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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 ８月 ８日（水曜日） 

開  会  午後 １時３０分 

閉  会  午後 ２時５５分 

                                         

○会議に付した事件 

 所管事務調査 

１．「民族共生の象徴となる空間」のあり方について 

                                         

○出席委員（６名） 

委 員 長 小 西 秀 延 君      委  員 吉 田 和 子 君 

委  員 斎 藤 征 信 君      委  員 山 田 和 子 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 副委員長 坂 下 利 明 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     企 画 振 興 部 長    大 黒 克 己 君 

     アイヌ施策推進室長    蝦 名 勝 徳 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    岡 村 幸 男 君 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（小西秀延君） ただいまより総務文教常任委員会の所管事務調査を開会いたします。 

（午後 １時３０分） 

                                         

○委員長（小西秀延君） 本総務文教常任委員会の所管事務調査が開会される経緯につきまし

ては、７月 31 日に国のほうから「民族共生の象徴となる空間」基本構想が発表されました。総

務文教常任委員会としては委員会所管事務調査のこれまでの経緯をまとめて皆さんに見ていた

だくという流れになっておりましたが、急遽そういうふうな国の動きがありましたので、本日

の所管事務調査を開会させていただくこととなりましたことを冒頭ご説明させていただきます。

それでは、「民族共生の象徴となる空間」基本構想の説明を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） それでは、委員会から求められました、国が決定いたしまし

た「民族共生の象徴となる空間」基本構想についてこれから説明をさせていただきます。今委

員長からもお話ございましたとおり、７月 31 日に基本構想が決定されまして、今後象徴空間の

一層の具体化に向けての取り組みが進められるものと認識しているところでございます。国か

ら言われているのは、この基本構想はコンクリートされたものではなく、随時改定していくと

いうお話を聞いております。町といたしましても本委員会からの意見を参考にさせていただき

ながら、庁内の検討委員会やアイヌ民族博物館とも連携を図って精力的に検討を進めて随時国

や北海道とも協議をし、調整を行っていきたいと考えております。 

それでは、説明に入らせていただきますが、最初に先般の委員会のほうでその国の各委員会

ちょっとわかりづらいのでというようなお話がございましたので、この辺につきましてまず基

本構想の前に資料が行っていると思いますが、室長のほうから説明をさせていただきます。 

○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、さきに話がありました国の検討組織につき

まして、委員名簿のほかに各省庁において所管をしている委員会等を含めた資料を用意させて

いただきましたので、それについて最初に説明させていただければというふうに思います。資

料の名称としましては「民族共生の象徴となる空間」にかかわる検討組織ということで、裏表

の資料になってございます。１枚目が検討組織の概要を示させていただいた後、後ろのほうに

それぞれの検討委員会の名簿を添付させていただいております。まず国においては、この象徴

空間を含みます新たなアイヌ政策全般にわたる調整役としまして、１にあります内閣官房アイ

ヌ総合政策室が組織され、内閣官房長官を座長としますアイヌ政策推進会議や専門的な検討を

行う政策推進作業部会の設置のほか、関係省庁との連絡調整を行っているところでございます。

この１のほか、象徴空間にかかわる主要官庁は２、３のそれぞれ国土交通省北海道局と文化庁

文化財部伝統文化課となり、それぞれの所管事務のベースに必要な検討を行っているところで

ございます。２の国土交通省北海道局にありましては、記載にあります「民族共生の象徴とな
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る空間」のイメージ構築に向けて、左の囲みですが、この検討会で象徴空間構想いわゆるイメ

ージ図を作成したところであります。また平成 24 年度にありましては、博物館周辺の公園土地

利用調査を行うこととされ、先般調査に着手しますという連絡を受けたところでございます。

次に３の文化庁でございますが、記載をしてございます博物館の整備・運営に関する調査検討

委員会ですが、これは本年３月に設置されまして、これまで３回の会合を開催したところであ

ります。６月 27 日には、当町で現地視察と意見交換が行われたところでございますが、この検

討委員会では博物館の基本構想を来年の夏をめどに策定をするとしているところでございます。 

以上、簡単ではございますが国の検討組織の状況について説明をさせていただきました。  

次に、７月 31 日に国において決定されました「民族共生の象徴となる空間」基本構想につき

まして説明をさせていただければと思います。説明につきましては、Ａ３の基本構想のポイン

トと書かれております資料をご覧いただければと思います。これに基づきまして説明をさせて

いただきたいと思います。前回７月 10 日に委員の方々に配付させていただきましたアイヌ政策

推進作業部会からの報告書については、７月６日に開催されたアイヌ政策推進会議で象徴空間

に係る検討の一層の具体化に向け、政府において象徴空間の基本構想を早期に取りまとめるべ

きとされましたことから、これまでの検討成果等を踏まえまして、象徴空間に係る整備取り組

み等の基本的方向性を示すこの基本構想が取りまとめられたところであります。 

それでは、ここにありますポイントをそれぞれに沿って説明させていただきますが、最初に

左上の基本構想の位置づけについてでございます。位置づけについては、象徴空間における整

備取り組み等の基本的方向性を示すもので、博物館や公園的土地利用等の検討の中で参照され

るべきものであるということになってございまして、今後さらなる具体的検討の進展等に応じ

まして、随時改定することとしております。一般的に基本構想が策定された後、基本計画等々

の策定というふうにつながってまいるのが通例というふうに聞いてございますが、この象徴空

間については、基本計画はつくらずこの構想をマスタープランとしていくとの説明を受けてい

るところでございます。次の囲みの象徴空間の意義でございますが、象徴空間の意義はアイヌ

文化復興等に関するナショナルセンターとして、アイヌ歴史・文化等に関する国民各層の幅広

い理解の促進の拠点とするとともに将来へ向けてアイヌ文化の継承、新たな文化の創造・発展

につなげるための拠点という複合的な意義を有する空間として整備されるものとなってござい

ます。象徴空間の位置につきましては言うまでもなく当町のポロト湖畔を中心とするというこ

とになってございます。 

では、象徴空間の機能についてはどうなっているかといいますと、下の少し幅広い囲みにな

りますが、総論としましてアイヌ歴史・文化を学び伝えるナショナルセンターとして、アイヌ

文化を多角的に伝承・共有できるよう博物館、伝統的家屋郡、工房などの施設を備え異なる民

族が互いに尊重し共生する社会のシンボルとなるような空間を形成するとしてございます。ま

た、象徴空間にはナショナルセンターにふさわしい総合的高度な取り組みを集約しつつも、子

供から大人までアイヌの世界観・自然観等を学ぶことができるよう工夫を図ることとしてござ

います。 
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次に、機能の各論に移ってまいりますが、１つ目として展示・調査研究機能です。先住民族

