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平取地域イオル再生事業の検討平取地域イオル再生事業の検討 ①①

アイヌの伝統的生活空間の再生に関する基本構想

「平取地域イオル再生事業」
H20～22年度（H23～本格的展開）

体験交流事業の実施

壮大なイオルの森と自然素材の継続的な確保

空間の管理要員の養成

実践的な伝承活動

水辺空間

イオルの森

地域説明会資料

①森林・耕地等の領域

②水辺（河川、湖沼、海岸、沿岸域）の領域

①他者の協力を得て優先的に利用する領域

②使用者自らが占用的に使用する領域

【基本的な形態】

［Ｈ２０実施計画］

町有地等の公有地の

無償提供

イオルの再生事業の中期的展開方針に関する報告書

【平取イオル】

①広大なイオル空間の設定

②イオル型復層林等の再生

③コタンの再現

①川筋に広がる森林をイオルの森に設定

②アイヌの人々が中心となって活動を実施

活動型イオル

コタンの再現
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沙流川流域イオル構想平取町推進協議会
（◆ 専門委員会 ◆ 検討部会）

地域の設定
（イオルの森・コタンの再現・水辺空間）

イオルの森検討部会 コタンの再現検討部会 水辺空間検討部会

コタンの再現方針 水辺空間整備方針イオルの森整備方針

平取地域イオル再生事業の検討平取地域イオル再生事業の検討 ②②
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平取地域イオル再生事業平取地域イオル再生事業 の検討の検討 ③③

構成 ・平取町

・平取町議会
・（社）北海道ウタリ協会平取支部

・平取町自治振興会
・平取町農業協同組合
・沙流川森林組合

・平取町商工会

沙流川流域イオル構想平取町推進協議会

構成 ・ウタリ協会平取支部

・二風谷アイヌ語教室
・平取アイヌ文化保存会
・二風谷観光振興組合

・企業組合二風谷民芸

イオルの森検討部会

専門委員会

水辺空間検討部会

コタンの再現検討部会

事
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機
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（検討部会合同会議の実施）

・二風谷地区町有林約２１０ｈａと苗畑の造成。オヒョウ等アイヌ文化有用樹木等自然素材の育成。

・二風谷アイヌ文化博物館周辺町有地にコタン（集落）を再現した伝承活動の拠点の場づくり。

・沙流川の水辺空間。ヨシ等のアイヌ文化有用植物の自然素材採取育成 = 水辺のイオルの再生。

地域説明会資料

北
海
道
・
国

（平成20年４月１日構成団体追加）

■ 樹木や草本などの自然素材の確保が持続的に可能となる即時利用型のイオルの森を創造

◆択伐施業を繰り返し階層構造の複雑な森林へと誘導

◆不足する樹木や草本の育成技術の確立と要員の養成

■ 自然素材の採取／加工／利用を通した伝統的な文化活動の実践の場としてコタンを再現

◆チセ等伝統的建造物の復元と暮らしにかかわる生活民具や祭具の複製と要員の養成

◆イオルの森や水辺空間から供給される自然素材等を加工・利用した実践活動の展開

■ チセの復元や生活民具の複製及び伝統料理に必要な自然素材や食材の栽培

◆モセウシ（カヤ場）の再生とアマム）トイ（雑穀畑）の形成と栽培

◆カヤやアマム（雑穀）等の育成技術の確立と良好な状態での維持管理と要員の養成

イオルの森整備方針樹立

水辺空間整備方針樹立

コタンの再現方針樹立
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平取地域イオル再生事業の概要平取地域イオル再生事業の概要 ④④

二風谷地区

本町地区

平取小学校

平取中学校
平取高校

平取養護学校

展望台

義経神社

親水公園

イオル再生事業（水辺空間）

＜環境整備実施予定箇所＞

イオル再生事業（コタンの再現）

イオル再生事業（イオルの森）

二風谷ダム

展望台
チャシ跡公園

二風谷小学校

沙流川歴史館

二風谷アイヌ文化博物館

萱野茂二風谷アイヌ文化資料館

二風谷地区を中心とした拠点づくり二風谷地区を中心とした拠点づくり

遊歩道（既設）

二風谷・本町地区

アイヌ文化と関わりの深い沙流川
本町～二風谷地区を結ぶ川の道

＜アコﾛキロル＝フットパス＞

既存施設や他の事業とも連携し、
イオル再生事業を進め、アイヌの
伝統的な文化の伝承と普及啓発を
はかる拠点づくりをめざします。

地域説明会資料

苗畑造成地
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イオルの森イオルの森整備内容について整備内容について ⑤⑤
イオルの森イオルの森

