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第２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 2月 17日 13:30-15:30 

場所：北海道立総合学習センター（かでる２・７）820研修室 

 

○丹羽課長 それでは定刻となりましたので、ただいまから第 2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。 

本日は貝澤委員、川上委員の２名が都合により欠席されており、委員 11 名の出席となって

おります。 

それでは座って進行させていただきます。 

次に、お手元に配布の会議資料の確認をお願いいたします。 

なお、前回資料につきましては、ファイルでご用意しています。以後、今回の資料以降も、

持ち帰られた場合においても、次々とファイルをする形で残していきますので、ご承知おき

ください。 

まず最初に会議次第が 1 枚もの、それから出席者名簿 1 枚もの、配席図が一枚もの、そし

て、資料の１－１としまして、「第 1回会議での主要な論点について」という 1枚もの、それ

から資料 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」としてホ

チキス止めをしたもの、それから、資料 2 としまして「教育施策について」、A4 横版で 2 ペ

ージとなっております。資料 3 として「新たな推進方策の検討」、こちらも A4 横で２ページ

もの、それから、参考資料としまして「先駆者の集い第 79、80 合併号」を、ご用意をしてお

ります。資料の配付漏れ等ございませんでしょうか。 

それでは本日の議事でございますけれども、次第にありますように、議題（1）「第 1 回会

議でのご意見等について」、議題（2）「新たな推進方策の検討（推進期間・体系・項目）に

ついて」、それぞれご意見を頂戴したいと思います。 

資料２ 
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なお、本日の会議の流れでございますけれども、前回会議で様々なご意見をいただきまし

たが、まだまだ論点とすべき事項もあるものと考えておりますことから、引き続き様々な事

項につきまして幅広にご議論いただき、次回に向けて課題の整理等をさせていただこうと考

えております。 

なお、本日の会議所要時間は 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。 

この後の議事進行につきましては、座長より進めていただきますので、松久座長、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○松久座長 それでは議題に沿って進行させていただきます。 

まず、次第の議題（1）「第 1 回会議でのご意見等について」、事務局から説明をお願いし

ます。 

○森田主幹 はい。 

では議題（1）「第 1回会議でのご意見等」につきまして、ご説明をさせていただきます。 

第 1 回会議での主要な論点につきましては、資料 1－1 にまとめさせていただいております。 

様々なご意見を、ご発言をいただきましたものを主な論点として整理をしたものでござい

ます。 

また、発言内容の全文につきましては、資料 1－2 の会議録として取りまとめておりますの

で、後ほどご確認をいただきたいと思います。 

「主な論点」ということで資料 1－1でございます。 

（１）先住民族施策としてのアイヌ施策、（２）アイヌの人権の確保、（３）教育政策の

現状と課題、（４）産業振興の業種、（５）さけ特別採捕への配慮、（６）高齢者対策の充

実、（７）アイヌの若者の活動、（８）アイヌ政策推進交付金に係る道の助言、（９）アイ
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ヌ生活実態調査、これらの項目についてご発言をいただいたところでございます。 

なお、（１）先住民族施策、（２）人権などに関連しまして、前回会議では、阿部一司委

員から国連の先住民族に関する宣言に関して、素案段階のものでございますけども、北海道

アイヌ協会発行の機関誌「先駆者の集い」の配布についてご発言がありましたことから、参

考資料として皆様のお手元に配布をしておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 

続きまして、資料 2です。 

「主要な論点」の（３）教育政策に関しまして、高校や大学進学に関する施策について、

数多くのご発言をいただいたところでございます。 

1 ページ目は、道の北海道アイヌ子弟大学等修学資金等貸付の制度と、日本学生支援機構の

第 1種奨学金制度との比較を表としてまとめて記載をさせていただいております。 

この中で、貸与基準につきましては、日本学生支援機構の奨学金の申込資格では、「経済

的理由により修学が困難で優れた学生と認められる人」として、学力基準と家計基準がござ

います。 

家計基準につきましては、大学の種別、世帯の収入形態、通学の形態、世帯人員により異

なっておりますが、資料では目安として、4人世帯で収入が 1人、国公立大学に在学、自宅外

に通学の場合として例示をしております。 

道の修学資金貸付では、「北海道内に居住するアイヌの子弟の進学を奨励するため、経済

的な理由により大学等へ修学が困難な方に対して、必要な資金を貸与」するものであり、学

力基準はなく、家計基準のみで日本学生支援機構に準じたものとしております。 

貸付金額、期間等につきましては、資料に記載のとおりでございます。 

返還猶予につきましてですが、経済困難により猶予規定がございまして、道の貸付は日本

学生支援機構の収入基準と同じく給与所得者で税込み 300 万円以下、給与所得者以外の場合
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は必要経費控除後 200万円以下となっております。 

減免つきましては、道の貸付では経済困難な場合を対象としておりまして、５年間継続し

て返還猶予した後、経済困難である場合は、こちらも減免の対象になります。これは学生支

援機構にはない道独自の制度ということになっております。 

次に、1枚めくって 2枚目となりますが、ただいま説明いたしました大学修学資金貸付の他、

生活向上施策としまして、高校進学に係る補助制度、専修学校等の進学に係る補助制度、そ

れから遠方の高校に通学する場合の通学費にかかる補助制度がございます。 

いずれも北海道に居住するアイヌの子弟で経済的理由により就学が困難な方に対して、必

要な経費を補助するものとなっております。 

制度の主な改正で時系列ですけれども、一番左の列、高校進学奨励費に関しまして、公立

高校授業料無償化に伴いまして、授業料は経費に含まれないとなっております。 

一つ右の列の専修学校等進学奨励費でございますが、昭和 54 年の制度開始当初は北海道独

自の施策であったところですが、平成 22年度から国の補助金が導入となっております。 

その隣の列の、大学等修学資金貸付では、昭和 51 年度から給付制度でしたけれども、昭和

57年度に今の貸付制度に改正をしております。 

また、平成 14 年には貸付期間が正規の修限年限、一般の大学であれば 4 年間に改正をした

ところでありまして、また平成 22 年には連帯保証人制度の導入、所得基準の対象を、これま

で世帯合計だったものを各貸付者本人のみに改正をしております。 

また返還猶予期間を卒業後 3年間ということでしたが、これを 1年ごとで引き続き５年間ま

で延長したところでございます。 

生活困窮の判断基準の年収に関しましては、段階的に引き下げを行いまして、最終的に学

生支援機構に準じた 300 万円以下と、また、生活困窮を理由とした減免対象を返還猶予を５
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年間継続した場合にそれぞれ改正をしております。 

一番右側の高校通学費補助についてでございますけども、これは今現在も北海道独自の施

策でありまして、遠方に通われるなど高額の通学費を要する場合に、その通学費に対して補

助しております。 

説明については以上でございます。 

○松久座長 ただいま事務局から、前回会議での発言等に基づいて、論点をご説明いただきまし

た。 

前回の会議では時間の都合等ございまして、出席された委員全員からのご発言をいただく

ことができませんでしたので、最初に、阿部範幸委員と戸ノ崎委員のお二人にそれぞれのお

立場からご発言をいただきたいと思います。 

初めに阿部範幸委員お願いいたします。 

○阿部範幸委員 アイヌ民族文化財団事務局次長をさせていただいております、阿部といいま

す。 

教育問題の観点としましては、私事になりますが、昭和 58 年に大学に入ったのですが、高

校入学時には家庭の経済的理由もあり大学進学は考えていませんでしたが、高校の担任の先

生から進学を進められた際に、この奨学金の制度が非常に背中を押してくれた、そのような

ことを改めてこの資料を見て思い起こしているところです。 

それから三十数年たっている中で、前回のご意見の中にもありましたが、教育進学率だと

か、未だに改善されていないことがあることについて、何がしかの対応というのは考える必

要があるのではないかなと感じているところでございます。 

あと、教育の問題は、私どもの業務として理解促進、普及啓発ということで行っているの

ですが、なかなか私どもの財団でやるだけでは浸透が十分に図れていないということもあり
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ます。今、ウポポイのＰＲに関しては、いろんな機関からこぞっていますが、ウポポイのＰ

Ｒとあわせて、アイヌの歴史ですとか文化というところをしっかり知っていただくというい

ことも考えていかなければならないということで感じているところでございます。 

他のことについては今後の検討の中であらためて発言させていただきたいと思います。 

○松久座長 どうもありがとうございました。 

それでは、戸ノ崎委員お願いいたします。 

○戸ノ崎委員 こんにちは。伊達市のアイヌ生活相談員を務めます戸ノ崎といいます。 

私もですね、1 回目の会議の時に、一番私のところに相談件数が多いというのは、大学進学

した後の返還金のことなんです。 

今ですね、その子供が卒業して、年収 300 万以上になると返還という形になっているので

すが、それがやっぱり厳しいということで、札幌に住んでる場合だと、それこそいろんな大

学とかあって、学費のみというか、学費とその生活費学費のみで親御さんの負担が学費のみ

で、地方から、うちもそうなんですけど、地方から行くと、学費プラス生活費っていうもの

も面倒見なきゃいけないんですけれども、私のうちも今現在、大学行っている子供がいて、

学費プラス生活費というもので、すごく大変です。 

それをですね、子供もやっぱりちょっと負担しているので、それをですね、大学卒業した

後、もし自分で卒業をして就職した場合に、年収 300 万円を超えると、その返還しなければ

いけないっていうのが常に頭にあるものですから、そういうところで、もうちょっと考えて

いただきたいなというところです。 

あと産業振興なんですけれども、伊達市の、私は有珠にいるのですが、有珠は漁業者が多

いです。アイヌの協会員に、漁業者がいて、今ホタテがすごく低迷してまして、それを伊達

市とも何度か協議をして、どうにかして欲しいという、そういう補助をどうにかして欲しい
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ということを、伊達市と何回か協議しているのですが、伊達市としても、伊達市プラス有珠

