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資料１-２

第１回新たなアイヌの人たちの総合的な推進方策検討会議会議録

日 時：令和２年１月27日（月）15:00～17:00

場 所：北海道立総合学習センター（かでる2.7）710会議室

○丹羽課長 ただいまから第 1回、新たなアイヌの人たちの総合的な推進方策検討会議を開催いたしま

す。

私、進行を務めます、北海道環境生活部アイヌ政策推進局、アイヌ政策課長の丹羽と申します。

よろしくお願いいたします。

開会に当たりまして、北海道環境生活部アイヌ政策監の長橋から一言ごあいさつを申し上げます。

○長橋アイヌ政策監 皆さんイランカラプテ。

改めまして、環境生活部アイヌ政策監の長橋でございます。

この度の検討会議開催に当たりまして一言ご挨拶を申し上げたいと思います。

皆様におかれましてはご多忙のところ、本検討会議の委員をお引き受けをいただきまして、また、

本日の出席を賜りまして、まずもって厚くお礼を申し上げたいと思います。

本当にありがとうございます。

さて、アイヌ政策に関しましては、ご承知のとおり、昨年 5月、国におきまして、アイヌが先住

民族であることを明記をいたしましたアイヌ施策推進法が施行されまして、これまでのアイヌ文化

振興や生活向上施策に加えまして、地域振興や観光振興などを含めまして、総合的な施策を進める

ということになってございます。

道におきましてもこれまで、アイヌの人たちの社会的、経済的地位の向上を図るために、昭和

49年度以降、四次にわたる北海道ウタリ福祉対策、そして、平成 14年度からは、三次にわたって

生活向上推進方策を策定をいたしまして、国、市町村、そして関係団体のご協力をいただきながら

ですね、教育の充実、あるいは、産業の振興、生活の安定など、各般にわたる施策を推進してきた
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ところでございます。

現在進めております、第三次の推進方策につきましては、来年度、令和 2年度が最終年次という

ことになってございまして、新たな推進方策を検討する必要があるということ、あるいは新たな地

域振興、観光振興などにつきましても、取り組む必要がありますことから、新たな総合的なアイヌ

施策のあり方について、ご意見をいただくために、今般、この会議を開催をさせていただいたとこ

ろでございます。

こうした中でご承知のとおりウポポイ民族共生象徴空間開設まで、いよいよ 88日ということに

なりました。

ウポポイではアイヌの歴史や文化を様々な体験プログラムを通じまして、体感できるものという

ふうになってございまして、政府が目標としております、年間来場者数、100万人が達成されるよ

うに、道としましても、国、市町村をはじめ、関係の皆様と一体となって、これまで、機運醸成あ

るいは誘客促進に取り組んできたところでございます。

ウポポイに多くの方々にお越しをいただくことによりまして、アイヌの歴史や文化に対する正し

い理解が一層進んで、アイヌの人々の誇りが尊重される社会の実現が図られるとともに、全道各地

の振興、あるいは経済の活性化にもつなげていかなければならないと、このように思っているとこ

ろでございます。

アイヌの人たちの現状のニーズはもとよりですけれども、新しい法律や、ウポポイの開設など、

新しい動き、昨今の社会情勢の変化、そういったこともですね十分に踏まえながら、推進方策を検

討してまいりたいと、こう考えておりますので、委員の皆様の思いをですね、それぞれのお立場か

ら、忌憚のないご意見をお聞かせいただきたいというふうな思いを申し上げまして、会議開催にあ

たりましての挨拶とさせていただきます。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。

○丹羽課長 本日は初回の会議でございますので、事務局から委員の皆様のご紹介をさせていただき
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ます。

阿寒アイヌ工芸協同組合専務理事の秋辺日出男委員です。

白糠漁業協同組合専務理事の芦田廣康委員です。

公益社団法人北海道アイヌ協会副理事長の阿部一司委員です。

公益財団法人アイヌ民族文化財団事務局次長の阿部範幸委員です。

苫小牧市立明野小学校校長の石川一美委員です。

公益社団法人北海道アイヌ協会理事の小川哲也委員です。

標津漁業協同組合代表監事の小川悠治委員です。

二風谷民芸組合代表理事の貝澤守委員です。

平取町長の川上満委員です。

公益社団法人北海道観光振興機構常務理事兼事務局長の佐藤誠之委員です。

伊達市アイヌ生活相談員の戸ノ崎郁美委員です。

札幌大学地域共創学群教授の本田優子委員です。

北海学園大学大学院法務研究科長の松久三四彦委員です。

本日の議事でございますが、次第にありますように、会議の設置趣旨等について、国の取組につ

いて、道の取組について、市町村の取組について、今後の進め方について、それぞれご説明をさせ

ていただき、ご意見、ご質問等を頂戴したいと思います。

なお、会議所要時間といたしましては、2時間程度を見込んでおりますので、ご協力をお願いい

たします。

それでは議事に先立ちまして、座長の選任についてご報告いたします。

座長は当会議の開催要領第 4の２に基づき、アイヌ政策監が指名することとなっており、事前に

松久委員を指名しております。

今後の進行につきましては、座長に進めていただきますので、松久座長、どうぞよろしくお願い
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いたします。

○松久座長 ただいま座長にご指名いただきました、松久でございます。

座長就任にあたり一言ご挨拶申し上げさせていただきます。

アイヌ施策に関する最近の状況を見ますと、アイヌ施策推進法が施行されまして、市町村のアイ

ヌ施策に対する新たな交付金制度が定められたところでございます。

また、白老町で、国が整備しておりますウポポイの 4月オープンに向けまして、行政や民間にお

ける様々な取組について、連日の報道を目にするところでございます。

本日を第１回といたします「新たなアイヌの人たちの総合的な推進方策検討会議」におきまして

は今後のアイヌ施策のあり方に関しまして、委員の皆様方のお知恵を拝借しながら、アイヌの皆さ

んの生活、経済環境の一層の向上、アイヌ文化の振興及び理解の促進を図るため、実りあるご意見

等いただけるよう、努めて参りたいと考えておりますので、ご協力のほど、どうぞよろしくお願い

申し上げます。

それではこれより着座して議事に入らせていただきます。

まず、議題（１）検討会議の設置趣旨等について事務局から説明をお願いいたします。

○森田主幹 アイヌ政策課主幹をしております森田と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。

議事に沿って、資料の順に、私の方から説明をさせていただきます。

まず資料 1の新たな推進方策の検討会議の設置ということでございますけれども、目的につきま

しては 5年前、平成 26年度検討会議でのご議論を踏まえ、平成 27年度に作成いたしました、第 3

次アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策、こちらが平成 32年度、令和 2年度でございます

けどもこちらまでの５年間となっております。

昨年 5月アイヌ施策推進法が施行されたことを踏まえまして、現行の推進方策に代わる総合的な

方策について、アイヌ関係者や有識者で構成する検討会議を設置をしまして、検討を行うこととし
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ております。

2番の経緯についてでございますけれども、道では昭和 49年度以降の 4次にわたるウタリ福祉

対策それから 3次にわたる生活向上に関する推進方策、これを作成いたしまして、生活の安定や教

育の充実などについて取り組んできたところでございます。

また平成 9年のアイヌ文化振興法の施行に伴いまして、アイヌ文化の振興等を図るための施策に

関する基本計画を策定いたしまして、アイヌ文化の振興や理解の促進について取り組んできたとこ

ろでございます。

アイヌ施策推進法の施行に伴いまして、アイヌ文化振興法が廃止され、従来のアイヌ文化振興施

策、生活向上施策に加えまして、地域振興施策や観光振興施策等を含めまして、総合的かつ効果的

に推進するということが重要とされておりまして、道といたしましても新しい推進方策の検討のた

めの本会議の設置をするものでございます。

3番にですね、検討会の設置ということでございまして、現行の 3次推進方策に代わる総合的な

施策のあり方を検討事項としまして、アイヌの関係者の方、それから有識者の皆様、本日お集まり

をいただきました、13名の皆様を構成員として設置をしております。

資料 2につきましては、検討会議の開催要領及び別表が構成員名簿となっておりますので、ご確

認をお願いいたします。

次の資料 3でございますけれども、こちらの検討会議につきましては道の情報公開条例に基づき

まして、公開で行うこととしておりまして、会議の傍聴について傍聴要領を定めているものでござ

います。

なお、会議を公開することが適当でない場合につきましては非公開とすることができます。

また会議録につきましては、附属機関等の設置または開催及び運営に関する基準に基づきまして、

非公開の部分を除きまして、道の行政情報センターで閲覧に供するほか、道のホームページでも公

表することとなっておりますので、ご承知置きをよろしくお願いいたします。
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説明は以上でございます。

○松久座長 ありがとうございました。

ただいま事務局からご説明いただきました検討会議の設置趣旨等につきまして、ご質問などござ

いませんでしょうか。

よろしいですか。

それでは続きまして、議題（２）「国の取組に」ついて、事務局のほうからご説明をお願いいた

します。

○森田主幹 はい。それでは議題の二番ということで国の状況について説明をさせていただきます。

資料の 4の 1をご覧ください。

アイヌ施策推進法についてでございます。

左の背景・必要性ということで、平成 9年のアイヌ文化振興法の制定や、平成 20年の衆参両院

でのアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議、これを受けた内閣官房長官の談話により、ア

イヌの人々が先住民族であるという認識を示されたこと等を踏まえまして、この認識を踏まえ、施

策を展開するということが求められているところでございます。

また、アイヌ文化振興施策、生活向上施策、地域・産業・観光振興等を加えました新たな支援措

置を継続的に実施をする必要性、それから 4月 24日にオープンいたします、ウポポイの管理のた

めの措置等を定める必要性などから制定をされたものとなっております。

次の法律概要についてでございますけれども、法律の目的の条文に「先住民族であるアイヌの

人々」と記載し、先住民族であることの認識を示し、またアイヌの人々が民族として誇りを持って

生活することができ、その誇りが尊重される社会の実現を目指すことを目的としているところでご

ざいます。

支援措置としまして、政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本方針を定

めまして、アイヌ政策推進交付金の創設をしております。
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後ほどご説明いたしますけれども、市町村のアイヌ施策を推進する事業に、交付金が交付される

