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第４回新たなアイヌの人たちの総合的な推進方策検討会議録 

 

日 時：令和２年 10月 16日（金）13:30～15:00 

場 所：北海道庁本庁舎９階 総務部（職員監）会議室 

 

○高野課長 定刻となりましたので、ただいまから第 4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会いたします。 

私は進行をつとめます、北海道環境生活部アイヌ政策推進局アイヌ政策課長の高野です。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

開会にあたりまして、北海道環境生活部アイヌ政策監の長橋より一言ご挨拶申し上げます。 

○長橋政策監 イランカラプテ。アイヌ政策監の長橋でございます。本日は、お忙しい中ご出

席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

この検討会議につきましては、本年の 1月と 2月にですね開催いたしましたけれども、その

後、新型コロナウィルス感染症とこういった影響もございまして、前回、3回目の検討会議に

つきましては、お集まりいただく形式ではなくて、書面にてご意見をいただく形としたところ

ございます。当初予定しておりました会議の進め方などが変更になりましたことをはじめ、皆

様には何かとご不便をおかけし、お詫びを申し上げますとともに、皆様のご理解、ご協力に改

めて感謝をいたします。 

さて、この間、7月には我々が待ち望んでおりましたウポポイが、開業ということになりま

した。オープンから 3ヶ月が経過をしたところでございますけれども、コロナ対策として、入

場制限をしている中ではございますけれども、約 12万人、12万人を超える方々に訪問をして

いただきまして、教育旅行も、これまでの実績を含めまして、来年 3月までに約 6万 8000人

の予約が入っているということでございまして、学びの場としてもご活用をいただきまして、

アイヌの歴史あるいは文化への関心が高まっているというふうに感じているところでございま

す。 

現在、ご議論をいただいております、北海道の新たな推進方策につきましても、できるだけ

より良いものにしたいというふうに考えてございます。本日は、これまで皆様からいただきま

したご意見を踏まえまして、この後、事務局案ということで提示をさせていただきます。改め

て各委員のご意見、ご提案を賜りたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願
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いを申し上げます。 

○高野課長 本日は秋辺委員、阿部範幸委員、小川悠治委員、貝澤委員、本田委員が都合によ

り欠席されておりまして、本日は委員 7名の出席となっております。なお、欠席をされました

委員の皆様にも、事務局案に対するご意見がございましたら、後日提出をいただきますようお

願いをしているところでございます。 

次にお手元に配布の会議資料の確認をお願いしたいと思います。まず、会議次第 A4、１枚

もの。それから出席者名簿 A4、1枚もの。それから、配席図 A4、1枚もの。資料 1骨子たたき

台に対する委員からの意見。資料 2骨子たたき台からの変更点。それから資料 3-１（仮称）

北海道アイヌ政策推進方策（事務局案）概要版。それから最後、資料 3－2北海道アイヌ政策

推進方策（事務局案）となっております。資料の配布漏れ等ございませんでしょうか。 

それでは本日の会議の流れでございますけれども、書面により開催をさせていただきました

前回検討会議でお示しをいたしました骨子たたき台案に対するご意見を踏まえまして、事務局

案を作成いたしましたのでご説明のあと、ご意見をいただきたいというふうに考えております。 

なお、会議の所要時間は 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。

また本日は新型コロナウィルス感染症の感染防止の観点から、途中で換気をさせていただきた

いと思いますのでどうぞご了承いただきたいと思います。それでは、この後の議事進行につき

ましては松久座長により進めていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○松久座長 それでは次第に沿って進行させていただきます。議題の「（仮称）北海道アイヌ

政策推進方策（事務局案）」につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。 

○森田主幹 道庁アイヌ政策課の森田と申します。では、資料に沿って、私からご説明を申し

上げます。座って説明させていただきます。 

まず、資料 1をご覧ください。こちらは書面開催としました第３回会議で皆様からいただい

たご意見をまとめたものでございまして、前回までの議事録に代わるものというふうに考えて

おります。内容については後ほどご確認をいただきたいんですけども、第 1回、第 2回の検討

会議でご議論をいただいたこと、それから今回いただいたこれらの意見を踏まえまして、事務

局案を検討させていただいております。 

続きまして資料 2をご覧ください。第 3回会議、書面開催でございましたけれども、こちら

のほうで新たな方策のたたき台の骨子をお示ししておりましたけれども、事務局案の策定を進

めていく中で、いくつか変更させていただいた点がございまして、それをまとめたものでござ
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います。主な変更内容は、下にまとめて記載しておりまして、詳しくは資料 3で改めて説明を