としてのアイヌ歴史文化等を総合的・一体的に紹介するとともに、実践的な調査研究を実施し、

各地の博物館とのネットワーク拠点として機能を果たしていこうとするものとなってございま

す。次に２つ目の文化伝承・人材育成機能でありますが、地勢や周辺の自然空間等を活用して

アイヌの人々がさまざまなアイヌ文化を実践・伝承できるようにするとともに、次世代の文化

伝承者の育成を実施していくこととしているところでございます。３つ目の体験交流機能につ

いてです。体験交流機能については、アイヌ古式舞踊伝統工芸を初めとするアイヌ文化の多様

な要素を一般の人々が学び体験するといった機能を提供するとともに、アイヌの人々から直接

お話を聞ける機会を設けるといった、顔の見える交流を経験できるようにするという取り組み

を充実・強化することにより、国民理解を促進しようとするものであります。４つ目の情報発

信機能でありますが、アイヌ文化に関する国内外の情報発信の拠点として、各地のアイヌ文化

振興に関する取り組み等を発信するほか、広域的な観光情報の提供という象徴空間来訪者への

利便向上を図りたいとしているものであります。５つ目の公園機能でありますが、自然と共生

してきましたアイヌ文化への理解を深めるとともに、豊かな自然を活用した憩いの場の提供等

の公園的な土地利用によりまして、多様な利用者が快適に過ごせる魅力ある空間を形成してい

くこととしております。６つ目の精神文化尊重機能でありますが、伝統的儀礼・儀式等を通じ

たアイヌ精神文化の理解・尊重を促進するとともに、アイヌ人骨に係る尊厳ある慰霊に配慮し

ていくことを通じアイヌの精神文化を尊重していきたいとしているところでございます。なお、

これまでいろいろと議論がありましたイオル再生事業につきましては左に丸として指定されて

ございまして、白老地域で実施されているイオル再生事業は、象徴空間の取り組みとして継承・

再編していきますよということで位置づけられてございます。 

右に移っていただきまして、象徴空間の範囲でございます。象徴空間の範囲については中核

区域と関連区域の２つで構成するとしておりまして、中核区域については博物館を核として公

園的土地利用がなされるべき一体の区域とされ、ポロト湖畔全域とともに隣接するポロト自然

休養林の一部を活用してさまざまな取り組みを展開するとしているところでございます。ただ

し、ポロト自然休養林につきましては現時点で範囲の確定には至っていない状況にございます。

関連区域につきましては、中核区域の周辺にあって豊かな自然に極力人為を加えずに文化伝承

活動、体験交流活動等の早期取り組みを実施する区域となっておりまして、それは主に現在の

白老地域イオル再生事業の実施箇所を中心となっておりますが、イオル再生事業は、ポロト森

林地区、森野地区、仙台陣屋地区、ヨコスト湿原地区、白老港地区、河川地区のほかポロト湖

に隣接しますポント沼や先ほど機能として出てまいりました返還のできない人骨の集約地区を

指しているものでございます。 

続いて、ポロト湖畔の土地利用計画増分につきましては、これまでもイメージ図のところで

説明をさせていただいておりますので詳細な部分については割愛させていただきますが、象徴

空間の玄関口、エントランスとなります中央の中央広場ゾーン、それから平たんな土地となっ

ている左手の博物館ゾーン、そしてアイヌ民族博物館の所在する右手の体験・交流ゾーン、こ
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の３つのゾーンでゾーニングがされているところでございます。 

最後になりますが、今後の取り組み検討課題等についてでございます。これまで説明させて

いただきました項目の中で特に留意していくべき事項がここに整理されているところでありま

す。１番上の項目として博物館に係る基本構想については、来年の夏をめどに一定の結論を得

ていきましょうということ、それから文化伝承・人材育成・体験交流活動等の具体的な取り組

み内容について有識者や若手を含むアイヌの人々の声を聞きつつ、同じく来年の夏頃をめどに

一定の結論を得たいとしているところでございます。次の３つ目４つ目につきましては、本文

の 15 ページをご覧いただければと思います。本文の 15 ページでございます。１番上、７、中

核区域の管理運営に関する方向性として、中核区域の管理運営手法については、内閣官房その

他の関係者で検討の上平成 25 年度中をめどに一定の結論を得るとされているところでござい

ます。ここで論点となるのは象徴空間の管理運営に係るアイヌの人々の参画のあり方や国及び

地方公共団体の関与及び費用負担のあり方とともに、アイヌ民族博物館のあり方、これらを論

点として検討が進められることとなっております。その中でも特に留意事項として先般の委員

会の中でも大きな進展等というふうにお伝えをさせていただきました、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するものとされて

おりまして、これが確実となっていきますように来年夏を見据えてこれからも引き続きアイヌ

民族博物館とともに国へのアプローチを進めてまいりたいと考えてございます。このほか注目

すべきところは下の項目にありますが、白老町ポロト湖及びその周辺はアイヌ民族博物館の有

料区域を除き自由に立ち入り可能な空間として現在も散策や多様なレジャーに利用されており

ます。こういったことから象徴空間の管理運営に当たっては、近隣住民を初めとするこれまで

の利用者、利用方法に対しても十分配慮をしていくということをこの中核区域の管理運営に関

する管理運営手法のあり方の中で考えられていくとされているところでございます。 

最後となりますが、右側のページに今後の検討に当たってということで掲げてございます。

今後の検討に当たりましては、象徴空間に係る検討・準備体制の整備も含め国と関係地方公共

団体これは北海道白老町を指すということになっていますが、その他関係団体との連携協力を

一層強化して、この象徴空間の一層の具体化に取り組んでいることとしているところでござい

ます。私どもとしましては白老町役場の中に庁内の検討委員会を組織してございますが、この

基本構想につきまして同様に説明をしておりますのでこの構想に基づき象徴空間が整備される

ことによりまして生じる課題、問題の洗い出しのほかこの構想の内容につきましても意見等が

あればということで求めているところでございます。先ほど部長からもありましたが、この委

員会からの意見等も含めまして国、道との協議に臨んでまいりたいと考えてございますので、

よろしくお願いをいたします。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（小西秀延君） ただいまご説明がありましたこの件に関しましての質疑を承ります。  