こととなっております。

また法律の特例措置としまして国有林野の林産物採取についての特例や、鮭の捕獲についての配

慮、商標出願の手数料の登録料減免等が定められております。

続きまして、資料 4－2につきましてはアイヌ施策推進法の全文となっておりますので、後ほど

確認いただければと思います。

同様にですね、資料 5がアイヌ文化振興法の全文、資料 6は政府の基本方針ということで配布を

させていただいておりますので、あわせて後ほどご覧いただければというふうに思います。

続きまして、資料 7、アイヌ政策推進交付金についてでございますけれども、アイヌ政策推進交

付金につきましては、先ほど説明しましたけれども、従来の文化振興施策や生活向上施策に加えま

して、地域・産業・観光振興等を含む支援として、市町村が行う事業に対し、令和元年度、今年度

から創設されたものでございまして、交付率は 8割、残り 2割が市町村の負担というふうになりま

すけれども、この内さらに 1割につきましては交付税で財源措置がされ、市町村の実質の負担は 1

割ということになっております。

今年度は 10億円の予算措置をされておりまして、14市町、道内に限りますと 13市町で交付が

決定をしておりまして、来年度予算につきましても、今年度の 2倍、20億円の予算要求がされて

いるというふうに伺っております。

交付の手順につきましては、交付金は市町村の事業が対象となっておりまして、市町村は 5カ年

間のアイヌ施策地域推進計画というものを作成をし、国へ申請をします。

申請を受けた国は、計画の認定を行いまして、認定を受けた市町村についてはその計画に記載さ

れた事業について年度ごとの交付金の申請をし、国から交付を受けるということになっております。

資料の 5番は、交付金の対象事業の例としまして、多機能型交流施設の整備、生活館の整備、刺

繍教室の開催などアイヌ文化の振興に向けた高齢者のコミュニティ活動の支援、公設塾の新設など
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人材育成のための子供の学習支援など、8つの例が挙げられておりまして、各市町村で、地域の実

情に合わせた検討、実施がされることとなっております。

資料につきましては以上でございます。

○松久座長 ありがとうございました。

国の取組についてご説明いただきましたが、ご質問等ございませんでしょうか。

どうぞ。

○阿部一司委員 説明いただきましてありがとうございました。

実は、つい最近ですけれども、元総理がですね、日本は単一民族国家あるいは 2千年続いたそう

いう国であるような発言をされてですね、非常に私も驚きましたけれども、今回のアイヌ施策推進

法第一条に、先住民族と明記をされたが、先住民というのはどういう人たちなのかという定義がで

すね、なされていないものですから、もう先に住んでいたという事になれば、俺たちが先住民族な

んだという方が結構いらっしゃってですね、ネットやいろんなところでですね、アイヌ民族なんか

もういないとか、そういうようなことを、もう盛んに言われ、北海道アイヌ協会としてはウタリ協

会の時代から、1997年に先住民族の権利が採択されたときに、「先駆者の集い」という協会が年

に４回ほど発行する協会誌で、国連の定義を発信した経緯がございます。

ですから、その辺のことをですね、北海道としてはですね、何らかの形で、先住民族の定義とい

うことですね、発信するようなお考えがあるかお尋ねをしたい。

○松久座長 ただいまのご質問につきまして、事務局の方から、お答えいただけるところございます

でしょうか。

○永浦局長 先住民族の定義、法律上は確かに書いてございません。

今回の、推進方策等ではですね、特に定義というものは今のところ想定してございませんが、誤

解を受けるということもございますので、もう少しアイヌの方々の理解を深める取組については、

進めていきたいなというふうに考えてございます。
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○松久座長 ありがとうございました。

よろしいですか。はい。ありがとうございました。

他ございませんでしょうか。

どうぞ。

○佐藤委員 わたしもですね、今おっしゃったこと、実は憤りを感じたんですね。

国を代表する総理を務めた方が、全く理解していないと。それに対して、北海道なのか、委員会

なのか分かりませんが、当然抗議はしていると思うのですが、また、言っていることとやっている

ことが全然違っているような、理解が足りてないなっていう事に対して、実は、アリバイ作りはあ

まり良くないのかなと、国からお金もらっているから物を言えないというのはいかがなものかと言

いませんが、そういうことをすごく感じました。

ですから、阿部委員のおっしゃる通り、先住民族としての定義がないから理解が少ないのか、ど

ういう理由で理解が深まらないのか分かりませんけれども、少なくとも、この会議において、理解

をして行く努力というか活動はもっともっと強くしていくべきなのかなと言う気がしまして、せっ

かくの機会ですので、何らかの発信のメッセージをそういうことに対してでもありますし、今後の

ことに対してでもいいんですけれども、個人的に出すべきではないのかなというふうに思いまして、

ちょっと発言させていただきました。

○松久座長 ありがとうございました。

ご質問ご意見のご趣旨は、先住民族の定義がないのは不十分で、アイヌ施策の理解が国民により

広まっていくために、道としても、そこのところを積極的に取組む姿勢、意識を持っていくべきだ

ということかと思います。それについては、先の阿部委員からのご質問に対する事務局からのお答

えの中にもあったかと思いますが、そこは確認する趣旨と受けとめてよろしいでしょうか。それと

も、それを越えて、主要閣僚のたび重なる問題発言に対して、何らかの抗議を発信すべきだという

ことでしょうか。そういう発信を考えなければならないほどの問題発言だったという受けとめでよ
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ろしいでしょうか。

○佐藤委員 あえて申し上げさせていただければ、阿部委員のおっしゃるとおり、活動としてやって

いく、その前提として委員会として、もう一度ちゃんとした書面なりで抗議を、私個人的には、抗

議すべきではないかと思いますが、これは皆さんご意見もありますから、活動自体は当然ですけれ

ども、あえてせっかく委員会がありますので、そういう、文書を出してもおかしくないかなという

気がしております。

○松久座長 関連して、いかがでしょうか。

○阿部一司委員 冒頭、申し上げましたけど、平成 9年、1997年にですね、北海道アイヌ協会が年 4

回ほど発行している「先駆者の集い」という中に国連が出している、そういうレポートを一度に和

訳して配布してるのもありますので、次回、今度あると思いますけれども、よろしければ、今でも

取ってくれば取ってこれるのですけれども、次回にですねそういうの用意して、一度国連では、こ

のような形で出してますよということを、ちょっと皆さんに見ていただきたいなと思います。

○松久座長 他にございませんでしょうか。

はい、どうぞ。

○芦田委員 今の資料４のご説明の中で、令和元年度の予算額は 10億円だったものが令和 2年度では

20億と倍に要求されているという話でございますけども、この下の方も交付金事業見ても、今、

現在白糠であれば、ある程度決まってるんで、事例のもの、そうすると、このただ、予算が倍にな

ったんだと言うことで、今までの活動費の倍の交付金事業をするということなのかな。

あるいは、北海道ではいろんな今後いろんないろんなメニュー、アイヌの人たちがやろうとする

たくさんのメニューもまだまだ埋もれていると思うんですよ。

それらにも大きく幅広く、交付金で要求されているということで、理解でよろしいでしょうか。

○松久座長 事務局から、いかがでしょうか。

○丹羽課長 今回の国の令和元年度予算 10億円につきましては、法律の施行後、国の基本方針を作っ
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て、その後市町村が地域振興計画を作って、その後、交付決定という形となるということで、およ

そ半年間ということで、単純なものではないんですけれども、令和 2年度につきましては年間を通

しての交付金執行となることで、額が増額されているという部分と、それから、今回、そういった

形で着手が遅くなりますので、ハードウェアに関するような事業というのは、あまり今回当初の 1

年目の申請には出てきていないので、これからハードウェアとかについては関係者との、これから

合意をとって進めていこうということで、令和元年度は見送った事業もあるというふうに聞いてお

りますので、これから令和 2年度に向けまして、交付金の方、申請がされていくというふうに考え

ております。

国の方からもそういった形で情報を得ております。

○松久座長 他にございませんでしょうか。

はい。どうぞ。

○秋辺委員 阿部委員がおっしゃったことに話を戻します。

先住民族であるっていうことを、はっきり道として文書としてどっか載せないのかという意見だ

ったと思うんですが、質問のように聞こえたんですよ、阿部さん。

そうじゃなくて、もう載せてくださいという積極的な意見として、私は変えて出したいと思って

います。

それとこの部分ですが、第 3次、第 4次になるんだけど最初に、推進方策の目的と、新しい法律

もできて、どうせこれ見直しもあると思うんで、その中で先住という意味という中で、最終検討し

ていっていかなくちゃいけないので、その中でも、先住性のことにふれていただきたいと。

そうでないと、国ができた法律に合わなくなることになりますよね。

整合性をもちろんとるためには、この際、先住性とはどういうことか、日本にとって先住ってど

ういうことかってこと、記載していただきたいというふうに、今、私は言いたいです。

○松久座長 ありがとうございました。
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その他いかがでしょうか。はい、どうぞ。