しますけれども、例えば、「前文」とあったものを「策定の経緯等」。それから、「推進方策

の趣旨」とあったものを「基本的な考え方」に改めるなどより判りやすい、もしくは、よりふ

さわしい表現となるように修正をしております。 

また、昨年 5月に施行されましたアイヌ施策推進法で差別の禁止が規定をされたことですと

か、これまで委員の皆様からご発言がありましたとおり、昨今のインターネット上での心ない

投稿など、アイヌの人たちへの偏見や差別が未だに見られるということから、こういったこと

への対応、さらにはアイヌ政策推進の根幹となるものとしまして、アイヌの人たちに対する道

民の正しい理解、こういったものが最も重要であるという考えから、新たに「理解の促進」と

いう項目を推進施策の 1番目に追加をしております。 

また、たたき台で「5 その他」としていた項目についてですけど、各項目に分類されない、

推進方策全体に関連する事項として「推進に当たって」というふうに修正させていただいてお

ります。 

それでは、推進方策、事務局案について、資料 3-1概要それから資料 3-2事務局案本編こち

らを使って説明させていただきたいというふうに思います。まず、第１策定の経緯等というこ

とで本編でいいますと 1 ページ目になります。道では、昭和 36 年からアイヌの人たちの生活

環境の改善、住宅の整備、子弟教育の促進などの対策を進め、昭和 47 年からはアイヌ生活実

態調査を定期的に実施したうえで、昭和 49 年から、4 次にわたる「北海道ウタリ福祉対策」、

そして、3 次にわたる「生活向上推進方策」を策定して、生活向上に関する施策を推進してま

いりました。また、平成 9 年には、アイヌ文化振興法の施行に伴いまして、平成 11 年に「ア

イヌ文化振興基本計画」を策定しまして、アイヌ文化の振興に関する施策を進めてきたところ

でございます。令和元年 5月には、アイヌの人たちが先住民であるとの認識を示し、市町村の

取組を支援する交付金制度、それから、ウポポイについて規定をしました「アイヌ施策推進

法」が施行されたところでございます。 

こうした中、現行の生活向上推進方策が今年度中に終了することとなりますので、法の趣旨

ですとか、平成 29 年に実施した実態調査の結果、それからこの検討会議で皆様からいただい

たご意見等も踏まえまして、これまでの生活向上やアイヌ文化振興に加え、地域振興、観光振

興等を含めたアイヌ政策を総合的に推進するため、令和 3年度以後の推進方策を策定するとし

たものでございます。 

つづきまして、背景・歴史・現状。本編で言いますと 2ページになります。ちょっとページ



4 

の分量が多いですけれど、ここにはですね、これまでの歴史やアイヌと和人の関わり、アイヌ

政策の変遷、アイヌ生活実態調査やウポポイの開業など近年の状況などを記載しております。 

かいつまんで説明をいたしますと、アイヌの人たちは、古くから北海道に住んでおり、固有

の言語、伝統的な儀式や祭事、多くの口承文芸、アイヌ文様など独自の文化をもち、自然の恵

みに感謝しつつ、人間を深く愛し、平和な暮らしを送っていた民族であること。 

松前藩の統治がはじまり、交易の制限や、特権商人により使役や移住の強制があったこと。 

明治には、蝦夷地は北海道となり、伝統的風俗・習慣の禁止、日本語使用の強制などの同化

政策、北海道開拓の本格化によりまして生活基盤となる河川や森林の変化、鳥獣捕獲や河川漁

業の規制など、アイヌの人たちの生活や文化が大きな打撃を受けていたこと。 

明治 32 年「北海道旧土人保護法」が制定され、農耕地の無償貸付、授業料の給付、小学校

の設置等の対策を実施されてきましたけれども、アイヌの人たちの貧窮を十分に改善するには

至らなかったこと。 

国際世論は、1970 年代以降、先住・少数民族の権利を尊重する立場に立った意見が増え、

国連などでは、その固有の権利を認め、人権を守り、民族として自立するには何が必要かが議

論されてきており、このような中、北海道ウタリ協会、当時ですね、現在の北海道アイヌ協会

ですけれども、旧土法に代わる法律の制定を求めており、国は平成７年に設置した「ウタリ対

策のあり方に関する有識者懇談会」の報告書を踏まえ、旧土法を廃止し、新たにアイヌ文化振

興法を制定したこと。 

国際的には、先住民族や少数民族に対する差別をなくし、独自性と文化を守る動きが活発に

なり、国連では平成 19 年「先住民族の権利に関する宣言」を国連総会で採択、国では、平成

20 年、「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」これを衆参両院、全会一致で採択

をしております。アイヌの人たちが先住民族との認識の下に、「アイヌ政策のあり方に関する

有識者懇談会」を設置、平成 21 年、国策としての近代化の結果、アイヌ文化に深刻な打撃を

与えたこと。 

国にはアイヌ文化復興に配慮すべき強い責任があり、従来にも増して、国が主体性を持って

政策を立案、遂行すべきなどの内容が盛り込まれた報告書が取りまとめられたこと。 

平成 22 年、この報告書を受け、内閣官房長官を座長とし、アイヌの人たちや有識者で構成

する「アイヌ政策推進会議」を設置し、総合的なアイヌ政策やウポポイの整備など具体的な検

討が進められ、平成 31 年、従来の生活向上施策やアイヌ文化振興施策に加え、地域振興、産

業振興、観光振興等を含めた施策を総合的かつ効果的に推進するため「アイヌ施策推進法」が
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制定されたこと。 

令和 2年 7月には、アイヌ文化の復興・発展のための拠点となるナショナルセンター「ウポ

ポイ」が、白老町に開設をされたこと。 

そして現在ですね、アイヌの人たちは自分たちだけの居住地域を形成することなく、日常生

活においては、他の多くの日本人とほぼ変わらない生活を送っていること。 

平成 29 年に実施した実態調査では、生活保護率は減少し、高校・大学への進学率などは増

加しているものの、大学進学率など様々な面において未だに格差が見られるとともに、現在も

いわれのない差別がみられること。 

一方、文化面におきましては、インターネットですとかラジオを活用したアイヌ文化の紹介

や伝統技法を用いたアート作品の制作など新たな動きが見られているほか、アイヌを題材とし

た小説やマンガ等を通じ、その歴史や自然観に基づく生活や文化への関心が高まっていること。 

このようなことを記載しております。 

つづきまして、第 3基本的な考え方でございます。本編でいいますと 5ページ目になります。 

1 番、推進方策の名称ですけれども、これまでの生活向上だけではなく、総合的な施策を推

進するための方策とする内容となりますことから「北海道アイヌ政策推進方策」という名称を

仮称として設定させていただいております。 

2 番、推進方策の期間。現行方策と同じくですね、令和 3 年度からの 5 年間ということを想

定して、期間を設定させていただいております。 

3 番、推進方策の目指す姿。アイヌの人たちが先住民族であるとの認識を示したアイヌ施策

推進法の趣旨を鑑みまして、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、アイ

ヌの人たちが民族としての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

現を図り、もって全ての道民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目

指す、としています。 

次に 4番、推進方策の基本的な展開方向でございます。アイヌの人たちに寄り添い、アイヌ

の人たちが抱える課題を解決し、未来志向によるアイヌ政策を総合的に推進することとし、

「理解の促進」、「生活の向上」、「文化の振興」、「地域、産業及び観光の振興」、「多様

な文化との交流促進」以上の５つの施策を柱として、効果的なアイヌ施策に取り組む、として

います。 

つづきまして、第 4推進施策、本編 6ページになります。先ほど申し上げました「５つの施

策の柱」にですね、それぞれ「現状・課題」、それから「施策の方向」をまとめまして、その
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後に推進施策を記載するという形でまとめております。 

