
新ひだか町アイヌ施策基本構想

アイヌの人々が誇りを持って地域で暮らし、

貴重な伝統や文化を先の世代へと引き継いでいくために

新ひだか町
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—はじめに—

■新ひだか町アイヌ施策の目的

令和元年5月24日に施行された「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」に基づく地方公共団体の責務として、先住民族であるアイヌ

の人々が、民族としての誇りを大切にしながら、その文化や伝統を守り、育て、次代へと

引き継いでいくとともに、多くの方々の理解のもと、この地で、心健やかに、安心して暮

らせる環境を構築するため、町として必要な施策を講じることを目的とする。

■基本構想策定業務委託の概要

本業務は、「新ひだか町アイヌ施策」の具現化に向け、次の2つの項目を基本として、

当町において今後取り組むべき施策の方向性等をまとめた「基本構想」を策定する業務と

する。

【基本的な施策項目】

①アイヌ文化拠点空間の整備による人材育成と交流人口の拡大

②アイヌ文化拠点空間の運営母体の構築と自立運営に向けたビジネス展開

■業務仕様

本業務により策定する「基本構想」は、次の点に留意するものとする。

①アイヌ文化拠点空間の整備による人材育成と交流人口の拡大

ア：英傑シャクシャインのチャシ跡が存する「静内真歌地区」に、次のような機能を

有したアイヌ文化の拠点空間を整備することについて、地域の実情や関係者の意

向等を十分に踏まえながら、全体ビジョンや事業イメージ等を示すとともに、こ

れらに係る想定事業費を積算すること。

◎アイヌの伝統的な行事の実施場所としての機能

◎アイヌ文化の伝承に係る人材育成機能

◎アイヌ文化を活用した交流人口の誘致機能

◎アイヌに係る町民理解の促進機能

イ：当該拠点空間の整備に向けて解決しなければならない諸課題（法的制限、権利関

係等）も併せて整理すること。

②アイヌ文化拠点空間の運営母体の構築と自立運営に向けたビジネス展開

ア：アイヌ文化拠点空間での各種事業を安定的かつ継続して行うことのできる強固な

運営母体を構築するため、地域の実情や関係者の意向等を十分に踏まえながら、

次の事項について具体的なアイデアと実現手法等を示すこと。

◎実現可能性の高い運営母体のあり方（人員配置、機能など）

◎当該母体の運営財源の確保に向けたビジネス展開

イ：当該運営母体は、必ずしもアイヌの人々で構成する必要はないが、事業運営にあ

たっては、アイヌ関係団体や地域内のアイヌの人々との適切な役割分担のもと、

互いに協力・連携しながら進めること。
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— 新ひだか町におけるアイヌ文化の現状および課題—