の漁協を見なきゃいけなくて、有珠の漁協だけが補助を受けるっていうことはできないそう

なんです。それで、伊達市だと、アイヌの協会員の人が漁師をやっている人がいないので、

そういうところで補助ができないということで、なかなか難しいということで、すごく困っ

てるということもあるので、その辺をもうちょっと考えていただきたいなと思います。 

○松久座長 どうもありがとうございました。 

それでは、改めまして、資料 1-1 の論点、またそれ以外の事項も含めまして、課題やご意

見等ございましたら、皆様からご発言をいただきたいと思います。 どうぞ。 

○阿部一司委員 資料２の今申し上げました教育施策について、この１の返還期間の問題、それ

から返還猶予の問題なんですけど、返還猶予をですね、ここで、いわゆるその経済困難の支

援については 300万円以下とか、私、前回もこれ申し上げたと思うんですけれども、10年く

らい前にこのような制度にしてるわけですよ。 

その前は、この制度が始まってから世帯で 750 万だと、これ以下は返還しなくてよろしい

ということだったはずなんです。それがだんだん下げてって、最終的には日本育英会並みと

いうこととしたわけでしょう。 

これだから、こうやって同左と書くのではなくて、このアイヌ子弟大学等修学資金を北海

道でやってるのは歴史があるのですから、これを明確に出してもらわないと、これ誤解され

ますよ、みんなに。これだけを申し上げておきます。 

○松久座長 資料２ですね。経緯がわかるように作成すべきであるということですね。 

○阿部一司委員 私、前回の議事録を見ていただけたら、申し上げたと思うんですけれども、な

ぜ、これ、アイヌの人たちの対策としてやっているわけですからどうしてこの日本育英会と

日本人と同じ制度にするんですかということは、当時、ウタリ協会時代から、ウタリ協会と
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しても何度も意見申し上げていることなんです。 

それが実際にそういう制度があったのに、日本育英会と、一般の制度と同じにしてしまっ

たと私も前回申し上げておりました。 

これ書類で、同左ということはちょっと私違うと思うので、申し上げてるんです。 

今、出せと言われても、難しいかもしれませんが、これ、ちゃんと多分ある。もしなけれ

ば、アイヌ協会から、資料出すしても結構ですから。 

私はそこのところは、お願いしたいと思う。 

もう一点付け加えますけれど、実は北海道大学のアイヌ先住民研究センターで、台湾の先

生方を呼んで、ここ 10年ぐらい、ずっと台湾の政策を本で何冊か出しています。 

この本をご覧なっていただければわかると思うんですけども、1992 年に、台湾は、我が国

は原住民族がいると言って 16の民族を認めております。 

そして、この人たちに対して 1992年に憲法第 1条に書いたんです。その６年後 1998年から

法律を作った。現在 7本あります。その 7本の一番先にできたのは、教育の問題です。 

そして、原住民族に対して大変な迷惑をかけたといって、だから、教育をしっかりしなき

ゃいけないと言って、幼稚園から大学まで無償なんです。そして海外留学に、大学卒業した

ら、行くといったらその補助制度まであるんです。 

これ前回から私、申し上げたと思うんですよね。 

そういう問題から、年金の問題は一般は 65歳だけども、原住民族は 55歳からとか、国家公

務員も地方公務員も 100人に一人は必ず原住民族を採用しなさいとか、そういう法律が 7本あ

るんです。 

その部分を、私は、これこそがやっぱり原住民対策というか、なんで先住民族対策なのか

ということがなければいけないと。 
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この制度始まったのは昭和 30 年代ですけれども、国会で当時、これは国会でいろいろ問題

になったときに、先住民族対策をやらなければいけないといって、町村知事とか、あるいは、

ケネディ大統領の弟さん、司法長官で北海道に来たときに、なんでこんなにひどい生活して

るんだと、あなた方は日本の先住民族じゃないかといって、司法長官が言ったということで、

知事まで泣いたと本人から伺っていますから。それで、町村知事も絶対ちゃんとやっておか

んと、本当は同和対策と一緒にやってやると言われたのだけど、それはお断りしなさいと町

村知事から言われて、断っているんです。 

そして、北海道として独自の政策をやらなければといって始まったのがこの政策な訳。 

そのように聞いてるわけですから、その辺のことがあったから、このような同左という考

え方はちょっと私はまずいんじゃないかと思いますので、その辺はこの次で結構ですから、

どういう経緯があったか、出していただきたいと思います。以上です。 

○松久座長 事務局から補足などしていただければますでしょうか。 

○丹羽課長 補足をさせていただきますけれども、先ほど話もあったように 1ページ目の部分に

ついては現在の状況を整理した資料ということで、2ページ目の方の左から三つ目のところは

大学の貸付ということで、この中に一部（平成）23年の段階からの所得基準等書いてありま

すけれども、今お話があったのは、制度が少なくとも（昭和）57年に貸付になったときの状

況も含めて、説明をきちんとしたほうがいいということだったと思いますので、次回の説明

資料としては、こちらについては、過去をもう少しわかりやすくしたものをご用意したいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○松久座長 ありがとうございました。 

ただいまは、先ほどの資料 1－１の論点を 9つにまとめさせていただいているものの三つ目

に関してだと思いますが、それについて、お話がありましたので、この（３）に関して、ま
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ず、どうでしょうか。 

他にご発言ご意見等いただきましたら。はいどうぞ。 

○小川悠治委員 今、阿部委員の方から説明した、質問したことと重複するわけなんですけれど

も、資料 2です。 

先ほどの返還猶予期間の改正とか、それから年収の関係、その次説明いただくということ

ですけど、なぜ 300万まで変わったかということをお聞きしたかったということですね。 

基本的に、（第１回会議の）資料 6 の後半の方にありますけれども、アイヌ民族を先住民

族とすることを求める衆参両院決議で、ここに「貧窮を余儀なくされた歴史的事実を、我々

は厳粛に受け止めなければならない」、つまり、このことを踏まえて、やはり教育問題とか、

いろんな問題が出てきて、施策が出てきていると思うのですが、この事を考えると、貧窮を

余儀なくされた事実があったということは、それを改善しなければならないということです

から、いわゆる育英資金と同じという考えに、どうしてなるのか、本来的にはアイヌ施策と

しての教育支援だと私は思うのですが、この次にその辺をなぜそうなったか説明いただくと

いうことですから。 

それと資料の、同じ関係で（第 1 回会議の）資料の９－２の２ページもあるわけなんです

が、市町村の進学率と比べて、依然として大きな格差がある。 

ここをですね、やはりこれは前回の資料の部分ですけれどね、ここ（机上のファイル）に

あります（第１回会議の）資料なんですけれども、結局、市町村の進学率は高校だと思いま

すけれども、これは本当に進学率といえるのかという、前回と重複しますけれども、問題が

あるということで、結局自分が行きたいところに、いけないで地元の高校に入る、そういう

ところは、いろいろな所得の関係とかいろんなことがあって、例えば、高校の時のですね、

例えば私は根室管内なんですが、札幌に出るとなると、先ほどのですね、地方からでも、な
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かなか札幌とかに行くと生活が二重になって大変だと、やっぱりそういう問題がどうしても