○小川悠治委員 第三者なんですね。

基本的にですね、いろんな施策が、実施されていくわけなんですけれども、なんでその施策を国

がやるようになったか、そんなことですね。

先住民を、その先住民の権利をですねそれに基づいて、施策ができているんだ。

そんな根本が理解されていないと、今後アイヌに対しての施策が理解されない。なんでアイヌに

補助するんだと。

先住民族とは何なのかって、その権利は何なのか、そういうことをきちっと理解しておかないと

ですね、今後、国の施策がどうで、それに基づいて道の施策がどうでってなると、ちょっとこう、

筋が狂ってくる気がするんですね。

ですから、例えば、言葉の端々にですね、例えばアイヌ政策をして、ウポポイにしてもですね、

今巷に聞こえる、なんであんな大きな金をですね、そのために、福祉だって大変なのに、なんでし

なきゃなんないんだって、こういうのが聞こえてくるわけですよ。なぜそのウポポイにやるのか、

慰霊碑をやるのか、そういうことも含めてですね。

ともすると、私もアイヌ協会の理事をやっているものですから、阿部委員のお話も聞くんですけ

れども、北海道に対してですね、土地権から何からいろんな事までですね、その中で今のアイヌの、

その中で自分たちが要求する方向を自分とこの生活してますから、そもそも法律に基づいて、その

先住民族の権利と現在の法律そういうものの絡みの中でそういう施策が行われているんだというこ

とをですね、わかりやすくしておかないと、単にアイヌの施策だけが前に出てしまうと、何でって。

それは当然のことだということですね、やはり皆さんに広く理解してもらう必要があるんじゃな

いかと思います。

ありがとうございました。

はい、どうぞよろしくお願いします。
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○松久座長 貴重なご意見ありがとうございます。

先住民族としてのアイヌの人たちについて、どのように推進方策の中に位置付けて発信していく

かというのは、非常に大きな論点だと思ってます。

本日は、皆様から多くのご意見等を頂戴いたしまして、第 2回目以降、論点を整理し、検討・議

論させていただきたいと思います。

道のこれまでのご説明に関して、ほかにご意見、ご質問等ございませんでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、続きまして、（３）「道の取組」について事務局からご説明をいただきたいと思いま

す。

○森田主幹 道の取組についてご説明申し上げます。

資料 8といたしましてアイヌ関連施策の体系ということで経緯をちょっとまとめた資料となって

おります。

まず最初ですね昭和 36年、国は道やアイヌ関係者からの要請を受け、地方改善施設整備補助金

に、ウタリ福祉対策費を計上しまして、道は国の支援を受けまして生活館、共同浴場の整備など福

祉向上対策を本格的に開始をしたところでございます。

その次、昭和 48年で囲みがありますけれども、昭和 47年、第 1回北海道ウタリ生活実態調査を

実施いたしまして、調査結果等を勘案しながらも 48年、7年間の計画期間となります北海道ウタ

リ福祉対策を策定をし、以後、7年ごとに実態調査を実施し、4次にわたるウタリ福祉対策を策定

し、施策の推進をしてきました。

囲み左側でございますけども、平成 9年にアイヌ文化振興法が制定をされまして、当時は財団法

人アイヌ文化振興・研究推進機構でございました、現在のアイヌ民族文化財団でございますけども、

こちらの設立をされました。

道では平成 11年度、文化の振興等を図るための施策に関する基本計画の策定をしまして、文化
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振興法に基づきまして、アイヌの文化振興と理解の促進を図り、アイヌ民族文化財団の事業を中心

とした文化振興施策を推進してきております。

アイヌ文化振興と、生活向上を二本柱として、施策の推進をしてきたところでございます。

令和元年 5月にですねアイヌ施策推進法の施行などがございまして、アイヌ文化振興、それから

生活向上、これにですね、地域振興や産業振興を含む総合的な施策を推進するために、今年度から

本検討会議を開催しまして、新たな推進方策を策定したいというふうに考えているところでござい

ます。

続きまして、資料の 9－1でございます、アイヌ生活向上推進方策の概要でございますけれども、

方策の目的としましては、第 2次までの推進方策と同様に、アイヌの人たちの社会的経済的地位の

向上を図り、アイヌの人たちの民族としての誇りが尊重される社会の実現を目指すということを目

的としたものでございます。

推進方策の期間は、この前、第 2次の推進方策までの 7年間でございましたけども、社会経済情

勢の変化により迅速に対応できるようにということで、平成 27年度から平成 32年度、5年間とい

うふうに期間を短縮したものでございます。

裏面にですね基本的方向と推進施策ということですけれども、基本的な方向としましては、五つ

の柱としまして、教育の充実、雇用の安定、産業の振興、生活の安定、組織活動の充実及び組織間

の連携強化として、それぞれ柱に取組を進めてきたところでございます。

続きまして、資料 10－1をご覧ください。

29年度に実施しましたアイヌ生活実態調査の実施結果についてでございます。

先ほど若干説明しましたけれども道ではウタリ福祉対策や生活向上推進方策の策定に先立ちまし

て、実態調査の実施をしてきております。

調査の目的としましては、北海道におけるアイヌの皆さんの生活実態を把握し、今後の施策のあ

り方を検討するための基礎資料として行うものでございます。
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調査の対象としましては、各市町村が把握することができたアイヌの人たちということで、道内

に居住をするアイヌの人たちの全数とはなっていないところでございます。

調査結果につきましてですけれども、（1）の①の表のとおりですね、調査の対象としたアイヌ

の人たちは 5,571世帯 1万 3,118人でございまして、前回調査からの比較では 1,309世帯 3,668人

が対象から減少しております。

主な項目につきましては、前回調査と比較して、2ページ目②生活保護率の状況でございますけ

れども、前回調査 44.8パーミルから、36.1パーミルと 8.7ポイント減少しておりまして、アイヌ

の居住市町村の状況とは未だ格差がある状況でございます。

③就学率の状況についてでございますが、高校進学率は 95.1％、大学進学率が 33.3％と、前回

調査と比較し、それぞれ増加をしておりますけれども、アイヌ居住市町村の状況と比較した場合に

は未だに格差が見られる状況となっております。

4ページ目（5）の⑤ということで、アイヌの人たちが必要としている対策について、アンケー

ト調査をした結果によりますと、求められている施策としては教育の充実というものが 70.3％と

いうことで一番高くなっておりまして、次いで、生活と職業の安定、51.1％、アイヌ文化の保存と

伝承 36.2％と続いているところでございます。

続きまして、資料 11－1をご覧ください。

アイヌ文化振興等基本計画についてでございますけれども、先ほど申しましたが平成 9年のアイ

ヌ文化振興法施行に基づきまして、道では国が示した基本方針に基づきまして、今後の北海道にお

けるアイヌ文化振興等の方向性として、アイヌ文化振興等基本計画を策定をいたしました。

計画策定の目的としましては、アイヌ文化の振興と、アイヌの伝統等に関する理解の促進を推進

し、アイヌの人たちの民族としての誇りが尊重される社会の実現、これを図ることを目的としてお

りまして、アイヌ文化を取り巻く現状と課題等を踏まえまして、基本方針として、アイヌ文化の振

興、それから、理解の促進、この二つとしてそれぞれ基本的方向を定めたものでございます。
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アイヌ文化の振興につきましては、アイヌ文化の保存・伝承、裏面になりますが、アイヌ文化振

興としまして、また理解の促進に関しましては、知識の普及啓発、それから理解の促進としたとこ

ろでございます。

資料 12はですね、生活向上推進方策と文化振興計画それぞれ施策体系ごとに関連事業をとりま

とめたものとなっております。

また、資料 13は関連予算の状況、資料 14につきましては、関連施策の概要をまとめてあります

ので、後ほどご確認をいただければというふうに思います。

続きまして、資料 15をご覧ください。

北海道におけるアイヌ施策を推進するための方針でございます。

アイヌ施策推進法が施行されましたことによりまして、国が基本方針を定めまして、道としまし

ては、国の基本方針を踏まえまして、北海道におけるアイヌ施策を推進するための方針を昨年 10

月に策定をしております。

アイヌ施策の目標では、これまでアイヌの人たちの生活向上やアイヌ文化振興というものの推進

をしてきておりますけれども、これに加えまして、地域振興や産業振興までを含め、未来志向によ

るアイヌ政策を総合的に推進することによりまして、アイヌの人々が、民族としての誇りを持って

生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もってすべての道民が相互に

人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に資すること、ということにしております。

北海道が実施すべき、アイヌ施策に関する方針としまして、(1)ですね、アイヌ施策の実施、そ

れから次のページになります、（2）番としまして、差別のない社会の実現に向けた道民理解の促

進、（3）としまして、国、地方公共団体及び指定法人等との連携などを定めております。

説明については以上でございます。

○松久座長 ありがとうございました。

ただいまのご説明につきまして、ご質問ご意見等ございませんでしょうか。
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○小川悠治委員 これだけ長いのをまとめて説明するというのは大変なことだと思うんです。