〜アイヌ施策の具現化〜 新ひだか町アイヌ施策基本構想の策定

アイヌ文化拠点空間の整備による
人材育成と交流人口の拡大

アイヌ文化拠点空間の運営母体の構築と
自立運営に向けたビジネス展開

新ひだか町におけるアイヌ文化の課題

伝承者の高齢化 担い手不足 情報発信

アイヌ文化に触れる
機会の継続的取り組み

住民が日常的にアイヌ文
化を受け入れる環境整備

アイヌ文化に対する
機運醸成

など

アイヌの人々が誇りを持って地域で暮らし、貴重な伝統や文化を先の世代へと引き継
いでいくために必要なアイヌ施策について、その具現化に向けた基本構想を策定する

■現状

新ひだか町(2006年に静内町と三石町が合併)は、アイヌ民族の中でも主として静内以

東などに居住していた「メナシウンクル」と、胆振から日高西部にかけて居住していた

「スムンクル」との境界の地であり、アイヌの歴史の中で特に重要とされる「シャクシャ

インの戦い」に関わる遺跡が残るなど、未解明の部分の多いアイヌ文化の解明のために必

要な、歴史に裏付された貴重な調査・研究資料が多く残されている。

現在でも、「シャクシャインの戦い」で松前藩によって謀殺されたシャクシャインの霊

を慰める法要祭が、道内はもとより全国各地のアイヌの人々によって古式に則り厳かに執

り行われている地域であり、シャクシャイン像の建つ真歌の丘は、アイヌの人々の心の拠

りどころとなっている。

特徴的な面としては、アイヌの人々の自立意識が非常に高い地域であり、アイヌ文化な

どを観光化することなく、それぞれの生活、家庭の中で脈々とアイヌ文化を受け継いでき

た地域でもある。

■課題

これまで町では、アイヌ協会などの関係団体と連携しながら、貴重なアイヌ文化を保存、

継承するための事業を展開してきたが、「伝承者」の高齢化と担い手の不足などによって、

アイヌ文化の伝承活動は危機的な状況にある。

また、当町におけるアイヌ文化は、決して町民全体に普及しているとはいえない状況に

あり、アイヌ文化を肌で感じることのできる機会を継続的に作っていくとともに、ここで

暮らす住民が、日常的に、かつ、違和感なくアイヌ文化を受け入れることのできる環境整

備が急務となっている。
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アイヌ施策基本構想
— 中長期的・総合的なアイヌ施策の推進 —

アイヌの人々が誇りを持って地域で暮らし、貴重な伝統や文化を先の世代へと引き継いで
いくためには、全町民がアイヌ文化に対する意識を深めていけるよう、総合的なアイヌ施策
の推進が求められる。今後の新ひだか町における、中長期的な展望に立ったアイヌ施策の総
合的な方向性を見据えた、アイヌ施策基本構想を策定する。

【国】
 アイヌ文化振興法
 アイヌ施策推進法

（新法）
 アイヌ政策推進交

付金（新交付金）
 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 etc

環境保全

国際交流

産業・観光
振興

地域振興
地方創生

福祉政策

文化政策

アイヌ施策基本構想

～中長期的なアイヌ施策の方向性～

【北海道】
 アイヌ文化の振興

等を図るための施
策に関する基本計
画

 北海道におけるア
イヌ施策を推進す
るための方針 etc

新ひだか町第２次総合計画

【町関連計画】
 人口ビジョン・

総合戦略
 都市計画マス

タープラン
 地域防災計画
 公園施設長寿命

化計画
 社会教育中期計

画
 次世代育成支援

行動計画
 農業振興地域整

備計画
 食育推進計画

etc

ア
イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画

交
付
金
事
業
計
画

アイヌ民族の歴史を日本史の過去のものとするのではなく、独立したものと捉える。１

和人の文化と対比して着目するのではなく、アイヌ文化を全体的に捉える。２

アイヌの人々の生活を提示し、アイヌ文化の歴史の流れを捉える。３

アイヌ文化の地域差、時代差を理解する。４

先住民族、少数民族、先住権などを理解する。５

■基本構想に取り組む上での５つの姿勢

アイヌ文化拠点空間の整備

運営母体構築とビジネス展開
×

総合的なアイヌ施策の推進

中長期的・総合的な方向性
を見据えながら検討

町民理解

アイヌ文化
教育・伝承
担い手育成

機運醸成

文化を活かし
たまちづくり

環境保全
景観保全

観光
まちづくり

新しい
しごと

持続的な
共生社会

人的交流
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アイヌ施策基本構想
— 歴史文化の研究・伝承・継承・発信がキーワード —

新ひだか町特有のアイヌ文化を研究・学習・体感し、次の世代へ引き継ぐ
（仮称）新ひだかアイヌ・ミュージアムの創造

基本構想は、アイヌ文化の広域的・歴史的な観点から、新ひだか町のアイヌ文化の特徴や
現状課題を整理し、アイヌ施策懇談会での意見を受けて、町内の様々な資源を結びつけなが
ら、目指す姿や推進施策を設定する。

構想策定にあたっては、新ひだか町のアイヌ文化の特徴ともいえる、メナシウンクルとス
ムンクルの歴史や文化を研究・伝承・継承・発信していく視点を大事にしながら、アイヌと
和人の歴史を考えるダークツーリズムとして展開することを検討・協議していく。

