども、廃校の利活用のあり方、先進的に取り組んでいるところがないのかどうなのか、企

業と何か提携してやっているとか。もちろん社団法人にやっているとか。何かそういう利活用

のあり方ですごくうまくいっているところがないのかと思ったことと、きょう委員会協議会あ

りましたけれども、学校教育関係では検証が本当にうまくスムーズな形でいっているのかどう

か、そんなところも行ってみたいと。二日ぐらいあるから２カ所ぐらい。済みません欲張りで。 

もう一つは給食センターです。白老町として給食センターが一つの課題となっています。備

蓄も備えたということでは全国的に初めてなのかどうなのか。ほかのほうの何かこれから給食

センターをつくる範囲以内で何か併用した建物を考えているのかどうなのか、そういったこと

があるのかないのか。それだけ調べて、行く、行かないは別にして、あるかどうかだけちょっ

と調べていただければありがたいと思うのです。 

○委員長（小西秀延君） ３点ほど提案がございました。ちょっと事務局のほうでも少し当た

っていただいて、ほかに希望があれば私までご進言いただければと思います。 

何もなければ以上で終了したいと思いますが、よろしいですか。 

〔「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、以上をもちまして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 ５時００分）  