まず 1つめ、理解の促進ということで現状・課題、アイヌの人たちは、北海道などに古くか

ら住んでいた先住民族で、長い歴史の中で、アイヌ語やアイヌ文様など独自の伝統や文化を伝

承してきていますが、このようなアイヌの歴史や文化等について、十分な理解が得られていな

いため、近年では、インターネット上での心ない投稿など、現在もいわれのない偏見や差別が

残っています。 

施策の方向ですが、アイヌの人たちに対する差別は、共生社会の実現を目指すアイヌ施策の

目標に反するものであり、偏見や差別がなくなり、アイヌの人たちの民族としての誇りが尊重

され、全ての道民が相互に尊重し合う社会の実現には、アイヌの人たちについて正しく理解し、

アイヌ文化の価値を認識することが不可欠です。このため、幅広い理解促進と知識の共有に向

けて、教育の充実や、様々な機会を通じた普及啓発を強化する、としております。 

推進施策としましては、幼児教育や学校教育のためのアイヌ関連教材の作成・活用や、アイ

ヌ文化などに関する講演会、講座の開催など、正しい理解に向けた教育の充実。  

それから、ウポポイなど道内アイヌ関連の博物館における展示等の充実や、啓発冊子の作成

配付など、道内外への普及啓発について記載をしております。 

つづきまして、2 番目ですね生活の向上でございます。現状・課題ですが、高校・大学等へ

の進学率や生活保護率などは改善傾向にありますが、依然として格差がみられます。子弟教育

の充実や生活・雇用の安定が求められています。 

施策の方向でございますが、子弟の教育水準を高め、就労の安定や収入の向上を図るなど、

アイヌの人たちが地域で豊かに暮らし、地域における文化振興や伝承活動にも支障を来すこと

がないようにすることが重要であり、このため、未来を担う子どもたちへの教育の充実や、職

業訓練など雇用の安定を図るとともに、地域において様々な活動拠点となる生活館の整備をは

じめ、生活しやすい環境づくりを進めるとしています。 

推進施策としましては、初等教育期からの学力向上に向けた取組の促進、修学資金などによ

る進学の促進など、アイヌの人たちの教育の充実。 

それから、職業訓練の受講機会を確保、就職促進資金の活用や各種免許の取得を促進など、

雇用の安定。  

アイヌの人たちの様々な活動の場であります生活館の安定的な運営ですとか、生活上の各種

相談に応じる生活相談員の活動充実など、生活の安定・向上と生活環境の改善について記載を

しております。  
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つづきまして、3 番目文化の振興でございます。本編では 10 ページになります。現状・課

題としましては、アイヌ文化は口承文化であったため記録や資料が少なく、アイヌ語について

は、明治以降、日本語の使用を余儀なくされ、アイヌ語で自由に会話できる人は、ごく僅かで

あるなど、アイヌ文化を保存、継承していく担い手が不足をしています。一方、「アイヌ施策

推進法」の施行やウポポイの開設、アイヌを題材とした小説やマンガが話題になるなど、近年、

関心や認知度が高まっておりアイヌ文化振興の追い風となっているところでございます。 

施策の方向ですが、アイヌ文化はアイデンティティの基盤ともいうべきものであり、その復

興、次世代への継承、将来に向けた創造・発展が重要です。このため、アイヌ文化の保存伝承

や普及啓発を促進するとともに、各地域の活動が活性化するよう文化振興の基盤づくりを図る、

としています。 

推進施策としましては、アイヌ文化や生活習慣の調査・記録・保存と体系的な整理分類、講

座や研修などによる指導者や伝承者等の育成・促進など、アイヌ文化の保存・伝承。  

伝統的工芸と現代的デザインが融合した新たなアイヌ工芸品の開発の促進、多様な媒体を活

用した、アイヌ関連情報の積極的な提供・発信、アイヌ語の復興・伝承とアイヌ語由来地名の

普及など、アイヌ文化の魅力発信。  

ウポポイをはじめとした道内各地のアイヌ関連施設への来場促進、アイヌ協会やアイヌ民族

文化財団など各種団体の文化活動への支援、各地域におけるアイヌの伝統的生活空間の再生促

進など、アイヌ文化振興の基盤づくりについて記載しております。 

次に 4 番目地域、産業及び観光の振興ということでございます。本編は 14 ページになりま

す。現状・課題としまして、アイヌ工芸品は、国の伝統工芸品に指定されるなど高い評価を得

ているものもありますが、伝統的技術を有する工芸家の高齢化などによりまして、後継者が不

足をしています。 

農林漁業や商工業は、小規模な経営者が多く、経営の安定化を図ることが重要です。 

また、ウポポイの開業を契機に、国内外からより多くの方々に訪れていただき、その開業効

果を道内各地に波及させ、観光振興や地域活性化につなげていくことが求められています。 

施策の方向としましては、アイヌの人たちが安定した暮らしを営み、事業を継続するには、

地域経済の活性化や、多様な人材が自らの能力を発揮し、安定的な所得が得られる場の確保な

どが重要です。 

また、アイヌの人たちと地域の人たちが協力し、アイヌ文化を貴重な地域資源として位置づ

け、地域振興や観光振興を進めていくことが不可欠です。 
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このため、アイヌ伝統工芸等の振興やアイヌ文化を核とした地域や観光の振興、農林漁業

