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<<はじめに>>

◆いま、アイヌ政策のための新しい立法措置が検討されています。この重要な時
期にあたって平取町は、アイヌの人びとが多く暮らす地域の自治体としての立場
から、日々さまざまな関係施策に向きあってきた経緯と経験をふまえ、適切で有
効なアイヌ政策群（政策クラスター）が構築されることを、心から願い期待して
いるものです。また、この政策群構築に向けた作業に、地元のアイヌの人びとの
意向に即しつついくらかでも参画することで、諸施策を具現し、実効性を高める
ために寄与すべきとも考えています。
◆ここに提示する資料は、平取町が北海道森林管理局、平取アイヌ協会と協力し
ながら平成24年(2012年)より進めてきた＜21世紀・アイヌ文化伝承の森＞のプロ
ジェクトを一つの事例として、新しいアイヌ政策のイメージを具体的で豊かなも
のとするために行っている作業のたたき台です。この検討作業は、北海道開発局
の多大なご支援のもとに町が取り組んできた＜アイヌ文化環境保全対策事業＞や、
アイヌ民族文化財団による＜伝統的生活空間(イオル)整備事業＞などを参考例と
して強く留意しながら進めていることも、ご了解いただきたい点の一つです。
◆まずは当面、主には関係の方々に随時に説明・提案し、積極的で建設的なご意
見をいただきながら、漸次更新を図っていこうと考えています。とは言え、緊要
度の高い課題ですから、目処としては8月から10月にかけての、集中的なステップ
アップを想定しています。とりいそぎの作業途上のものですが、それぞれにご参
考としてくださり、ご提言もいただけるならば誠に幸いです。

<<はじめに>>
◆アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」
の制定・施行をふまえて、新しい段階の＜コタンコﾛカムイの森づくり＞を進める。
◆これまでの「２１世紀・アイヌ文化伝承の森」プロジェクトの経緯と成果、意義を
ふりかえり、継承し、発展させていく。
◆平取アイヌ協会、平取町、北海道森林管理局の三者が締結した協定を基礎とする協
働を持続させ、深化させていく。
◆新法の中に盛り込まれている「国有林野における共用林野の設定」についても活用
し、協定との併用により当プロジェクトの発展を図る。

⇒ 平取アイヌ協会、平取町、北海道森林管理局との協定により進められていたプ
ロジェクトを、アイヌ施策推進法の制定・施行を契機に、新交付金制度や共用林制度
も利活用しながら、一気にバージョンアップしていくための提案。

アイヌ民族系の人々が比較的多く集住する北海道日高地方の平取町のような地域においては、国立の民族共生公
園とアイヌ民族博物館が設営される時代にふさわしい文化基盤、新しいタイプのインフラ（伝統的生活空間／民
族共生象徴空間広域関連区域など）を整備することが地域振興・地方創成にとってきわめて有効であると考えら
れる。
現に平取町は、20世紀後半期以降の地域住民と町行政が一体となった取組によって博物館等、アイヌ民族・文化
を重視した社会基盤整備を進め、特色あるまちづくりが進み、再活性化の動きが発展的に持続している。
ここに挙げる施策は、重要な文化基盤、資源として取り組まれているプロジェクトののさらなるパワーアップを
図ろうとするものである。文化の伝承を推進させるため地域住民やアイヌの人々、関係機関等と協働して地域や
アイヌの人々の要望を反映した国有林野の活用に取組む。
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この資料の構成
<<はじめに>>

