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第５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３年 1月 1８日（月）13:30～15:00 テレビ会議

○高野課長 定刻となりました。ただいま阿部一司委員、まだちょっと到着されておりませんけ

ど時間となりましたので、ただいまから第 5回新たなアイヌの人たちの総合的な推進方策検討

会議の開催をいたします。私は進行を務めます、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

部の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、誠にありがとうございます。

令和 3年の年が明けましたけれども、新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大をしており

まして、本道におきましても、集中対策期間を延期して、道民の皆様に様々なご協力をお願い

しておりますところでございます。こうしたことから、本日の検討会議は、テレビ会議とさせ

ていただきました。皆様のご理解ご協力に改めて感謝をしたいと思います。

さて、昨年 7月のウポポイが開業から半年が経過をいたしました。この間、入場制限をして

いる中で、約 20 万人の方々にお越しをいただきました。とりわけ、教育旅行につきましては、

今年度の実績予約を合わせまして、約 5万 6000 人。来年度もすでに 5万人近い予約が入って

ございます。今後もアイヌの歴史や文化の学びの場として活用が進んでいくものと期待をして

おります。

また、こうしたことを通じまして、アイヌに関する理解促進が図られますよう、道といたし

ましても、アイヌ施策の一層の推進に努めて参りたいと考えているところでございます。

本日は前回の会議で委員の皆様からいただきましたご意見、あわせましてその後ですね、全

道各地域のアイヌの皆様から伺ったご意見や、道議会でのご議論、こうしたことを踏まえまし

て、新たな推進方策の素案という形で作成をいたしました。この後説明をさせていただきます。

改めて委員各位のご意見、ご提案を賜りまして、年度内には最終決定をし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いを申し上げます。以上でございます。

○高野課長 はい、ありがとうございます。本日は、秋辺委員、貝澤委員、本田委員、それから、

ただいま連絡ございまして、阿部一司委員も欠席ということになりますので、4名欠席をされ
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まして、合計で 8名の出席というふうになってございます。

続きまして、お手元に配布資料、ご確認をいただきたいと思います。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、それからテレビ会議の配席図ですね。札幌会場

の人のみ 2枚になりますけども、それから資料 1事務局案に対する意見、それから資料 2北海

道アイヌ政策推進方策（素案）となります。それから委員の皆様には、参考といたしまして前

回第 4回の検討会議の議事録（未投稿）も配布しております。議事録につきましては、皆様に

まだ確認をしていただく前のものとなっておりますので、後日内容確認をいただきました後、

後に、ホームページにて公表させていただきたいと考えております。資料の漏れ等ございませ

んでしょうか。はい。今ちょっと資料漏れあったようですので、配付させていただきます。

本日の会議の流れでございますけれども、前回会議でいただきましたご意見、それからその

後ですね、地域にお伺いをしました意見交換会などで、ご意見をいただきましたのでそういっ

たものを踏まえまして、素案を作成いたしましたので、説明の後に皆様からのご意見をいただ

きたいと考えています。なお、ご発言の際は挙手をしていただきたいと思います。その後です

ね、座長から指名をさせていただきますのでマイクのスイッチを入れてからご発言をお願いし

たいと思います。発言が終わりましたら、マイクのスイッチを切っていただきたいと思います。

テレビ会議となってございますので、ご面倒おかけしますがどうぞご協力のほど、よろしくお

願いいたします。それではこの後の議事進行につきましては、松久座長より進めていただきま

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。議題の北海道アイヌ政策推進方策

（素案）について、事務局から説明をお願いいたします。

○森田主幹 はい。道庁アイヌ政策課森田でございます。資料に沿ってご説明を申し上げます。

まず初めに、資料 1をご覧ください。検討会議で皆様からご意見をいただいてきたところでご

ざいます。それから、道議会環境生活委員会でも議論がありましたほか、関係省庁、市町村ア

イヌ協会などに意見照会を行い、また事務局で道内 6ヶ所に出向いて、地域のアイヌの方々と

の意見交換会を開催してきたところでありまして、これらの意見を踏まえ、素案を検討させて

いただきました。いただいたご意見につきましては、事務局案への追記、修正を行ったものや、

事務局案と同様の趣旨であり、修正等を行わなかったものもございまして、資料 1は、そのい

ただいた主な意見とその対応をまとめたものとなっております。

次に資料 2をご覧ください。第 4回会議で事務局案をお示ししておりましたが、皆様からの

ご意見等を踏まえまして、大きな構成や項目の修正等はございませんが、記載の内容について

追記、または修正を加え、素案とさせていただいたものでございます。なお、追記、修正をし
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た箇所については下線を付しております。