資料の 16の方にも、いわゆるその新交付金をどのように使うかっていうことを考えております

けれども、

○松久座長 資料 16のところですね。

○小川悠治委員 今まで、それはありがたいことなんですけれども、資料のですね、その前、いくと

ころに、資料の 10－1ですね、生活実態調査があるわけなんですね。

この中でも触れましたけれども、教育の、進学率の状況、さらに、今後ですね、進んではいても、

良くなってきても、まだ、差があるということなんですね。

この中で、私は言いたいのはですね、進学率っていうのはですね、単に、例えば高校だったら、

高校に行けば進学率なのかという、問題があると思うんです。

というのは、大体ですね、アイヌの方が居住しておるところですね、札幌のような大都会もあり

ますけれども、いわゆるですね、僻地も結構多いわけですね。

そうするとそこのですね、子供たちはですね、そこで勉強してですね、行きたいところがいろい

ろあるわけなんです。

でも、やはり経済的な負担とか、そういうことから考えてですね、やはり、地元の高校に行くし

かない。

それじゃあ、普通の高校に行くわけですね。

それで本当の進学率といえるのか、できるだけ地元の高校にということは、小さな、私たちの町

はありがたいことなんですが、やはり子供のことを考えるとですね、好きなことをさせてやりたい

というのが、親の気持ちだと思うんです。

ですから、好きなところにいける進学率がどうだったかっていうことが、私は問題だと思うんで

すね、そういう点からいくとですね、今までも道はですね、なかなか大変な財政の中でですね、国

のこういう運営支援、大きな法律的な裏付けのない状況でもですね、いろいろやってくれました。
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でもですね、どんどん、どんどんカットされているのが、現状ですね。

それはですね、所得の方ですね、どんどん、対象になるんですね、所得を下げていくわけですよ

ね。

それが問題なんですよ。

本来ならですね、例えば修学資金とかそういうのがですね、どんどん上げていかなければならな

いのにですね、逆に下げていくような方向にあるわけなんですね。

そういうのの裏にですね、道の財政、北海道独自にやってる施策もありますから、すごいありが

たいでし、でも、これからは違うんじゃないかと思うんですね。

それでですね、今、たまたまちょっと先走ってですね、資料 16のこと話したんですけど、アン

ケートの中のですね、アイヌがですね、何を求めているかっていうことですね、文化のことも求め

ていますけどね、一番はですね、これは同じ資料にですね、4ページにありますけれども、それの

（4）の 2にもですね、アイヌの人たちの必要としている対策、対策は教育の充実なんですよ。

70％なんですよ。ダントツに大きい比率なんですね。

それだけやはり親はですね、子供に対してですね、期待しているわけですよ。

今までのですね、アイヌはですね、いわゆる教育のなさがですね、貧困を生んでですね、貧困が

ですね、差別の源になってるような気がするんです。

ですからやはりこれからの政策の中でですね、法律を含めての裏付けができてくるとするならば、

やはり教育に対する施策こそが、私は大事じゃないかと思うわけですね。

それで、今、資料の 16にもありますけども、いろいろやってますけども、こういうところをで

すね、町のですね、いろんな事業ですね、でもその教育に対する支援的なですね、そういうものは

入ってないんですよね。

そこが、せっかくの交付金、国はですね、何とかそのアイヌのために使おうとしてるものが意味

はですね、なんかもったいないっていうか、ちょっと片手落ちというか、本当のアイヌの要望に応
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えているのかというような気が私はするんですね。

以上です。

○松久座長 ありがとうございました。

支援の中心、骨格であるべきは、教育を受ける機会、教育内容の質ということも含めて、そうい

うものをもっと高めていく、それがいい循環になって、望ましい状況になっていくのではないかと

いう視点から 2点程あったかと思います。

第 1点は、生活実態調査の中の進学率の所です。

これは、進学率という数字だけ示されてもよく分からないところがある、希望の高校に進学でき

てるかどうかという点からの調査が必要ではないかとこうことでした。

アイヌの方以外でも第 2希望、第 3希望のところに進学する方はいるかと思いますが、アイヌの

方には他の地域に出て、進学したいという希望が叶えられない方の割合が多いのではないかと、そ

こに歪みが出てきているのはでないかというご指摘だったかと思います。

第 2点は、支援としての給付の額です。これは額が減少しているということなのか、支援対象と

なる方の収入基準が低くなっているということなのか。

○小川悠治委員 （対象となる）収入基準は下がる。

○松久座長 そうすると、支援対象が広がることになりませんか。

○小川悠治委員 例えば、もし収入が 500万だとすると、500万じゃ駄目こんどは 300万にしますよと

いうことは、今まで 500万円の人が支援を受けていても、300万円に下げられるとできなくなる

○松久座長 わかりました。

○小川悠治委員 それとですね、同じ生計の方の収入も、足すわけですね。

例えば、高校卒業してですね、また、例えば中学校を卒業してですね、働きに出ますね。

そうすると同一世帯というふうに収入も合算されると。

それから、計算の中で、先日あった例なんですけれども、奨学資金を借りていてですね、そのあ
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と、返還免除の申請をしたのですよ。

同じような子供、兄と弟がいて、同じ状況にもかかわらず、（免除対象の収入基準が）下がって

くると、弟の方が返還しなければならなくなる。

そうするとその親は、前より自分たちの生活が苦しくなっているのに、なんで、前（兄）は、返

還免除されたのに、今回（弟）は返還免除とならないのかおかしいって。

それは子供が払うわけですから。

そういう問題になるわけで。

それと先ほどおっしゃった中身でですね、教育の、進学率の件なんですけれども、それは田舎に

はですね、地方では高校は一つしかないんですよ。

別の高校に行きたいというとですね、やはり札幌とかそういうところなんです。

そうするとですね、通学費とかいうのは援助があってもですね、札幌まで根室からびっちり通う

わけにはいきませんよね。

へりくつでいえばですね、結局ですね、札幌に下宿か何かしなきゃならないんです。

自宅から通えないと言うことは、生活が二重になるわけですね、二重の生活費がかかるわけです。

ということは、札幌の専門学校に行くのを断念するってことになるんですね。

そういうことなんです。

地元に選択する学校はたくさんあるということだったならばいいですよ。

札幌の場合ならまた別でしょうけれども、ところが札幌から離れたところはですね、そういう訳

にはいかないんです。

札幌に行かなければ、子供も、例えばスポーツを得意にしている子供もいれば、いろんな得意に

している子供、そうするとやはり、いいところ、いいとこっていうか、そう専門的な、そういうと

ころに行きたいって希望が結構あるんですよね。

ところが、断念せざるをえないっていうのは、そして、地元の高校に行って、その子供はアイヌ
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の子供は、アイヌじゃ不本意は不本意なんです。

でもそれを全部同じ進学率と捉えていいのかって事だったでんすよ。さっきの話は。

○松久座長 ありがとうございました。

重要な支援策の一つは、お子さんが望む教育を受けることができるよう環境を整備し支援すると

いうことですね。具体的な施策は、市町村と道で棲み分けがあるかと思います。

○阿部一司委員 関連して、今の小川委員の言ったことが非常に重要な問題でですね。

これは今から、10年ぐらい前かな、道の担当者詳しいと思うんだけどね。

高校と大学のですね例えば、給付の場合と、貸付の場合とがあるんです。

今は貸付の問題のことを言ってるわけですよ。

貸付が昔はですね、この制度が始まった頃は、その世帯で 800万円くらいまではですね返還しな

くてもいいと、大学卒業してもですね。

ところが、それは今の日本育英会（現：日本学生支援機構。以下同じ。）並みとかいって、300

万まで下がってしまったの。

ほとんど返さなければいけなくなってくる。

そうすると借りても返すのが大変だということもあるんでですね、もうその辺の制度は、これだ

け新しくアイヌ政策推進法ができても、変わらないのかどうか、何のためにアイヌ政策をすること

を考えればですね、どうして日本育英会並みなんですかということは私は仲間から厳しく言われま

す。

土地と資源を奪われて、そして言葉まで宗教も奪われて、仕事もなくて、だから私たちの親は年

金ももらっていないですよと言われればですね、お前たち、これ、ちゃんとやるという約束したの

に、何で守ってくれないのだと、私は怒られてばかりいるわけですよ。

だから、どうしてね、前は 800万までの収入だったら、給付で子供たちの分ついた、親の収入が

ですよ 800万だったら返さなくてもいいと、返納不可申請すれば免除になったのが、300万、日本
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育英会、日本人と同じになっちゃったと。

全部返さなきゃいかん、これは、大変なことです。

ということは、今の私、小川委員の話だと思うので、僕はその辺が、たとえば北海道庁としても

ですね、担当されている方々は、そういう教育制度についての認識、制度がどうなっているのか説

明してもらいたいと思います。

○松久座長 今日のところで何かお答えいただけるところがありましょうか。包括的にということで

あれば、漏れたところは持ち帰って改めてということになろうかと思いますが。

○阿部一司委員 今言っていることは、全道のアイヌの方にとって大変な問題なんですよ。

本当は進学させたいのだけど、やっぱり返さなきゃいけないと言うことは大変な問題だし、経費

がかかるのにそれを見てくれないとかいろんな問題があるんですよ。

だからそこら辺のことを考えてもらわないと。

せっかくこれだけの法律ができたのに、また同じなんですかという問題があります。

その辺のことについては申し訳ないけど、お役人に対して、失礼なことをいうわけではないけど、

申し訳ないけど何年か経つと変わっちゃうもんだから、あんまりこのアイヌのことを理解していな

いというのであればね、これは私どもとしてもですね、ぜひその辺のことを分かっていただいて政

策をやっていただきたいというのは、私たちアイヌの委員の思いなんですよね。

特にこの子供の教育に対して、大変に大事な問題なんでですね、是非、検討いただけないかとい

う思いで発言をしました。

以上。

○松久座長 どうぞ。

○小川悠治委員 今、あの答えるのは難しいと思うんです。

すぐどうのこうのということなんないと思うんですね。

今までそういうことで、しかし、今回、法律もできたんだから。
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国の方の援助も大事なとこ。