<< ２１世紀・アイヌ文化伝承の森がめざすこと>>

１◆コタンコﾛカムイ（しまふくろう）が持続的に生息できる空間の拡充
～＜２１世紀・アイヌ文化伝承の森＞プロジェクトのシンボル

２◆イオル型多層林（複層林）の形成
～多様な森林保全理論・技術の大規模な実験場

３◆アイヌ民具の素材と技術（有形・無形の文化財が結びついた「場」）の継承
～「場」である森林全体を重要文化的景観という文化財として保全・活用

４◆アイヌの伝統的狩猟文化の今日的継承を実験・実践する空間の設営
～アイヌの猟師として現代を生きようとする人たちへの支援

５◆三井の森ほか企業林(民有林)、町有林との連携を促進
～国際森林認証（ＦＳＣ、ＳＧＥＣ／ＰＥＦＣ）とその適用・活用のあり方の検討

６◆包括的なフレームとしての文化景観・環境の保全
～世界遺産やジオパークのスタンダードに適合する水準での調査・研究・対策

７◆アイヌ文化と森林を活かした新しい生業（生計と活躍の場）の開発
～広大なフィールドミュージアムとしての設営

<<まとめ と今後の課題>>

この資料の構成 ＊基本構成は、１がＡ／Ｂとなっており全8項目（前年度のまま継承）

<<はじめに >>

<< ２１世紀・アイヌ文化伝承の森がめざすこと >>

１Ａ◆ ⇒プロジェクト実施体制の強化・拡充

１Ｂ◆コタンコﾛカムイ（しまふくろう）が持続的に生息できる空間の拡充

～＜２１世紀・アイヌ文化伝承の森＞プロジェクトのシンボル ⇒しまふくろう生息環境整備

２◆イオル型多層林の形成

～多様な森林保全理論・技術の大規模な実験場 ⇒アイヌ文化を育んだ往時の森林の回復

３◆アイヌ民具の素材と技術（有形・無形の文化財が結びついた「場」）の継承

～「場」である森林全体を保全・活用 ⇒民具復元による伝統知の調査・回復・活用

４◆アイヌの伝統的狩猟文化の今日的継承を実験・実践する空間の設営

～アイヌの猟師として現代を生きようとする人たちへの支援 ⇒伝統的狩猟文化の今日的継承と活用

５◆三井の森ほか企業林(民有林)、町有林との連携を促進

～国際森林認証とその適用・活用のあり方の検討 ⇒町有林・企業林への波及と協働拡充

６◆包括的なフレームとしての文化景観・環境の保全 ⇒世界標準の質の高い文化基盤整備

～世界遺産やジオパークのスタンダードに適合する水準での調査・研究・対策

７◆アイヌ文化と森林を活かした新しい生業（生計と活躍の場）の開発

～広大なフィールドミュージアムとしての設営 ⇒ミュージアム群を軸とする地域・産業振興

<<まとめと今後の課題 >>

★この資料（とくに上段の予算関係記述）では令和元年度、起ち上げ時の諸課題が強く意識されている。
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＜２１世紀・アイヌ文化伝承の森再生計画＞
～コタンコﾛカムイの森づくり～ 推進のための協定書 ――― 抜粋 ―――

＊＊＊前略
第２条 協定の基本理念

北海道森林管理局長、平取町長及び(社)北海道アイヌ協会平取支部長は、本協定
の基本理念を次の通り確認する。

(１) アイヌの人々が伝統的な狩猟・採集等の場として利用してきた北海道古来の森林の再生。
(２) アイヌの人々の文化伝承に必要な草木等の生物相の育生と回復、保全と活用。
(３) 国有林野やその産物の新たな活用と保全によるアイヌの人々や地域住民の雇用機会の創出。
(４) 地域と国有林との協働・連携による森づくり。

第３条 協定の対象地域
本協定の対象地域は、日高北部森林管理署が管轄する平取町内の国有林とし、具体的な取り組みを実施する箇所

については地域管理経営計画において定めるものとする。
第４条 活動の内容

北海道森林管理局長、平取町長及び(社)北海道アイヌ協会平取支部長は、相互に連携・協力しつつ、次に掲げる活
動を行うものとする。

(１) 対象地域における北海道本来の森林を再生するために必要な知見を得るための調査研究。
(２) 伝統工芸をはじめアイヌ文化の伝承に不可欠な自然素材を活用するための森林の再生（復元・造成・保全）と

持続的供給。
(３) 自然素材供給以外のアイヌ文化伝承や生物多様性に資する森林の持つ機能にも配慮した森林の整備及び再

生のための活動。
(４) 区域内に賦存するチャシ等の有形・無形の文化的所産の調査・特定・保存・保全・活用。
(５) 区域内の自然的・文化的所産を活用した森林ガイドツア－等の実施。
(６) 上記(１)から(５)による地元雇用の創出。
＊＊＊中略

第９条 成果の取扱い
１ 「２１世紀・アイヌ文化伝承の森再生計画～コタンコロカムイの森づくり～」の取り組みをモデルとし、アイヌ政

策の推進に係る取り組みのさきがけとして、類似した活動の参考の用に供する。
２ 北海道森林管理局長は、「２１世紀・アイヌ文化伝承の森再生計画～コタンコロカムイの森づくり～」で得られ