前田委員。  

○委員（前田博之君） いろいろありますが、先に伺いたいのですけど、今「民族共生の象徴
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となる空間」に係る検討組織の３つ省ありましたよね。これは内閣官房といえば政府なのです

ね。それと国交省、文科省とありますが、これはわかりました。今配付されましたこの「民族

共生の象徴となる空間」の基本構想、これは下にアイヌ政策関係省庁連絡会議となっているの

です。これはどういう組織になっていてこの三つの国の関係各省といいますか、政府も入って

いるのですよね。どこがそのイニシアチブを取っているのかを聞きたいのです。  

○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） 先般の中では各省庁に設置をされている外部の機関に

ついてのお話ということもありまして、そこのところで整理したものを既存のものとして使わ

せていただいたところでありました。このアイヌ政策関係省庁連絡会議という部分につきまし

ては、委員のほうからお話のあったところで聞きますと、まずイニシアチブについては内閣官

房のところが庶務を行うというところになっております。その構成というのはアイヌ政策にか

かわる関係省庁が一堂に会して今後の総合的かつ効果的な政策の推進を図るために設置されて

いるものでありまして、構成としましては法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、農林水

産省、経産省、国交省、環境省これらの組織的省庁で構成されているところであります。  

○委員長（小西秀延君） 前田委員。  

○委員（前田博之君） 具体的に今説明ありましたが、予算はそれぞれの省でつけるのですか。

縦割りで予算を獲得するのですか。 

○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） 予算の仕組みという部分についてはやはり縦割りにな

ってくるかと思われますが、内閣官房においてはそれぞれの調整役として全体をアイヌ政策関

連予算として取りまとめていくものと考えられます。公園については国土交通省が、博物館に

ついては文化庁がそれぞれされるものと思っておりますが、今回の基本構想の本文を見てまい

りますと、それぞれの機能に合わせて今後の検討のあり方という部分が記されているところで

ありますが、その中には展示･調査研究機能については文部科学省が設置をした委員会において

検討する。公園的な土地利用については国土交通省が検討するとなっていますが、それ以外の

機能については具体的にどこがということが記されていないという状況になっています。これ

らについての調整というのはこれから進められるものではないかというふうに考えているとこ

ろであります。  

○委員長（小西秀延君） 前田委員。  

○委員（前田博之君） 今説明があった部分でお聞きしていきますが、カラー刷りの基本構想

のポイントとありますよね。象徴空間の左側の１番下に青い丸がありますが、ここが非常に微

妙な言葉の使い方といいますかとらえ方を私はするのですが、「白老地域で実施されているイオ

ル再生事業は、象徴空間の取り組みとして・・」継承はいいですが、再編となりますと非常に

予算が新たではなく、今までのイオル分でとったものを今度は省庁にも使うということは、新

たに上乗せして博物館をつくるためのお金は将来あると思うのですが、当面は非常に微妙なも

のの言い回しになってきたのですよね。実際にどこまで承知しているのかわかりませんが、非
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常に危惧して私１回言ったかもしれませんが、非常にやはり段々仮面がはげてきたかなと思う

のですが、実際どうなのですか。  

○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） イオル再生事業分の部分については詳しくどういう形

で再編をするかということの説明は現段階では受けているところではございませんが、これま

で象徴空間の機能として活用していきますよというところでありましたので、今回協議をして

いく中での一つのポイントとなってくる部分になるかもしれません。ただ一べつして感じると

ころは、象徴空間全体がそれぞれのゾーンニングがされそこのところの整備がされていく中で

は、あそこに新たなイオルの再生事業による例えばチセ、箱物ですとかそういった部分はこれ

からつくられることはないのかなというふうには一見して考えられるところかとは思います。

ただ一方で、ポロト自然休養林や森野地区で植生をしている樹木等については、これは着実に

育てていかなければアイヌ文化に活用できないわけですから、これは引き続き維持管理をして

いかなければならないものだというふうに考えますし、同様にヨコスト湿原にありますハマボ

ウフウ等の海浜植物、それから陣屋跡に植生しておりますガマこれらについてもアイヌ文化の

伝承等に必要な素材を安定的に供給していきましょうという趣旨から植生をしているものであ

りますので、この趣旨というものは継承されなければならないものというふうに考えますので、

それらに要する経費については固定費的な要素があるのではないかなというふうに考えている

ところであります。  

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 先ほどのポイントの中で基本構想の位置づけの中で、今後の具体的な

検討の進展等において随時改定のところで基本構想、基本計画は今後ないだろうと、基本構想

がマスタープランという形で実施されていくということに先ほど説明がありました。これをず

っとお話を伺っていて、基本構想を決定したのはこの連絡会議ですから８省庁一緒になってい

るということですので、今後来年度にある程度またいろいろなものが出てきますよね。最後の

ほうに検討課題の中にありますが、基本構想、それから人材等を含めたものが 25 年、管理整備

のほう全部来年 25 年度これを実際に出してこられるのはこの連絡会議が中心になってくるの

か、それだけの省庁が絡むということは国として本当に大きなプロジェクトではないかと、で

すからそういった中で予算づけは縦割り行政になると、何か頭の中で混乱しているのですが、

予算づけは省庁ごとだと、そうであればポロトを実際に見たときにここは文科省、これはここ

というような管理運営もそういったことになってくるのかどうなのか。その連絡会議で一括し

て、一つのものとして白老をどういうふうにするかという、博物館構想をどうするかというこ

とになってくるのか。その辺のことが何か大きいだけに人材育成や人材確保と言われても省庁

がいっぱいこれがけ絡んできますと、今後の方向性というのは何かきちんと担当課としては見

えてくるのかどうなのか。そのような思いで今聞いたのですが、その辺どうなのでしょうか。  

○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） 最初に吉田委員のほうからお話のありました、それぞ
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れの機能の検討状況がどういう形でアウトプットされるかということの話だと思います。わか