あるわけです。 

ですから、例えば地元の高校の進学率が向上したから教育が充実したということは、その

ような考えにはならないと思うんです。 

それと同じように、５ページの上から二つ目の○に「教育機会の確保などの充実が図られ

るよう求める」とあります。ですからこういうことはどのように進められていくのか、来た

のかということは、これからの検討する要素に、私はなると思うんです。 

第三次アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策の項の後ろの方（９頁）になりますが、

始めに「教育の充実」ということでこれは第三次で、平成 28 年から図られたと考えているの

かどうかということですね。 

私は、経済的理由で進学・修学が困難なアイヌ子弟の、例えば、振興とか、こういうもの

から考えて、進んでいったとは、私はなんとなく感じられないのです。逆に、それは第三次

の前の話になりますけれども、逆に厳しくなってきて、本当に教育の充実を図っているのか

どうかということについてやっぱり疑問を感じるわけです。 

その裏付け的なものが、資料 13にあります。例えば、平成 30年度の予算額と令和元年度の

予算、これが一番上の方に、教育の充実と出てますけれども、（平成）30 年度より、（令和）

元年度の方が下がっている。普通、何かする場合、予算だけでは言えませんけれども、何か

充実を図ろうとする時には、必ずお金がつくんです。それが逆に下がってるということは、

本当に充実し、この教育の充実ということはお金がかかるということなんです。ところが、

ここが逆に下がってるということは、充実が本当に図られているのかと、ある程度厳しい査

定といいますか、そういう現実がある。 

それと、もう一つ教えて欲しいのは、国の１／２の財源だと思いますけど、国の予算が前



12 

提で道の予算がつくのか、道の予算があって国の予算がつくのか。 

自分も道民として、道は一生懸命頑張ってることは知ってます。財政も大変だということ

はわかるんです。 

以前、確か協会内にですね、道が予算をつけられないから、国がつけても、同じものをつ

けなきゃならない。ところが、道ができないから、予算が付けにくいだとか、つかないんだ

とか、なんかそういう話題になったことがあるんです。 

ですからこの例えば一つ、教育の問題、関係に言った場合ですね、施策の充実を図るとい

う時の予算の立て方、求め方はどこが基準になってやるのか、この次の時でもいいですから

教えて欲しいなと。以上です。 

○丹羽課長 ただいまのご質問の関係ですけれども、まず最初に、第三次の生活向上推進方策に

おいて、教育の充実が図られてきたと考えているかどうかというところにつきましては、平

成 29年に実施しました生活実態調査の中で、いろいろご意見がありますけれども、進学率と

いう一つの目安の中では改善がされてきていると。 

ただ、他の市町村の全体の中で比べるとまだまだ低い部分もあるし、いろんなご発言もあ

りました。自由な進学というのはまだまだできてないんじゃないかというご意見もあります

ので、十分だとは考えておりませんけれども、改善は見られてきていると捉えております。 

それから予算につきましては、前年との単純な比較ですと下がっているんですけれども、

実際のところが児童数の減少ですとか、いろんな多様化する中で、実際に奨学金を受ける生

徒の減少、あるいは、私立から国立に行った場合は単価の下がってる部分での進学が多くな

っているとか、いろんな状況がございますので単純な予算の比較でこの奨学金は低迷してい

るとか、減らされているとはならないということがありますので、そこはご理解いただけれ

ばと思っております。 
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それから、国と道の予算の関係ですけれども、毎年国が８月に概算要求という形で翌年度

の予算を財務省の方に要求を始めますけれども、その前段で省庁連絡会議という形で、生活

向上政策に必要な予算等につきまして、国が道の意見を聞くという場を設けていただいてお

りまして、基本的に奨学金につきましては、道がこれだけの進学が見込めるので所要額はこ

のぐらいですと出したものについては、基本的には全額国の方で配慮していただいて、予算

を積んでもらう形でずっときております。一部、進学が思ったよりも多くて、若干賄いきれ

なくなりそうな時期も 1 年ほどあったこともあるんですけれども、そういう時も翌年以降は

またそこも反映して、できるだけ全体予算が足りなくならないように、国もここは相談を受

けながら予算を組んでおりますので、そういった形で今のところ奨学金等に関する予算につ

いては、必要な予算を積み上げていると認識をしております。説明としては以上でございま

す。 

○松久座長 よろしいでしょうか。 

それでは引き続き、（3）教育政策の現状と課題に関していかがでしょうか。 

○本田委員 もうすでにご承知のことかと思いますが、4月から、高等教育無償化が始まります。 

そうしますと、今、私の聞いている話では、所得が 270 万以下ですと、全額無償になりま

す。それから、300 万以下、270 万から 300 万の間だと２／３減免、300 万から 380 万の間だ

と１／３の減免になります。 

そうすると、これまでは片親、確か所得の多い方ということがあった気がするのですが、

今回基準が厳しくなって、所得全部合算です。 

本人がアルバイトしている場合もそれも確か合算されるというふうに聞いていますけれど

も、そういう点も非常に厳しいお宅の多い中で、例えば片親のご家庭ですとこれに当てはま

る家が結構あるんじゃないかと思っています。 
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そういう場合に、この修学資金と国の高等教育無償化とどちらを優先して、例えば、考え

ていかれるおつもりなのかということと、仮に減免になった場合に、全額だったら 0 なわけ

です。そうすると、その生徒さんには、ある学生にはもうこの修学資金はもちろん使えない

ということになります。これが、学資に対する、学費に対する支給ですのでそれと同額にな

りますから、この高等教育無償化で当てはまった学生さんには修学資金が使わないというふ

うになるかと思うんです。 

ただ、これの問題というのは、うちの場合は例えば、（学費が）年間 78万なんですね。 

これ（高等教育無償化）は上限 70万です。 

ですからそれを考えると、全部が全部出るわけではなくて、例えば東京の私大では、もっ

と高額になるので、その差額を自分で払わないといけないと思うんです。 

いずれにせよ、国がこういう施策を 4月からやります。 

しかも恐ろしいのは、うちの大学もバタバタしているのですが、普通この年度から始まる

というときには、新入生から適用されるのに、今、在学してる学生も全部です。 

だから、今、私はうちのウレシパクラブの学生には全部それ出して、どっちに該当するか、

全部大学に少なくとも、相談しないといけないということをこの間、進めてきました。 

うちの大学、例えばウレシパ奨学生の場合には、70万と 78万だったら、78万出してもらっ

た方がありがたいので、ウレシパ奨学生の方は続けたほうがいいと私は思っているんですが、

この、高等教育無償化のすごいところは実は、学生支援機構が、これに該当する学生への奨

学金は給付で、返さなくていいんです。 

だからこれまでここで議論されているような、300 万以下だったら返さないといけないとい

う、この議論が、本人の所得云々じゃなくて、この給付されているこの時期に所得が 270 万

以下だったら、そもそも全額給付になりますから、それ学生支援機構で、保証してくれると
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いう制度なので、圧倒的に有利です。 

ですから私そのあたりを一人一人の学生と相談しながら、これから進めていかないとと思

っているんですけれども、いずれにせよ、高等教育無償化とこの修学資金、これからどうい

うふうに整合性持たせてやられていくのかと、この 4 月の話ですから、そういうことをお聞

きしたいと思います。 

あるいは、かなりこれに該当する学生さんが出てくるような気がするので、それだと、今

議論になっている予算、予算が余るのではないかと、国の方で面倒見ていただけるんだった

ら、こちらの修学資金使わない学生さんが出てくるのではないかなというその辺りの見通し、

あとは、こんなに、前回からも、もう先住民族教育政策が必要だということを皆様がおっし

ゃっている中で、実は、国の一般の教育施策の方が、もう給付制が導入されているというこ

とで、一体これは私たちはどう考えればいいのかということも含めて、少し議論していただ

きたいと思います。 

○松久座長 今の点について、事務局から、基本的な方向性などについてお答えいただける事が

あるでしょうか。 

○森田主幹 ただいまのご意見でございますけども、国の方で始まる高等教育無償化の部分につ

いては、いま、本田委員の方からご説明ありましたとおり、所得の状況によって全額免除そ

れから一部免除割合が変わっていくものでございます。 

逆に我々の方もですね、貸付金の事業がございますけども、こちらに関してはその高等教

育無償化の部分と併用して活用することができますので、全額免除になる家庭については、

該当する経費はでてきませんのでその部分については使えないということになるのですが、

例えば２／３の免除、１／３の免除となった時に、いくらか残りの負担部分が、授業料等で

出てくるのですが、その部分については、これまでどおり貸付金の方の対象となるというこ
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とで併用して使っていただく事も可能です。 

○丹羽課長 私の方で少し補足ですけれども、今の新しい奨学金の制度については、なかなか情

報が完全に下りてきていない部分もございまして、北海道庁全体でも、そういった無償化に

対して道としてどのように取り組んでいくか、そういったことは庁内会議が設置されまし

て、今、検討しております。 

全体的なものとしてこれまでも教科書の無償化ですとか、いろんな形で教育費の抑制とい

いますか、そういったものは行われている中で、今回の議論していただくようなアイヌ施策

についてはまたそれと並行するもの、あるいは上乗せされるようなものということで取り扱

いしておりますので、今回の無償化によって、授業料無償化、さらにもっと進んで無償化さ

れる部分があれば、そこは、北海道のアイヌの奨学金貸付については、経費の積み上げをし

て、積み上げた経費に対して貸し付けをするという、形態となっておりますので、必要なく

なった経費については当然発生していきませんので、最終的に何が対象になって、何が対象

にならないのかというところが最大の整理のポイントなのかなと思いますが、一応アイヌ学

資の貸付につきましては 4月すぐに申請をするものではなくて、実際に 4，5，6月くらいに実

際にかかったものを領収書をそろえていただいて、早くても 6 月以降７月ぐらいに申請をし

ていただく形になりますので、実際にどういった制度になってどういった経費が認められて、

無償化になるのかといったところを、うちの方としても注視しながら、実際の必要な経費と

いうものは増えることはおそらくないと思いますので、そういった形で制度の運用等も注視

しながら対応していきたいと現在では考えております。 

○本田委員 確か、国のホームページに載ってるんですけれども、厳しいお宅が事前に、入学金

を払うことは難しい、入学金と授業料、それで、それについては各大学でできる限り遅れて

納入してもいいようなそういう措置を検討して欲しいみたいな、そういう要請が大学に確か
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来ています。インターネット上で見たのですけれども。 