者・中小企業者の生産基盤整備や経営の近代化など、産業振興を推進するとしています。 

推進施策としましては、基礎講座や指導者育成研修など伝統的工芸技術の伝承者育成、テス

ト販売や各地域のイベント等を活用した工芸品の販路拡大・製品開発など、アイヌ伝統工芸等

の振興。 

 ウポポイをはじめとしたアイヌ関連施設への誘客促進、道内各地にあるアイヌ文化関連施

設と観光資源等の連携、広域的な周遊促進など、アイヌ文化を核とした地域や観光の振興。 

 生産基盤や経営近代化施設の整備支援による農林漁業の振興や、経営改善普及指導員によ

る相談・指導や各種支援制度の活用促進による中小企業の振興など、産業の振興について記載

をしております。 

5 番目ですね、多様な文化との交流促進ということで、本編の 18 ページになります。現

状・課題としましては、グローバル化が進展し、多くの外国人が本道を訪れるなど、世界と本

道の距離は急速に縮まりつつあり、こうした中、アイヌの人たち自身が多様な文化に触れ、理

解を深めるとともに、文化や生活習慣の違いなどの相互理解が必要になっています。 

施策の方向ですけれども、世界から学び、世界を舞台に活躍できる人づくりとともに、異な

る文化や考えを持つ人たちが、お互いを理解し尊重することができる共生社会の実現が重要で

す。 

推進施策としましては、アイヌの人たちと海外の少数民族や先住民族との交流促進、アイヌ

の人たちと道内外の地域や人たちが、相互に体験、交流ができる機会の確保など、国際交流等

の促進について記載をしています。  

最後に第５推進に当たって、本編の 19 ページになります。アイヌ施策の効果的な推進には、

これまで各地域のアイヌの人たちが伝承してきた独自の文化や施設など地域の資源も積極的に

活用していくことが不可欠です。 

また、関係機関や企業が果たす役割は非常に重要であり、多様な主体が「全ての道民が相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」という目標を共有し、一体となって推

進するとしておりまして、ウポポイをはじめ、各地域の魅力ある資源の価値向上と、施策推進

への積極的な活用。国、道、市町村、協会や財団など関係団体、大学等の教育・研究機関や民

間企業などの主体的な取組と密接な連携。アイヌの人たちが自主的に組織した北海道アイヌ協

会の活動支援と、各アイヌ協会など地域活動の充実。北海道のアイヌ施策推進方針や北海道総

合計画など関連計画等との整合性などについて記載をしております。 
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なお、概要の最後、今後の予定については後ほど説明させていただきます。 

雑ぱくな説明となりましたが、事務局案の説明については以上になります。 

○松久座長 ありがとうございました。ただいま事務局から仮称北海道アイヌ政策推進方策事

務局案等について、ご説明をいただきました。これから、委員の皆様のご意見を伺いたいと思

いますが、事務局案の内容は多岐にわたっておりますので、項目ごとに区切って、皆様から、

ご質問、ご意見などを、ご発言いただきたいと思います。まず、事務局案の第 1策定の経緯か

ら第 3基本的な考え方までについて、ご質問、ご意見をいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○阿部一司委員 意見をですね、出せなかったもんですから、ちょっとここまで出来上がって

きていて、どうしようかと思っていて本当に、私も、考えていたんですけれども、まず第 1の

策定の経緯のところで、今例えばアイヌ施策推進法という法律が出来たんですけれども、実際

にですね、元総理大臣までが、まだ日本は単一民族国家だみたいなことをいってるということ

があったりとか、ネット上ではすごくですねこの法律についてですね、疑問を呈している状況

です。だから、ここについては、私は前回もその前も申し上げたと思うんですけれども、この

先住民族の定義っていうのはですね、私も札幌市でですねアイヌ政策推進委員会というのがあ

って、そこにもですね提出をさせていただいたんですけど。これは実はですね。平成 11年に

ですね、国連が先住民族についての定義とかを出したレポートっていうのがあるんですけれど

も、それを北海道アイヌ協会が、これを翻訳をしてですね。関係資料も含めて、先住民族とは

どういう人たちのことを言うのかという資料をですね、これを全道そして全国に配りました。

だからこういうものについてですね、ぜひ、やっぱり、この、今回の法律で先住民族と書いて

あるんだけれども、先住民族とはどういう人を言うのかってことは書いてないもんですから。

やっぱりその辺に誤解があると思うんでですね。やっぱこの辺のところがやっぱり、こういう

資料、これ北海道アイヌ協会として全国に配っているわけですからね。やっぱりこういうとこ

ろは、このシートですけれども、はっきり先住民族が 3万年前から北海道にいたから先住民族

じゃないんですよね。そこのところ 150年前にですね、この中でもいろいろお書きいただいて

おりますけれども、土地を取られて、生業を禁止されて、言葉も文化もすべて禁止されてたと

いうこれ実際明治になってからですね、大きな日本の法律の中でこれを禁止してるわけですよ。

明治 9年なんか風習の洗除といってですね。まだ、こうやって刺青したり、アイヌ語しゃべっ

たり、いろんなことやってると、厳罰に処すると書いてあるんですからね。私はここんところ、

言わないとこういうことされた人が先住民族なんだよってことをやっぱり北海道さんで道庁で
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出すと、これはものすごい解釈が違ってくると思いますね。だからここのとこだけはぜひです