国のバックにあっての施策なものですから。

ですから、そのスタートにあたってですね、そのことについてじっくりと道も含めて、作戦を練

ってですね、その教育環境をどのようにしてあれするか。

教育資金関係の問題についてもですね。

それは、先ほど育英会のお話出ましたけども、育英会と揃えているということですけれども、で

も育英会のことを言っているわけではないんですよね、アイヌ施策のことについての教育、支援な

んですよね。

国の支援としても、アイヌに対する支援としての、政策であって、育英会と同じでいいとか、何

とかってそんな話では全然なんないんです。

今、阿部委員もおっしゃいましたように、アイヌ協会の方ですね、土地権とか、そういうことも

一切言わないと言っているんです。

国連のあれには土地権とかも入ってたんですよ。

そういうことは言わないって、でも、教育のことをお願いしたいっていうことを言っているんで

す。

それで、そういうような法律が決まったわけですから、いろんな大きなお金も動いています。

でもその一部分を教育の方に、今向けるような仕組みを今作らなければ、何のために法律ができ

たのかわかんなくなって、今まではともかくとして、これからどうするかっていうことを、今やら

なかったならばダメだと思うんですね。

ですから、その辺をよろしくお願いしたいと思うんです。

○松久座長 ありがとうございました。

先ほども先住民族の意味をはっきりさせるというところ、また、ただいまの教育支援に関しまし

ても、本質的なところですので、軽々にはお答えしにくいところもあろうかと思います。
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先ほども申し上げさせていただきましたように、本日は、いろいろご自由にご意見をお出しいた

だきまして、それらをまた踏まえて、今後の審議の方を実りあるものにするために生かしていきた

い、こういう考え方で進めさせていただきたいと思います。ほかにございませんでしょうか。

○阿部一司委員 私はありません。

○松久座長 よろしいですか、ありがとうございました。

○小川哲也委員 はい。

○松久座長 どうぞ。

○小川哲也委員 道の推進方策の概要のところの、産業の振興、という、ところでですね。

資料ですと、資料の 9－1農林漁業の振興、とあるんですけど、なぜ、農林漁業、だけなのかな

というところをちょっと聞きたかったんですけども。

○松久座長 何を入れるべきではないかとか、お考えのところをもう少し補足していただけますでし

ょうか。

○小川哲也委員 私は一応農業者なんですけども、建設業やって、工業もやっておりますので、一応

農業者ということで、この農林水産事業費はかつて利用させていただいたのですけれども、ものす

ごい使いにくいし、なかなか、使えないのが実情ですので、アイヌの人たちも工業に進出している

人もいれば商業に進出している人もいるので、そこの幅を広げたらどうかなと思ってます。

○松久座長 9－１の裏面でしょうか、第 2ですね。

産業振興として、農林漁業の振興、中小企業の振興とあります。

農林漁業ということでは、ちょっと狭いのではないかと工業と言いましょうかそういう所も入っ

てきたらいいのではないかとそういうご意見ですね。

○小川哲也委員 はい。

ちょっと僕の意見なんですけども、実は建設業という事業の同時に廃棄物のリサイクルをやって

るんですよ。
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環境ビジネスやってるんですけども、一応、建設廃棄物がメインなんですけど、

どうやらアイヌの生きざまというか生き方そのものが SDGsじゃないかと、持続可能な開発目標

という生き方ということで、ちょっと十勝川の河川専門コンサルの人と今、そういう学術的にどう

なのかということでやってるんですよ。

だから今、その刺繍とか木彫りとか踊りとかなんですけど、環境の観点から、アイヌ人たちの生

き方は見直されてくるというか注目されてると思いますので。

そういう意味では例えば、若いアイヌの人達が環境を良くするビジネスとしてやろうとした時に、

手を上げた時にこう使えるような。

一方で、うちの息子 10歳なんですけど将来なにになりたいったら、youtuberになりたいってい

うんですね。

youtuberって何ですか、ちょっと僕も良くわからないビジネスなんですけれども、そういった

先進的なビジネスに対しても、その若いやる気のあるアイヌの人たちが、もしやるというような、

なんかそういう政策にしてもらえたらなという、一応若手代表としてきているので、はい、と思っ

ています。というような考えです。

○松久座長 ありがとうございました。

他にございませんでしょうか。

よろしいでしょうか。はい、どうぞ。

○秋辺委員 資料 15の、ここまでいいんだよね。

16行ってないもんね。

大きい四角の 2（１）アイヌ施策の実施上から 3行目新たな交付金を活用した市町村の施策が円

滑に進むように助言・協力を通じてというのはありまして、今、法律（アイヌ施策推進法）の施策

に対して、助言協力をするという意味ですか。

ちょっと質問してから、もう 1回質問したいんだけど、これは国の施策に対して市町村で円滑に
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できるようにするということに助言・協力するっていう意味ですか。

○松久座長 いかがでしょう。

○丹羽課長 今の質問ですけれども、ここに書いてあるのは、今の国の新しい交付金 10億円の交付金

については国と市町村が直接やりとりをする仕組みになっておりますので、その間に入って、道と

してはその市町村への助言など行っていくということで、今のこの法律でできた交付金についての、

施策の支援ということでよろしいです。

○松久座長 はい、ありがとうございます。

○秋辺委員 僕ら釧路市ですから、後で出てきますけど、国と直接やりとりしてるときに道がどのよ

うに助言してくれるのか、協力してくるのか、期待していたんです。

それについて、国から道は、そのための組織づくりとか財源作りのための資金をこれから得られ

るのかとか、質問をしたかったんだけど、まだ 1年目なので具体的な動きはないだろうけども、ぜ

ひ、これ助言や協力して欲しいなと思ってます。

実は釧路市は運が良くて、あれをしよう、これをしようということがなったので、補助金申請し

て、一億ちょっと、出たからいいんだけども、実際アイヌの仲間から聞くと、うちの市町村のアイ

ヌの施策について、今後どうやったらいいか、どうやって使っていくか、さっぱりわからないと。

市町村に聞いても、まだわからないというのは、たくさん声聞こえてくるので、実はアイヌ協会

のなかにもそういう組織を作ってとお願いをしてたんだけど、まだまだ道は遠いなと思ってたので、

この法律を、きちっとアイヌの役に立つように使うためには、ぜひ道の力が必要だなと常々思って

いたんですね。

例えば阿寒は観光業がやっているからいいけれども、漁村だったら、この法律をこういうふうに

使ったら漁村も使えますよとか、農業の人はこういうふうになったら、この法律、有効に使えます

よとか、そんな研究も含めて、助言と要するに、コンサルタントぐらいの力をつけていかないと、

実は、すでに入り込んでいる業者さんのは、業者さんもわかんないんですね。
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ちょっとアイヌの要望からずれた形で政策を使ってしまう、実行してしまうという懸念が実はあ

って非常に緊張感を伴いながら釧路市で使ってるんですが、そういう事故が起きないように、さら

に有効的に使う、20億円をどうやって使うかっていうことはね、是非、道の方にも、研究しつつ

助言もしていただけるようにしていただかないと、下手したら予算を余すんじゃないかという心配

をしております。

そういう意見です。

○松久座長 ありがとうございました。

他にありませんでしょうか。どうぞ。

○芦田委員 今の資料 15の 3ページ目の漁業法及び水産資源保護法による許可についての配慮という

内容、これがまあ水産基本法があがって漁業法が昨年、法律改正されたところです。

その中身も、合わせて、水産資源法による配慮の内容ということで、この特例の内容を見て、私、

前回の時もやって町の漁業者の人方が求めてるというよりも、アイヌの人方が文化なり、マレクと

いう漁法なり、それを利用するにあたって、配慮しようということで、かつて、今まで言っていた

ようなそれこそ水産増養殖もやっていかなきゃならないもんですから、内水面の許可を保有してい

て、そこの中では、いろんな制限を設けております。

その中で、アイヌの方々の、ここに書かれているとおりこれは内水面において採捕する事業につ

いては、文化の保存・継承、それらのためには、早い話、協力してやりましょうよということに基

づいて、10本から 50本そして 50本から 150本となって、昨年は 200本まで取っていいですよと、

つまり、本数なんてって、定めなきゃならない、必要性もない位にも思ってございます。

しかしながら、我々の漁業においてもすべて、今の漁業の中では、資源調査に基づくノルマ設定

漁獲管理設定、これらをして、無作為にいくらでもとってもいいよっていう漁業生産が、海に行っ

ても一つもないです。

そんな中で、アイヌだから、我々はそれこそ先住だから好きなだけ取っていいんだっていう、こ
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れはやっぱりルールとして、やっぱりある程度制限は設けないといけないなっていうことでもって、

それを白糠のアイヌの人方とも共有しながら、ある程度の制限の中で、我々一般の漁業者だって制

限の中でもって、この資源管理を行っている。

ましてやそれこそ、川に登ってくる鮭は次の子孫を残すために、産卵のために上ってくるもの。

これに爪をかけるっていうのは、漁業者からすると、本来は好ましくない方法なんです。

しかしながら、伝統文化を守る数だけずっと、自分たちの先にアイヌの人方がこの鮭を利用して

きた部分、これをきちんと尊重してあげましょうねということで今、10本から本当に 200本まで

なってきた。

それは、白糠だけで、隣の釧路市においても、仮に釧路市で鮭取ろうとしても、釧路市の川は深

いものですからね、とれなかった。

その時には、白糠で利用させることもひっくるめてということでもって、釧路市で、白糠の川に

来てそういう伝統行事を行うということについても了解して、釧路市については、100本、それこ

そ利用してかまいませんよと言う、うちの漁業者の配慮で、道に申請して、採捕の許可を得ている

ということで、早い話、何だろうな、あまり良くわかんないだけども、アイヌだからというか、漁

業者だからって、そういう差別っていうのは、文化を守るためには、必要なんだよっていう要望が

あれば、我々漁業組合だって、そして道だって、今、それを了解していただいて、スムーズに円満

に進んでいる今状況なんでね、今後もずっと、これを今度新しい施策の中で、予算の中で、今度は

もっと別なものが出てくる。

文化のやり方によってもね、白糠は鮭とシシャモとしての祭りのとき程度なんですけど、その他

にまだたくさんいろんなメニューが出てきた時にも幅広く対応ができるような、予算を有効に活用

して取り組んでくれれば、ありがたいなというふうに思ってございます。

○松久座長 ありがとうございました。

様々な施策の中には、不十分な点、見落としているところもあるかと思います。それらの点をご
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指摘いただけますと、今後のよりよい施策策定とその推進に、つながっていくものと思います。