りやすいのは、展示機能については文化庁で検討しておりますので文化庁のほうから構想が上

がっていきますと、公園についても国土交通省から上がっていきますということになると、そ

れぞれの機能についてはこの構想に裏づけされたものができ上がってくるので、そこはわかり

やすいでしょうと。それ以外の機能の部分については、今どこで誰がやるのかというのがなか

なか入り込んでいない部分がありますので、この部分についてはこの省庁連絡会議の中で全体

として検討していったベースをつくってそれで全体として決定するのか、これからの課題の整

理の中で主たる省庁がここだという特定をした上で検討してもらうかというようなこれからの

調整になってくるのだと思います。ただいずれにしても象徴空間全体の構想というものについ

ては一つ一つばらばらであってもそれがクラスター、房のようになって一つのものとなってい

なければなりませんから、この内閣官房の総合調整役がこの省庁連絡会議の中で全体のオーソ

ライズを得てつくり上げていくものではないかというふうに考えているところであります。  

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 内閣官房が庶務の役割をしているということですので、一つの大きな

構想として考えて、各部門、ゾーンのそれぞれの担当省庁がやって、それを積み上げてきたも

のを一つの計画としてどうなのかということは官房長官が見てそれが一つのものとして形にな

ったとき発表されてくるということにとらえていいのかなと思いながら聞いていました。  

それともう１点は、ちょっと離れてしまいますが、先ほど気になって聞いていたのですが、

イオル再生事業の植生事業なのですが、これも始めてから結構年数がたっていますけれども、

順調に白老の土地の中で今後のこの民族共生の象徴となる自然のアイヌの文化を伝承できるだ

けの植生事業というのは順調に進んでいるのかどうなのか。その辺どうなのでしょうか。  

○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） 最初にアウトプットの改定のタイミングなのですが、

このタイミングについては進展等にということになるので、確かに基本構想ですとかそういっ

た大きなくくりがあろうかと思いますが、そうなってきますと来年の夏という部分もあります

ので、その間で我々も含めて協議をしていく中でこの中に先に盛り込んでいかなければならな

いようなものがあったときには、そのタイミングでまたこの連絡会議が開催されて改定される

ものというふうに私どもは理解をしています。ですので、いつどのタイミングで改定するかと

いうことは定かではありませんが、我々としてはそのタイミングで遅きに失してはいけないと

いう部分もありますので、そういった部分は常に頭に置きながら取り組んでまいります。  

２点目のイオル事業の植生についてでございます。平成 18 年から取り組んでいるところであ

りますが、ポロト自然休養林につきましては一部活着の状態が悪い木々もありますが、比較的

順調に進んでおり、間伐等の必要なものも出てきている状況にあります。また森野地区につい

ては非常に樹木の成長状況がよくて、昨年度は森野地区で植生をしていた樹木の一部をポロト

地区のほうに植生をしてポロト地区で植生が可能かどうかということの調査を含めて移植作業

を行いました。また今年度については森野地区の場所が狭隘ということもあって、そこの間伐
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を同じ地区内でやってみましょうということでことしまだ推進機構との協議中でありますが、

移設作業を今後行いたいというふうに考えているところであります。それから、雑穀でヒエや

キビにつきましても収穫は順調に推移している状況で、今回雑穀等について行って、今白老地

域内で行われる伝統儀式等に活用していただくような働きかけを行っているところであります。

海浜ヨコスト湿原ハマボウフウの活着状況が非常によくないところであります。昨年調査をし

ましてどういう形で生育をさせていけばいいのかと指導を受けてことしから取り組んでおりま

すし、また陣屋跡のガマの栽培についてもガマ自体の白い部分がござ等に使われる部分がある

のですが、水位が安定しないがためにガマの白い部分が非常に短いと、従来の 90 センチですと

か 120 センチといったこういったござがつくれない状況にあるものですから、そこのところに

どうやって水を溜めたらいいかという調査も昨年しまして、ことし一部その改良を行ってガマ

の生育状況を観察しているところにあります。それで収穫量が象徴空間の取り組みの中で活用

できるかどうかということについては、これは推測でありますがどれだけの数量が必要だとい

うことに対してどれだけ供給できるかという数字がまだ確定できていませんので、イオル再生

事業で行われたものがその取り組みの中で生かされていくものというふうに今の状況からは推

測しているところであります。  

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 大体わかったのですが、先ほどポロト自然休養林の一部除外というよ

うな言い方をされましたね。あれは植生をしていない地域ということですか。どういう意味な

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） 説明部分が若干不適切で申しわけありません。ポロト

自然休養林については、どこまで象徴空間の中核区域として範囲を決めるかということがまだ

なされていないということです。極端な言い方をしますと例えば今ポロトのキャンプ場があり

ましてその上にイオル再生事業のポロト地区があるわけですが、そこはこの中で関連区域とし

て入っているのです。そうなってくるとそこまで中核区域として言わないのかもしれません。

あるいは今後の検討の中でそこまで含めるのかもしれません。でもその辺についてはまだどこ

までを中核区域として指し示すかということは決まっていませんということになっています。

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 関連区域というふうな言葉で使っていましたからあの辺一帯を全部含

めて指定されるのかなというふうに解釈したものですから。わかりました。先ほどの植生の関

係でいろいろな場所が出されました。確かにそこの中で生産される植生の生産物というのは大

事なもので、それを安定的にこうやっていかなければならないとすれば、そこのところ国の責

任というのもありますね。それは今までの推進機構を通じて下りていたお金がそのままそこへ

投入されていくというふうに考えていいのか、それとも今度新たに必要になってくればある一

定の必要量を国がさらにそこのところは補償するということになるのか。そのあたりはどのよ

うに考えればいいのですか。  
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○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） 現在イオル再生事業については推進機構からの委託費