ですから、そう考えますと、今までどおりの作業工程というか、スケジュール感で行くの

かなという、ただでさえ、実は、学生たちはそれがおりてくるまですごい大変で、その間ど

うして凌ぐかと言っているんですけれども、それがさらにこの関係で遅れると、また生活費

の工面が大変になるので、そのあたりもぜひご配慮いただきたいと思うのと、あとは、今ま

では、学生支援機構、修学資金の、両方でのエントリーが駄目でした。どっちかでした。こ

ういう形で１／３とか２／３とか出てくると、足りない分を修学資金でという要請が出てく

ると思いますので、今までとちょっと違った仕組みで、学生支援機構の奨学金をどれだけか

はもらいつつ、でも、足りない部分を修学資金でというような、ちょっと異なるケースはこ

れから出てくる気がしますので、それについてもご配慮いただければと思います。 

○丹羽課長 ただいまのご意見についてですけれども、うちとしてもですね、実際、制度運用さ

れることが決まってきましたら、それに合わせて見直しをしていくことになろうかという部

分が一つと、あとは今でも、学生支援機構の貸付けを受けているかどうかというのは自己申

告という形で確認をしておりますので、今後、経費的な部分の積み上げが見えてきた場合に

は、そういった申告をするような様式を追加するなり、何かしらそういった形で確認をしな

がら、必要な経費を見極めていくという形になろうかと考えております。 

○松久座長 ありがとうございました。 

他に教育施策に関しまして、ご意見等ございませんでしょうか。 

○佐藤委員 いろいろ委員の皆様からお話を伺って思ったのは、おそらく日本における先住民と

いう捉えかたをした時に、この新たなアイヌの人たちの総合的な推進方策検討会議が日本の

国を代表する会議なんじゃないかと私は思っているんです。 

そういう意味で言えば、冒頭、阿部委員がおっしゃった 750万円だったという枠が 300万に
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なってると、その歴史と同じように、国が決めた施策があるということと同時に、お答えの

中にあった通り、北海道独自の政策があってしかるべきなのかなと思うのです。 

このアイヌの方達のための、それは別に国がどうこうではなくて、冒頭申し上げたとおり、

この会議なり、このつまり日本を代表する先住民の方たちの施策を考えると捉え方をしたと

きに、国で言えば北海道が代表していると思うんですよ。 

そうだとしたら、何も国のことを待つこともないし、いいとこ取りをして、国の施策の方

が有利ならばそれを取り入れればいいですし、足りないなら北海道独自の施策を、このアイ

ヌの方々のために考えることがあってしかるべきなのかなと思いました。 

それで、それはもちろん、道の予算がありますから、一概にここばかりというわけにもい

かないというのも十分承知してお話をさせていただいておりますが、私も長女がニュージー

ランドに住んでおりまして、学生の時にニュージーランドに行ってそのまま向こうが気に入

って住んでいるのですが、向こうでは、それこそマオリの方達が、当然ですけども、社会的

地位から何からすべてがやっぱり認められてるというか、尊敬されてるというか、そういう

政策を国においてとっているんですね。だから、日本も同じことをやれとは言いませんけれ

ど、少なくとも北海道で暮らしている私たちが、こういう会議なり、もっともっと先住民と

かアイヌの方々のことをいう、前回も言ったんですけれども、総理経験された方が、相変わ

らず日本は単一民族だということを言いかねないし言う方がいて、今日いただいた資料の中

にも、亡くなった中曽根総理が、そういう発言をしている。すべてが、残念ながら言ってる

こととやってることが国は違ってるんだと私はすごく思っておりまして、せめて、この北海

道で行われる会議は、やはり強い意思を持ったメッセージを発し、国を代表してるという前

提で、お考えいただきたいなと思いました。 

○松久座長 ありがとうございました。関連してございませんでしょうか。 
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○阿部一司委員 これはお読みになった方もいらっしゃるかと思いますが、昨年だったか、3月、

こういうのを北海道新聞が出した。 

世界の 9ヶ国の各国の先住民族の政策の推進度というのを点数付けてやった。 

今、佐藤委員がおっしゃったように、一番やってるのはカナダ、アメリカ、ニュージーラ

ンドと、こういう 1,2,3 番です、ただ今のような例えば教育問題、修学資金の問題について

も、何度も言いますけど、隣の台湾が、中華人民共和国が国連に入れられたときに、強制的

に脱退させられた。 

それでもこれだけやっているということを、北大先住民族研究センターの常本先生は、台

湾の先生方を呼んで、こんな政策をやっていると言っているわけですけれども、残念ながら

日本は、今、佐藤委員おっしゃったように、北海道旧土人保護法の、この北海道の土地対策

を、いろんな事を北海道が実はやってきた。 

そこで、お金がなくなったからできないというのは、ちょっといかがなものかと。 

私たちも 15 年前に、アイヌ文化をやるためには山が必要なんですと、川行って、山行って、

海行って、いろんなものを取らなければできないんです、ということで、イオルというもの

を私たちの文化をやるために 7カ所要求しました。 

しかし、残念なことに白老と平取は、数千万、約 1 億円近くかけているんですけど、札幌

は 400万しかないから、何もできない。小さな畑で野菜つくるぐらいしかできないんです。 

そういうことも含めて、やっぱり北海道がいろいろとやっていただけることを私たちは期

待しておりますので、ぜひ国がお金がないからということじゃなく、何かこのへんのことも

検討していただきたいと思います。 

これは 9カ国について、9項目にわたってカナダのクイーンズ大学の研究者がなされたデー

タを、東京の大学の先生が日本語に訳して、発表したものでございますので、ぜひそういう
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点では、今佐藤委員がおっしゃったように、私たちのところが、お隣の台湾じゃないですが、

冒頭申し上げましたように、子供の教育は、本当に幼稚園から大学まで、もうそういうこと

やってらっしゃるんです、ぜひ検討していただきたいと思います。 

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。ほかにございませんでしょうか。 

○秋辺委員 説明の資料 2を見ると、これによると、（発言が）奨学金制度に集中しちゃったと

思っているのですが、前回の時も出たのですけれども、アイヌ民族の子弟教育をどうする

か、一般教育の中でアイヌの教育歴史や文化をどう教えるかという議論が今、抜け落ちちゃ

ったので、そこらへんも皆さんから意見をいただいて、議論をしていただきたい。 

私は一般教育の中にアイヌの歴史や文化を入れるべきだ、それとは別に、アイヌの子弟教

育をもっと徹底するにはどうすればいいか、そういうところに焦点を絞って話をしていただ

きたい。 

○松久座長 ありがとうございました。 

それでは、ただいまの点についてのご意見などいただけますでしょうか。 

一般教育の中で、アイヌの歴史文化、どのように浸透させていくか、もう一つは、アイヌ

の子弟の教育のあり方についてですが。 

○石川委員 私も今、議論を聞いていて、教育の立場で出ているので、同じようなことを感じて

いました。 

アイヌの子弟に対する教育の充実もさることながら、例えば先住民族に対する理解とか含

めて、一般のといったらあれですけども、やっぱりアイヌの方たち以外の子供たちに対して

の教育の充実がすごく大事だなと思っています。 

私も前回の会議で、今年はそのきっかけで、ウポポイができて、国立民族博物館ができて、
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そういう教育施設、いろいろ体験施設がオープンして、そういう文化や歴史に触れる機会が

すごく増えると思うんです。 

ただ、それが行って終わりというところがやっぱり懸念されるので、そこら辺をどのよう

に継続的に学校の中でしていくかというところがすごく大切だと思っています。 

私、胆振に住んでいて、この間、胆振総合振興局から、ウポポイができるので、ウポポイ

を胆振の学校は全部活用しなさいという推進プランが出てきて、本校でも苫小牧市なんです

けれども、一応見学に行っていろいろ勉強して来るという計画を立てています。 

その中でやっぱり本当に両面を議論をしていくことがすごく大事なのかと思っています。 

今、学校現場では、アイヌの方たちの歴史や文化については、主に（小学校）3、4 年生の

社会科の中で、地域の事を学ぶという単元があるのですけれども、その中で必ず、アイヌの

方々の歴史文化について触れるということでやっています。 

それから、道教委として、私は校長になる前は道教委にもいたのですけれども、道教委に

おいてもいろいろ啓発資料を発行したりとか、いろいろ社会科の中でやっているのですけど、

まだまだ時間が不十分になっているところもあって、そこら辺を整理しながら、せっかくウ

ポポイができたことをきっかけにしながら、そういうアイヌ民族や先住民族についての理解

を深める教育も少し内容面で充実させていかなきゃいけないと思っております。 

○松久座長 ありがとうございました。 

○阿部範幸委員 今の学校現場、小学校、中学校の部分かと思いましたけど、私どもでは小学

校、中学校には副読本を配布していますが、そのあとの活用については、現場の先生方に任

せてという状態になっています。２８年度から道教委の方でふるさと教育推進事業学習を行

っていて、当初はその事業で行う実践に関する研修会の際には連携をとっていたのですが、

今は連携がとれていません。私どもの制度でアドバイザー派遣事業を行っているのですけれ
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ど、千歳の末広小学校では非常に系統立てて、一年生ではこのこと、二年生ではこのことと