目指す姿

環境保全

国際交流

産業・観光
振興

文化政策

地域振興
地方創生

アイヌ文化に触れ、学ぶ機会の場づ
くりや伝統的生活空間（イオル）の
整備による理解促進

アイヌ文化を地域づくり
や地域振興に結びつける

先住民文化の情報発信
と国際交流

アイヌ・ブランドの確立
や雇用の創出、観光資源
としての磨き上げ

国有林・内水面の
利用や儀式や暮ら
しの伝承に必要な
材料の調達・保全

静内地区と三石
地区との連携した
一体的な取り組み

アイヌ文化拠点空間の整備による
人材育成と交流人口の拡大

【必要機能の整理と施設整備】

アイヌ文化拠点空間の運営母体の構築
と自立運営に向けたビジネス展開

【組織づくりとビジネス創造】

写真：新ひだかアイヌ協会Facebookより転載

民族共生空間
「ウポポイ」や
周辺地域との連携

周辺地域
との連携

×

メナシウンクルとスムンクルのアイヌ文化を研
究・伝承・継承・発信し、アイヌと和人の歴史
を考えるダークツーリズムとして展開する。



５

アイヌ施策基本構想

新ひだか町特有のアイヌ文化を研究・学習・体感し、
次の世代へ引き継ぐ、（仮称）新ひだかアイヌ・ミュージアムの創造

目指す姿

アイヌ文化拠点空間の整備による
人材育成と交流人口の拡大

【必要機能の整理と施設整備】

アイヌ文化拠点空間の運営母体の構築
と自立運営に向けたビジネス展開

【組織づくりとビジネス創造】

推進施策

施策推進のための重点的取り組み

・調査・研究の継続と資料の共有
・遺構の保存
・資料の展示

二つのアイヌ民族の歴史を尊重する
施策の推進

・アイヌ伝統工芸講座の実施
・アイヌ語講座等の実施
・イオル再生

二つのアイヌ文化の伝統文化継承
活動の推進

・アイヌ文化の紹介、体験
・舞踏、演奏披露
・プロモーション

二つのアイヌ文化の啓発活動の推進

・町内小中高への講師派遣
・教職員研修
・副読本作成

教育等による住民理解の促進

・雇用環境の整備等

生活環境等の整備

・工芸品のブランド化
・雇用創出
・デマンド交通

観光・産業振興等の推進と地域
間交流の促進



— アイヌ文化拠点空間の整備による人材育成と交流人口の拡大—

拠点空間全体ビジョン

真歌地区に設けるアイヌ文化拠点空間を中心に、人材育成や交流人口の拡大を図り、自立
運営に向けたビジネス展開、事業イメージを具体化する全体ビジョンを整理する。

ホイナシリチャシ跡
史跡指定範囲

入船金刀羅神社▲

真歌公園

静内川
静内川左岸緑地

ライディング
ヒルズ静内

６

チャシ跡の保存管理ゾーン

伝統的生活空間（イオル）再現・体験ゾーン

アイヌ文化交流拠点ゾーン

■アイヌ文化交流拠点ゾーン

ー既存施設を多機能型交流施設に改修ー

○アイヌ文化の伝承に関わる人材育成機能：儀式空間、ラボ、学習室など

○アイヌ文化を活用した交流人口の誘致機能：イベントホールなど

○アイヌに関わる町民理解の促進機能：展示、図書、アーカイブなど

○その他：事務室、収蔵庫など

■シャクシャイン・メモリアルゾーン

ー屋外型の祭礼やイベントの場ー

○アイヌの伝統的な行事の実施場所としての機能：儀式空間など

■伝統的生活空間（イオル）再現・体験ゾーン

ーコタンの再現とアイヌ野草園を活用した技術継承と体験の場ー

○コタンの再現と宿泊体験：チセ、プ、ペペルセツなど

○畑や野草園：アイヌ野草園（既存部分および将来拡張検討）など

※コタンの再現や野草園の整備は、アイヌ文化拠点ゾーンで始め、

段階的に、伝統的生活空間（イオル）再現・体験ゾーンへと拡大を検討

■チャシ跡の保存管理計画を踏まえた活用

ーチャシ群を長く保存し、後世に伝えるための整備・活用ー

○継続的な調査、サインの設置、史跡の本質的価値の顕在化

シャクシャイン・メモリアル・ゾーン

▼真歌山展望台
▼ユカルの塔

シベチャリチャシ跡
史跡指定範囲

▼シャクシャイン像

史跡の整備・活用や事業展開に応じた段階的な拡張整備もふまえた
エリア全体での拠点形成ビジョンを検討する

拠点施設については、新築した場合と既存施設を活用（増改築）した場合の２つの
パターンを検討する。
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— アイヌ文化拠点空間の整備による人材育成と交流人口の拡大—