を受けて白老町で実施しているという状況にあります。象徴空間の機能の一つとなったときに

一般的には象徴空間全体に係る経費の中で事業が実施されるものではないかというふうに解釈

されますが、それに当たってはまず今イオル再生事業の実施主体であるアイヌ文化振興推進機

構のあり方という部分もかかわってくる話になりますので、今こうですというところまで私が

説明できるだけの材料はないという状況にあると思います。  

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） そこで必要に応じて補強していくかどうかということはこれからの問

題だということになりますよね。  

もう１つ聞いておきたいのは土地利用の関係なのですが、土地利用でこの３つのゾーンがあ

って博物館を建てる地域あるいは伝統的な家屋ですとか何とかという集約する地域、それはそ

ういう土地というのもあるわけですし、今植生にも絡めてそういうものを確保していく、そう

いうことに国の運営として国がそういう土地を買い上げるという方向というのは出ているのか

どうなのか。全くそのことは触れられていない、これからの来年度に向けての構想を待たなく

してやってはだめなのか、そのあたりはどういうふうになるのですか。  

○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） 土地の問題については非常にナーバスにならなければ

ならない問題かと思われます。基本構想の中にはその土地の取得等については触れられていな

いところでありますし、また、今こういう席の中でお話できる範疇のものではないというふう

に考えます。  

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） わかるような気もするのですが、国が博物館等きちんと移してその場

所を設定するわけですし、ゾーンをそれぞれの形でお金もかからないでできる部分もあるかも

しれませんが、相当数お金をかけてやらないとならないその場所というのは、もう今から確保

したというふうな公表があっても変ではないと思うのです。何でそこが出てこないのか、だと

すればやはり地元でどれだけのことをしないとならないかという余計な心配をしないとならな

くなった後で、地元に任せましたと、あとは自分でやりなさいと、家だけ建てましたからあと

はやりなさいでは・・・。読みますと、売店をつくるだとか、何とか小屋ですとか幾つかの今

まで許されていなかったような小屋が全部建つように仕組まれているわけですよね。そういう

のも自分たちでやりなさいというのか、国がそこまで全部面倒を見ますよと言ってくれるのか、

それによって町の考え方も一定しないだろうなという気がするのです。ですからその辺は本当

に来年待ちで、来年ならわかるのですか。  

○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） 今お話をいただいた部分については、私どもも気持ち

は一緒です。いろいろなこういった部分で土台と基礎となる部分の整理というのはやはり必要
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なことでありまして、そこのところがどういう形になるのかということについてはこれまでも

いろいろな場面で協議をしているところであります。そういった中で方向性ということについ

ていまだお話できる段階にまで至っていない、それがいつまでということになるところについ

てもまたぼやかしてあやふやなというふうなお話も出てくるかもしれませんが、そこについて

は私どもも慎重にかつできるだけの取り組みをしなくてはいけないというふうに考えています。 

○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） 実は今回の基本構想、31 日に決定ですが、その前に担当の方

がみえて若干の説明がありました。その中で、これは事務レベルでの話なので内容的にはお話

しできない部分もあるのですけど、やはり今回進めるに当たっては今斎藤委員がおっしゃった

ところが一番重要だというふうに我々も認識していますということで、逆に内閣官房の担当の

ほうには正式に早くその辺の国の考え方を示していただきたいと、それができないとこちらと

してもやはり何も動けないですという話は逆に投げかけといいますか要望としてそのときも申

し入れしておりますので、その辺については来年を待つということではなくて、国としてもそ

の辺の地元との調整がとれなければこのプロジェクトもなかなか進まないという状況もあると

思いますので、これはあくまでも想定ですけど、この辺については早く国のほうから方向性と

いうのは示されてくるのではないかなというふうに我々としては認識してございます。  

○委員長（小西秀延君） 前田委員。  

○委員（前田博之君） 今斎藤委員の質問がありましたが、具体的に伺いますが 15 ページにあ

りますけど、その中核区域の管理に関する方向性の７、（１）の下から２段目に地方公共団体の

関与及び費用の負担とはっきり出てきたのです。この地方公共団体というのは白老町も入るの

か北海道を言っているのかその辺をまずお聞きしたいことと、費用負担という具体的に伺いま

すが、このゾーンの中には振興公社が今３億 5,000 万円の土地を持っているのです。それでこ

れは時の町長は、それこそ 12 億円で売れるような話をして議会に期待感を持たせた言い方でし

たが、今免除していますが公園収入がありますよね。今大黒企画振興部長のほうの話もあって

その辺わかりますが、委員の立場とすればこの財政厳しい中でその辺をはっきりしないと今一

生懸命象徴空間をやりなさいと言っていて、財政負担が出てきたときに本当に厳しいと思うの

です。その辺担当は理事者と十分に今そのことを議論されているのかどうか。それによって非

常にここで言っているはっきり出てきた公共団体の関与及び費用負担と出てきてしまっている

のですからその辺をもう整理していかないと町当局も基本構想が出るまでは白老町は何も持ち

ませんと、そして何かあったら問題点を提起するために課題だけはつくっておきますと言いま

したが、もうそれでは済まないと思うのです。それが１点。  

それと、具体的な主な施設を見てきましたらもう出てきましたよね。そうするとこれは温泉

の活用ですとか入っていないのです。議会でも言っていますが象徴空間の基本構想は国である

し、アイヌの声を聞きなさいとあるのは北海道のアイヌですからどうあってもやるべきですと

みんなして言っているのですが、白老町として、具体的に言うとイオル民族象徴空間の基本構

想ができましたとこれはいいのです。皆さんも国から出てくるのを待っているからいいのです
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と言っていたら出てきました。そうしましたら今度これを踏まえて今温泉も言いましたが、白