ね。これはお願いをしたいと、たくさん早く言えよと思われるかもしれませんが、これはやっ

ぱりここのところにですね、これ書いてあげるべきだと私はそう思います。以上です。 

○松久座長 ありがとうございました。先住民族とはどういう人たちのことを言うのか、どの

ようなことがなされてきたのかわかるように、というご意見をいただきました。ほかにござい

ませんでしょうか。 

○佐藤誠之委員 今、阿部委員から、おっしゃられて、私も、実は意見を出したんですね。こ

の前文の部分で。それは今、阿部委員がおっしゃった通りで、私前回ですね。これ 18ページ

に載ってるんですが、前回も言ったんですけども。総理経験された方が、相変わらず日本は

単一民族、今阿部委員のおっしゃった通りですよ。これは、麻生副大臣のことをいっている

んですけども。この会議が日本を代表する北海道だけじゃなくて、まさに、先住民族の方の

大事な会議だというなら、そのことに対して、抗議とは言いませんけども、強い意志を表す

べきだっていう意見申し上げたんです。ただそのときは多数決でも何でもないので、議事録

に残っている程度で終わっているんですが、前文には入れるべきだということで、私は事務

局にメールしました。ところが、反映されてないんですね、このたたき台の中にも書かれて

ません。それから返信もいただいてません。私が、実際には今日持ってきませんが、政府高

官による、不用意な発言というような文章で、メールしたはずです。事務局に。そういうも

のを入れるべきではないかと、まさに阿部委員は、阿部委員の方が、方がというのは失礼で

すけれども、先住民族の記述の方がいいとは思いますが、少なくとも、強い意志を入れるべ

きだと思ってるのが、さらっと前文に書かれて、一番問題なのは多分ですよ、想像でものを

申してはいけないんですけども、差別のことだと思うんです。その部分が、たった 2行か 3

行で、さらっといってすぐ次に施策ってなってるのはいかがなものかなと思い、もう一度、

事務局に問い合わせた。なぜ、このたたき台に載ってないのか。それで私が出したメールに

対する返信はどうだったのか。逆に多数決できめるのかどうかわかりませんけども、他の委

員の皆様が、そこまで言う必要はないっていうのは、それはそれで、私は別に納めますけど、

ただ自分としては、大変憤りを持って臨みました。本日は。以上です。 

○松久座長 ありがとうございました。ただいま、ご質問のあったところにつきまして、事務

局から、なにかございますでしょうか。 

○高野課長 はい。歴史的な認識等ですね。私どもとしては、事務局としては、かなり充実を

させていただいたという認識はございます。それで、ちょっとすいません。事務局とのやり
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とりの関係で、もし至らないところがあったとすれば、大変申し訳ないと思います。その辺

も受けましてまた、事務局の方でもいろいろ検討させていただきたいと思いますけれども、

ご意見としてちょうだいしたいと思います。 

○佐藤誠之委員 これ 4ページに、大学進学率など、未だに格差が見られるとともに、現在も

言われのない差別が明らかとなっています。ここがさらっとされてるんで、今言ったような

ことをいったんですね。今日の出欠の案内を返信した時にも、私が、追伸でつけてます。前

回の私がこういったものに対して、まだ返信いただいてないんですけど、どうなってますか

って。それに対しても返信がないんですよ。だから、申し訳ないんですけど意図的に、そう

いうものは政府高官とか、そういう未だに差別が続いてるっていうようなことが、文言に残

るといけないから、あえて載っていないのかなというふうに実は思って出席しました。本日

は。事務局のコミュニケーションがどうこうじゃないんですよね。私に言わしていただくと。

もうとっくに何ヶ月も前に、送られてきたものを見てくださいっていうから呼んで、この部

分が強調された方がいいんじゃないですかって言って、今日まで、ナシのつぶてで何ヶ月も

過ぎて、書面開催終わりました。阿部委員おっしゃった通り、そういうものができ上がって

ました。ここまで、というのが、どうもアリバイ作りのような気がして、それでいいんです

かと、あえて申し上げたいと思っています。 

○松久座長 ご意見として承りました。 

○長橋政策監 一言だけ、すみません。各委員から、そのようなですね、ご意見いただいたと

いうのは、我々も十分承知をしておりまして、その結果として、まず一つは、個人名といいま

すか、誰々がそういう差別的発言をしてる、ということまで書くのはどうだろうかと。 

○佐藤誠之委員 私はそんなこと言った覚えはありません。政府高官としか、たしか記述して

ませんので、そのぐらいは常識をわきまえているつもりで、個人名を出してまで言ってるつも

りは全くございませんので、誤解をされないようにお願いしたいと思います。 

○長橋政策監 ただ、その評価がですね、一般論として固まってるかどうかっていうと、我々

もちょっとそこまでの確信がないものですから、そこまで行政の文書に書くのはいかがかなと

いう思いが。 

○佐藤誠之委員 だとしたら、そういう返信をいただきたかったですね。 

○長橋政策監 ただ、ただですね、その気持ちを表すということで、一つは今事務局からお話

ありました通り、背景・歴史・現状についてはしっかり書き込みをして、こういうようなこと

がありましたと、現代だけではなくて、江戸時代から明治期からこういうようなことが、余儀
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なくされたというようなですね、事実があるというふうなことをしっかり書き込むと言うのが