内容について説明をさせていただきます。2ページをご覧ください。冒頭にですね、アイヌ

はどのような民族だったかということを記載をしておりますが、言語など文化面のみで生活に

ついての記載がないとのご意見がございまして、狩猟、漁労、採取等を行い、というその生活

に係る文言を追記をし、合わせて 2段落目、3段落目を修文をしております。

次に同じくですね、第 4段落目の最後の方なんですけども、和人化政策に対しまして、徹底

されませんでしたと、もともと記載をしておりましたが、徹底が前提との誤解を招きかねない

表現であるということから、大きな反発を受けることになりました、というふうに修文をして

おります。

次に、5段落目、明治になって、蝦夷地は北海道となりと記載をしておりましたが、より正

確な記載となりますように、政府は、それまでは和人からは蝦夷地などと呼ばれていたこの島

を北海道と改称し、というふうに修文をしまして続く文書と合わせて修正を行っております。

また、遺骨に関しての記載がこれまでなかったことから、有識者懇談会報告書を参考に、その

部分を追記しております。

次に 5ページをご覧ください。最後の段落ですけれども、最近の文化面について記載をして

おります。アイヌ文化やアイヌ語の伝承者が限られてる、という旨を記載しておりましたが、

より状況が伝わりやすいように、アイヌ語がユネスコにおいて、危機的な状況にある言語に指

定をされているということを例示として、追記をしております。また後段の新たな動きに関す

る状況を記載をしておりましたが、その部分については、さらに重要性について、追記をした

ところでございます。また、背景・歴史・現状の全般ですね本文中に出てくる用語のうち、特

に重要と考えられるものとしまして、旧土人保護法、先住民族の定義、先住民族の権利に関す

る国連宣言、アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会、ウポポイ、以上 5項目について、各

ページ下部に、その概略を追記をしております。

次に 7ページをご覧ください。7ページ、第 4推進施策 1理解の促進の下段、施策の方向の 2

段落目でございますが、我が国にアイヌという民族が暮らしている、と記載をしておりました

けれども、先住民族であることが明確に伝わりますように、我が国に先住民族であるアイヌの

人たちが暮らしていると、修文をしております。

次に、11 ページをご覧ください。3文化振興、現状・課題の 2段落目でございます。日本語

の使用を余儀なくされ、と記載をしておりましたが、アイヌ語の現状にかかる背景がより理解

をできますように、日本語の使用の強制などの同化政策により、と修文をしております。

次に 20 ページ目、第 5推進に当たっての下段、組織活動の充実のところの、道協会について
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でございますけども、もともとですね、アイヌの人たちが自主的に組織した、というふうに記

載をしておりましたが、道協会以外にもですね、地域で自主的に組織された団体もございます

ことから、アイヌの人たちが自主的に組織した全道規模の組織である、というふうに追記をし

ております。

最後に、23ページに参考資料としまして、アイヌ施策推進法の全文、昨年 10 月に策定をし

ました道の方針、平成 29 年に実施をしました生活実態調査の概要を参考資料として添付をし

ております。素案の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北海道アイヌ政策推進方策（素案）について説明がありました。

これから委員の皆様のご意見を伺いたいと思いますが、推進方策素案の内容が多岐にわたって

おりますので、項目ごとに区切って、皆様からご質問、ご意見などご発言をいただきたいと思

います。まず、素案の第 1策定の経緯から、第 3基本的な考え方について、質問やご意見はご

ざいませんでしょうか。どうぞ。

○佐藤委員 佐藤です。2ページ目の、背景・歴史・現状で、上から 3行目、狩猟、漁労、採取。

先ほどご説明では、等を行い、等というのがついてたようなので、ここはつけたほうがいいの

かなという気がいたしております。

○松久座長 ただいまのご質問ついて、事務局からいかがでしょうか。

○森田主幹 はい。そうですね、すいません。おっしゃる通りかと思いますので、こちらについ

ては等を付ける形で、今後修正作業を行いたいというふうに思います。

○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。よろしいでしょうか。石

川委員どうぞ。

○石川委員 5 ページの 2段落目、「現在、アイヌの人たちは自分たちだけの居住地域」という

言葉と、その下の、「他の多くの日本人とほぼ変わらない生活」、「ほぼ変わらない」の、二

つの言葉の使い方について、適切なのか質問します。

○松久座長 はい、ありがとうございました。事務局からいかがでしょうか。

○高野課長 事務局ですが少々お待ちください。お待たせいたしました。基本的に今回私ども事

務局で作りました素案につきましては、有識者懇談会報告書などの文献等から持ってきており

まして、ここの記述につきましては、また事務局の方で、しっかりと確認を、まずさせていた

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 よろしいでしょうか。ほかにございませんか。阿部委員、どうぞ。