老町として基本構想を基にして地域振興をどうやって行うのかと、地域の活性化にどうやって

つなげるかというものがなければ町民の説得力もないと、まずそれが１つ。  

もう１点は、私たちが歩いても「民族共生の象徴となる空間」を町民に全然支持されていな

いのです。正直な話よそごとなのです。アイヌの人たちでしょうと言う人しかいないのです。

それをいかに町民が民族象徴空間は白老町としてできて盛り上がって、地域振興とあわせて一

つの地域の活性化につながるのですという部分が、どうやって町が道筋を立てるのか。ここを

はっきりと聞かせてほしいのです。何か箇条書きみたいなものがあるのであれば提出してほし

いのですが、ただ何か今までは基本構想は国が示せばそれでいいと言っていたのです。白老町

は出すことないと言っていたのです。それに対してどうするかというその３点を伺います。  

○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） １点目の国及び地方公共団体の関与及び費用負担のあ

り方となっている地方公共団体の定義は何かということについては、これはまさしくこれが出

てきたときにこれから調整すべき話になりますね。右手をご覧いただければと思いますが、関

係地方公共団体は、北海道及び白老町というふうにして記載がされている。それではこの地方

公共団体は何ですかというようなことでは、当然白老町も想定されるかもしれませんが、ここ

の部分についてどう考えるのかということの協議というのがこれからまさに始まってくると。

こういったたたき台があって初めてこの中で議論をしていくものというふうに認識しています

ので、我々庁内検討委員会の中に財政のサイドも入っていてこういった部分についてはもちろ

ん着目している部分ですし、我々としてもこれまで費用負担という部分については慎重に取り

扱っていたもので以前いろいろな議会からの議論の中で要望活動等というお話もありましたが、

そういった部分も慎重に扱っていたところについてはこういったところも絡んでくるものだと

いうふうに理解をいただく内容ではないかというふうに考えておりますし、また理事者等々に

ついても定期的という決まった日時ではありませんが、やはりこういった基本構想なりあるい

は博物館等の調査検討委員会がある都度理事者とはその委員会の中で発言する内容等の調整以

外においても象徴空間全体の情報交換、意見交換をさせていただいているところであります。  

○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） ２点目の今回の基本構想を踏まえて地域の活性化等をどうい

うふうに考えているのかということですけど、今回の基本構想の内容につきましてはこれまで

作業部会でいろいろ意見が出たものを基本的に取りまとめたと我々は認識しておりまして、特

に新しいものは今回ここに記載されたというふうなとらえ方はしておりません。それでこの流

れに沿って我々としましても今６月に庁内検討会を立ち上げておりますので、もっと詳細に内

部で協議して今回の基本構想が実現する中において町としてどういったメリットなりを出して

いくのかですとかそういったものについては、もちろん商業、観光の産業経済課が入っており

ますしそういう中での検討項目の１つとしても上げているところでありますので、これについ

ては逐次検討して早期に意見を出していきたいというふうに考えております。逆に内閣官房の
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担当のほうも基本構想に対していろいろ町としても意見があればそれをすぐそのとおりになる

かどうかは別にしましても、逐一見直していくという中におきましては先ほど温泉の話も出ま

したけれどもそういったものについても町から提案、もちろん委員会の中でもこういった意見

をいただければ随時国のほうには要望なり提案なりしていきたいと考えております。  

それと、３番目の町民の周知といいますかその認識度という部分でございますが、ご承知の

とおりまず５月の広報にこのイメージ図を一緒に折り込みで配布させていただいていますけど、

なかなかそれだけでは十分な周知というふうにはならないかというふうに思っております。そ

ういった中におきましてまず今考えているのは、これに対して基となるやはり町内のアイヌの

方々がどのような考えを持ってどういった期待なりそういったものがあるのかということをや

はり行政としても把握する必要があるかなということで一応勉強会を開催しようというふうに

まずは考えております。その中で今後アイヌの方々に限らず町民にどう広げていくかという部

分について今後検討していく中でもう少し違った広報のやり方というのですか、そういったも

のも検討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） 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） この基本構想については９月発行の広報げんきのほう

にその概要をお知らせする予定で今準備を進めております。  

○委員長（小西秀延君） 前田委員。  

○委員（前田博之君） わかりました。一生懸命周知して期待感を持つのはいいのですが、現

実にはそのために町がこれだけの負担をしないといけませんよといったときにどういう反応に

なるかわかりませんが、やはり先ほどの話で事前に事務レベルで話をしているというのはわか

りますが、その辺もやはり早急に整理して、情報を出せるものは出してある程度できますとか、

財政負担になればできませんなど、そういう姿勢はやはり整理していく必要があるのかなと思

います。私はこれから進むとは思っていませんけれども、ただそういう時間がたってくるとな

お厳しくなってくると思うのですがその辺はいかがですか。  

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。  

○企画振興部長（大黒克己君） まさに前田委員がおっしゃるとおりです。私どものほうも、

その辺が一番悩ましいところでございまして、具体的にまだ正式には何も国からは示されてい

ないのでこの場でどうのこうのということではございませんが、今回の基本構想の中でこうい

ったものが文言として出てきたという部分については、これは町としてもやはり重く受けとめ

なければならないなというふうに感じておりますし、現在の財政状況の中では幾らこれを早期

に実現するがために町がどこまで支援をしなければならないのかというその辺の絡みもござい

ますし、その辺については逆に何が何でも早期につくるのですということではなく、十分町の

財政状況を踏まえた上でどこまで町がかかわれるのかという部分を国に理解していただかなけ

れば、これは本当に進まないかなというふうに思っていますので、その辺は情報が入り次第こ

れについては逐一町だけの問題ではなく、やはり議会のほうにもお示ししてご意見をいただき

たいというふうに感じております。  
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○委員長（小西秀延君） ここで暫時休憩といたします。  

休憩 午後 ２時２６分  

                                         

再開 午後 ２時３５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。  

引き続き質疑のある方は挙手の上どうぞ。  

斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） あと１つだけお聞きしておきたかったのです。ずっとこう見てきて、