いうことで、6年間、系統立てて 1年生から 6年生まで、アイヌの学習を取り入れており、そ

こに対して私どももアドバイザーを派遣してそこで指導するということをやってるのですけ

れど、どうしたら他に広がっていくのかなと、せっかくモデル的な事例ができているので、

それを習ってやってくれるところがもう少し増えてもらいたいなと思っていますが、なかな

か広がっていかないので何か方策がないものかと思います。 

○松久座長 ありがとうございました。 

○芦田委員 いろいろアイヌの人方の子供たちの教育ということで、実はうちの漁業関係の中で

は、北海道漁業士に認定されている人方、つまり若者です。若い漁師が何をして、子供たち

に伝えるかということをやってございます。 

これは漁師の出前講座という形で学校に自分たちが直接、カニかごのカニを捕るためのか

ごの漁具、タコを捕るためのためのタコの釣る漁具、さけを捕るためのさけの定置網の模型、

いろんな漁具を持ち、学校に運び入れて、教室の中で、子供たちにこうやってたんだよ、そ

して、ロープワークということで、ロープはこう結ぶと絶対にほどけないということから、

直接、その教室の中で説明して、プロの漁師で、若者といったって、その漁業の漁具を扱う

人とすれば、誰もが勝てないプロの人間だと思ってございます。そのプロから直接教われば、

みんな「ヘー」とというような子供たちの歓声が上がるそうなんです。 

それらのものを、白糠であればアイヌの子供たちもいますし、一般の子供たちもいますけ

れども、それらを分け隔てなく一緒の中で、その中でちょっと川でさけを捕ってそしてアイ

ヌの人方が自分たち家族一緒になって、それを食べて生活してきたんだよ、そして、ししゃ

もにしても、白糠に鍛高カレイというものがあるのですけども、いろいろな民話だとか、生

活してきた中でも、どんな役割をもってきたのか、それには、今でも受け取られているのは、
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必要以上の資源をむやみにいじめたらだめと言われてます。 

早い話、取れば取るだけいいよと言って、そんなに取ったら絶対自分に振りかかってくる

ということで、アイヌの人方の教えは食べる分だけでやめとこう、そして末永く取っていこ

うと。 

それが今の時代になっても、資源管理、規定なり方策の名残に、それが生きているという

状況でございます。 

いずれにしましても、地元の産業のいろんな振興とかもありますけども、そういうような

教育の面でいけば、アイヌの子弟の教育と分け隔てなく、一般の人方と、一般の子供たちと

一緒になって、今のアイヌの現状はどうなんだと。 

まずはいろんな歴史のものがあるのでしょうけれども、一番の歴史はやっぱり、文化の中

でいえば、今、それこそ今、それとオリンピックなりでもって、今一番、2020 年がそういう

先住民族アイヌの人達の、この取り組んでいることを、世界に日本の人方でも一番ＰＲでき

る、この 2020 年だと思いますので、その辺の所、対岸の火事みたいな誰かがやってくれるだ

ろうということではなくて、マスコミあたりでも、それと、そういう今回のオリンピックも

利用しながら、取り組んでいただければと思ってございます。 

○松久座長 ありがとうございました。 

それではこの教育政策に限らず、9 つの項目につきまして前回さまざまなご意見をいただい

たところ、まとめましたこれらの論点に関しまして、さらに補足ですとか、ご意見などござ

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、議題の 2（2）「新たな推進方策の検討」について事務局からご説明

いただきたいと思います。 
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○森田主幹 それでは議題の（２）「新たな推進方策の検討」についてご説明申し上げます。 

資料 3をご覧ください。 

前回の会議でも若干ご説明をしておりますが、これまでのウタリ福祉対策、それから生活

向上推進方策では、それぞれ 7 年間を推進期間として施策を進めて参りましたけれども、前

回、平成 26 年度推進検討会議におきまして、社会情勢の変化等により的確に迅速に対応でき

るようにというご意見をいただきまして、現行の第三次推進方策では推進期間を 2 年短縮い

たしまして５年間としております。 

あらたな推進方策につきましても、引き続き社会経済情勢の変化等に対応できる期間とな

ることが、望ましいものと考えております。 

これまでは、推進方策策定後、数年の事業実施の後に、推進方策の終期の前々年にアイヌ

生活実態調査を行いまして、その調査結果などを基礎資料として、方策終期の前年に検討会

議を設置し、アイヌの方々や有識者の皆様からご意見をいただき、次期方策を策定してきた

ところでございます。 

なお現行、第三次推進方策の推進期間におきましては、国から新たな法律等の検討に必要

と要請があったことから、実態調査の実施年を 1 年前倒しをして、平成 29 年に実施したとこ

ろでございます。 

体系・項目につきまして、めくっていただいて、2枚目をご覧ください。 

これまでの施策体系・項目についてですけれども、大きな軸としまして生活向上、文化政

策というものを設定をしまして、生活向上施策では、三次推進方策によりまして、教育の充

実、雇用安定、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協力、この五つ

を施策の柱としておりました。 

それから文化政策におきましては、アイヌ文化振興等基本計画によりまして、文化の振興
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と、理解の促進、この二つを施策の基本的方針としているところでございます。 

新たな推進方策の事務局イメージ案としましては、右側に書いてございますが、これまで

の生活向上や、文化政策に国際交流、産業・観光振興、地域振興・地方創生、環境保全など

が加わる項目となるかと想定をしております。 

あくまで事務局のイメージございますが、こういった形で、今、想定をしているところで

ございます。説明については以上です。 

○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、ご質問等ございませんでしょうか。 

○阿部一司委員 基本的なことで、私はちょっとわからない部分というか、もう一度聞きたいこ

とがあるんですけど、先ほどの、例えば、アイヌ文化振興財団に、国が 1／2お金を出して、

北海道が 1／2出すという方向だと思うんです。 

22年間アイヌ文化振興法をやってきたけれども、アイヌ文化振興法は、1997年の 6月 27日

に、北海道に限定すると言われちゃったから、北海道だけの法律になってしまった。 

そうしたら、アイヌ文化振興財団の事務局が道庁の南側において、国が 2分の 1金出して、

道庁が 1／2出すと。 

だから、東京都にアイヌ交流センターを作ったって、東京都は 1 円も金を出さないという

ことがあった。それで、施策はすべてそうなのかなというと、例えば、先ほども教育の話が

出ました、例えばいろんな生活館作ったり、地区道路作ったり、農林業対策やったりしてま

すけど、この金というのは、基本的に国が 1／2出して、道が 1／2という認識でよろしいでし

ょうか。 

○丹羽課長 いろいろな事業の形があるので、すべてが道が 1／2持っているっていうことではご

ざいません。 
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国単独でやってる事業もあれば、道単独でやってる事業、あるいはその１／３ないし１／

４みたいな形で、例えば生活館、市町村が運営する生活館については、１／４を市町村が負

担をして、２／４、１／２を国が負担をして、さらに道は１／４を運営費として負担すると

いう、そういったいろんな形の組み合わせがございますので、単純に 1／2 ということではご

ざいません。 

○阿部一司委員 その辺があまり僕らもわからないで見過ごしてる。施策を見ているんだけど、

今回は、前回もちょっと言いましたけど、国会の衆参でアイヌ施策推進法が通ったけれど

も、反対したの維新の会の 14人だけです。 

この人達になぜ反対したのですかと聞いたら、全部建物ばっかり建てて、それはいわゆる

アイヌ対策じゃないよと、こういう言い方をして、言われている。 

だから、本当にまた今度新しくやっても、それは、日本人のための施策でアイヌ施策では

ないのではないかと、こういうお話があったから反対したみたいなことをおっしゃる議員が

いました。 

そうすると、例えば、平取とか、日高の方に行くと、市町村で 1 町に 30 カ所くらい生活館

がある。平取にはどれくらい生活館があるんですか。新ひだかとか。 

○丹羽課長 今、正確な数は把握してませんけれども、大きいところが一つあって小さいところ

がいくつかあるところもあれば、小さいところは本当に分散して、住民の居住地が分散して

いる場合には小さいところがたくさんある市町村もあるので 10以上あるところもあれば、一

つ二つという市町村もあるので、そこの実際の実態によって変わってきます。 

今の生活館の配置状況というのは、資料としてお出しができますので、必要であれば次回

以降出したいと思います。 

○阿部一司委員 そういうところに 20何館あっても、アイヌが使っているのは 1館だけなんだ
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と、こういうことを言ってですね、先生方と聞きに行ったと言うんです。 