○阿部範幸委員 阿部です。2ページですね。2ページの中段の明治になって、政府はっていう

ところの続きですけど、それまでは和人からは、蝦夷地などと呼ばれていたこの島を北海道と
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改称し、がなんでしょうね。それまでは蝦夷地と呼んでいたこの島をぐらいでいいのかどうか

という、和人からは蝦夷地などと呼ばれていたではなく、和人が呼んでたわけですよね。なん

で、そんなような書き方にでいいのか。どうでしょうかというところです。

○松久座長 ありがとうございました。事務局からいかがでしょうか。

○高野課長 はい。それにつきましても私ども事務局で、確かにそういうお考えもあるかとござ

いますので、検討させていただきたいと思います。

○松久座長 ほか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、続きまして、第

4－1理解の促進について、ご質問、ご意見ございませんか。よろしいですか。

それでは、第 4－2生活の向上について、ご質問、ご意見ございませんでしょうか。

それでは、第 4－3文化の振興について、ご質問やご意見ございませんでしょうか。石川委員

どうぞ。

○石川委員 最初の現状と課題の「伝統的な手仕事によるアイヌ工芸品については、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、～」と続いていますが、ここ

のところを、「高い評価を得ています」と言い切ってきちっと評価をして、「一方、伝統的技

術を有する工芸家の高齢化などにより～」と続けた方が、いいと思います。きちっと 1回評価

をしてあげてから、一方こういう課題もあるよということによる表現の仕方の方が適切である

と思いました。

○松久座長 はい、ありがとうございました。事務局からは、いかがでしょうか。

○高野課長 これにつきましても事務局の方で検討させていただきたいと思います。

○松久座長 ほかにございませんでしょうか。それでは、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。

では続きまして、5多様な文化との交流促進について、ご質問、ご意見、ございませんでし

ょうか。

それでは、第 5推進に当たってについて、質問やご意見ございませんでしょうか。

それでは最後に全体を通して、ご質問、ご意見、お伺いしたいと思いますが、ございません

でしょうか。佐藤委員、どうぞ。

○佐藤委員 質問と言えますか。これ当然、政策推進方策なので、こういう形になってるんだと

いうふうに思っておりますが、この書かれています、推進します、何々します、図りますとか

っていう、この具体的なものっていうのはこれからお作りになるんでしょうか。中身は。それ

とも、これが完成形なのかその辺が、数値目標って言うと変ですけども、通常こういうものに

は、目標値じゃないんですけどいつまでにこうしますとか、こういう予算がついてますとかっ
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ていうものなのかなと、思ったものでちょっと、質問をさせていただきました。