た知見については、地域管理経営計画に反映するよう努めるものとする。
＊＊＊以下、略 平成２５年４月１７日 平取町議会議場にて署名、締結

<< ２１世紀・アイヌ文化伝承の森がめざすこと >>

◆事業展開イメージ／
企図

▼北海道の平取町で進めら
れている＜21世紀・アイヌ
文化伝承の森＞再生計画は、
平成24年(2012年)の北海道
森林管理局の提案から翌年
にかけての協定締結(右に
抜粋)時、掲げられた理念
や活動内容案がきわめて真
摯かつ適切で、アイヌ民
族・文化関係者に大いなる
未来展望を抱かせました。
▼しかし、残念ながら現実
には、当初に期待されたよ
うなスケール感・スピード
感では進んでいません。そ
の理由を直裁に言うなら、
プロジェクトの提唱趣旨に
ふさわしい推進体制の構築、
それを裏付ける予算措置が
伴わないからです。
▼このような状況にある施
策や事業に対して、予定さ
れているアイヌ政策に関す
る新しい法的措置群が、取
組を強力・円滑に推進する
効果を発揮することが望ま
れます。また、そうなるべ
く企図し、構築すべきです。

【第１Ａ項】 ⇒プロジェクト実施体制の強化・拡充
予算の領域区分（委託区分／課題）

⇒ 「アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針案（案）」に、「市町村にお
ける地域振興、産業振興、観光振興、国際・国内交流事業の推進、環境の保全の推進などの

施策を総合的かつ効果的に実施」とあるのを踏まえた平取町としての新規基幹施策の一つとし
て、またアイヌの方々の期待が大きい事業のバージョンアップを図る。

◆プロジェクト推進体制の立ち上げ
・推進委員会（2回） ※専門家・地元関係団体等から１０人程度
・作業部会（4回） ※専門家・地元関係団体等から１０人程度
・事務局員＝ 総括１人 ※このプロジェクト推進の実務的な核となるスタッフの配置

＝ 補助員２人
・諸経費（町管理部分事業費（事務室設営、各種協力者謝金、旅費等）

▼全８項目は次の【Ⅰ】・【Ⅱ】・【Ⅲ】の３つに分類される。
【Ⅰ】事業推進支援・試行業務＝１Ａ／１Ｂ／２／３
【Ⅱ】調査・研究・試行の委託＝４／５／／６／７
【Ⅲ】町直営

▼どの項目も事業遂行上の基本原則は、「アイヌの人たちをはじめとする地域住民の主
体的参画と専門家との協働」である。調査・研究と言ってもアイヌ民族自身の参画、その
具現を重視している。

▼この第１Ａ項の場合、それは推進委員会も、作業部会も、はりつく作業スタッフも過半
がアイヌ民族系の方々となることが具現化の指標となる。こうすることで、アイヌ民族が、
あるいは地域のコミュニティが必要とする仕事に取り組みながらの人材育成にもなり、同
時に雇用対策ともなる。
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１◆コタンコﾛカムイ（しまふくろう）が持続的に生息できる空間の拡充

～＜２１世紀・アイヌ文化伝承の森＞プロジェクトのシンボル

◆事業展開イメージ
／企図

▼コタンコﾛカムイとのアイ
ヌ語は、村を司る神を意味し
ます。コタンコﾛカムイは山
奥にいる生きものだと思われ
がちですが、かつては人里に
近いところに棲む比較的に近
しい存在だったようです。
▼このコタンコﾛカムイが、
＜21世紀・アイヌ文化伝承の
森＞プロジェクトのシンボル
の位置にあることの意義はき
わめて重要です。コタンコﾛ
カムイが持続的に生育できる
空間が拡充されることは、こ
の資料で提起している一連の
諸課題が、解決に向けて良い
方向に進みつつあることを象
徴するものだからです。
▼「空間の拡充」方策を詳細
に検討する作業は次の段階の
枢要な課題です。柱となるの
は次の二つ。Ⅰ=空間の環境
自体を長期的視点で保全する。
Ⅱ=効果が実証されている個
別方策を速やかに実施する。
Ⅰ・Ⅱの組合せが基本です。

【第１Ｂ項】 ⇒しまふくろう生息環境整備
予算の領域区分（委託区分／課題）

⇒ これまでの伝統的生活空間（イオル）事業が、「工芸素材」としての植物資源の確保に重きを
置いた取組であり引き続きその点に重点がおかれようとしているのに対して、新法に盛り込ま
れた国有林野共用林制度も活用しながら進める総合的プロジェクトのシンボルとして、コタンコ
ﾛカムイの生息域拡大をめざす。すでに隣接地域に生息域が広がっているとの情報もあるので、
早期の成果が想定でき、精神文化振興の波及効果も期待できる。

