
主な意見等 対応

－ －

北海道の歴史は、アイヌの祖先からの歴史というのを出して欲し

い。人類学のDNA調査では縄文人とアイヌが近しいとの結論がある

ので、入れて欲しい。

歴史認識については様々な学説があり、定説となっている有識者懇談会の報告

書を参考に記載しています。

「固有の言語、伝統的な儀式や祭事、口承文芸等」といった記載だ

けではなく、生業や生活についての記載がない。

3行目「～自然の恵みに感謝しつつ、狩猟・漁撈・採集を行い、～」、7行目

「～この時期から、従来からの生活を基盤としながらも～」、10行目「また、

和人をはじめ周辺の社会との交易を行うことで、様々な物資を自分たちの社会

に採り入れるとともに、狩猟・漁撈や自分たちの作り上げたものが、自給自足

だけにとどまらず、周辺の社会へも流通するようになっていきました。」に修

正します。【P2、3行】

アイヌ民族固有の大地であった蝦夷地に対して、和人が開拓使をお

いて侵略していった。異民族を未開地として抑圧し否定する政策

が、近代化と称して中央政府と大資本による資源の略奪、収奪が行

われる中で進められた。こうした状況をしっかり捉えて、正確に伝

えていくことがどうしても必要だと思う。

ご意見の趣旨については、方策に反映されているものと考えます。【P２、15

行】

「アイヌの人たちから大きな反発を受け、徹底されませんでした」

とあるが、徹底されるのが大前提にたった文章と誤解を受ける。

「アイヌの人たちから大きな反発を受けることとなりました」に修正します。

【P2、16行】

「明治になって蝦夷地は北海道となり」と書いているが、明治政府

が勝手に決めたもの。

「明治になって、政府は、それまで和人から「蝦夷地」などと呼ばれていたこ

の島を北海道と改称し～」に修正します。【P2、17行】

「鮭や鹿の捕獲禁止など生活の糧を得る場を狭められた」は奪われ

たもの、「日本語の使用を余儀なくされる」とあるが、これは強制

されたもので、あくまで和人から見た記述になっており、当事者で

ある先住民族のアイヌから見た視点に立っていないのは問題。

狩猟・漁撈については、有識者懇談会報告書で「規制」と記載していることか

ら案のままとし、日本語の使用の記述については、「日本語使用の強制などの

同化政策、」に修正します。【P2、18行,  P10、現状課題】

和人によるアイヌ民族による遺骨が掘り出されたことについて、何

ら記載がない。これまでの歴史経過として決して看過することが出

来ない問題と考える。

P2、21行目に「この頃から、アイヌの遺骨が、人類学等の分野で研究対象とさ

れ、発掘・収集が行われ、それらの中にはアイヌの人たちの意に関わらず収集

されたものも含まれていると見られている。」と追記します。 【P2、新】
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主な意見等 対応項目

「北海道などに古くから長く住んでいる先住民族」とあるが、先住

民族の定義についての記載を。

先住民族の定義の他、下記項目を本文下段に注釈として追記します。

・「北海道旧土人保護法」

・「先住民族の権利に関する国際連合宣言」

・「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」

・「ウポポイ」　　　　　　　　　　　　　【P2、下段】

「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」とあるが、貸付ではなく下付である。
「貸付」を「下付」に修正します。【P3、1行】