一つと、もう一つはですね、経過の背景・歴史・現状の 4ページのところにはそれほど書いて

はいませんけれども、理解、施策の理解の促進という項目を１つ大きく、立てさせていただき

まして、現状・課題の中に、近年では、インターネット上において、アイヌの人たちへの心な

い投稿が見受けられるなど、現在も言われのない偏見や差別が残っていますと言ったようなこ

とで記載をさせていただいた。 

○佐藤誠之委員 他の委員の皆さんが政策監のおっしゃることでよければ、私は別に、少数意

見ですから。ただ、阿部委員のおっしゃた通り、ここの部分になんらかの、文言を残さなくて

いいのかなとは思います。 

○松久座長 ほかにございませんでしょうか。 

○阿部一司委員 今のですね、会話聞いてて、お話聞いててですね、2ページを言わしてもらい

ますけどもね。ここに書いてある、真ん中のところに、2ページの真ん中に、明治になって蝦

夷地は北海道となりとですね、さらっと書いてるんですね。これは私たちにとってはとんでも

ないことなの。本当は。どうしてそんなにさらっと、明治になって北海道になったんですか、

これ。日本の面積の今だって 22％ですよ、この北海道っていうのは。当時の樺太、千島、北

海道でいったら 4分の 1、25％ですよ。それを持ち主のないものとして取り上げませんでした

か、北海道の冊子にも書いてありますよ、これ。道庁で発行している冊子にも。それを、こう

やってさらっとですね、蝦夷地は北海道となりっていうのは、これはちょっとね、すごい僕ら

からしてみたら、頭叩かれたのか、どっかに落とされたのかってくらいショックですよ、これ。

そして、その 3行後にですね、5行 6行ですか、政府は明治 32年に北海道旧土人保護法を制

定し、土地の無償貸付、こんなの違いますよ、事実と。下付ですよ。貸付じゃありません。と

ころがですね、ご存知のように明治 32年の 3月に北海道旧土人法を作ってですね、日本人に

は 33ヘクタール、アイヌには 5ヘクタールって言って土地を下付するって言ったのに、施行

規則を 5月に作って、施行細則を 6月に作ったら、アイヌ民族に下付する土地は未開地に限る

と書いてあるじゃないですか。だから、大木がたって開拓もされてないようなところ、そうい

うところを下付するっていうことだったんですよ。だから、それが全然開拓もできないから、

85％没収されて、15％しか当時残ってなかったんですよ。昭和になってからも。それで、アイ

ヌ協会が昭和 21年に静内町で設立式やって、社団法人北海道アイヌ協会作りましたけどね。

その時に一番先にやったことは何かっていうと、アイヌ民族甦生援護に関する歎願書というも

のをですね、総会で決議して、北海道庁に出してるんです、これを。ちゃんとした土地をくだ



13 

さいと。こんな未開地だったから、開拓も出来なくて開墾もできなかったんですって言ってる

んですよ。それをさらっと、その後ろに土地について農地に適さない土地を貸し付けされるこ

ともあり、貸付じゃありません。これは。下付された事実ですからね。だけど、こういうこと

をやっぱりちょっとこれ事実と違うんですね、私は今のこの会話を聞いてると思うんですけど、

ここはやっぱり直したほうがいいと思いますよ。こういうことをやっぱり事実と違うというこ

とをやっぱり変えてもらわなきゃいけないんですね、そこら辺のところは僕今の会話聞いてて

ね、あんまり大したことじゃないから、取り上げないって言われて、今ちょっと聞こえた部分

があったから心配して言ってるんですけどね。これ誤解をあたえますよ。ちゃんとお前たちに

土地やったんじゃないかと旧土人法で言われてるんですから。ところがもらってない。未開地

です。明治 10 年に何しましたか。地券発行条例ですよ。アイヌの住んでいる家、土地までも、

国有地にしませんでしたか。官有地の第 3種ですよ。開拓者が入ってきて、取られたら困るか

ら当分の間、国有地で守ってやるっていって、それ、全然返してくれない、当分の間。住んで

いる家、土地までも、周りの畑も全部取り上げませんでしたか。これが、明治 26年の帝国議

会で埼玉県の出身の国会議員の加藤政之助さんがね、アイヌに何やってるんだと。素晴らしい

天皇陛下の、大和民族の、すばらしい国、日本の国が、アイヌにこんなに酷いことしていいの

かっていって、エジッタまで取り上げてと書いてあるんですよ。私わかんないからエジッタっ

てなんですかって、博物館の偉い人に聞いたら、お前はよくそんなこと勉強したなと言われて、

埼玉県の方言で家のことエっていうんだよと、ジッタっていったら、周りの畑、田んぼのこと

言うんだと。ようするに居住地ですよ。それまで取り上げて、オーストラリアのことよく酷い

こといえるなと帝国議会の議事録に載ってますよ。私はそういうことをいってるんですね、ち

ょっとあまりに簡単に書いていたらですね、ちょっとこれは、ここんところも私も赤く書いて、

今日来て、さっきやめようと思ったんだけど、今のお話聞いてちょっと一言。以上です。 

○松久座長 ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。第 1から第 3につき

まして、他にご意見あるいは、ご質問等ございましたら、お受けしたいと思います。どうぞ。 

○石川一美 2ページの 4段落目、最後の部分「アイヌ人たちからの大きな反発を受け、徹底さ

れませんでした。」については、徹底するのが大前提にたった文書であると誤解をうけないの

か、徹底するっていうのが大前提で徹底されなかったという印象を、受けるので、史実をふま

えて、文末を吟味したほうがいいと感想を持ちました。 

○松久座長 ありがとうございました。表現に吟味すべきところがあるのではないかというご

指摘、事務局の方で引き続きご検討いただけるものと存じます。それでは、第 4の方に入って
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いってよろしいでしょうか。1の 1理解の促進について、ご質問、ご意見等ございませんでし

ょうか。 

○石川一美委員 6ページの施策の方向の 2段落目、「我が国にアイヌという民族が暮らしてい

ました」と記されているが、「アイヌという民族」という言葉を使うことが、適切かどうか、

吟味する必要があると考えました。 

○松久座長 ありがとうございました。6ページの下の方ですね。なるほど。 

○石川一美委員 アイヌ民族と言い切らず、「アイヌという」と記すことについて、説明がい

ると思います。 

○松久座長 綿密にご検討いただき、ありがとうございます。ほかにございませんでしょうか。

1について、よろしいでしょうか。次に進ませていただいてよろしいですか。 

それでは第 4の 2生活の向上について、ご質問、ご意見等ございませんでしょうか。よろし

いでしょうか。次に進んでよろしいでしょうか。 

それでは、第 4の 3文化の振興についてご質問、ご意見等ございませんでしょうか。はいど

うぞ。 

○阿部一司委員 今の部分ですね。上から 4行目の最後に、アイヌの人たちが日本語の使用を

余儀なくされたって、これちょっとこの文章は変えた方がいいと思いますよ。これ、言い方が

ちょっと何かひっくり返るみたいな。10ページのですね、文化の振興のところで、上から 4

行目で、とりわけ、アイヌ語については、明治以降、アイヌの人たちが日本語の使用を余儀な

くされたっていう、ここの言い方がちょっと、ちょっと言葉変えたほうがいいかな。これ実は

明治 4年と明治 9年と 2回禁止しているんです。法律で。開拓史布達っていう当時は法律らし

いですけどね。開拓史布達で明治 4年と明治 9年と 2回やってるの。だから、要するに、しゃ

べっちゃいけませんよと。またしゃべったら厳罰に処するって書いてあるんですから恐ろしい

ですね。当時はね。だから余儀なくされたっていう言い方はちょっと。 

○松谷局長 すみません。検討させていただきます。 

○松久座長 これはもう少しかみ砕きますとどういうことになりましょうか。余儀なくという

ことでは、まだ、表現が弱いということですか？ 

○阿部一司委員 要するに、アイヌ語が話せなくなったと、それで日本語を話せと言われたぐ

らいの軽いあれでいいんですよ。禁止、禁止と言えとは言いませんけど、余儀なくされたって

なんだろうと思った。 

○松久座長 はい。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
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ょうか。 

それでは、第 4の 4地域、産業及び観光の振興について、ご質問、ご意見等ございませんで

しょうか。よろしいでしょうか。 

それでは続きまして、第 4の 5、多様な文化との交流促進について、ご質問、ご意見等ござ

いませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、次に進ませていただきます。 

第 5推進に当たって、ご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

それでは、ここで 10分休憩を入れさせていただきまして、2時半から再開させていただ

きます。 

どうも、ありがとうございました。 

 

休憩 

 