◆プロジェクトのシンボル、コタンコﾛカムイ（しまふくろう）の生息環境保全に向けた調査・検討
・研究者、環境省等関係行政機関の検討・協議 ※（仮称）専門・科学委員会
・生息環境等調査＝エリアを設定して動植物環境・生態系の調査実施

※町内国有林３つのエリアを候補として想定
・他地域で効果をあげている人工巣箱（ドラム缶大）設置箇所の踏査・試行等

▼この第１Ｂ項の場合、緊要な課題は、
①コタンコﾛカムイの営巣環境を整えること、

②そのための欠かせない条件の一つとしての通年的な（とくに冬期間の）エサ場の確保
である。

▼この第１Ｂ項の予算は、主にこのための専門的調査、作業スタッフの確保、左欄Ⅰ、Ⅱ
の対策実施（試行）等の経費である。
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２◆イオル型多層林（複層林）の形成

～多様な森林保全理論・技術の大規模な実験場

◆事業展開イメージ
／企図

▼＜21世紀・アイヌ文化伝承
の森＞と、これに先行して平
取町が実施してきた＜アイヌ
文化環境保全対策＞、＜伝統
的生活空間(イオル)整備＞、
＜文化的景観保全＞などの取
組を通じて関係者が実感しつ
つあることは、森林保全のイ
メージや理論、方途は多種多
様だということです。一言で
「アイヌ文化を育んだ昔なが
らの森」を再生する、という
場合においてさえです。
▼平取町では、このイメージ
を「イオル型複層林」と呼ん
できましたが、それ自体、共
通理解が十分に図られてきた
わけではありません。
▼長いスパンが必要な森林保
全の理論を、一つずつ順番に
試すわけにはいきません。多
様な森林保全の理論・技術を
同時並行で試し研究しつつ、
スキルアップと活用、そして
人材育成を図る大規模な実験
場を沙流川流域に設営すべき
です。

【第２項】 ⇒アイヌ文化を育んだ往時の森林の回復
予算の領域区分（委託区分／課題）

⇒ 次頁スライド（下段＝昨年度提案資料）にも記しているよう、伝統文化を育んだ森林の回復・
再生を図るにしても、長いスパンが必要な森林保全の理論を、一つずつ順番に試すわけにはい
かない。多様で未確立な森林保全の理論・技術を同時並行で試しつつ、スキルアップと活用、そ
して人材育成を図る大規模な実験場の沙流川流域（とくに国有林）での設営をめざす。この分野
は、とくに交付金事業実施要項第６条(２)文化振興事業に関わる取組である。有形の工芸素材
のための場としてはもちろん、多彩な物語等を生み育んだ無形文化の源泉としても、森林を重
視し保全していく。

◆アイヌ文化伝承に必要な場としての豊かな森林の再生、保全・活用の取組を推進
・育成・回復のための実施計画の策定 ※試行する数パターンの候補を各々検討
・実施区域での動物による食害対策としての侵入防護柵設置
※初年度は、踏査により場所を定め、工事設計（３エリア程度）、状況により一部工事も
※個別の樹木ごとのネットによる保護等も併用

▼この第２項の場合、緊要な課題は、

「イオル型多層林（複層林）」の形成にむけ、効果的だと考えられる保全の理論と方策を
いくつか絞り込み（例えば近自然学的アプローチや東京大学富良野演習林的なアプロー
チなど）、それらを現状にあわせながら展開することである。

▼この第２項の予算は、主にこのための専門的調査、作業スタッフの確保、対策実施（試
行）等の経費である。 6



３◆アイヌ民具の素材と技術（有形・無形の文化財が結びついた「場」）の継承

～「場」である森林全体を重要文化的景観という文化財として保全・活用◆事業展開イメージ
／企図

▼前項で提起したような森林保
全の取組を進める上で、重要な
手がかりとすべきものの一つは、
萱野茂『アイヌの民具』より引
用した右図にあるような伝統的
生活用具です。そのほとんどが
「アイヌ文化を育んだ昔ながら
の森」の産物で作られ、森林を
利用した持続可能性の高い生活
を成り立たせていたものだから
です。
▼これらの民具は「北海道二風
谷とその周辺地域のアイヌ生活
用具コレクション」として国
「重要有形民俗文化財」として
指定を受けています。制作する
ための技法や知識の体系もまた
「民俗技術」として保護すべき
ものです。さらに、動植物との
関わりをモチーフにした歌舞は
国「重要無形民俗文化財」の指
定を受け、「世界無形文化遺
産」にも登録されています。
▼「重要文化的景観」という文
化財選定された森林全体が、重
要な文化資源です。これは第７
項のフィールドミュージアムと
しての保全・活用の問題と深く
関連しています。