○松久座長 事務局からいかがでしょうか。

○高野課長 はい、事務局からお答えします。このアイヌ政策推進方策につきましては、今後の

5年間の施策の方向性について、策定するものでございまして、通常の基本計画や推進計画と

いったようなそういう計画ものにつきましては基本的にどのような事業が、これだけたくさん

あって、そこに目標値、例えば数値目標とかですね、定めるものもございますけども、推進方

策につきましては、その 5年間、今後 5年間の方向性をどのような、形で推進していくという

ものでございますので、今、佐藤委員おっしゃってたようなこととは違うような形で作らさせ

ていただいてます。

○佐藤委員 というと、それは今度は逆にいつ作られて、どういう形で発表になるかっていうこ

とをちょっとお知らせいただくと、わかりやすいんですけど。例えば、ホームページで載っけ

るのか、或いはこの委員のメンバーには、作った時点で、いつまでにお配りしますとかってい

うことが計画されているのかどうかちょっと。教えていただくとありがたいんですが。

○高野課長 はい。事務局がお答えします。今回推進方策の中で、22 ページに、別途整理とさ

れてる、施策の体系っていうところがございますけども。これ実は今、北海道庁の中でいろん

な予算事業等々を今議論してる中で、ここに、施策の体系っていうのはここに、最終案の段階

では持ってきます。ただ、それぞれ、それに基づいて個別の事業を、基本的にはその毎年度、

どの事業をやっていこうかっていうことを予算事業の中で、出していきますのでそういうのは、

毎年私どもの方で明らかにしていくというような形になりますので、どのような事業が 5年間、

こういうふうにやっていきますというのは今後新たに、委員の皆様にお示しをするとか、そう

いうような形には今のとこなってないというふうに、ご理解いただきたいと思います。

○佐藤委員 はい、分かりました。

○松久座長 ほかにございませんでしょうか。小川委員どうぞ。

○小川哲也委員 皆さん、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

アイヌ新法ができる前に、内閣官房の方に予算をつけてもらって、若年層に係る新しい政策の

意見交換会を、3年前にやったんです。それは帯広と札幌と東京の若いアイヌの人たちと集ま

って、意見交換をしたんですけど、前この会議でも話したことがあるんですけど。今でも若い

子が結構差別を受けたり、辛辣な意見も結構出たりするような、まとめた資料があるんですけ

ど。ぜひこの会議というか、政策の中に、入るような、入って欲しいという話がちょっと出た

もんで、それをお願いしたいということです。今手元には資料ないんですけど。北海道アイヌ

協会の事務局の川上達也さんがそのまとめた資料持ってまして、それをちょっと、道の方で、
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参考にしていただいて、何かこう、この場で話し合いできるようなことがあったらいいなと思

ってます。以上です。

○松久座長 はい。ありがとうございました。今の点、事務局の方で、いかがでしょうか。

○高野課長 はい。私はアイヌ政策課長高野なんですけども。私東京の内閣官房に居たときに、

道内の地域の若いアイヌの方々との意見交換をやっておりました。私担当ではなかったんです

けど、やっておりました。その中で、国としても、どのような施策を取れるかということは、

一応検討してましたけども、今のところ、国として若い人たちに対する対策については、具体

的には見えてきてないです。一方、私たち道の施策としましては今回推進方策の中に、理解促

進のところに、その正しい理解に向けた教育の充実ということで、8ページのところに、書い

てございますけども、本当に若いうちから、特に今回新たに出てきたところでは幼児教育とい

ったところを今まで学校教育の中では、副読本を使ったりとか、あと教科書への反映、そうい

ったところで国としても、道としても、取り組んできたところなんですけども、また、この幼

児教育っていうところでもっと、若い年代ですね、そういうところも、今後、理解を促進して

いくための取り組みを、道としてもやっていきたいなというふうに考えてます。もし、アイヌ

協会の方でまとめたものがありましたら今度、道の施策の参考にもさせていただきたいと思い

ますので、小川委員からでなくても協会の方からも、入手してみたいというふうに思っており

ますのでどうぞよろしくお願いいたします。

○小川哲也委員 ぜひ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。芦田委員どうぞ。

○芦田委員 釧路の芦田です。よろしくお願いします。今回「新たなアイヌの人たちの総合的な

推進方策」ということですが、アイヌの人たちがこの総合的なという中には、産業の一つの中

の漁業について、どう捉えるべきなのかというふうにいつも考えております。その中で漁業の

中においては、アイヌの人たちのその位置付けについて、今まで比べたことはありません。今

後においても同じような取り組みで進んで行きたいと思っています。この会議の趣旨に反する

かもしれませんが、あまり、アイヌだからどうだ、和人だからどうだ、とその方策を分け隔て

た形で取り進めるのは如何なものかと思っています。今回のこの方策（素案）の中で 17ペー

ジ（3）産業の振興「農林漁業の振興」はたった 2行だけでちょっと寂しいな、という思いが

しましたが、前段からこの内容をみてきましたら、アイヌ政策を推進するにあたって、ほぼ概

ね網羅されているものと思います。一つ一つ細かなことを羅列してもきりがなく、何十ページ

にもなってしまいますので、いずれにしましても、アイヌの人たちも和人の人たちも一緒に私

共の漁業の浜で生きる人達が、どうやって対応して行ったら幸せにやって行けるのかなと思い
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ます。今ご承知のとおり、地球温暖化、高水温等により、漁業資源が減少しています。その中