歴史について、学者でさえ意見が分かれており、どの意見を取るか

もある。記載しない方が良いのでは。

背景・歴史・現状については、アイヌ施策を進める上で重要であり、有識者懇

談会報告書などを参考として記載しています。

教育について、就学年限が短く、教育内容にも差があるなど、教育

の格差について全く言及がないので、ここは加筆していく必要があ

る。

ご意見の趣旨については、方策に反映されているものと考えます。【P3、6行】

国連宣言の歴史的意義について、記載する必要がある。 本文下段に注釈として、国連宣言の概要を記載します。

旧土法で「アイヌの人たちの貧窮を十分い改善するには至りません

でした」とあるが、これでは、まるで旧土法によってアイヌ民族の

生活が一部でも向上したかのような印象を受ける。旧土法は、和人

によるアイヌ民族への同化政策を法的に位置づけたもので、ここに

対する批判的見地は必要と考える。

本文下段に注釈として、旧土法の概要を記載します。【P3、下段】

総理経験された方が相変わらず日本は単一民族という発言をする。

「政府高官による不用意な発言」と前文に入れるべきと意見したが

反映されていない。

誰が差別的発言をしたと記載することは出来ませんが、差別や偏見がなくな

り、全ての道民が相互に尊重し合う社会の実現に向け、理解の促進に努めま

す。

目指す姿の中に未来志向によるアイヌ政策と書いてある。それぞれ

の立場で様々な意見があると思うので、共通理解を図る場、互いの

意見を聞く場、そういう機会があれば良い。

関係機関などとより一層密接な連携のもと、取組を進めることとし、様々な機

会を通じ意見を伺います。

アイヌが本州に出て行ったのは差別があったから。全国で、アイヌ

である事に誇りに思える世の中になって欲しい。

ご意見の趣旨は、方策に反映されているものと考えます。【P6、3目指す姿】

アイヌ施策推進法やウポポイができ、交付金でも観光に注目した面

が強い。道の施策としては、足りない部分を補う形で進められた

い。

アイヌの人たちを先住民族との認識のもと、生活向上・文化振興を含め、地域

活性化や産業・観光の振興を含め、総合的に施策を推進します。【P6、4展開方

向】

第３　基本的な考え
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主な意見等 対応項目

アイヌ施策推進法ができ、これまでの福祉対策から民族政策を行う

べき。事務局案を見るとウタリ福祉対策のまま。

アイヌの人たちを先住民族との認識のもと、生活向上・文化振興を含め、地域

活性化や産業・観光の振興を含め、総合的に施策を推進します。【P6、4展開方

向】

法に先住民族と明記されており「アイヌの人々」ではなく「アイヌ

民族」とされたい。
「アイヌ」には民族という意味を含むため、案のとおりとします。

施策について、アイヌの中でもいろんなものがいらないという考え

もある。なぜアイヌだけが特別扱いになるのかと、逆差別を生む原

因になっていく。

今後の施策推進の参考とさせていただきます。

これまで、アイヌ施策推進法が出来る際も生活支援をして欲しい

と、国に言ってきた。これでは、これからの人に向けた対策だけで

あり、今の生活が良くならない。

総合的に施策を推進してまいります。

これまでの政策に新たに加えられた文化振興施策を、生活向上施策

とともに推進させるのではなく、文化振興を通して生活向上を実現

させる覚悟を携えていただきたい。そのためには、さらなる力強い

文化振興施策が必要である。

アイヌ施策推進法の趣旨を鑑み、アイヌ政策を総合的に推進する旨を記載して

います。

１　理解の促進 「我が国にアイヌという民族が暮らしていました」とあるが、アイ

ヌという民族という言葉が適切かどうか吟味する必要がある。

「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」に修正します。

【P7、施策の方向】

アイヌの子供が差別的発言を受けた。また、買い物で差別発言を受

けるなど、差別は今でもある。

差別や偏見がなくなり、全ての道民が相互に尊重し合う社会の実現に向け、理

解の促進に努めます。【P7、施策の方向】

非正規雇用などの不満が、アイヌだけいい思いをしているのではな

いかという不満に向けられては困る。未来ある子供たちのためにも