アイヌの金をアイヌ施策といいながらそうやってるんだよみたいなことを言われたとかと

いうわけです。 

例えば、住宅政策に住宅の新築とかはあります。 

こういう政策にも、国がお金を出してるんですか。 

○丹羽課長 住宅政策につきましては、後でまたご覧いただければと思いますが、前回の資料の

資料 14として道の事業を紹介した資料を出しておりますけども、この中で、住宅の新築に係

る経費、あるいは住宅の改修、あるいは土地の取得に対して市町村がアイヌの住民に対して

貸付するものに対して、考え方としては利子補給という形ですけれども、市町村に国費を入

れた上で、道から補助をするという制度がございます。 

ただ実際の額としてはその貸付の内の中で何分の 1 という形になりますけれども、実際の

補助経費の額としては。 

○阿部一司委員 前回もちょっと触れたんですけれども、これ昭和 44年に、同和対策事業という

ことを国がやると、だからそれにですね、秋田さんという当時の自治大臣が、大助さんとい

う方がいて、当時の野村理事長とか呼んで、「今、同和対策事業でこういうことやるから、

その法律のうしろにアイヌもそれに準じてやるというようにしてやるか」と。 

こう聞いたら、うちの元の理事長たちが町村知事が東京に行きたいからちょっと待ってく

ださいと町村知事に会いに行ったら、「お前たちは先住民族だろうと。なんで同和と一緒に

するんだと言って断れ」といって、断ったというのが、アイヌ史に出てまいります。私たち

の。 

そのことについて同和対策事業に準じてやると国会の質問のやりとりしてるということは

あるんだけれども、この住宅はアイヌ住宅についてですね、例えば同和対策は、部落の対策
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の住宅は、２／３国が出しているというんじゃないですか。 

ところが北海道でやっているアイヌ対策事業は国が１／８、北海道が１／８ということを

おっしゃってる先生がいますが、これは事実ですか。 

そうすると 1／4なんです、国と道がお金を出しているのが。3／4払えと、こういうことら

しい。これは事実でしょうか。 

○森田主幹 各市町村が実施しております住宅の制度ですけども、これは市町村の方からそれぞ

れ申請があったアイヌの方に貸付をするという事業になってます。 

あくまで貸付ということでその部分に係る経費とか、先ほど申し上げました利子等々の負

担が市町村に生じてきますのでそういった部分の負担補填をするという意味あいで、国と道

の方からそれぞれ 1／8ずつということで支援補助してるということでございます。 

○阿部一司委員 これ利子補給ですね。そうしたら。 

○丹羽課長 同和対策の 3／4補助という制度については、今承知しておりませんけれども、住民

に対する貸付事業を行う市町村の支援という形で道の事業をやっておりますので、住民の住

宅補助という形では行っておりません。 

○松久座長 教えていただきたいのですが、同和政策について国が支給する２／３というのはど

ういう内容のものなのでしょうか。 

○阿部一司委員 これを逆に私が道に聞きたいです。 

この制度を、そういう同和対策を、不良環境地区整備事業に準じてやるというのは、もう

昭和 30年代から国会でやっており、昭和 44年に西田信一さんという方が、胆振から出て行っ

た方ですが、国会で質問されたことがアイヌ史で議事録に載っています。 

ちゃんと取ってあります。 

そうしたら、それに準じてやると言ったけど、町村知事が「そんなことは辞めろと、ちゃ
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んとやってやる」ということを言ったということが、ちゃんとアイヌ史に載っております。 

ですから、そうなると、どうしてそれが 2％という金利を決めて、実はご存知だと思うんで

すが、一昨年、帯広は金利を 1％に下げました。だけどほかの、私達も札幌市とかに働きかけ

てるんだけど駄目で、いろんな償還滞納で滞っている人もいるんだからできませんとか言っ

て、全然札幌市なんか応じてくれないんだけど、帯広は金利を２％から１％に下げましたね。 

だから他の市町村にもいろいろ働きかけているけど、ほとんど市町村が相手にしてくれな

いということを、今報告を受けております。 

○松久座長 今の、ご質問の趣旨、同和対策に比べてアイヌ施策の援助は見劣りがするというこ

とでしょうか。 

○阿部一司委員 そうです。 

農林漁業対策もあるし、それから、教育対策もあるし、住宅対策もあるんです。 

そういう中で、例えばアイヌ文化振振興財団なら、アイヌ文化振興法を作った時には、国

が１／２出しますと。 

先ほどのお話あったけど、１／２出してあげると言っても、北海道が金ないからやらない

という話もあったから、非常にショックを受けたんだけども、そういうことも含めて、一体、

国がどれだけアイヌのことに金出しているのか、北海道がどれだけ出しているのかというこ

とが、それぞれの部門によって違うかのかということ含めて聞きたくて聞いたということで

す。 

全部１／２国が出して、１／２北海道が出しているということではないんですね。 

○丹羽課長 そうですね。 

すべてについてお答えできてるかわかりませんけれども、まず一つ、先ほど住宅の貸付で

金利の話がありましたけれども、それについては、道が国の補助制度を使ってやっている事
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業という形で、それに沿って、2％以内という金利を設定しています。 

市町村においてはそれを 2％以内であれば 1％にすることも、1.5％とすることもできると

いう制度の仕組になっておりますので、ただ実際に道でもアンケート取ったりしましたけれ

ども、なかなか今の 2％より下げたという市町村が次に出るという形になってないというのが

現状で、制度の範囲の中で運営していて最終的には市町村の考え方によって金利が決定され

ているのが一つ。 

それから、アイヌ施策のいろんな流れの中で、昭和 49 年からアイヌ生活向上の前身のアイ

ヌの福祉対策という形で始まった事業ですけれども、その時点においては、不良環境整備事

業などにおいて、同和と同じような予算の枠組を使ってやってたものもございますので、同

じ制度で、対象施設だけが違うものもあったかと思います。 

その後、いろんな形で見直されてきておりますので、例えば今の生活館は、この制度とい

うのは社会福祉施設という新しい厚労省の事業になっておりますので、別れて別の道を歩ん

でいる事業もございますので、必ずしもすべてが同和と同じではないということが一つ。 

それから、考え方としてこの負担割合などについても、それぞれの事業、省庁別という部

分もありますけれども、必ずしも１／２ではなく、先ほど言ったように１／４であったり、

３／４であったり、１／２であったり、あるいは１／１６を国が負担してというような先ほ

どの金利の話もありましたけれども、そういった形でいろんな部分があります。 

あとは、先ほど発言の中でありました、道の予算がついてこれないという話については、

一つ思い当たるのは、生活館の改修費ということで、年間、今の予算規模ですと、道だと年

間 1館から 2館ぐらいで各市町村に計画的に順番を付けてもらって、実施しておりますので、

例えばその場合に、国の方でたまたま予算が今年余裕があるとしても、道の方では同じよう

な予算額をキープしている状態においては、急にそこが、例えば 2,000万が 5,000万になると
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いってもなかなか対応が難しい予算はございますので、そういった部分については、おそら

く、国の方で、道として予算が用意できないと言われているといったような発言があった事

業も中にはあるのかなという認識をしております。 

○阿部一司委員 今のお話の中に生活館は福祉対策事業だとおっしゃる。 

これはアイヌの生活館じゃないんですか。アイヌのお金で建てているものが、一般の施策

だとおっしゃるんですか。 

○丹羽課長 一番最初にスタートした時は、道としてもアイヌ福祉対策というふうにしてました

けれども、現状の生活館の位置付けは社会福祉施設という位置付けになっておりますので、

それが例えば、すべて全く同じものではなくて、アイヌ生活館という事業メニューによって

運用されている事業になりますので、全く同じものの中の生活館の一つということではなく

て、アイヌ生活館という位置付けは残っております。 

○阿部一司委員 ですよね。ですから、市の方にいろいろ言ってる人は、アイヌの北海道ウタリ

福祉対策から始まって、アイヌの人たちの生活向上推進方策ですね、今は。その予算で生活

館建てて運営してるんだという言い方で、アイヌの金使ってやっているという言い方をして

るっていうのは間違いですか、本当なんでしょうか。どっちなんです。 

○丹羽課長 令和元年度に新しいアイヌ政策推進交付金ができたときに、生活館のハードウェア

の部分、これが今変わってますけれども、それまでの状態として、社会福祉施設としてのア

イヌ生活館に対する、運営費補助、あるいは改修、新築は最近ありませんけれども、改修事

業に関する経費というのは、アイヌ生活向上推進方策の事業に基づいて、国の補助を受けて

道が市町村補助するという形で運営をされております。 

○松久座長 ほかにございませんでしょうか。 

○秋辺委員 第 1回新たなアイヌの人たちの総合的な推進方策ということなんですが、サブタイ
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トルでもいいですから、先住民族施策としてのアイヌ施策というふうな、資料 1－1にあると