でもアイヌの人たちであろうが、和人の人たちであろうが、何の区別もなく一緒にこの状況の

リスクを受けている訳でございます。その中で色々な方策の中で一年や二年ですぐ対策を講じ

るのは大変でしょうが、今この大変な状況をできるだけこの方策に沿った形で取り進めて頂け

ればありがたいなと思っています。

○松久座長 ありがとうございました。ただいまのご意見、ご要望として承るということでよろ

しいでしょうか。何か今の点で、事務局の方からございますか。

○芦田委員 僕の方からは、とにかくアイヌの人たちが幸せになってもらえるような方策を、ど

れだけ本気で取り組んでくれるのかと思います。その思いさえ失わないで進めて頂きたいとい

う思いも込めて、先ほどこの方策を説明してもらった中身について、細かなこともあるでしょ

うが問題個所があるとすれば、この中で取り進めて頂ければ良いと思っている次第です。

○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。小川委員、どうぞ。

○小川悠治委員 今提案のあった件ですが、産業の振興、17 ページ。農林、漁業振興という言

葉がありますが、基本的に、私は、疑問といいますか。この北海道アイヌ政策推進方策という

のは、何のための方策なのか。全体としてはわかります。ここの産業振興の農林漁業の振興に

ついて、先ほどおっしゃいましたけども、2行しかないです、関係融資制度の活用促進など今

まであるものについての施策について、あなたたちは活用できるのだからやりなさいっていう

ことだったんです。道の農林漁業の振興の政策推進方策はどういうものがあるのかちょっとお

伺いしたいんです。

○松久座長 はい。事務局からいかがでしょうか。

○高野課長 事務局からお答えいたします。現行、農林漁業の関係の振興につきましては、関係

融資制度ということでは、基本的にその一般的な融資制度、そういったものを活用することが

まず 1点。それから、経営改善とかに必要な、いわゆる近代化設備の整備、そういったものに

関しましては、農林漁業に関する、アイヌの方たちへの補助制度ございますので、そちらの方

を活用していただくと、そういうことで、例えば、農業、漁業、そういったものの大きい施設

を近代化するとか、設備を購入するとか、更新するとかですね、そういうところに有効となり

まして、農林漁業に従事する方々への支援、そういうことを通じまして農林漁業の最終的な振

興につなげていくと。それが地域の産業の振興になるといったような形で、今のところ、現行

としてはやっております。

○松久座長 はい。引き続き、小川委員どうぞ。

○小川悠治委員 結局、アイヌ以外の人たちの政策と、なんら変わらないような気がするんです
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よね。今まである融資関係について、例えば、漁協に相談すればいいんだから、そこで、やり

なさいと言われる。それでその審査はですね、非常に厳しいんです。以前、アイヌのために設

備を整える準備をした経緯があるんです。ところが、準備の一つの例として、大型のトレーラ

ーみたいのが欲しいわけなんです。それで浜までいくには、国道などを走らなければいけなく

なるわけです。それにはナンバープレートが必要なわけですよね。そうするとそういう車は他

のものにも使えるだろうとかそれは何日使うのだとか、短期間でも重要な位置を占めてるにも

かかわらず問題になる。漁業関係、定置漁業関係では。1週間か 10日ぐらいの短期間必要にな

る。網を入れるときと、網を上げるときなんですよ。また、メリットについて会計事務所を通

しても駄目ですね。

○松久座長 はい、ありがとうございました。事務局からいかがでしょうか。

○高野課長 事務局からお答えします。今のご質問ご意見につきましては、事業名としましては

アイヌ農林漁業対策事業費という、国庫補助事業でございますが、今いただきましたご意見、

実際は運用上ですね、非常に使いづらいという、いろいろ条件が、多くて使いにくいというご

意見かなというふうに思います。今までもいろんなご意見を伺っていく中でそういうご意見ご

ざいました。それにつきまして、国、或いは、道庁の中の担当部署にも伝えて参りますが、基

本的に今、いわゆる 3戸要件というのがありましてアイヌの方々その地域の中で、アイヌの方

が 3戸以上必要であるというふうに実は条件があったり、それ以外にもいろいろ、いろんな設

備を買ったり、設備を近代化する時も、様々な条件が、付されるというのは、私どもとしても

承知しています。ただそこで、例えばそのアイヌの方が 1戸でもあれば、適用できるというこ

とになりますと、なかなかこのいわゆる個人給付に近い状態になってしまいますので、現行で

も 2年ほど前に、5戸要件だったものが 3戸要件に実は緩和されているところでございますの

で、まずはまだ変わったばっかりですのでその要件については、すぐには緩和するのは難しい

かと思います。いろんなご意見出てるってことですので、国や道庁の担当部署にも、伝えてい

きたいと思ってございますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。

○小川悠治委員 方策があっても活用に期待できないものもあるから、方策をよりよく活用させ

るようにして欲しいと希望します。

○松久座長 はい、ありがとうございました。今の点は、ご意見として承り、事務局のほうで先

ほどお答えいただきましたように、その実施にあたって実効性を高めるために関係部局の方に

ただ今のご指摘等をお伝えなどしていただくということでよろしいでしょうか。

○小川悠治委員 はい。よろしいです。

○松久座長 ありがとうございました。それでは。
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○高野課長 事務局からもう一回よろしいですか。農林漁業に関しましては、実はこの補助金以