考えてもらいたい。

差別や偏見がなくなり、全ての道民が相互に尊重し合う社会の実現に向け、理

解の促進に努めます。【P7、施策の方向】

差別は減らすことは出来ても、なくならないが、減らす努力はする

べき。差別をなくすというような大きいことは言わない方がいい。

差別や偏見がなくなり、全ての道民が相互に尊重し合う社会の実現に向け、理

解の促進に努めます。【P7　施策の方向】

幼児の時から理解してもらえるような形で実施していけば、いじめ

等も少ない世代が育っていくのではないか。

ご意見の趣旨については反映されているものと考えます。【P8、(1)・1】

道内にもアイヌ民族を判らない人がたくさんいる。アイヌ民族は先

住民族であることを、小学校低学年の教科書に載せるべき。
国へ伝えていきます。

アイヌ民族を判らないひとがたくさんいるので、小学生くらいから

きちんと教えていかないと判らない。

ご意見の趣旨については反映されているものと考えます。【P8、(1)・1】

第３　基本的な考え

　　　方

第４　推進施策
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主な意見等 対応項目

１　理解の促進 正しい理解に向けた教育の充実について、小さい時からアイヌの人

と接すれば変わってくる。教育関係者や行政職員だけを対象とした

人材育成ではなく、アイヌ文化に関わってきたおじいさん、おばあ

さんと子どもたちが接する機会を作るのが良いのではないか。

今後の施策推進の参考とさせていただきます。 【P8、(1)・1】

アイヌばかり優遇されるとの声を聞く。アイヌの歴史への教育が大

事。

ご意見の趣旨については反映されているものと考えます。【P8、(1)・1】

インターネットでの差別などいろいろあるが、なかなか相談しづら

い。中高生とか10代に対する専門の相談窓口があれば良い。

既存の様々な相談制度を利用するなど、関係機関と連携してまいります。

【P8、(2)・2】

カウンセラーの設置や精神保健福祉のケアの支援など、専門家を置

く制度を作るとかが必要ではないか。

既存の様々な相談制度を利用するなど、関係機関と連携してまいります。

【P8、(2)・2】

国のトップが言わないと、差別はずっとなくならない。ウポポイが

開業してから、ものすごく反響が多い。国のトップが言ってくれれ

ば、それをテレビで６ヶ月ほど流せば、差別はなくなると思う。

国へ伝えていきます。

ヘイトについて罰則条例が必要。
ヘイトが無くなるよう理解の促進に努めます。

アイヌに関する情報発信が大事。 ご意見の趣旨については反映されているものと考えます。【P8、(2)・2】

２　生活の向上 30年間ほど生活館でアイヌ子弟の教育をしている。大切なのは教育

であり、教育を受けられる環境が一番大事。

ご意見の趣旨については方策に反映されているものと考えます。【P9、施策の

方向】

修学資金補助・貸付を利用しやすい制度へ（補助単価の増額、対象

経費の拡大、大学貸付の給付化、猶予・減免制度の緩和など）
補助制度等については、社会情勢や他の支援制度を鑑み行ってまいります。

修学資金補助対象経費が自治体により異なるところがあり、一律化

を。

高等学校等進学奨励費補助金交付取扱要領により、補助対象経費について定め

ているところであり、適正な運用に努めます。

教育は大事。生活に追われ、進学したくても出来ない子どもはいる

ので、何らかの支援策により、大学に行く子供たちが増える。

学生の生活費については、日本学生支援機構の給付型奨学金で制度化されてお

り、活用されるよう周知してまいります。

雇用の安定の免許取得支援金の対象基準を見直していただきたい。

求人票に普通免許必要との記載がないから対象にならないが、通勤

等に車が必要。就職条件に記載がないと対象とならない。

就業に直接必要な資格取得に関する経費を支援するものです。

住宅貸付制度の金利について、帯広市では１％に利率を下げてい

る。他の市町村が全て下げるようリーダーシップを取って欲しい。

制度に基づき、地域の実情に応じ、市町村が定めるものと認識していますが、

他市町村の事例について紹介してまいります。
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主な意見等 対応項目