ありがとうございました。

他ございませんでしょうか。どうぞ。

○阿部一司委員 今回のこのいろんな政策が出していて、一度目には間に合わなかったんですけど、

札幌アイヌ協会としては、お年寄りの、いわゆる高齢者対策ですね。

これは、申し訳ございませんが、私たちの親、私も 73歳ですけれども、私たちの親の世代は学

校にまともに行っていません。

小学校も中学校もまともにいっていませんね。

だからまともな普通の仕事に就いていない。

年金なんかかけていない。

だから誰も年金もらっている人はいません。

ほとんどいませんね。そうするとですね、どうやって生活するのかという問題が、で、私たちは、

30年前からアイヌ協会の札幌支部時代からですね、老人ホームを作れということを強く札幌市に

要求しております。

今般の交付金問題でですね、今年は間に合わなかったんですけど、来年度何とかしようというの

で札幌市は今、一緒にですね、検討を開始しております。

ご存知のように、小金湯という、定山渓の手前のところの温泉施設が 3カ所もあるところにアイ

ヌ文化交流センターを 15年前に作ったんですけれども、その近辺かもしくは定山渓にもですね、

今旅館が相当廃業していてですね、やってないところもございます。

そういうところも含めて、札幌市としては、そういうところを買い取るなりしててですね、なん

とかしたいと、いうことをはっきり申しております。

ご存じのように北海道内で、札幌ではですね、今、アイヌ協会の会員が一番多くなります。

全道約 50の地方協会がございますが、札幌市が一位になりました。
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2番目が、白老とか平取なんですけどね。静内とかですね。

ところが、それ以上にまだまだですね隠れて手を上げない人がいっぱいいます。

何のために上げるんだと、何のためにおまえたちの給料、札幌は会費 5,000円からなんですけれ

ども、お前達の給料払うために 5,000円払うのかって、怒られてるんですよ。

私たちは給料もらっていませんけどね。

そのぐらい大変なんです。

収入 5,000円、年間なんですけど、元々3,000円を本部に払うから、上納金みたいなものなんで

すけど、2,000円だけで札幌は活動しておりますが、そういう中で、このアイヌの人たちに何が必

要かといってもなかなかできない。

私たちは、ピリカコタンか定山渓にですね、そういう施設を作ってくれないかと言ったら、札幌

市はこれ 15年前から要望しておりますので、ちょっと検討させてもらいますといって、今検討開

始しているんです。

こういうことがですね、今回この計画見ても全道・全国から上がってきてもですね、あまりない

のでですね、ぜひこれは私たちの親の世代も含めてですね、我々も含めて、年金が出ていないと言

うことで、大変な状況にあるので、お年寄りの介護、福祉、医療対策というのをですね、しっかり

考えるように、北海道に考えてもらいたいと思います。

そういう方向で何ができるのかと言うことを市町村にもアドバイスしていただければ。

地方のアイヌの協会の人たちと地方の市町村と相談してですね、このお金を使ってもらえれるん

ではないかと。

私、勝手に解釈しておりますが、8割ですね補助は、残り 1割入れたら 90％国が出すのですよ。

1割持てば市町村は何でもできるんですよ。

この事についてはぜひその辺のところ、説明していただいてですね、すばらしいこの政策をして

いただきたいと思います。要望でございます。



31

○松久座長 ありがとうございました。

広くは、居住住宅環境の支援、働くことができる環境、そういう所の施策も重要と思いますが、

なんと言っても高齢者の生活環境の支援というのは非常に重要です。札幌市の取組のお話、進捗状

況といいましょうか。貴重なご紹介をいただきました。

ありがとうございました。

他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、（４）「市町村の取組」について事務局からご説明をいただきたいと思います。

○森田主幹 では、市町村の取組について、ご説明をいたします。

資料 16をご覧ください。

令和元年度アイヌ政策推進交付金決定についてという資料でございまして、先ほど来、お話が出

ております市町村が行う事業に対する交付のものについて、令和元年 9月 30日とそれから令和元

年 12月 24日に交付決定をされたものが、こちらで記載をしております。

昨年、5月の法施行、9月の基本方針策定後ですね、第 1回の計画申請が行われまして、全国で

13の市町、道内からは 12の市町が地域計画推進計画を国の方に申請をいたしまして、認定を受け、

令和元年度の交付金事業が 9月の 30日に交付決定をされております。

その後、12月に 2回目の交付、計画修正、それから計画変更申請が行われ、またむかわ町の計

画が新規で認定されて、12月 24日に交付決定ということで、道内の市町では、合計 13の市町で

交付決定額は約 7億 3,300万円となっております。

市町村の実施事業としましては、こちらの上の方にまとめておりますけれども例えば札幌市では、

さっぽろ雪まつりでのアイヌ文化の発信や、アイヌ民工芸品ＰＲのための映像コンテンツの制作、

次は釧路市ですけども、阿寒湖アイヌコタンでのイコルシアターでのプロモーションの実施、釧路

市立動物園や、市立博物館ではアイヌ文化施設整備や展示コーナーの新設、アイヌ民芸デザインの

アパレル商品を情報発信と販売促進、千歳市では、千歳空港や道の駅などでのアイヌ文化の情報発
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信、それから千歳市内からウポポイへのアイヌ文化観光ルートの開発、こういったような取組がで

すね全道で今、取組を進められておりまして、それぞれの市町村の中で、地域の実情に応じた様々

な事業が交付金で推進をされているところでございます。

それから裏面一番下となりますけども、道外の取組としまして、三重県の松阪市ですね、こちら

で武四郎祭りでのアイヌ古式舞踊の披露ですとか、武四郎記念館でのアイヌ文化関連特別展の開催

ということが、事業として盛り込まれているところでございます。

令和 2年度におきましては、すでに各市町村が国への事前相談を受けまして、年度内の計画の認

定に向けて来週からですね 2月 3日から、計画の受け付けが開始されるということでなっておりま

す。説明は以上です。

○松久座長 ありがとうございました。

ただいま、アイヌ政策推進交付金の状況について事務局から説明をいただきました。

川上委員の平取町も、今年度から交付金を活用して、事業を実施されておりますので、ご紹介い

ただけますでしょうか。

○川上委員 平取町の川上でございます。

町としては、アイヌ文化の振興については町の重要政策というようなことで取り組んできました。

これまで交付金ができあがる前にも、10年前から、町とアイヌ協会、そして議会と協議の場を設

け、三位一体で相違がないようにしっかり寄り添いながら、取り組んできたところです。

その中で、感じているのは、やはりアイヌ文化を次の世代に継承といっても、なかなか繋がらな

いということから、目標としては、やはり生業に繋がるということが重要で、担い手ができ、次の

世代に繋がるというようなことで、三位一体で大きな目標を持ちながら、取り組んでいるところで

す。

町としては、「農業の食と文化」を軸にしたまちづくりを進めております。アイヌ文化の関係で

すが、令和元年から平取町アイヌ施策推進法に基づく地域計画を策定しながら、この資料 16の裏
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面にありますように、類似した事業がありますが、特に生業につながるものということで、下から

4つめにアイヌ文化のブランド推進事業として取り組んでおります。これはデザイナーでも有名な

コシノジュンコさんとのコラボレーションによるアイヌ工芸品づくりに、現在、取り組む、という

ことで、協議しております。今日は貝澤委員もきていますが、すでにコシノジュンコさんと、協議

を進めているところです。

これまで平成 25年の 3月に、北海道で初めて伝統的工芸品ということで、経済産業省の方から

指定を受けています。これも、ただ指定を受けるという目的ではなくて、なんとか、これを生業化、

ブランド化につなげたいということでやっておりまして、今日、貝澤委員も来ておりますけれども、

売り上げも、少しずつ右肩上がりで増えているということで大変うれしく思っておりまして、それ

に次ぐような形でさらに、コシノジュンコさんとのコラボによって、工芸品づくりをして、新たな

文化の創造に取り組もうとしております。また、下から 3番目の 21世紀のアイヌ文化伝承の森プ

ロジェクトについては、やはりアイヌ文化の振興に必要な、素材というか、そういったものが、や

はり供給不足ということでアットゥシ織りもやっておりますけれども、オヒョウの木がなかなか、

地元では賄えないというなこともありまして、これは 30年 50年、先のことではございますけれど

も、次の世代に繋がるように、伝承の森として育てるため、国有林の広大な面積を町と北海道森林

管理局と平取アイヌ協会と提携結びながら、取組の一つとして推進しておりますので、ご紹介をさ

せていただきます。

以上でございます。

○松久座長 ありがとうございました。先ほどの事務局からの説明、また、ただ今の川上委員からご

紹介いただきました事も含めまして、ご質問等ございましたら、いただきたいと思いますがいかが

でしょうか。

よろしいですか。

それでは、続きまして、今後の進め方について、事務局からご説明をお願いします。
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○森田主幹 はい。