おり、それが資料 3には反映されてきてないんですよね。 

要するに考え方の基本に先住民族、先住性があるということの考え方をきちっと置いた上

での政策を考えたんだよっていう、ものの考え方、組み立て方ですね。 

土台の部分にいつも目に入る意識しているというふうな検討会議のあり方、答申の出し方、

それが国で作った法律との連携もうまくいくだろうし、道民に対する相変わらず福祉だね、

といわれるようなことのないようになる。 

そうすると、国と横並びという考え方もなくなるし、北海道独自のアイヌのお膝元だから

教育施策はこうします、サケはこういうふうに取れます、高齢者対策がこうなりますという

ことに、独自性がちゃんと反映されるようになる。 

根本だと思うので、それを、みんなで決定していきたいと思っています。 

○松久座長 ありがとうございました。 

先住民族施策としてのアイヌ政策という基本を、各施策においてもふまえていくべきであ

るということで、ご指摘いただいたとおりだと思います。 

この会議は報告書を道の方にお出しするという形にはなっておりませんが、委員の皆さま

方からいろいろとご意見を頂戴し、それを踏まえて、道としての施策ができあがっていくと

いう流れが予定されているかと思います。 

よりよい施策づくりのために、引き続き委員の皆様の、様々な視点からのご意見を賜りた

いと存じます。 

ほかにございませんでしょうか。 

○佐藤委員 今、秋辺委員がおっしゃったことに大賛成です。 

ぜひそういう意識が必要だということで、これからまた何回もあると思うので、資料作る
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にしても見せ方というのは大変必要かなと思っております。 

それで今いただいた資料の 3の 2枚目の体系・項目についてということで、下の枠にアイヌ

文化振興等基本計画というのが書かれております。 

これはまさに、この 4 月 24 日にオープンするウポポイ国立博物館ですから、まさにこのこ

とだと思っています。 

国が 100万人の目標掲げて、決して数がどうこうではないという一面もありますが、冒頭、

教育のことで議論をしたり、アイヌ文化とか先住民のことが小学生、中学生はじめ、どのよ

うに伝わっていくのかということも含めると、やはりこの 4 月 24 日のウポポイのオープンと

いうのは、今後においても大変重要だと考えます。 

本来は、道内の小学生中学生以下は全員、必ずウポポイに行くような、教育庁か何かので

すね、そんなことまでされた方がいいとは個人的には思いますが、ちょっと遠回りな言い方

して恐縮なんですが、このウポポイの残念ながら 4 月 24 日がオープンなのに、認知度が余り

にも低いというふうに思っております。 

私は、北海道観光振興機構ということで、旗振り役を担っておりまして、まだ力不足で申

し訳ないっていう気持ちもあるのですが、一体どこに相談していいのかわかりにくい組織に

なってます。 

運輸局さん、運輸局っていうんでしょうか。運輸省っていうか、国土交通省がヘッド、頭

になっているのか、それとも、北海道のアイヌ政策局が主導権にぎるのか、ここが大変です

ね、私に言わせると、縦割りで横の連携が取れてないために、電通なのかどこか知りません

が、要するに、広告宣伝会社、あるいは私思うには、民間の旅行会社とかに任せきりになっ

ているような気がして、もう 2ヶ月たらずなのに、どうも 100万人これでは難しいなと、いう

気がしております。 
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お金が結構、国費がついてます。それなのにどういう使い方をしているのか。ということ

も、同じ旗振り役を命じられてるものとしては、見えにくく、見えてなくて、このままでは、

目標どころではなく、何のために、そういう施設というか設備なり、場所をつくったのかが

伝わらないのではないかという気がしておりまして、どこかにまとめていただくなり、ある

いは、やっぱり、北海道のアイヌ政策局という組織があるのですから、自ら手を上げてでも、

もう俺たちがやるから任せておいてくれというようなこと言っていただけないかなという気

がしております。 

○松久座長 ありがとうございました。 

ただいまの、相談先のわかりにくさの具体例など、参考までに、お聞かせいただけますで

しょうか。 

○佐藤委員 例えばもう、手前どもの会長の堰八がずっと言い続けてるのは、北海道銀行の会長

でもありますので、やっぱり民間から声を上げていかなければだめだろうということで、ウ

ポポイ休暇というのを新聞にも載せてたと思うんですが、作り、銀行の職員の家族含め、1回

目の入場料を全部銀行で持つから行きなさいと、こういうことがいいとか悪いとか、そうい

うことではなくて、大変私はありがたいなと思うんですが、例えばその堰八が、実はウポポ

イの入場券の半券を持ってきたら、北海道内の施設例えば美術館であろうと、ロープウェイ

であろうと、例えば 50円引きとか 100円引きにするとか何かウポポイに協力するものを提供

してもらうっていうことをやりたい。その事務局は観光振興機構がやってもいいんだけど、

この、こういう相談をどこにしていいかがわからないということを昨年から言い続けている

んです。 

ですから、それに対する明確な回答がないわけです。極端な話。例えばいろんな場所でお

話しても、それをじゃあ、国土交通省のここに行ってくださいとか、アイヌ政策課のこの方
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に言ってくださいとか、例えばここと進めてくださいということが、見えてないんです。 

一事が万事というとおおげさですけども、多分同じことが起こっているだろうというふう

に感じております。 

だから遅々として進まないというか、お金がついていても、どのように使われてるのか、

あるいはどのように販促をして 100 万人を目指してるのかがわかりにくいという、もう時間

はないのでやっぱり、誰がいつまでにやるということを明確にそろそろすべき時ではないか

と思い、それはやっぱりここに、新たな推進方策の検討でしっかりと書かれているわけです

から、この私が申し上げた、囲まれている枠が、ウポポイのことじゃないんなら、この話は

取り下げます。 

そうじゃなくてやっぱりそのウポポイのことを意識して書かれてるんだったら、責任を持

った取組をすべきであり、またそういう検討会であってもいいのかなと思っております。 

○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。どうぞ。 

○小川哲也委員 ウポポイに関連してなんですけど、北海道アイヌ協会の理事会の中で、交付金

の使い方で話を伺ったんですけど、そういった、先ほどウポポイに行く交通費的なものを、

協会の中でアイヌの人たちもそうなんですけど、例えば学生、小学生、中学生が、そういっ

たものにも交付金も使えますと、個別に相談したときに、そんな話を聞いたんです。 

僕は地元が本別町ですけど、本別の役場にそういった教育の一環で学生を、そういった白

老に行く、そういったものを交付金でどうですかと、使ってみたらどうですかと言ったら、

それは教育委員会としてとか、なんせ、縦割りですから、なかなかこう進まないんです。 

僕は別な関係で、十勝川温泉の観光の関係に関わっているので、その観光の人達の大変さ

をいろいろ聞いてるんですけど、やっぱり 100 万人いかなければならないと、なかなか大変
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だという話を聞いたので、交付金で、小中学生、高校生とかをアイヌ文化を学ぶためにどう

ですかと言っても、やっぱり、どういうふうに言っていいかわからないので、この会議の中

でそういう後押しをするようになってくれたらいいなと思います。 

○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。 

○石川委員 学校現場において、全く同じことを考えていて、やはり学校でウポポイに行きたい

と思っても、やはり私どもは苫小牧なので、隣町なので、まあ行きやすい。 

それでもやっぱり子供の交通費どうするの、入場料どうするのという。 

ましてや胆振以外の学校が来るとなると時間と日数で費用も莫大にかかる。 

そこについて、相談するときに、あるところに聞いたんですけど、国立民族博物館は国立

なので、こういうとき縦割りなんですけれども、道の施設でもないので、減免はちょっと厳

しいのではないかとか、私も白老で教員やっていたので、当時、アイヌ民族博物館の学芸員

といろいろ授業をしていたのですけれども、そのときはご相談して、子供については減免し

てくれたりとか、日帰りの授業にしてくれるとかしてくれたんですけれども、なかなか国の

施設になると、そういう面も難しいのでないかという、やっぱりすごくハードルは、高くな

って、地元でも、今まで気軽にいけたのが、国立なったために、もっとハードルが高くなっ

てなかなかどうしようかと考えてるのは、地元の学校の悩みということもあります。 

○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。 

○小川哲也委員 別の話してもいいでしょうか。 

話が少し戻っちゃうんですけども、この話をここでするべきかがわからないんですけども、

さっきの教育の政策の問題で、教育の部分でさっきの秋辺委員、デボさんのお話なんですけ
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れども、アイヌが持ってる哲学の部分で、学生の教育に反映してはどうかというお話です。 

教育出版が、昨年、一昨年ですか、中学 3 年生の道徳の中に初めてアイヌの文化の考え方

を載せるということで、それはなかなかいい内容というか、本田先生のＪＲの本で書いた、

「生きとし生けるものに神が宿り、そこに感謝するのがアイヌの考え方だよ」という内容が

教科書に初めて載ったんですが、十勝の教育局は東京書籍を使うということで、残念ながら

十勝の中学生の教科書にはアイヌのことは載りませんでした。 

できれば、教育出版社ではないかもしれないですけど、そういったアイヌの哲学的なもの

を、アイヌ側もユーカラなどをいろいろ調べてまとめなきゃならないかもしれないですけど、

そういったものが学生に伝わるようになって欲しいなと思います。 

前回、環境の事で、アイヌの生き方が SDGｓそのものだと持続可能な発展目標になるという

話をしたのですけど、そのそういったおじいちゃんおばあちゃんの知恵ではないですけど、

先ほど秋辺委員からいろいろ勉強したこともあったんですけれども、相手の欠点も含めて人

を愛する、人を抱きしめるというような考え方がアイヌの中にありますので、ぜひその哲学

的な部分で、宗教的になるかもしれないですけど、今こういう SNS でいろんな人が悪口を言

う時代で、こういう考え方が、今の時代に合ってる、これがたぶん変わらない、心理ってあ

るんじゃないかと思いますので。この会議の中でそういった道徳というか、そういう部分で

学生の勉強の中に入れたらと思います。 

○松久座長 ありがとうございました。 

アイヌの哲学、生きていくうえでの基本的な考え方を、教育に組み込んでいく必要性、教

科書で上げられることの有用性、お話のとおりと思ってお聞きしました。 

他にございませんでしょうか。 

○本田委員 今、小川さんが本当に大事なことをデボさんもおっしゃってくださったと思ってる
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んですけども、アイヌのことを教えるというのは、何を教えるのかということをやっぱりき