【第３項】 ⇒民具復元による伝統知の調査・回復・活用
予算の領域区分（委託区分／課題）

⇒ 主に交付金事業実施要項第６条(２)文化振興事業の「ア 伝統的なアイヌ文化・生活
の場の再生支援①空間活用事業」、(３)地域・産業振興の「ア 木工芸品等の材料供
給システムの整備」「イ アイヌ文化のブランド化推進」に関わる取組として想定してい
る。この場合の「空間」は森林である。空間の再生・保全を意識した伝統的生活用具
（民具）の複製作業を系統的に行うことによって、実地に即した情報が集積され、伝統
的技巧自体やその意味・意義が深められ、ブランド力を高めていく好循環につながる。

◆保全・活用、技術の継承のあり方を検討するワーキングを継続実施
・材料採取～加工・保存～使用まで、密度、精度の高い聴き取りをくり返す
・工芸の「技」、素材を確保する「場」のあり方等の意見交換を行う勉強会を多様に実施

▼この第３項の場合、主要な課題は、

「アイヌ民具の素材の確保と伝統技術の継承」のために、実際に制作（レプリカ作製）を行
いながら、必要な素材と技術に関する知見を集積していくことである。

実際の森林空間の状況についての調査と連動させながら、試作を行い、自然のあり方に
関する知見とともに、多角的なわざを習得することにつなげようとする試みでもある。

▼この第３項の予算は、主にこのための専門的調査、民具制作作業スタッフの確保、対
策実施（試行）等の経費である。 7



４◆アイヌの伝統的狩猟文化の今日的継承を実験・実践する空間の設営

～アイヌの猟師として現代を生きようとする人たちへの支援

◆事業展開イメージ／企図
▼平取町にはアイヌの伝統的狩猟に関する知識と
技法を受け継ぎながら、猟師として生きていこう
と志す若者がいます。その数は多くはありません
が、こうした人たちへの強力な支援は、文化と経
済の両面で、とても重要です。
▼文化の面では近年、アイヌ文化継承・振興の動
きが活発になる中、植物に関する分野の諸活動と
比較して、動物に関わる分野についての取組、特
に狩猟については、あまり進展が見られないのが
現状です。ここへの力の投入と投資は、例えば食
文化への波及効果も大きいと考えられます。
▼経済の面では、食肉として、あるいは角・骨・
皮は工芸品の素材として、余すところなく利用が
可能です。＊有害駆除ではただ廃棄されるだけ
付加価値の高くなる独自な調理・加工・販売方法
の開発も含め、幅広いすそ野を有し、観光にも寄
与する複合的産業が形成できる施策となります。

◆上図＝北海道新聞の記事より
◆左図＝アイヌ文化保全対策室の報告より

【第４項】 ⇒伝統的狩猟文化の今日的継承と活用
予算の領域区分（委託区分／課題）

⇒ 伝承者・経験者がきわめて少なくなってしまったアイヌ民族の伝統的狩猟文化を継
承する人材を育成・支援することに力点をおきながら、環境整備を推進する体制を構
築する。「食文化」分野への波及など、交付金事業実施要綱第６条(１)コミュニティ活
動支援事業、(２)文化振興事業、(３)地域・産業振興事業を総合的かつ効果的に実施
することと関連させながら提言ををまとめ、可能な事業は試行も試みる。

◆伝統的狩猟文化についての調査・研究を、文献やヒアリングなどにより進める。

◆とくに「食文化」を切り口に、生活文化としての定着を図り、産業としての自律的発展の可能性を探
りつつ、国有林管理者の協力を得て、多様な試行・実験にとりくむ。

※３～５年程度で、伝統的狩猟文化継承と利活用のあり方について目途をたてる。
◆北海道大学の「観光学」専門機関による現状把握や国内外事例の検討等を経て報告を作成

▼この第４項の場合、主要な課題は、
「アイヌの伝統的狩猟文化の今日的継承を実験・実践する空間の設営」である。

実際に、マタギを主要な生業として暮らしていくことを志すアイヌの人たちの協力をいただ
きながら（あるいは雇用しながら）、諸課題とその対応方策をさぐり、試行していくプロセス
を開始する。