それでは、今後の進め方ということで説明をさせていただきます。

資料 17をご覧ください。

新たな推進方策検討会議の進め方という横になった表の資料でございます。

一番左側の列ですね、令和元年度 2年度の欄に今回の検討会議開催時期がテーマとして事務局で

想定してるものを記載しております。

参考としまして、その右隣にですね前回、平成 26年度の検討会議の状況等を記載させていただ

いております。

開催時期につきましては、事務局の目安として記載をしたものでありまして、開催につきまして

は議論の進み具合、それから委員の皆様のご都合を確認の上、日程調整をさせていただきたいとい

うふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。

今年度につきましては、今回とあわせまして、2回の開催を予定しております。

今回 1回目につきましては本日の議題の通り、検討会の設置趣旨、国、道、市町村の取組、検討

会の進め方をテーマとさせていただいております。

次回、第 2回につきましては、現状のアイヌ施策の課題を整理、新たな対策の必要性の検討、新

しい推進方策の推進期間、項目、体系、こういったものを検討のテーマとし、来月開催していきた

いというふうに考えております。

また、第 3回以降はですね、令和 2年度に開催する予定としておりまして、第 3回では、これま

での委員のご意見を踏まえ、新しい対策の内容の検討ですとか、次回の実態調査のあり方、こうい

ったものをテーマとして進めていきたいというふうに考えております。

第 4回以降ですね新たな推進方策の骨子ですとか、素案の内容の検討を第 3回に引き続きまして

実態調査のあり方こういったものをテーマにですね、令和 2年度内に合計５回程度、令和元年度か

らあわせまして、合計 7回程度開催したいというふうに考えております。
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なお前回の検討会議のところではですね、検討会議報告書というものを作成、ご提出いただくと

いう形としておりましたけれども、今回の検討会議の中ではこちらの方から事務局案を提示をさせ

ていただきまして、各委員からそれぞれご意見をいただき、適宜修正等加えながら検討を進めたい

というふうに考えております。

事前に皆様の方に基礎資料ということで本日と同じ資料を送付をさせていただいているんですけ

ども、資料のですね、一番左側開催時期の、最後の 4回から 7回のところですね、お送りしてるも

のに関しては 6月から 10月というふうに記載をしておりましたが、これにつきましては 5月以降

ということで修正をさせていただいております。

また枠外もですね報告書作成しない旨のことをコメ書きとして書かせていただいていたんですけ

ども、こちらについてもこのたびの修正ということで削除させていただいておりますので、ご了承

いただければというふうに思います。

説明は以上でございます。

○松久座長 ありがとうございました。

ただいまの説明につきまして、ご質問等ございませんでしょうか。

どうぞ。

○阿部一司委員 前回実態調査をやったのは、29年、2年前でしょうか 3年前でしょうか。

今度はいつを想定していたらよろしいでしょうか。

○丹羽課長 次回の実態調査につきましては、同じ形での調査とはならないということも含めまして、

今回の検討会の中で議論いただいて、少なくとも次回、今回策定する方策が終了する前にはなりま

すけれども、タイミング的なものも含めて検討会議の中で、議論していければというふうに考えて

おります。

○阿部一司委員 要望があるんですけれども実は私、何回かこの会議に関わっておりまして、前回の

調査の時にちょっと間違いがありましてね。
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取り上げ方が間違ったんだと、後で訂正された事実がありますので、こういうことがないように

ですね、気をつけてお互いにいきたいと思いますので、これ調べればわかりますから、これが間違

ってますよねというのがありましたんでですね。

それからもう一つお願いなんですけれども、札幌市内は 10区の中で調査をしているのは、2ヶ

所ぐらいなんです。

だからできればお願いしたいのは、悉皆調査、すべての区でですね、アイヌの調査をするような

ですね、ことを考えていただきたいという要望でございますので、これ毎回しておりますから。

どうして 10区があって、しかも北海道最大の会員数だって一応登記されてるのにですね、俺た

ちの所に調査来ないんだと言われれていますので、これも是非とも考えてもらいたいと思います。

以上です。よろしくお願いします。

○松久座長 ありがとうございました。

他ございませんでしょうか。はい。どうぞ。

○小川悠治委員 先ほどの資料 16に各市町に対する、市や町に対する交付金決定が来年度は 20億って

いうことなんでしょうけども、それほどの金額がこれからも継続的に国の方から確保できるんじゃ

ないかと思うんですけれども、このように町が、決定して、事業をして、それに対する交付金が出

て、最終的に 9割出ると、この形の方法だけでいいんだろうかっていう気するんです。

先ほど私あの、教育関係についてこだわるようですけども、話したように、例えばそれは、道が

企画するっていうことは不可能なんだろうか。

そうすると、例えば奨学資金とかそういうものをですね。

今までは、所得の制限をですね、下げて、しかも、給付っていうかあの助成が、だんだん下がっ

てきたわけなんですね、支援金がですね。

そういうのを回復するように、先ほど阿部委員が、800万といったのが 300万ですから、実質的

にダウンなんですよね。それだけ厳しい状況になっております。
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ただそれは道がやっているんですけれども、例えばその道がそういう教育関係のことをですね、

充実させるために、こういう企画をして、やるとそして、道がその支援教育環境ですね。

道のお金じゃなくて国のお金で、国からうけて、やるっていう方法ができないのか。

そうすると、アイヌで今までのような、道がやってた形の中で、充実したものが可能になるんじ

ゃないかと単に何かの事業を各市や町がやるというだけじゃなくて、それはですね、単一でですね、

例えばどこどこの町がやるって事になると、難しいと思うんです。

釧路市だけで、そういう支援、教育を支援するといったら難しいと思うんです。どこも共通した

問題ですから。

ところがそんな道という事になると、一律にみんなに同じような事業ができるわけですね。

そういうような、方法が、直接、道を飛び越えて、直接、市町村とやるんじゃなくて、道も、市

町村と同じような立場になってですね、事業ができないのかどうか。

そのような、どのようになっているんでしょうか。

ちょっと聞きたいんですが、なってないとするのならばそういう可能性を、追求っていうか、求

めて欲しいなと思うんですね。

それでなければ大きな意味でですね、教育関係は難しいと思うんです。

というのはですね、どこどこの町だけでやるというわけにはいかないんですよ。

平等ですよ。みんな平等っていうことになれば、都道府県いろいろありますけども、やはり北海

道地区になれば、道ですよ。

そしていろんな基準とかそういうのは、どの市町村にも平等に、適用されるわけですから、その

ような検討は、いかがなもんかなと思って。

○松久座長 いかがでしょう、今の段階でお答えできる範囲でございますか。

○丹羽課長 私のほうから、まず現在の制度の状態・状況についてお答えさせていただきます。

今、道の方では高校大学、高校は奨学金、大学の貸付金については、国からの補助を受けて、全
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道対象にアイヌ子弟を対象に実施をしております。

こちらにつきまして、先ほどから、厳しくなってきてるということで、こちらについても国の方

の議論などもありまして、日本学生支援機構の免除規定であるとか、その収入基準であるとか、そ

ういったものを適用するという形で、そちらに準用される形で、実際の奨学金受給にあたっては厳

しい環境になってきているということはあるということで、ご意見があることも承知をしておりま

す。

一方、今回のアイヌ政策推進交付金につきましては法律にも書き込んだ制度の仕組みとして、国

が市町村を直接対象として、計画を認定して、交付金を支給するという形をとっておりますので、

交付金の成立の流れの中では道の関与についても国に要望してまいりましたけれども、国としては

市町村を対象とした、今の制度を構築するということで、今の制度は出来上がっております。

今回の検討会議の中でですね、委員の皆様からいただいた意見につきましては、毎年、道の方か

ら、予算要望制度要望ということで行っておりますので、そういった意見をですね、どういった形

で反映できるかということは、これからの議論の中で検討させていただければというふうに考えて

おります。

○松久座長 よろしいですか。

○小川悠治委員 次にお願いしたいと思うんですね。

やはりですね、これは単なる教育施策というんじゃなくてですね、アイヌ施策としての教育施策

ですね、その事業をどうするか。

ですから、予算づけをですね、やはり国でもってですね、全面的に推進して、本当の意味でのア

イヌ施策を、そしてそれは道が国の制度を受けてやってるとするならば、充実できるように強く要

望して欲しいと思うんですね。

○松久座長 ありがとうございました。他にございませんでしょうか。

はい、どうぞ。
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○秋辺委員 ウポポイが稼働するって事で 3年前から、ウポポイに行く、あるいは他の観光地やアイヌ

の施設に寄ってウポポイに行くという観光ルートを作ってまいりました。

それは仮称というかサブネームでユーカラ街道であるというふうにやってます。

これは白老、札幌、二風谷、旭川、阿寒というふうに、市町村をまたぎます。

それについて、釧路は釧路で上げればいいんじゃないという話があったので、その関連する、地

域振興としてですね、ところがこれルートなので、他の市町村も一緒に上げないと。

うまくいかないぞということなんですよね。

先ほどと同じことなんですが、道が音頭取りをしてユーカラ街道みたいなものが出てきたら、せ

いので一緒に上げましょうとか、市町村長首長で一緒にお話をしてせいので上げましょうというよ

うな円滑となるような体制、道に対して求めたいということなんですね。

こういうことをやるのは、実は、道の一番施策に関する活躍のできる場所で、やらなきゃいけな

いことかなと思ってるので、今後、具体的に何をしていただけるか一緒に何ができるかっていうの

を、考えていきたいと思ってますのでよろしくお願いします。

○松久座長 ありがとうございました。

他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは会議の進め方につきましては、先ほど事務局からご説明いただきましたように、本日を