外にも、アイヌ政策推進交付金を使う道も、実はございまして、アイヌ関連のブランド化を行

うものに関して、そういった設備ですとかを購入するとか、そういうものに実は政策推進交付

金を使うことができます。当然アイヌ政策推進交付金を使うためには、それぞれの市町村で、

地域計画を立てていただいて、その中に、ブランド化というものを位置付けていただく必要が

ございますけども、その辺は地元の市町村とよく相談していただければ、アイヌ政策推進交付

金、非常に補助率高いですので、そういうものを使って、最終的にその、今直面している、例

えば設備やら何やらが足りないっていうことを、解決した上でさらに地元の農産物や、水産物

のブランド化をしていこうということにも活用することができますので、ぜひそういうことを

ですね地元市町村にもご意見をアイヌの皆さんから、どんどん申し入れていただいて、それが、

地元の市町村で、アイヌ政策推進交付金の活用に繋がっていけばと思います。新しい法律がで

きて、交付金制度ができましたので、そういうものの活用がさらに促進をされていくんじゃな

いかというふうに思いますので、もしそういうことをお考えでしたら私どもの方としても、国

の方につなぐなどですとか、いろんなご協力をさせていただきたいと考えてございますので、

そういうところまでもうちょっと踏み込んでですね、お考えをいただければさらに、このアイ

ヌ政策を通じて、地域の活性化、産業の活性化っていうところに繋がっていくんじゃないか考

えていますので、検討いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○松久座長 小川委員、さらにございますか。よろしいですか。

○小川悠治委員 今説明いただいた件について、我々は新交付金と呼んでますけれど、非常に活

用しやすい制度で、我々は十分活用させてもらうようにやってます。本当にありがたいと思い

ます。

○松久座長 ありがとうございました。それでは芦田委員どうぞ。

○芦田委員 小川委員さんのご意見の中で、私が言おうとしたことは代弁して頂いたという気が

します。アイヌ政策の交付金を使うその手続きをしたりするのは、市町村、振興局を経由して

いくという流れですけど、もう一つ掘り下げた、必要なニーズに対応するその窓口は、現実、

漁業組合にどう手続きしたらいいだろうって、相談が来る時があります。そんな時になって初

めて、問い合わせてみて、漁業者の方と相談になるのですが、その前に事前にそういう交付金

の要領みたいなものがあるものであれば、漁業者の方から先にこういうのがあるから何とかな

らないだろうか、っていうことじゃなくて、我々窓口となる漁業組合の方から提供してあげた

いという思いも持ってございます。そんな中で、ただ、いざ交付金申請の蓋を開けると、小川

委員さんのおっしゃった通り、非常にハードルの高い B by C・費用対効果のある申請でなけれ
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ば対応していただけない等、色々なハードルが場面、場面によって出てくるところがございま