▼この第４項の予算使途は、このための専門的調査、作業協力者（工芸家等）への謝礼、
対策実施（試行）等の経費である。
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【第５項】 ⇒町有林・企業林への波及と協働拡充
予算の領域区分（委託区分／課題）

⇒ 国内外で広がりつつある国際森林認証の先住民族関連事項を参酌しつつ、国有林
との連携のもとに町有林・民間林におけるアイヌ文化振興と相互の利活用を促進す
る。交付金事業実施要項第６条(１)コミュニティ活動支援事業、(２)文化振興事業、(３)
地域・産業振興事業を総合的かつ効果的に（とくに地域・産業振興に力点をおいて）
実施するために提言をまとめ、可能な事業は具現を促す。

◆国際森林認証システムの先住民族関連事項に関する検討
国内外動向の把握、認証による効果など調査・研究・試行を促進

◆森林所有者（民間を含む）・管理者等による横断的で実効性のある協議・連携・協力を促進（3回程
度） ※アイヌ民族関連団体等と民間企業等との互恵的協力による地域・産業振興をめざす。

▼この第５項の場合、主要な課題は、
国際森林認証（FSC、SGEC/PEFC)とその適用・活用のあり方をめぐる検討協議である。
国有林をはじめ町有林、民有林など、所有・施業状況に応じて、国際的な標準に留意し
ながら（あるいは、実際にその枠内への参入をめざしながら）、地域の森林の価値を引き
出し、アップさせていくための作業を、とくにアイヌ文化の知見を活かしながら推進していく。

▼この第５項の予算は、主にこのための専門的調査、作業協力スタッフへの報酬、対策
実施（試行）等の経費である。
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６◆包括的なフレームとしての文化景観・環境の保全
～世界遺産やジオパーク、国立公園のスタンダードに適合する水準での調査・研究・対策

◆事業展開イメージ／企図

▼北海道の歴史は古く深い。数多
くの考古学・民俗学的資料や、津
軽海峡以南と比較し数的には少な
いとは言え、残されている文字資
料からもこのことは明かです。
▼しかし、近現代の社会的環境、
とくにアイヌ民族の存在とその歴
史・文化に対する軽視が、この事
実を見えにくくしていました。未
だに有識者とされる人たちが、北
海道の歴史は新しく浅いかのよう
な認識を公にすることもあります。
▼10年以上に及ぶ平取町の文化景
観・環境に関する取組は、例えば
歴史・文化の変遷を右図のような
レイヤー(層)構造で示し、「多文
化の重層」との論理で、新たな価
値付けを行うことにつながりまし
た。こうした成果は、世界遺産を
めぐる調査研究の動向等を参酌す
ることで可能となりました。
▼今後、世界遺産やジオパーク、
国立(自然)公園といった領域の水
準に適合する調査・研究・対策を
継続させていくべきです。それら
は、当地における取組全般の潜在
力を引き出し、持続性・発展性を
さらに高めることにつながります。 ◆今後は、例えば林業史を切り口にしたり、植生の遷移に関する理化学的分析を試みたりによって、新たな知見が加わるだろう。

【第６項】 ⇒世界標準の質の高い文化基盤整備
予算の領域区分（委託区分／課題）

⇒ 包括的なフレームとしての文化景観・環境の保全に向けた多様な事業を通じ、交付金事業実
施要項第６条(１)コミュニティ活動支援事業、(２)文化振興事業、(３)地域・産業振興事業を総合
的かつ効果的に（とくに文化振興に力点をおいて）実施するために提言

◆日高山脈襟裳国定公園の国立公園化推進等との連動を重視

※当面、「世界遺産」をめざすわけではないが、グローバルスタンダードを意識した観光振興・
地域振興をめざす
◆調査・研究・試行委託

北海道大学の「観光学」専門機関による国内外事例の検討等
※Ｒ０１年度は国内（道内を含む）視察を実施

◆町による業務管理費、独自調査・試行等実施 一式（各種協力謝金、旅費、事務室設営等）

▼この第６項は、

平取地域においてきわめて枢要な課題である「包括的なフレームとしての文化景観・環
境の保全」を目的としている分野。

沙流川流域ＩＷＯＲ構想のもと、アイヌ伝統文化の基盤としての景観・環境に関するさまざ
まな取組が進められてきた。それらの取組の成果を、アイヌの人たちをはじめとする地域
住民の主体的参画によって活用し、さらに深め、世界に発信していくための準備と試行を
手がける。