○松久座長 それでは、事務局案の各項目につきまして、一通りご質問、ご意見等をお聞きし

たところですので、最後に、全体を通して、ご質問、ご意見等ございましたら、お出しいただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。どうぞ。 

○小川哲也委員 ちょっと法律的なことがわからないので、質問的になっちゃうんですけど。

組織活動の充実というところで、推進にあたっての、アイヌの人たちが自主的に組織した北海

道アイヌ協会が取り組む活動を支援すると。本道の各アイヌ協会などが地域と一体となって組

織力を発揮できるようと書いてあるんですけど、などということはアイヌ協会じゃない組織も、

支援するということなんですよね。 

○高野課長 はい。保存会であったり、今、北海道アイヌ協会ってあと地区協会ってあります

けども、それだけにこだわらずいろんなアイヌの活動されている団体、組織といったものに対

して、私どもとしてもいろいろ、発言の場ですね、充実されるような支援をしていきたい。 

○小川哲也委員 実はこれ十勝の問題だけかもしれないんですけど。アイヌ新法ができるので、

交付金を、使っていろんな十勝管内の市町村に、流してるんですけれども、やっぱりなかなか

動きが悪いんですよ。ちょっと違うところに聞いたんですけど。違う違う。関係者の人に、

内々でちょっと聞いてもらったんですけど。ＡとＢのアイヌがいたとして、役所の人がＡのア

イヌの人とやると、それいいねと。じゃ一緒にやりましょってときに。今度Ｂのアイヌが来て、

なんで一緒に俺も入れないんだ。じゃ一緒にやりましょうかって。そしたら今度Ａが怒って、

なんでＢをいれるんだって、めんどくさいの。北海道は例えば、アイヌ協会から、そうですね。
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保存会もいいんですけども。いやそれがダメとかではなくて、そういうふうにした方が、本当

はその、役所の方もやりやすいんじゃないのかなと。通すとこ 1本の方が、ていう。これ地域

の実状、現状なので、他の団体認めないとかではなくて、大変なんです十勝は。そうなんです

ね。だから、このへんの文言がもし、組織一つだけになってそこだけの権力だってなると、ま

た、おかしくなるのかもしれないんで、そもそも法律的に、平等だからそうじゃないんだよと

いうんだったら、かもしれないですけど。こちらとしてはアイヌ協会が、中心になってアイヌ

のことを受けていた方が、やりやすい、ありがたい、ごめんなさい、ということなんですけど、

どうなんですかね。 

○高野課長 交付金につきましては、市町村が主体なんですけども、基本的にアイヌの方たち

のご意見を聞くということになってまして、そのときに当然、その地域において、アイヌ協会、

地区のアイヌ協会が、存在してれば、基本的にそこが主体となると思うんですけども、それ以

外にも多分、そこに加盟してない方とかですね、いらっしゃるんであとで、そういう方が多分、

文句が出ることもあるでしょうが、ただ市町村としては、ある程度広くですね、ご意見をお伺

いしながらやっていくと思います。ただ、そこで、アイヌ協会のご意見だけをちょっと尊重す

るっていう事業もあれば、或いは別の方たちのご意見があったやつも、むしろその地元市町村

として取り入れて、交付金事業として、地域で位置付ける場合もあるでしょうし。基本的にそ

れぞれの地域の事情によるかと思うんですが、基本的に広く、アイヌの皆さんのご意見をちょ

うだいした中で、市町村がその地域において、必要な事業でどんなものだろうかっていうこと

を検討した上で、市町村として事業をやりたいというふうに上げてくるもので、できれば私た

ちとしては、基本的に協会だけじゃなくて、いろんな幅広くご意見を伺った上で、交付金を使

われていただくのが良いのかなと思ってます。 

○小川哲也委員 これ僕の意見が正しいかどうかわかんないですけれど。北海道アイヌ協会っ

て公益社団法人っていう。文字の持たない民族なのに、あんなに文字だらけで。いろいろ大変

な思いをしてやっている協会なので、そこはもちろん優先していただいてると思うんですけど

も。ね。そういう社会性を持った協会であるので、他の会よりも、そこがやることを、やって

ほしいなと思いますけど。権利だけ主張して義務を果たしてないわけではないので、ちゃんと。

ね、義務を果たしている団体だと思ってます。 

○松谷局長 我々も北海道アイヌ協会が、北海道道内でのアイヌの方々を中心にですね、一番

大きな協会ですので、当然重要な存在だと思ってます。ですがそこに属さなくて活動してる方

もいらっしゃることは事実なものですから、やはりそこを外すというような形の見せ方はやは
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りさすがにできないかなと思っておりまして、いろんな活動していくということによって、ア