す。その中で、道のアイヌ政策課の皆さんであれば、このような色々な議論等しながら、アイ

ヌ政策に対する理解はたくさんあるのでしょうが、失礼な言い方になりますが、それ以外の方

のアイヌ政策に対する理解がどれだけあるのかなと疑問に思ったりするところもございます。

今後において、ウポポイも整備され、アイヌの人たちに対する共通認識が北海道や日本国内に

おいても、非常に理解する意識が高まってきたものと喜んでおります。前段で言いましたアイ

ヌの人たちは、和人と何も変わらないし、ほぼ同じ生活を送っていますが、背景・歴史・現状

にありますとおり、もう一歩踏み込んだ、アイヌの人たちに対する施策っていうのは、やっぱ

り共有認識の中で推し進めていかなきゃならないと思ってございますので、政策推進の確立に

向けて今後もお願いしたいと思うところです。

○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。ただいま、全体を通して

のご質問、ご意見を承っているところですが、阿部一司委員の方から何かございましたら。

○阿部一司委員 ちょっと遅れて申し訳ございません。案は新しいこういうものができましたと

いうことでですね、先日、令和 3年北海道としてのこういうアイヌ推進方策（素案）というも

のをいただきましたが、この中でですね、2ページにある第 2の背景・歴史・現状というとこ

ろの 2ページ。その一番下のところにですね。政府は、明治 32 年に北海道旧土人保護法を制

定し、土地、農耕地の無償下付、生活扶助や、授業料等の給付、小学校の設置等の対策を、実

施しました。こう書いてございますが、実は私これ。以前申し上げたような気もしないでもな

いんですけれども、これは北海道旧土人保護法でですね、作られたのは明治 32 年の 1899 年明

治 32年であります。この時にですね、日本人の皆さんにはですね、その前からたくさんの法

律を 4本ぐらいの大きな土地の法律をつくりましてですね、土地の確保されていたんですが、

アイヌ民族に対してはその土地の下付というのがなかったんですね。で初めて、第 5回の帝国

議会明治 26年ですけれども、ここで問題になりましてですね、アイヌに対して何をやってん

だってことが、埼玉県出身の加藤政之助さんという、国会議員によってですね、提案されまし

た。素晴らしい天皇陛下をいただいて、義理人情に厚いこの世界に素晴らしい大和民族が何を

やってんだっていうのはすごい言い方をしましてですね。土人といって、そん時言ってるんで

すけども土着の人といった意味で土人という言い方されたと言ってますけれども、この人たち

に対してちゃんとやれよとこういうことの提案でございます。それで、日本人の方々にはです

ね 1人につきですね。約 10 万坪、最高で 33 ヘクタールまでですね、下付するみたいなことあ

ったんですけど、アイヌにはですね明治 32 年に、この法律で 1万 5000 坪、3ヘクタールです

ね。それが 1軒につきなんで、日本人は 1人だったんだけれども、アイヌは 1軒につき、1戸
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につきですねこういうことやったんですが、これが明治 32 年の 3 月の北海道旧土人保護法で。

ところがですね、この北海道旧土人保護法に対して、国は施行規則というのを 5月に作りまし

て明治 32 年の 5月になる。さらに施行細則と言うの 6月に作りました。そこで、第 1条でな

んて書いてあるかというとですね。アイヌの人達に対して、下付する土地は、未開地に限ると

書いてある。いわゆる、実はこの加藤政之助さんも第 5回の帝国議会でですね、アイヌの住ん

でいる、家、土地、これまでも明治 10 年の北海道地券発行条例でですね、国有地にしてるわ

け。それなのに何をやってるんだってこと言われたのにですね。アイヌに対して今度はですね、

やるって言ったらこんな未開地を下付するってことになっちゃって、こういう下付をした時に

ですね。どうしてじゃアイヌに対してちゃんとやんなかったんだってことを加藤さんは、政之

助さんは、第 5回の帝国議会で言ってるわけです。そういう事実があってアイヌにもですね。

こんだけ土地を下付しましたっていうがあったんですけれども、昭和 12 年にですね実はこの

北海道旧土人保護法の改正がありましてですね。アイヌの人たちの家はですね非常に、茅葺き

でですね、笹葺きで非常に火事があったら大変だからといって、こんなの危いからって 2000

戸建て替えるっていう提案までしたんです。ところが 2000 戸建て替えるって言ったんだけど

も、実際にその 2000 戸のうちですね、8割は国がもつと、2割だけアイヌが払えって、こうい

うような法律がありました。ところが戦争なっちゃったもんだから第二次世界大戦入っちゃっ

て、170 戸しかですね、アイヌの家は建て替えることができなかったっていうことが言われて

る。それで終戦宣言を迎えてですね、昭和 21 年の 2月に社団法人北海道アイヌ協会として、

現在の新ひだか町、昔の静内町ですけども、あそこで社団法人北海道アイヌ協会を立ち上げた

わけだよ。そのときにですね。このアイヌ民族甦生援護に関する歎願書っていうの、これは北

海道庁の事務局に挙げてございますけれども、こういうものをまず、この昭和 21年の 2月の

北海道アイヌ協会の総会で提案をいたしましてですね、私たちのアイヌ人たちは、みんな国に

土地を取られて住んでいる家、土地までもとられて、農地も何もなくなって、何とかして欲し

いとお願いした時にですね、土地を与えると言ったけど、未開地しか下付してくれなかったと。

結局はですね 15％しか開墾できなくて、15 年開墾しなかったら没収といって、85％が没収さ

れたんだという決議であります。だから、私たちは農地もなくて田んぼも畑もなくてですね、

田んぼは当然なかったんですけども。何とかしてくださいってお願いがアイヌ民族甦生援護に

関する歎願書、これを北海道庁に出してるわけであり、このときの理事長は伊達のキリスト協

会の会長やってました、向井山雄さんというですね方が理事長であります。こういうすごい資

料があってですね、私たちはそれは後から知らされて、これは大変なことだから、何とかお願

いをしたいってことは何度かですね国の会議でも、北海道の会議でも申し上げてることでござ
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いますので、どうかここのところはですね、検討していただいてですね、表現をですね、下付