▼この第６項の予算は、主にこのための専門的調査、作業協力スタッフへの報酬、対策
実施（試行）等の経費である。
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７◆アイヌ文化と森林を活かした新しい生業（生計と活躍の場）の開発

～広大なフィールドミュージアムとしての設営

◆上図
住民と町によって設営されてき
た二風谷地区のミュージアム群
◆その他の図
フィールドミュージアムを志向し
た景観・環境の保全対策や事
業が具現されつつあるさまざま
なプロジェクト

◆事業展開イメージ

▼平取町がこれまで進めて
きたアイヌ施策の特徴の一
つは、ミュージアム（広義
の博物館）群を整備して文
化継承・復興を図り、かつ
地域振興の基盤、インフラ
ともするというものです。
それは広大なエリアをアイ
ヌ文化を受け継ぎ発展させ
る場として活用することを
めざす沙流川流域ＩＷＯＲ
構想と通底しています。
▼今日の多くの事象・事例
は、「文化」がさまざまな
生業につながり創造もして
いることを示しています。
平取町の場合、そうした活
動を媒介し促進する主要な
方策がミュージアム群設営
であったし、長期的にも有
効な戦略だと考えています。
▼広域の森林空間全体を、
フィールド（現場）ミュー
ジアムとして位置づけ、環
境と資源の保全を図りつつ、
アイヌ民族の生計と活躍の
場とする。そのための社会
実験は、相応のコストを投
じるに値するものです。

【第７項】 ⇒ミュージアム群を軸とする地域・産業振興
予算の領域区分（委託区分／課題）

⇒ 多様で豊富な文化資源を「ミュージアム（類博物館施設）群」を媒介して、交付金事業実施要項
第６条(１)コミュニティ活動支援事業、(２)文化振興事業、(３)地域・産業振興事業を総合的かつ
効果的に（とくに観光振興に力点をおいて）実施するために提言

◆調査・研究・試行委託
北海道大学の「観光学」専門機関による国内外事例の検討等
※Ｒ０１年度は国内（道内を含む）視察を実施

◆町による業務管理費、独自調査・試行等実施
一式（各種協力謝金、旅費、事務室設営等）

◆「アイヌ文化環境保全センター」（仮称）設営推進との連動

▼この第７項は、

「アイヌ文化と森林を活かした新しい生業の開発」という、プロジェクトにおける最重要な
課題の解説に展望を示すことをめざす取組である。

これまでの平取地域のおける一連のアイヌ施策の成果を通じて、その展望のキーコンセ
プトは「ミュージアムという生業」だと予見している。「ミュージアム（類博物館的施設）」を
鍵に、調査・研究・試行体制とそれを支える理念と理論の包括的な構築を進める。また、
それによる実践を推進する。

▼この第７項の予算は、主にこのための専門的調査、作業協力スタッフへの報酬、対策
実施（試行）等の経費である。 11



<< まとめ と 今後の課題 >>
▼右図は、平取町が平成15年
からとりくんできたアイヌ文
化環境保全対策事業の事例で、
これに近い体制はすでに21Ｃ
アイヌ文化の森プロジェクト
でも構築されています。
▼今後の重要ポイントとして
は、調査・対策の核となる恒
常的実行グル－プを、「アイ
ヌの人たちを始めとする地域
住民の主体的参画」により形
成すること、取組を強力・円
滑にする立法措置群が構築さ
れること、それらを裏付ける
予算措置が伴うことです。
▼広域な河川・森林空間にお
いて展開できるこの種の事業
は、的確に発展させれば、新
しい地域「産業」と「生業」
の創造につながり、人材育成
の機能も発揮する相乗効果の
高い取組となりえます。これ
は、15年に渡ってとりくまれ
てきたアイヌ文化環境保全対
策事業により一定程度、実証
されてきたことです。
▼河川をベースにした取組も
さらに発展させつつ、加えて
森林をはじめ他の領域で応用
が可能となる、柔軟で積極的
な法的措置群を期待します。

◆協力企業体

２１世紀・アイヌ文化伝承の森プロジェクト

－コタンコﾛカムイの森づくり －

平取アイヌ協会、平取町、北海道森林管理局の三者による協定

◆基本的には現体制を基本とした組織構成

＋

◆必要に応じて各種委員会とその作業部会（小委員会）

＊アイヌ文化環境保全対策事業の事例等を参照しつつ検討中

次回の作業部会までに調整し提案される予定
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25

対象区域
・平取町内の国有林 41,51３ｈａ
・具体的な活動箇所は別に定める

◆対象区域

平取町内の国有林 41,51３ｈａ
具体的な活動箇所は別に定める

▼

▼

▼

◆当面は２つのエリア

１ アベツ沢沿いの国有林 ＊先行試行区域

２ 二風谷～長知内、沙流川右岸の国有林
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対応策 実現の
可能性