含めまして、7回程度会議を開催いたしまして、計画期間や、項目等の検討の上、新たな推進方策

の事務局案に対して、適宜、ご意見をいただくということで進めていきたいと思います。

よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。

それでは会議を閉めさせていただきます前に、本日第 1回目でございますので、何でも結構です、

ご自由にご意見等お受けしたいと思いますが。いかがでしょうか。どうぞ。はい。

○小川哲也委員 実は、アイヌ新法の各町村で、各地区で、ヒアリングというか、十勝帯広の方で、

ヒアリングを行った時に、若い人が、このあまり来なかったんですよ。
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行きづらいし、発言できないし、発言しても、こう押さえられるっていうんで、去年、若年層の、

去年 2月に、アイヌ政策の意見交換をやらせてもらいました。

札幌と東京と帯広とでやったんですけども、いきなり法律の話もあれなんで今の現状どうですか

って話を、若い人達に聞いたら、地下歩行空間で展示したら、おじさんに背中に手を入れられそう

になったとかっていうふうな、今でも受けている差別みたいな話も聞いて、ちょっと驚いたという

か、話もあったんですけど、あとはもう伝統文化の踊りとかをやる人達も、古式の踊りももちろん

大事だけど、新しい踊りも作ってやりたいというそういう内側に熱い気持ちを持っている若い人た

ちもいるんですけど、ちょっとアイヌの先輩強すぎるので、なかなか表にでないというのがちょっ

とありますので、そういった話の意見交換で聞いた中で、先ほど阿部副理事長の老人政策もこれも

大事なんですけれども、同時並行で、これからを担う若い人が活動をしやすい環境にしていくため

に、どうしたらいいかというのを、この推進会議の中で、皆さんに考えてもらえたらなと、そのた

めに僕がここに座っていると思うのですけども。はい。それを、言いたいと思いました。以上です。

○松久座長 ありがとうございました。

ただいまのお話の中で、若い人が押さえられるからというのがございましたが、それは先輩の

方々に押さえられるということでしょうか。そういう意識が若い方の中に強いのでしょうか。

○小川哲也委員 十勝の中でいうと、やっぱり年長者というか。

○松久座長 先輩になるんですね。

○小川哲也委員 差別を受けて、それに負けじと力強く生きてきた人たちでしょうと思いますんで。

はい。強いですよね。

他の地域にもあるんですけどもちろん、田舎に行けば行くほど多いです。

それとちょっと言い忘れた、もう一つ、オリンピックで、多分そういうので出るかもしれないっ

ていうのもそうなんですけど、ゴールデンカムイっていう漫画を通して文化がすごい広まっている

んです。
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それにかなり若い人のアイヌの人たちが、影響というか、それを見て、もっと勉強したいと、も

っと表現したいという方が、増えてるみたいです。はい。

○松久座長 札幌市の方でも、さっぽろ雪まつり大通の会場でゴールデンカムイを使った企画をして

いると聞いてますが、先住民族であるアイヌの文化等を広めていく中で、若い方々が積極的に手を

上げていく、発信されていく、そういうことにつながっていけば、大変結構なことだと思います。

ありがとうございました。

○小川哲也委員 よろしくお願いします。

○本田委員 すいません、ついつい遅くなってしまいました、3つくらいあるんですけれども、まず一

つです。

私も尊敬するニュージーランドのマオリ発展省という省庁があって、大臣もたくさん輩出されて

いるんですけれども、その元大臣の方が仰ってました。

ニュージーランドでもマオリにたくさんお金もおりてきてると。

でも自分たちは、30年後、50年後のために今このお金を使えるようにする。今の自分たちに使

うんじゃなくってそれが、30年後 50年後を見据えて使うというふうにおっしゃっていて、本当に

素晴らしいというふうに思いました。

ですから、せっかく始まった交付金の制度も、本当にこれが 30年後 50年後の子孫に対して誇り

を持って使えるのかというそういう意識もやっぱり持つべきかなと思います。

先ほどから、やっぱり道の方に指導をというご意見もありましたので、道の方々にはぜひ、そう

いう感覚を持っていただきたいと思います。

先ほど平取の川上町長がおっしゃってましたが、生業としていくということがものすごく大事だ

と思います。それが未来につながる。

その元大臣さんは、大臣だったにも関わらず、「国になんか頼るなよ、結局何もしてくれないぞ

と、自分たちで、ビジネスを起こして、富を蓄えて学校を作って未来につなげ」というようなこと
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をおっしゃってました。

本当にその通りで、今、そういうスタートにあるべきだと私は思ってます。

先ほど、小川委員もおっしゃったように、アイヌの文化と親和性が高い環境ビジネスとか、優位

性が発揮できるようなビジネスもこれからできていくはずなので、いつまでも雇われるんじゃなく、

アイヌの若者たちがきちんと起業してビジネスを起こして、富を蓄えられるような、そういうこと

を今からしっかり意識して始めていくべきだろうと思っております。

もう一つは、先ほど先住民族は何かということもしっかり学ぶべきだというご意見がありました。

本当にそうだと思うんですけども、もう一つは、世界の先進的先住民族政策というものが、どのよ

うなレベルにあるのか、どういう権利が保証されているのかということをしっかりと理解したほう

がいいと思います。

私は二風谷で 11年間萱野茂先生のところで、お手伝いさせていただきましたが、萱野先生から

すでに 80年代に「カナダでは、売ったらだめだけれども自分で消費する分の鮭はどれだけ捕って

もいいんだぞと、それがカナダの先住民だぞ」と言われて、びっくりしました。

それから、一体何十年経っているのかと思います。

私も大学のゼミで、鮭の捕獲の問題が話題になったときに、いい悪いは抜きにして、どういうも

のが世界の先住民族政策なのかということを一回、知る必要があるというふうに言いました。

それから、教育政策の問題も先ほどたくさんご意見が出てましたけれども、先住民族にとっての

教育政策というのは、世界の先進地ではどういうレベルなのかということを、私たちも勉強する必

要があるだろうと思うんです。

私も国の会議で一度、アイヌの子弟については、学生支援機構の奨学金を成績に関わらず無利子

にしてあげるみたいなことを言われたときに、情けなくて、何それ、それが日本の先住民族の教育

政策ですかって、半べそ書きながら訴えたこともあるのですけれども、そういうことではないと私

は思います。
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ですから、やっぱりそのあたりをしっかり認識しないといけないだろうと。

もう一つ、私はうちの大学でウレシパクラブという、アイヌの若者たちが本当に生身で表に出て

アイヌ文化の発信活動をしているのですが、やっぱり怖くなるのが最近のヘイトです。

アイヌに限らず例えば、在日の方々、子供や女性が先日も NHKの特集に出ていらっしゃいました

が SNS上でのヘイトがものすごく怖くて、とんでもないと。

それに対して、今、例えば川崎市とかではヘイト禁止を含む人権条例というのを行政が作るとい

うそういう先駆的な動きが進んでいます。

北海道ではアイヌに関わる問題として、避けては通れないはずですが、市町村でやると、先ほど

もお話が出ているように温度差があり、網に引っかからないという自治体が出るような気もするの

で、北海道としてそのようなことを考えていかれたらいいのではないでしょうか。そうすると市町

村の背中を押すような事になりますから、一度ヘイトの問題も考えていただければと思います。

以上でございます。

○松久座長 貴重なご意見ありがとうございました。

他にございませんでしょうか。はい、どうぞ。

○石川委員 教育の立場から参加させていただいておりますので、一つだけ今日感じたことを述べさ

せていただきます。

これまでのお話しを伺って、教育の充実については、すごくアイヌの人たちが期待しており、教

育の中でアイヌの人たちの理解を進めるのは本当に重要だなということを改めて意識させていただ

きました。

アイヌの人たちの子弟に関する教育の充実について、御議論されましたが、それはとっても大事

なことだと思います。それは先ほど先住民族の理解の部分も含めて、子供たちに先住民族とはアイ

ヌの人たちはどういう民族なのかということも理解がまだまだ進んでいないと思います。

それは、「先住民族」についてと「アイヌの人たち」についての理解を深める教育の両輪でいか
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なきゃいけないということを感じました。

また、今年は「ウポポイ」も完成します。私、苫小牧に住んでいますけれども、白老町で準備を

進めてます。

年間 100万人という目標もありますが、ただ、施設ができて、行って、見てきたから終わりとい

うふうにならないように、教育の現場でも、これをどういうふうに先住民、またはアイヌの人たち

のことについてつなげていくかということも、また改めて大事な課題であるということに気づかさ

れました。

ありがとうございました。

○松久座長 ありがとうございました。

他にございませんでしょうか。

今日は大変広く深い視点から重要なご指摘、課題のご指摘等をいただきました。

引き続き次回の会議におきましても、幅広いご意見を賜り、活発な議論を経て、これからの推進

方策に反映していきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

それでは本日予定しておりました議事はこれで終了とさせていただきます。

最後に、次回の日程について事務局からお願いします。

○丹羽課長 次回につきましては、事前に確認させていただきました日程の中で、2月の 17日月曜日

13時 30分から、2月 17日ということで、開催を予定をしております。

詳細につきましては後日改めてご連絡をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

次回の検討会議におきましては、現状のアイヌ施策の課題、次期対策の必要性などについてご検

討いただくこととしておりますけれども、何かお気づきの点がありましたら、事前に電子メールや

ＦＡＸなどで、事務局である、アイヌ政策課、当方までお寄せいただければと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。
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以上です。

○松久座長 ありがとうございました。

それでは本日の会議はこれで終了させていただきます。

長時間にわたりありがとうございました。