２　生活の向上 アイヌ施策推進法は先住権や個人対策が抜けている。個人対策とし

て無年金者への対応を是非やってほしい。
国へ伝えていきます。

ウポポイにより、我々アイヌの生活が良くなるのか。 ウポポイの開業効果を全道各地に波及させ、地域の活性化につなげます。

経済の自立を図ることが、いろいろな問題を解決する重要な役割を

果たす。

ご意見の趣旨については反映されているものと考えます。【P10、(2)】

様々な制度はあるが、制度を知らず生活が苦しいアイヌがたくさん

いる。そういう人たちにどう伝えていくか考えていただきたい。

様々な施策について周知してまいります。【P10、(3)・1】

過去に不幸な歴史があったが、それを御旗に利権の確保に努めて

も、生活の向上にはつながらない。

アイヌの生活状況は改善状況にあるものの依然格差があり、地域における文化

振興や伝承活動に支障をきたすことがないようにすることが重要の旨を記載し

ています。３　文化の振興 「アイヌの人たちが日本語の使用を余儀なくされた」という文章は

変えた方が良い。アイヌ語が話せなくなり、日本語を話せと言われ

た位で良い。

「明治になって、・・・日本語使用の強制などの同化政策、・・・」に修正し

ます。【P11、現状・課題】

文化財団で行っている講座の回数が少なく、覚えられない。受講者

が不足を感じた時は対応できる仕組みにしてほしい。
財団へ伝えていきます。

地域での伝承活動をもっとバックアップしてほしい。
ご意見の趣旨については反映されているものと考えます。【P12、(1)】

観光による誘客だけや踊りを見せるだけとならないように。
ご意見の趣旨については、方策に反映されているものと考えます。【P12、

(1)】

アイヌ文化で大事なことは精神文化。その部分が軽んじられている

のが非常に残念。どこかにアイヌの精神文化というものを入れてい

ただきたい。

背景・歴史・現状に「独自の文化を持ち、自然の恵みに感謝しつつ～」と記載

します。【P2、2行,   P12、(1)・1】

これから先、若い人が来なくなってくるのでアイヌ文化は先細り。

働く場所や文化伝承できる場所、余暇でアイヌ文化を出来る地域で

なければ残っていかない。

全ての保存活動に措置できるものではありませんが、人材育成に取り組んでま

いります。【P12、(1)・2】

文化振興について、人数が小さい地域では町外から講師に来て貰う

など資金がかかる。

地域の後継者の育成に取り組みます。【P12、(1)・2】

工芸家の後継者不足とあるが、アイヌ全員が工芸家ではない。民族

文化をどのように後生に伝えていくかであり、工芸の後継者不足の

みをするように見える。

アイヌ文化の指導者や伝承者の養成に努めます。【P12、(1)・2】

財団担い手育成事業の謝金が少ない。仕事を休んでいくので、時給

くらいにして欲しい。
財団へ伝えていきます。
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主な意見等 対応項目

３　文化の振興 この案ではアイヌ語を母語に出来ない。どうしたら母語に出来る

か、アイヌ文化の後継者を作っていけるか考えてほしい。

後継者育成に取り組んでまいります。なお、アイヌ語の母語については今後の

施策推進の参考とさせていただきます。【P13、(2)◆アイヌ語】

公共施設でのアイヌ語表示や、道主催行事でのアイヌ語使用などの

実施。

ご意見の趣旨については、方策に反映されているものと考えます。【P13、(2)