アイヌ民族のナショナルセンターとして構築していく場合、我々ずっと言ってきました。白老

だけのものではないよと、よその意見というのがどういうふうに反映されるかというそのこと

がすごく大きなこれからの問題だろうと、文化一つ取ってもみんな違うわけでしょう。それぞ

れの場所によってそういう精神文化でもそれぞれ違うものがある、そういうものを１カ所にこ

うやって集めていくときにそういうものを基にしてつくっていく博物館なりこういう象徴空間

というもの、そういう人たちの意見というのがどこに描かれているのかなと。基本構想の中に

どこかで言及しているところございますか。  

○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） 基本的には、象徴空間のこれまでの検討委員会の中に

先ほど提出させていただいた各種検討委員会にアイヌの方々が委員として参画をしてそこで意

見が述べられていたものが作業部会なりの報告書として取りまとめられているというふうな認

識でいますので、今回のこの基本構想についてはそういった方々が参画をしている作業部会な

りの意見を集約したものを踏まえて構想をつくりましたということになっていますので、基本

的にはどこにというふうになると一応総括的に網羅されているというふうに理解をしていいの

ではないかというふうに考えます。今後これからの有識者ですとか若いアイヌの方々等との参

画を得て文化伝承人材育成体験交流活動等の具体的な取り組み内容について検討していきます

ということでされていますので、今後また若い方々の意見等というものもこの中に反映されて

いくものと考えます。  

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 先ほど斎藤議員のおっしゃったこと、基本構想ができてこれから国が

いろいろ検討するのは留意事項としてあるところが検討されるということで、これはきょうい

ただいた資料なのでちょっと読んでみましたら、７ページの一番下、現在白老地域で実施され

ているアイヌの伝統的生活空間イオルの再生事業については、象徴空間の取り組みとして継承

及び再編を行う。また、白老以外の地域で行われるイオル再生事業については、象徴空間の取

り組みとの役割分担等を勘案して、有機的な連携の確保を図るため、これまでの実績を踏まえ

つつ、中期的な観点から検討を行う。というふうにあるのです。ですから私先ほど植生の質問

をしましたけれども、ガマがすごく取れる地域があるというふうに聞いていました。そういっ

たことを含めると、全道的に白老町にできますけれども、国立のアイヌ博物館をしっかり維持
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管理そして伝承していくためのいろいろなもの、先ほど言いました植生の利用も全部これが一

つの全道との連携の役割を果たしていくようなことをやるような形になってくるのかなと思っ

て見ていました。  

それと、もう１つすごく気になったこと、先ほどもちょっと言ったのですが、15 ページ、確

認の意味でちょっとお話をしたいと思います。中核区域の管理運営に関する方向性、今まで私

たちも九州ですとか東京ですとかという国立博物館等に行きましたけれども、九州も吉野ヶ里

も国及び地方公共団体の関与及び費用負担のあり方のところでは、それぞれやる分野を希望し

たものは希望したところが負担をしてやっているというような、ほとんど分割してやっている、

県と国と分割してやっているようなお話がありました。私たちは、現在白老のアイヌ博物館は

大変厳しいという、今後観光事業としてはなかなか厳しいだろうといったときに、この国立化

の話、これももちろん白老が求めていたことなのですが、その中でその人材の活用ということ

で今いる人たち、学芸員も含めて今までいろいろな知識を蓄えてそして勉強して研究をして実

施をしてきた人たちを人材としてしっかりと雇用の場につながるようにということはずっと要

求してきたことなのです。これを進める中でその人材をというふうに九州の吉野ヶ里もそうで

した。費用を全部分担していました。ですから、その辺で白老町の力加減そういったものをし

っかり認識されている。財源のことも認識されていると思いますので、本当に微妙なことだな

と思って聞いていたのです。要求すればするほど負担がふえていくというようなことになって

いくと、先ほど白老町の町民がどこまで関心を持っているかという話がありましたけれども、

私は関心を持っていると思っています。それが白老町にとって本当に活性化につながってもら

いたいというそういう町民の希望がありますので、こういった負担の部分が出てきてそのこと

で町が苦しくなるような状況だけは避けなければいけないというふうに。ですから、すごく要

求をしたいのですけれども、負担はできる限度があるだろうと。その中でどういうふうな要求

をしていくのかということが行政側にもすごく負担なのかなと私はちょっと思いながら読んで

いたのですけれども。微妙な言い回しなので本当に最大限管理運営に知見と人材を最大限活用

すると、活用というのは雇用するということではないなというふうに思って見ていたのですけ

ど、そういう意味では行政側の今後の方向性をしっかりと基本構想がはっきり具体的にこうい

うふうに示された中では、町側もしっかり腹をくくってといいますか、どこまでできるのかど

こまでやったらいいのかということは具体的に持つべきかなというふうに思って見ていました。 

○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） まず１点目のイオル再生事業の関係の、他の地域との

連携の部分についてであります。白老地域、平成 18 年から。平成 20 年から平取地域が、そし

て今年度から札幌地域がイオル再生事業を開始しているところであります。その他の地域いわ

ゆる平取、札幌との連携という部分、これが例えば自然素材等の総合供給が可能になるとかと

いうようなことができ上がってくれるというのが恐らく理想形なのではないかなというふうに

思われますが、ほかの地域の取り組みという部分と象徴空間のすみ分けという部分については

これまでも議論の一つとされていましたので、今回こういった中期的な観点から検討を行うと
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いうことをされておりますので、この辺についても今いただいた意見を踏まえて確認してまい

りたいというふうに考えます。 

それから、費用負担の部分についてでありますが、やはりこの席でお話をいただいた、白老

町の財政状況を踏まえた国との折衝のあり方については十分注意をして行っていきなさいとい

うことについては、委員会からの意見として重く受けとめてやっていかなければならないとい

うふうに思っておりますので、この辺についても今後何らかのこういった費用負担のあり方と

いう部分が記述書で出てまいりましたので、これが先ほどの地方公共団体の定義ですとか費用

負担の高いですとか、そういった部分をしっかり踏まえて相談をさせていただきながら進める

べきものと考えます。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 本当であればこれができることで白老町がもし負担してもそれに見合