イオルの森整備方針イオルの森整備方針

地域説明会資料
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林況調査を実施し、作業路・保全区域・固定林・植栽予定地

を把握の上、森林施業計画を樹立する。

計画に基づき施業を実施し、階層構造の複雑な森林へ誘導

する。

［基本方針］

・約210㌶の森林を20区画に区分けして10年サイクル（2区画／年）で施業を実施

・年間生長量の範囲内で択伐を実施し跡地にアイヌ文化に有用な草本・木本を植栽

・苗木を育苗し生産技術を確立と管理要員の養成



イオルの森イオルの森整備内容について整備内容について ⑥⑥
イオルの森イオルの森

ヨシ

アワ

ガマ

ヒエ

二風谷アイヌ文化博物館

二風谷ダム

地域説明会資料
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コタンの再現コタンの再現内容について内容について ⑦⑦
コタンの再現コタンの再現

遊歩道（既設）

地域説明会資料
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かつてのコタンをイメージし、ポロチセなどのチセ群と付帯する

伝統的な建造物を復元する。

また、生活に必要な民具・祭具についても複製し活動拠点の場

とする。

［基本方針］

・ポロチセ等チセ群５棟から６棟及び付帯施設の復元と生活民具・祭具などの複製

・かつてのコタンをイメージした修景と基盤の整備

・活動の拠点となる利用計画の樹立と管理運営計画の策定及び管理要員の養成

コタンの再現方針コタンの再現方針



コタンの再現コタンの再現内容について内容について ⑧⑧
コタンの再現コタンの再現

ヨシ

アワ

ガマ

ヒエ

遊歩道（既設）

地域説明会資料

-8-



水辺空間水辺空間整備内容について整備内容について ⑨⑨

アイヌ文化有用植物のアイヌ文化有用植物の栽培栽培空間空間

アイヌ文化の有用植物としてオギ・ヨ
シ・ガマなどが群生する水辺のイオルと

してモセウシ（カヤ場）を再生する。ま
た、農耕の場としてヒエ・アワなどの雑
穀を栽培するアマムトイ（雑穀畑）を造
成し、維持管理に必要な管理用道路・作

業路を整備する。このような有用植物を
栽培し、コタンと連動したアイヌ文化伝
承活動に活かす。

ヨシ

（写真は引用）

文化の伝承、体験・交流・空間文化の伝承、体験・交流・空間

親水公園の遊歩道と水
辺空間の間は急な斜面によ
り動線が確保されていない
。水辺空間の土地整正に併
せて緩傾斜にすることで水
辺空間への動線を確保する
とともに、効率的な水辺空
間の維持管理に資する。

ミンタラ

（広場・庭）

遊歩道（既設）

既存の緑地帯でアイヌ文
化有用植物の栽培や収穫に
かかわる祭事や体験活動等
の各種イベントの実施を可
能とするミンタラ（広場・
庭）を整備する。
ミンタラ（広場・庭）には管

理用道路を併設し体験活動
の向上を図るとともに、ア
イヌ文化の普及啓発を促進
する。

水辺空間水辺空間

既存施設との連動既存施設との連動

地域説明会資料

ヨシ ガマ

ヒエ

アワ
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水辺空間整備概要水辺空間整備概要

ヨシ ガマ
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水辺空間水辺空間

整備方針添付資料



水辺空間整備概要水辺空間整備概要

ヨシ ガマ

水辺空間水辺空間
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水辺空間整備イメージ

整備方針添付資料



平取町イオルの森に関する条例平取町イオルの森に関する条例

◆ アイヌ文化に必要な自然素材の供給の場

◆ 町民保健休養の場

制定の趣旨・目的

体験・学習

アイヌ文化の振興と理解の促進

第１条・第２条・第３条



平取町イオルの森に関する条例平取町イオルの森に関する条例

◆ 行為の制限

◆ 行為の禁止

◆ 上記の適用除外

第11条・第12条

持続可能な利用

一定のルールの制定と遵守

管理計画の樹立・協定による管理

第４条～第10条



平取町イオルの森に関する条例平取町イオルの森に関する条例

［イオル再生事業］

◆10年サイクルの施業

◆森林成長量内での択抜

◆有用な草木本の増殖

◆苗木等育成技術の確立

持続可能な利用

調査結果の分析

現況調査の実施

イオルの森実験研究計画の策定・実施



平取町イオルの森に関する条例平取町イオルの森に関する条例

条例制定までの流れ

◆ 協議会検討部会

◆ 協議会専門委員会

◆ 推進協議会

◆ 地域説明会

◆ ９月定例会 【平取町議会に提案】

制定までの流れ

（案）の協議

（素案）の協議

＊専門家との協議