◆アイヌ語】

アイヌ語復権への具体的な人数目標を。 アイヌ語の復興に向け、取り組んでまいります。

アイヌ語教室の参加人数が少ない。それぞれ生活があり、アイヌ語

勉強への経済支援が大事。
アイヌ文化の伝承に努めてまいります。

アイヌ文化の伝承と言われても、アイヌ語や漁業などが禁止され、

それぞれ生活がありアイヌ文化から遠ざかった。働かないと食べて

いけないので、支援がなければ伝承もできない。

アイヌ文化の伝承に努めてまいります。

文化伝承はコストも時間もかかるので、国の責任できちんと支援を

していただきたい。ウポポイが出来たからそれで良いではなく。
国へ伝えていきます。

アイヌ文化について、わかりやすいところから始めないと裾野は広

がらない。まずは触れてもらい、徐々に理解してくれる人が増えて

いけば根付いていく。

一般の方々向けに、幅広くアイヌ文化の振興に取り組みます。【P13、◆学習・

体験】

ウポポイをアイヌが利用しやすいものにしてほしい。勉強したいと

いったら派遣してくれるなど、アイヌのためにやってもらえるよう

な。

国・財団へ伝えていきます。

（既存のアドバイザー派遣事業も活用出来る）

サケの特別採捕を申請ではなく届け出制にできないか。地元自治体

が道に届け出を出し、自治体の立ち会いの下に採捕するなど。申請

は敷居が高いので地区協会に限り、届け出制に緩和という方法がと

れないか。

地域推進計画が認定されている場合は、特例申請として市町村による申請及

び、市町村立ち会いで採捕ができるよう手続を簡素化しています。

ウポポイはアイヌ文化や歴史等の発信が目的。北海道経済の発展の

起爆剤とされては困る。国の懇談会でも議論がずれていった。
国へ伝えていきます。

アイヌ文化を私たち日本国民が、地域の宝の一つとして伝承をし、

アイヌの人々も、私たちも正しく文化の振興を図らなければならな

い。

アイヌ文化の復興、継承、創造・発展が重要の旨を記載しています。

中小企業振興に、農林漁業のような補助をお願いしたい。
中小企業対策として、中小企業総合振興資金など活用できる制度があり、周知

を図ってまいります。【P17、(3)産業の振興】

農林漁業補助も申請に知識がないと利用が困難。アイヌが使いやす

いよう制度設計を検討して欲しい。

補助申請の様式及び添付書類は、国の補助実施要領で定められ、所定の手続き

が必要となります。【P17、(3)産業の振興】

４　地域、産業

　　及び観光の

　　振興
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主な意見等 対応項目

農林漁業施策について、農家が少ない地域では支援を受けらない。

農業を行っている者が何を求めているか聞かなければ。

戸数要件については、２年前から制度利用拡大のため５戸から３戸に緩和して

います。【P17、(3)産業の振興】

農林漁業振興施策が、３人以上の共同でなければ使えず、時代に合

わない。人数の多いところは使えるが、人数が少ないところは使え

ない。

戸数要件については、２年前から制度利用拡大のため５戸から３戸に緩和して

います。【P17、(3)産業の振興】

地域振興や観光振興が優先され、伝承活動がおろそかになりかねな

い。

地域振興と伝承活動を並行して行っていくことにより、保存伝承活動を実施し

ます。

ウポポイで古式舞踊の発表があるが、ウポポイだけではなく地域を

大事に。ウポポイから地域を回ってくださいと発信するとありがた

い。【再掲】

ウポポイの開業効果を全道へ波及させてまいります。【P17、(2)・2】

これからの日本では、国民と道民と、アイヌの人々が、力を合わせ

てアイヌ文化振興に努めることを通して、アイヌの人々の地位向上

と経済的な豊かさをもたらす基盤を自ら整えていかなければならな

い。

アイヌの人たちと地域の人たちが協力し、貴重な地域資源として、地域振興や

観光振興に向けた取組が必要の旨を記載しています。

５　多様な文化

との交流促進
－ －

講師や生活指導員など人材確保が難しい。何をやるにしても全て同

じ人に来る。せめて各協会で生活相談員を一人は置ける体制をつ

くっていただきたい。

市町村への助言、協力を行うなど取組を支援します。【P20、関係機関との連

携】

誰がどのように実行するか、その体制をどうするのかが大事。
市町村への助言、協力を行うなど取組を支援します。【P20、関係機関との連

携】

行政がいかに、そこに住んでいるアイヌに向き合うか。住民に接す

るのは市町村なので、道としてどう市町村を動かしていくか。

市町村への助言、協力を行うなど取組を支援します。 【P20、関係機関との連

携】

地域の要望が届くような形に、アイヌ政策課が中心となってやれる

体制づくりを。

市町村への助言、協力を行うなど取組を支援します。【P20、関係機関との連

携】