ちっと考えないといけないと思っていて今、SDGsがあたりまえのように言われてきている時

代に、実は、アイヌの決定的な鍵であり、アイヌに限らず世界の先住民族というのはみんな

そういう世界観をお持ちで、実は 1人の人間に富が集中するということを、防止するような

そういうシステムすら構築していたというような、そういう世界観の部分を教えるというこ

とが、とても私は今、時宜にかなっているというか、そういうことのような気がします。 

では、それをどういうふうにして教えるのかというと、例えば、札幌市はピリカコタンと

いう博物館を持っていてチセも持っていて、ものすごくメンテナンスも大変だと思うんです

けど、そういう場所で、場所があってやろうと思って、人がそこに来ていただければ、あそ

こ、完全ではないですけど、そういう場所が提供されます。 

ところが、今まで言わないでいたんですけれども、北海道はチセを持ってないです。道立

の博物館の中にありますけれども、そこに入って、昔語りを聞くことができるかというとそ

うではないですし、開拓の村には、あそこは開拓の村ですから、チセはないです。 

そうすると道が、アイヌ文化を教えるため学んでいただくための、そういう空気感として、

ジワーっと学ぶことができるようなそういう空間を、実はどこにも準備していないというこ

とになって、どこで教えるんだろうと。 

そうなるとやっぱり、今から道ができないのなら、道の責任において、ウポポイとどう連

携して、学校教育を行っていくのかを真剣に考えて欲しいと思います。 

実は、小川さんがおっしゃったような、交付金使って、全道の子供たちがウポポイに行っ

てという、そういうことを企画しようと思えばできるはずなのにと思ってまして、100 万人で

バスっていうのが出てきますけど、それはもっぱら、例えば、登別からお客様をどうやって

白老に運ぶかとか、そういうようなことであって、教育のために、バスをしっかり準備する
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というのが、考えられていない気がするので、私も先ほどご意見大賛成で、是非ともと思い

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。どうぞ。 

○秋辺委員 結局やっぱり教育大事だよねというところに落ち着くんですが、どうやって学校で

教えるのというのは、学校任せっていうのは駄目なんであって、実は道が旗振り役になっ

て、年間授業をこれだけ設けなさいとか、そのためには副読本もありますとか促していくと

いうことがまず大事であります。 

釧路で明輝高校ところがあって、アイヌ文化、アイヌ学というのをやってますけれども、

これ、単位つきです。単位がないと勉強しないんです。 

だから、何か、道徳の時間のついでにアイヌ文化をやるようなことではなくて、考え方し

っかり持って、北海道の基層をなすのがアイヌなんだよということで置けば、絶対やらなき

ゃいけないっていうことになるんですよ。 

だから、しつこいけど先住という言葉が私、対応するのはそういうことなんですね、すべ

ての基本に戻ることができる便利な鍵が先住性、先住ということなんで、こだわるんです。 

これ、みんなの文化ですから。 

アイヌだけのために使うんじゃなくて、全国民のものですから、そこに触れられる、勉強

できるという、環境を道がもっと後押しすることができるはずなんですね。 

なので、そこを、意見として述べさせていただきます。 

○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。 

全体を通して、どの点でも結構です。ご意見ございましたら、はい、どうぞ。 
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○阿部一司委員 今日、参考資料として、皆さんにお配りさせていただきましたけれども、これ

はこの絵に写真に出ているのは、平成 9年、1997年のですね、9月 13日に国連宣言が国連で

採択されましたが、その年に国連で出した資料でございます。 

一番後ろの方に人権というものがございます。 

書いたものです、ペーパーがございます。 

このペーパーの後ろの方にもこういうような、これがございますが、これがこのバックシ

ートの内容の一番最初のところのもので、このページを開いていただきまして、ちょっと見

ていただきたいんですが、「はじめに」という言葉がございます。 

この「はじめに」と書いた 5 行がですね、先住民族のことを定義としてお書きになってあ

ります。 

ちょっと読ませていただきますが、先住民族は、地球上に広く居住している。北極から南

太平洋まで世界中におよそ 3 億人を数え、先住あるいは原住民族、これ台湾は原住民族と言

います、言い方します。 

よその地域から移民が来る以前から、彼らが自分たちの土地に生活したからである。 

例えば北海道というとこれは松前藩が、函館・松前・江差にこの数百年おりましたけれど

も、この、こちらはですね、そこを和人地と呼んで、こっち蝦夷地と呼んでました。 

この北海道というのは、実は明治２年 8 月 15 日に、北海道と名前を付けたので、それまで

蝦夷地なんですね、ここのところに生活していた人達だから、ある定義によると、彼らは異

なった文化あるいは民族的使命を持った人々が到来した時、これは北海道でいうと、本州四

国九州から来た日本人の方を、一般的には和人という言い方してましたけども、これ、到来

した時に、そしてその新来者が、和人がですね、その後、征服、占領、定住その他の方法を

とおして、支配的になっている、一つの国あるいは地域に居住していた人達の子孫だと、は
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っきり言っています。 

だから、そこにいたのはいわゆる数万年前からと言われておりますけども、昨年の人類学

会では、これ元々は、日本列島が同じであったと言ってますけど、これは明らかに東北、北

海道、樺太、千島の人たちはですね、DNA が違うということは、人類学会の中では報告されて

おります。 

ただこの人たちがですね、例えば元と戦ったなんてことを、私も歴史を見てびっくりした

のですけれども、1268年であります。 

あの元と、樺太といって、そして黒竜江の川の方までいって交易していたのに、元がコラ

といって来たのに対して戦争したのは、これは、アイヌであります。 

それから 1308年まで 45年間も元と戦争してる、これ驚きました。 

日本では九州に 2 回元が来たけど、台風来て神風来てひっくり返って、結局元と戦争やっ

てないじゃないですか。 

何でアイヌが 44年もやるんだろうって、非常に驚きました。 

ちょっと関係ない話ですけど。 

こういうような歴史があって、交易の民だったんです。 

中国まで行ったり、あるいはカムチャッカ行ってアリューシャン列島まで、日付変更線を

越えているんですよ。 

そういう交易の民だったアイヌの人たちが実は松前藩出来てから、だんだん侵略・支配さ

れて、明治２年の 8月 15日、改めてここを北海道を名付けて 11の国、86の郡を作りまして、

これは私は国連行って、お前たち、アイヌは世界で一番ひどいことされているんだぞ、分か

んないのかお前、と私は世界中の先住民族に言われ、非常にショックを受けました。 

で、勉強しようって言って帰ってですね、何であんた方そんなこと知っているんですかっ
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たら、1987年から、私達の理事長の野村義一さんが、国連に行って 10年前でありますが、そ

して世界中の人たちに英語で全部配っている、歴史を。 

だからわかってるんです。 

言葉を禁止されて宗教、文化を禁止されて、生業である狩猟、漁労、採集を禁止されて、

お前たち、コミュニティもないというでないか。 

こんなことされたの世界中でいないぞと言われて、非常に私は驚きました。 

それから国連に私は、20 年間家族に頼んで、頼むから 1 年に 1 回でいいから行かせてくれ

と。20年間行きましたけれども。 

これが国連の定義であります。 

そして、権利宣言も採択されて、日本の国も、この 2008年 6月に認めたわけです。 

1997年に二風谷裁判、3月に、二風谷ダムの裁判で、このダムは違法である。 

そしてアイヌは、いろいろ私は勉強さしてもらったけど、先住民族というべきであるとは

っきり判決を出しましたね、国会で立法府で認めて、行政府で町村信孝官房長官が政府の代

表として認める。3権で認めたら間違いなく先住民族じゃないですか。 

台湾は 1992 年に法律に書いたといいますが今回初めて、先住民族とですね、認めていただ

いたことに心から、私は喜びと感謝をしておりますので、ぜひここのところをですね、先生

方にもおわかりいただきたくご紹介させていただきました。 

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。 

この時点でいち早く、素案の仮訳を出されていたんですね。 

他にございませんでしょうか。 

本日予定しておりました議題は以上でございます。 
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最後に事務局の方からお願いします。 

○丹羽課長 次回の開催につきましては、新年度に入りまして、4月以降の開催を予定しておりま

す。 

日程につきましては、あらかじめ委員の皆様のご都合を確認させていただきながら、決定

したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○松久座長 それでは本日の会議を終了させていただきます。 

皆さんどうもお疲れ様でした。 