う収入が伴ってくるというのであれば、国から補償されるというのであればいいと思うのです。

ある程度もし２億円負担しなければならなくなったときに３億円のお金が入ってきますよとい

う保証があるのであればいいのですけれども、負担の部分は見えているのですが収入の部分が

どういうふうなことで保障されるのかというのが入り込み数にまたなってしまうとかなり苦し

いものになってくるのかなというふうに思っていたものですから、そういった面も含めて今後

しっかり検討し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） 否定的な話ではなく、アイヌ文化を守るためにこういうものがぜひ必

要だということを念頭に思っていますので、言っていることが何か否定的なことばかりになっ

てしまいますので、それは総務文教常任委員会として心配ごとで言っているのです。きょう配

付されたばかりでさっとしか目を通していないのですが、14 ページ、基本構想ができるという

前向きに話を進めていますよね。それで問題がいろいろあります。今大黒企画振興部長のほう

から答弁を受けましたからそれはそれでいいのですけど、14 ページの一番下のここなのです。

現行のアイヌ民族博物館は、中核区域の供用開始までの間、整備に支障のない範囲内で、可能

な限り従前どおり継続できるよう配慮する。これがどういうふうに解釈していいのか。という

ことは、今白老町としても経営危機で存続が危ぶまれているわけですよね。町が補助金を出し

ていますが来年以降わからないです。従前どおり継続できると、それまであなた方継続しなさ

いと言いますが、財団の内容を見たら国立博物館を仮に開設時期までもっているのかどうかと

いうことです。そうしますと人材活用とか何かと言っていますが、アイヌの人方の雇用ができ

なくて首を切られてどうなってしまうのかと思うのです。それでその間国はどういう形で人材

活用ですとか知見を活用するために存続させていくという気持ちを持っているのか。これから

いけばまるっきり突き放しているのですよね。その辺現実のアイヌ民族博物館の現状を認識し

た中で、この基本構想の中の博物館と国立化移行になるみたいではないようですから、あくま

でも国は国でつくるみたいです。どうなっていくのでしょう。この辺国もどういう認識をして

いるのか。そして当然アイヌ博物館の２人と町長、そしてまた博物館の調査検討委員会が入っ
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ていますけど、その中の意見、また一歩離れて町長として、白老の首長としてどういう考えを

持ってこれまでお話を整理して伝えているのか。その辺２点。国の方向と町の方向と今後その

辺はどうなのか。一生懸命に基本構想ができたとして前向きにやっていますが、今の博物館が

どうなるのかということを現実直視しなければ大変な話なのですよね。  

○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） 基本的にはこの象徴空間の取り組みと財団法人アイヌ

民族博物館の経営状況というのは別に議論すべき内容だとは考えます。一方で前田委員が言わ

れるようにこの象徴空間の中核的な役割を果たしていく上でアイヌ民族博物館の職員はなくて

はならない人材ということについては、議員の皆様と私どもは共通した認識ではなかろうかと

いうふうに考えます。現在基本構想については管理運営手法の中にアイヌ民族博物館人材の知

見を有効活用しますというところまでしか書けていない状況の中で、ここの今ご指摘のあった

ところについて、アイヌ民族博物館を支援していきますということについて触れられる状況に

はないのではないかなというふうには考えられることと思います。ただ我々としましては、こ

のアイヌ民族博物館が管理運営の中核となる組織として体力をつけていくために、ほかの補助

制度なりという部分を今研究してその中で申し入れをしようということも考えていますので、

このアイヌ民族博物館が供用開始化されるときにはそのオープンをしっかりと担える人材養成

する団体として活動できるように皆様のお力も借りながらしっかりと支えていくべきではない

かというふうに考えています。  

○委員長（小西秀延君） 前田委員。  

○委員（前田博之君） これまでの経緯の中でここにいる委員の人もそれは十分理解している

と思います。私は公としてその言葉をほしかったのです。今までは町民の方も国立化になるこ

とによって今のアイヌ民族博物館も移行するとか、何か存続してこうなのだろうなとそう思っ

ているわけです。存続の可能性ですとか国が手助けするのかどうかなと、そういうふうに思っ

ていますから。今町の担当から言われたように基本構想と今の財団、アイヌ博物館とは関係な

いということをきちんと今答弁もらいましたので、私はそういう形で町民の方に説明できるな

とこう思っていますので、それが明確にされればいいです。  

○委員長（小西秀延君） ほかにございますか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（小西秀延君） 先ほどから皆さんが重要としています 15 ページ、７の（２）、留意

事項の中でアイヌ民族博物館の人材の知見を象徴空間の管理運営に最大限活用するとここに明

言されたというのが国の認識として明言したということになると思うのですが、これを出して

いるのは先ほど言われていた各省庁を横断する８省庁の中の連絡会議ということで認識される

のですが、ここに書かれていることがどこかの省庁の担当になるということまではまだ決まっ

ていないということでよろしいのか。先ほど博物館に関することは文化庁でしたかそちらのほ

うが担当になるということでしたが、この人材に関してもそれと一緒に付随されているという

認識でいいのか。その辺がわからなかったものですから質問させていただきたいと思うのです。 
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○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。  

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 博物館については、博物館の委員会の中に博物館に関

する整備運営に関する調査検討委員会ということで明記されておりますので、博物館の運営と

いう部分について運営にはどういった人材なりどういった方々を活用するかというものについ

ては触れられていくものと考えます。ただし、その象徴空間全体をどういう形で管理運営して

いくか。例えば公園、博物館というふうに分けられるのか、公園全体ということで管理をされ

るのかというふうなことについては今検討されている段階になってくるかと思いますので、こ

の件については委員長からご質問のあった７の（２）についてどこが検討していくかというこ

とについては把握できておりませんので、今後打ち合わせをする中でどういった形でこれが具

体化していくのかということについて国等に確認をしてまいります。  

○委員長（小西秀延君） 象徴空間の早期推進と含めてこれも重要なことですので、町サイド

からの要望を今後も頑張っていただきたいと思います。  

ほかになければ本調査を終了したいと思いますがよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

     ◎閉会の宣告 

○委員長（小西秀延君） それでは、総務文教常任委員会所管事務調査を終了いたします。 

（午後 ２時５５分）  