したって表現になって、農耕地の無償下付ってなってますから、これ事実と違いますんでです

ね、ここのところは、書き換えをしていただきたいというお願いでございます。

○松久座長 はい。ただいまの点につきまして事務局からいかがでしょうか。

○松谷局長 アイヌ政策推進局長松谷です。ただいま、いただいた意見につきましては、我々も

事実関係の方、しっかりと確認させていただきまして、修正が必要であればまた修正していき

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

○松久座長 ほかにございませんか。よろしいですか。はい。どうぞ。

○阿部一司委員 私、多分、前回も申し上げたかもしれませんが、実は昭和 59 年 1984 年ですけ

れども、私たちの先輩はですね、アイヌ民族に関する法律案というものをですね。決議を北海

道アイヌ協会の総会で提案をしております。それで、ここで言うのもなんですけれども、当時

のですね実は北海道アイヌ協会の事務局長さんというのは、全部北海道庁さんから来ていただ

いておりましてですね、今も北海道アイヌ協会に道庁から、来ていただいておりますけど、当

時の事務局長の佐藤敏夫さんという方がですね、中心になって事務局でこの北海道のアイヌ民

族に関する法律案 6項目あったんですけど、具体的にこれをどのような形でやるのかというこ

とを、これをですねもう約 50 ページにわたって細かく作ったものがございます。これは何を

書いてあるかと言いますとですね、一番大事なことは子供の教育であります。この子供の教育

というのはですね、何度も申し上げて申し訳ございませんが、お隣の台湾という国は、40 数年

前に国連から強制脱退させられました。中華人民共和国を国連の委員として台湾を外しちゃっ

たんですね。こういう動きがあったときに台湾は非常に自分たちの歴史を反省してですね。そ

こにいた、台湾の原住民族、日本はある時植民地にしてですね、高砂族とか呼びましたけれど

も、原住民族現在 16 の原住民族がいらっしゃいます。この人達に対して、私たちは中国から

来て、当時漢民族の人たちなんですけれども、あなた方に大変な迷惑をかけたって言って謝罪

をいたしました。そして 1991 年に憲法にですね、台湾の憲法に、我が国には原住民族がいま

すということを明確に原文に書いたんですね。それから、今変えてから約 30 年近く経ちます

けれども、約 7本の法律を台湾では作っております。そして、これは北海道大学がですね、台

湾の原住民族の代表や国会のそういう役人の人たちを呼んで、今ブックレットが 3冊もできて

おります。その中でも明確に書かれてございますが、子供の教育につきましてはですね幼稚園

から大学まで、無償でございます。海外留学まで補助しております。お年寄りの年金につきま

してもですね。一般の人方は 65 歳から年金なんですけど、原住民族は 55歳から年金を支給し

ております。そしてかけられなかった人に対する救済措置までも事細かに書かれてございまし
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て、原住民族の人たちは年金をもらっております。さらに、今度、国会議員、これも、定数は

10 数名ですけれども、ちゃんと原住民族の特別枠というのがありまして、国会議員もおります。

また、国家公務員も、地方公務員もですね、100 人に 1人は必ず原住民族を採用しなさいって

法律まである。このような 7本の法律があるということを、北海道大学のですね、先住民研究

センターが台湾からお役人とか原住民族の方を呼んでブックレットになっております。こうい

う問題も含めてですね、私は改めてですね、このアイヌ民族に関する法律案という具体的な考

え方ということで、当時の北海道ウタリ協会の 50 ページにわたってこういうものを作ってお

りますので、北海道庁もですね、8本の北海道議会での決議もございますので、本当に国も今

一生懸命法律を作ってやっていただいておりますけど、私はやっぱり北海道庁がリーダーシッ

プを持ってですね、この北海道のアイヌそして全国にいる、アイヌの私たちの仲間のためにで

すね、しっかりと政策をやっていただきたいということが、今回お願いでございます。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。よろしいですか。それ

では、次に議題 2のパブリックコメントの実施について事務局から説明をお願いいたします。

○森田主幹 はい。では議題の 2番ですね、事務局の方からご説明を申し上げます。今後の予定

でございますけども、今後 2月の 2日に開催をされます、北海道議会環境生活委員会に、本日

お示しをした素案を報告いたしまして、そののち、1ヶ月間パブリックコメントを実施し、広

く道民からの意見を募集をいたします。パブリックコメントの結果につきましては次回の検討

会議にて報告をする予定でございます。また、パブコメでお寄せいただいたご意見、それから

本日、いただきましたご意見等々踏まえまして、必要な修正等を加えた後ですね年度内年度中

に成案にさせていただく予定でございます。説明は以上です。

○松久座長 ただいまのご説明について、ご質問、ご意見はございませんでしょうか。よろしい

でしょうか。他にご発言がないようですので本日、予定しておりました議事につきましてはこ

れで終了いたします。この後の進行につきましては事務局にお返しいたします。

○高野課長 松久座長、ありがとうございました。次回の日程でございますが、一応 3月開催を

予定しております。日程につきましては皆様の予定を確認をしながら、調整の上に、別途ご連

絡をさせていただきたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。それでは本

日の会議はこれで終了させていただきます。座長初め委員の皆様、長時間のご出席ありがとう

ございます。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。