交付金の活用に関し、市町村ではなかなか進んでいない。若い人が

文化を残そうと頑張っている。道として、市町村に働きかけをして

欲しい。

市町村への助言、協力を行うなど取組を支援します。【P20、関係機関との連

携】

交付金を活用した生活館整備を市に要望したが、公共施設マネジメ

ントや予算の関係で対応してくれない。国からのお金といえ、市役

所にしっかりしてもらい、道もサポートしてほしい。

市町村への助言、協力を行うなど取組を支援します。【P20、関係機関との連

携】

第５　推進に当たっ

　　　て

４　地域、産業

　　及び観光の

　　振興
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主な意見等 対応項目

アイヌ政策交付金について、自治体と地元のアイヌ協会がコンセン

サスを得られるような事業を、道がきちんと見て支援するという形

を取っていただければ。

引き続き、市町村からの相談・問い合わせなどに対応していきます。【P20、関

係機関との連携】

アイヌ施策は国の言いなりにならずに、道庁がリーダーシップを

とって、しっかりとやっていただきたい。

国、道、市町村などが連携して推進していきます。【P20、関係機関との連携】

国も道もアイヌ団体トップの発言を重視している。今日の会議含め

地域の意見を大事に。

今後とも、地域等の様々な意見の把握に努めてまいります。【P20、関係機関と

の連携】

協会幹部以外の、たくさんの一般のアイヌの人に会うような行動を

取っていただけたら良い。

今後とも、地域等の様々な意見の把握に努めてまいります。【P20、関係機関と

の連携】

アイヌ協会と一括りにしているが、各地区協会という配慮をしてい

ただきたい。

道アイヌ協会や地域のアイヌ協会の活動を支援します。【P21、組織活動の充

実】

パブリックコメントについて、インターネットが使えない人は難し

い。アイヌ政策推進法のパブリックコメントを知らない人が多かっ

た。

道アイヌ協会へ通知しているほか、ホームページで周知しており、各振興局の

情報センターで閲覧できるほか、FAXや郵送でも意見を受け付けます。

カナダでは少数民族にも議員割り当てがあり、どの地域でも同じ公

共サービスを受けられる。日本は多数派の意見が通るが、人数にと

らわれた施策をやってはいけないと思う。

国へ伝えていきます。

地域の実態に応じ適切な施策の推進に努めてまいります。

工芸品以外にサケに関する理解も必要。産業として自由に採ったり

できないか。
国へ伝えていきます。

アイヌ民族は北海道よりも本州にたくさん住んでいる。日本国民を

対象にして考えるよう、道から国に進言して欲しい。

国においても全国を対象とした施策として実施しているところであり、アイヌ

政策については国の責任により実施するよう要望してまいります。

アイヌ文化で稼げる環境づくりが全く整備されていない。一生懸命

文化をやったら、ある程度生活できるようにならなければ。国に進

言して欲しい。

国へ伝えていきます。

昔、アイヌ協会が政府に500億円の民族自立化基金を要望し、回答は

付言として残っている。真剣に考えなくてはまずいと思う。
国へ伝えていきます。

アイヌ施策推進法ができ、基本的には国がお金を出すべきものじゃ

ないかと思っている。みんなが生活できるようなアイヌ施策は何か

ということ。土地等を全て奪われた対価である。ある意味、国の責

任だ。アイヌのための施策なら、アイヌのためになる、そのために

は金を確保してほしい。

国へ伝えていきます。

第５　推進に当たっ

　　　て

その他
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主な意見等 対応項目

ウポポイに保育施設を作れないか。 国、財団へ伝えていきます。

ウポポイの中に道が保育施設を作れなくても、周辺に作ることはで

きるのでは。
国、財団へ伝えていきます。

先住民族政策の先進地である台湾やニュージーランドの事例を勉強

してほしい。
今後の施策について海外事例も参考にしてまいります。

ウポポイ展示の木工芸品（貝澤徹氏作「アペフチカムイ」）が説明

不足。きちんと説明しなければ、来館者が誤解しヘイト発言になる
財団へ伝えていきます。

アメリカやオーストラリアでは先住民族の年金制度がある。アイヌ

は過去に国の政策で苦労させられたので、それに対しきちんと年金

支給を。

国へ伝えていきます。

検討会議委員について、ウポポイで働く若い人やアイヌ関係の大学

生など若い人を入れて欲しい。

委員にアイヌの若手枠を設けており、今後の施策の検討に当たっては、若い方

からご意見を伺うなど、幅広く意見を伺ってまいります。

その他
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