イヌの文化なりが振興されていくということが、最終目標なもんですからね。なかなかちょっ

とアイヌ協会だけという書き方はできないです。すいません。 

○小川哲也委員 そう、そうなんですけど、なったらいいなという、協会としてはやりやすい

なという。 

○松久座長 はい。ほかにございませんでしょうか。よろしいでしょうか。事務局の方から何

かございましたら。 

○高野課長 はい。今このようにですね、新たな推進方策というものを道庁として検討してる

んですけれども、実際にこの施策を通して、アイヌの皆さんのいろんなアイヌ施策ということ

でやっていく中でですね、こういう観点で進めていったらいいんじゃないかとかですね、そう

いうようなご提言とか、ご提案とか、そういうものがもしございましたらお聞かせいただきた

いなというふうに考えてるんですけども、いかがでしょうか。 

○松谷局長 この推進方策の中に、書くとかそういうことを抜きにしてですね、これから事業

を進めていくにあたって、こんなことやったらどうだとか、そういうようなご提案なんかあっ

たらいただければありがたいなと、そうっております。 

○阿部一司委員 はい。私個人的にはですね、今、北海道アイヌ協会の話もでたけど、国連で

はですね権利宣言は、先住民族の権利国連宣言ですけれども。あの中にはですね、国は、その

先住民族の代表機関と話して進めなさいっていう、そういう書いてあるんです。そういうこと

がはっきり書いてある。だからこのアメリカでもカナダでもオーストラリア、ニュージーラン

ドでもですね、その先住民族の会議の中で、そういう代表機関のような組織を作って交渉して

るわけですよね。そういうことは、さっきの話もあるんですけれども、私はこの北海道庁はで

すね。昔、開拓終了ってそれから北海道庁になりましたけれどもね。やっぱり、46都府県と

は違うと思うんですね。そういうことで北海道はもっともっと私はね、主体的に動くべきじゃ

ないかと、昔から思ってるんですけど、なんか今国が一生懸命ウポポイやったり、いろんなこ

とやってるもんだから。なんかすごくなんか静かにみえる、ちょっとやっぱりもっともっとで

すねいろんな会議だとか、そういう中での細かいものいろいろ作ってですね、私はやるべきで

はないかと思うんですよね。そうした方が、せっかく皆さんこんだけいっぱいいて、いろんな

こと企画してるんですからね、あまりそれは今おっしゃったようにですね。いや、北海道アイ

ヌ協会でなくて、おっしゃってるように、そうでないとこ旭川なんかはっきりとアイヌ協会と

はちがいますからね。もう北海道アイヌ協会ができる前から旭川アイヌ協議会ってやってるわ
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けですから、そういう動きっての全道であるわけですよね。だからやっぱりそういうこと。も

っとですね意見を聞くとか、懇談会開くとか、私やってもらいたいとそう思いますよね。 

あともう一つはやっぱりこれさっきのこの国際的なことについてあんまり書かれていない。

国連宣言が国連総会で採択されたと言ってるけれどもね。もうちょっとやっぱり国際的な動き

かなんかもですね、そういうところで、道庁が発信しないといけないと思うんですね、何とな

くなんかすごく、国が一生懸命やってる感じがあって、道庁さん何してるんだろうなって言う

人も中にはいますよ。だからその辺はやっぱり僕はもっとですね。北海道庁さんは積極的にや

るべきじゃないかと思うんですね。コロナのことで鈴木知事あんだけ、いろいろとワーッてみ

んな拍手するぐらい、やってるんだから、アイヌのことについても一番知ってるのは北海道庁

ですからね。それをやってもらいたいと思うんですよね。だから、この国連の国際的なものに

ついてもちょっと書いてもらいたいし、例えば僕なんかも活動始めた時にですね全くわからな

いで、40歳過ぎてから、国連行ったんですけどね。それで、1996年から行ったんですけど、

95年に人種差別撤廃条約って日本批准してるじゃないですか。その人種差別撤廃条約批准し

て、97年に日本政府は勧告されてるんですよ。先住民族の同意なしに奪った土地、領土、資

源は返しなさい。ところが道の人口は 500、今 530万ですか、地券発行して権利書発行して税

金取ってるから、土地も返されないし山も返されないですしね。だけどそういう返されない場

合は公正で公平な賠償しなさいという勧告を国連からされてる。そういうことがね、ここに書

けとは私は言いませんけどね。やっぱりそういうことを思ってる人もいらっしゃるんですよ。

いろんな団体の中にはね。そういうことを考えれば、もうちょっとこんなこともね、道庁に私

やってもらいたいなと。そういう思いはあります。 

○松久座長 ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。どうぞ。 

○石川一美委員 事務局の議案の 5ページの基本的な考え方の 3推進方策の目指す姿の中に未

来志向によるアイヌ政策って書いてるんですけれども、たぶん、これ、それぞれの立場でいろ

んな未来志向のアイヌ政策ってどんなことかっていうのが、様々な意見があると思うので、皆

さんで一つにする必要はないんですけど、共通理解をはかる場、互いの意見を聞く場をもって、

本当に未来志向によるアイヌ政策って、じゃ北海道こんなふうにしていこうっていうようなこ

と、大きくていいのでコンセンサスを得るような、なんかそういう機会なんかもあればいいか

なというふうに思います。 

○松久座長 はい。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。それでは他にご発言がないようですので、本日の予定の議事につきましては、これで終
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了いたします。この後の進行については、事務局にお返しいたします。 

○高野課長 ありがとうございました。私からはですね、今後の予定につきまして説明をさせ

ていただきます。先ほどの説明資料の資料 3－1。推進方策の概要の 2 枚目の下の方にですね、

今後の予定というのが、参考で書かれております。先ほど事務局案からの説明で省略しました

ので、私の方から説明をさせていただきたいと思います。 

今後の予定でございます。本日のこの会議が終わりましたので、10月の 19日ですので、来

週ですね、以降、国、市町村、関係団体への意見照会をさせていただきます。それからその次

の週の 10月 26日頃からですね、地域のアイヌの方々のですね、意見聴取ということで、地域

回りをさせていただきまして、いろんなご意見を伺いたいと思います。そういう中で、先ほど

石川委員がおっしゃったような内容の未来志向も含めたようなご意見、もしかしてお聞きでき

るかなというふうにも考えてございます。それから、その次、来年の令和 3年 1月下旬には、

この会議の第 5回目を開催をしたいというふうに考えてございます。それから 2月の上旬には、

この会議をふまえましてですね、素案といったようなものをですね、パブリックコメントをか

けたいと思います。その後、今和 3年 3月中旬ごろに第 6回目の検討会を開催をさせていただ

きまして、最終的にはその案っていうものをご報告をさせていただきたいと思います。そして、

3月の下旬には、道としての政策といった方策ですね、方策の決定をさせていただくというこ

とで、今年度中に策定をするというような、そういったようなスケジュールになってございま

す。そして、次回の先ほどのスケジュールの中でございます。第 5回目の検討会議ですけれど

も、この日程につきましては、皆様の予定を確認をしながら調整の上、別途ご連絡をさせてい

ただきたいというふうに考えてございます。それでは予定よりちょっと早いでございますけど

も、本日の会議はこれで終了させていただきたいと思います。座長はじめの皆様、長時間ご出

席をどうもありがとうございました。どうもお疲れ様でした。 

○小川哲也委員 すいません。ちょっと。地域のアイヌの方への意見聴取なんですけど。これ

ね。自分に限ったことではないんと思うんですけど。できれば、夕方。 

○高野課長 はい、大丈夫です。19時くらいから始めたいと思っています。 

○小川哲也委員 新法の時に昼間に行って、ものすごい、なんで昼から仕事なんだよと思って。 

○高野課長 そうですよね。19時開始にします。 