問題点

アイヌの人々への北
海道国有林の返還

× 国有林野は国有財産法の行政財産と位置づけられており、現行では不可
能と考えられる。

無償貸付でのアイヌ
の人々による森林経
営

× 無償貸付については、地方公共団体等に対し①林道又は農道②水道施設
又は用排水路③水害又は火災の予防施設④船揚場、水産物干場又は漁具
干場⑤その他公用、公共用又は公益事業の用に供する施設で政令で定める
ものであれば可能とされており、森林の無償貸付は困難。さらに、国有林野
は国が一体的に管理・経営することとなっていることからも困難。

アイヌの人々への管
理委託契約

× 国有林野は国が一体的に管理・経営することとなっており、管理の委託は困
難。

分収造林制度の活用 ○ 現行では、最長８０年の中で、造林者としてアイヌ文化伝承に必要な草木を
植え、育てることができる。その間、保育間伐した立木を活用することができ
る。しかし、成林後に販売し、販売代金を国と予め契約した割合で分収しなけ
ればならない。※期間の延長が可能な制度として改正予定。

共用林野制度の活用 ○ 森林の活用や草本類の採取は可能であるが、現行では、立木を伐採し、活
用するには買い受ける必要がある。

共用者には火災予消防や盗伐等の防止など共用林野について保護義務等
が生じる。※バイオマスエ ネルギーとしての利用であれば立木の活用が可
能となる制度として改正予定。

試験林の活用、設置 ○ 近畿中国局では、「檜皮（ひわだ）」を採取する伝統技術・原皮師（もとかわ
し）の後継者養成と不足している檜皮の量的確保、安定供給の場として国有
林を提供し、檜皮の採取が生立木に与える影響の研究を行っている。

アットゥシに使うオヒョウニレは内皮で剥ぐと枯れると言われているが、枯ら
さない手法を検証する。

「協定締結による国民
参加の森林づくり」制
度の活用

○ 「ふれあいの森」、「遊々の森」、「木の文化を支える森」、「社会貢献の森」、
「モデルプロジェクトの森」といった制度があるが、いずれも立木竹等について
所有権等の権利を有さない。

◆左欄の問題点の再検討

× 「返還」を望んでいるわけではない。
（「返還」主張はあったとしても少数派。）

△○ ⑤その他公用、公共用又は公益事業
の用に供する施設で政令で定めるものであ
れば可能。→ 国の責務としてのアイヌ文化継
承・振興を託すという重要な「公共性」「公益
性」→ 政令でできることもあるのでは。

△○ 管理・経営計画に参画することで、事
実上の「共同管理」は可能か？

あるいは、アイヌ文化の森部門を直営する。

○ 「保育間伐した立木を活用」「成林後に
販売」「期間の延長」などの点で、さまざまな
工夫により文化・産業振興に活用できる枠組
にできる可能性がある。

◎ 「森林の活用や草本類の採取は可能」
であるならば、文化継承／工芸素材確保／
動物資源確保／体験・エコツアーなどの場と
して、比較的容易に設営が可能である。

◎ 左記の伝統的採取法に対するこだわり
をはじめ、国指定重要有形民俗文化財である
生活用具が一通りまかなえ、その技術や知見、
儀礼を保持・保全することが目的の試験林を
設営できる。

◎ 現に締結されている協定の実効性を強
め、取組を拡充する観点からの「見直し」は必
要である。

【付表-01】
◆平成２４年５月２５日（金）：平取地域自然素材の利活用等に係る連絡会議
主催：財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構（現在はアイヌ民族文化財団）
＊この会議の席上、北海道森林管理局から＜２１世紀・アイヌ文化電照の森＞構想が提案された。
このスライドは、上記会議における説明の抜粋に追記（右表：平取町アイヌ施策推進課による）。

◆現在の三者協定の更新
＊協定文書では次回更新は来年度（令和２年度）

＋

◆「アイヌ施策推進法」に盛り込まれた

共用林制度の活用など

＋

◆新交付金制度の活用

▼

▼

▼

◆全体として、既往プロジェクトの大幅なバージョンアップ
＊プロジェクトについて初発の段階で、北海道管理局からの提案に期待したのは。

このようなイメージで、国機関がしっかり関与する展開だった 14