拠点空間施設イメージ-新築の場合（全体イメージ）

■アイヌ文化交流拠点ゾーンとシャクシャインメモリアルゾーンのイメージ

 老朽化したアイヌ民族資料館、シャクシャイン記念館を複合化し、多機能型拠点施設と
して建替えを検討する。

 イベント広場を包み込むように、屋外イベントサポート施設などを配置する。

 広場で催される古式舞踊や儀式などがアイヌ文化をより魅力的に発信する。

 チャシ跡の主な遺構のエリアは、調査をふまえながら、不要な構造物の撤去や、遺構の
復元、解説版の設置などを検討する。

 イベント時の見学や日常的な憩いの場となるベンチの配置も検討する。

シャクシャイン像

屋外イベントサポート施設

チャシ跡の遺構の本質的価を
顕在化する環境整備

展望台

イベント広場

史
跡

指
定

範
囲

アイヌ文化多機能型交流拠点施設
（既存建築建替え）

アイヌ野草園

ベンチ

拠点施設・イベント広場・チャシ跡の遺構エリアが
三位一体となってアイヌ文化を魅力的に発信する環境整備を検討する



８

— アイヌ文化拠点空間の整備による人材育成と交流人口の拡大—

拠点空間施設イメージ-新築の場合（ゾーニング）

アイヌ文化多機能型交流拠点施設と屋外イベントサポート施設により、屋内外全体を効果
的に活用し、 アイヌ文化の理解促進・継承・魅力的な発信を支える環境を形成する。

【主要機能：展示、研究・研修、学習、記録・保存、体験、交流、普及啓発、産業創造】

■アイヌ文化多機能型交流拠点施設イメージ

【建築コンセプト】アイヌの自然観を形にした建築
＝＜大きな葉＞ 大きなフキの葉３枚が覆い囲むメインの空間。

① ② ③＝＜大きな幹の根＞大きな葉の間に木の幹が空へ向かってのびて
いて、根元のほこらには大切なものがある。

【建築コンセプト】イベント広場を“包摂“する建築
・屋外イベント時の食事の提供や、音響機器などの器材置き場、お年寄り

の控室など、儀式やイベントをサポートする機能的な施設とする。

■屋外イベントサポート施設イメージ

アーカイブ、図書・資料室
イメージ(国内事例）

儀式空間イメージ
（現シャクシャイン記念館）

大きな葉の建築イメージ
(国内事例）

屋外イベントサポート施設
イメージ(国内事例）

ベンチイメージ(国内事例）

１ ２ ３

アイヌ文化の理解促進・継承・発信と、ビジネス展開に向けて必要となる
諸機能をコンパクトながらも効果的に取りこんだ施設計画を検討する

アイヌ民族資料館

収蔵庫

シャクシャインアーカイブ
アイヌ文化関連図書・資料室

収
蔵
庫

インフォメーション
受付・事務室

入口

ロビー兼
交流・イベントホール

ワークショップ・体験学習室
アイヌ×∞創造ラボ

調理室

WC

儀式空間
（シャクシャイン記念館）

サロン
（談話室）

③
②

①
３

２

１

調理サポートコーナー

倉庫

イベントサポートテラス

WC

WC

休憩コーナー
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— アイヌ文化拠点空間の整備による人材育成と交流人口の拡大—

拠点空間施設イメージ-新築の場合（計画図）

■アイヌ文化多機能型交流拠点施設イメージ

アイヌ文化の理解促進・継承・発信と、ビジネス展開に向けて必要となる
諸機能をコンパクトながらも効果的に取りこんだ施設計画を検討する

シャクシャインアーカイブ
アイヌ文化関連図書・資料室

アイヌ民族資料館

インフォメーション
受付・事務室

ロビー兼
交流・イベントホール

ワークショップ
体験学習室

アイヌ×∞創造ラボ

調理室

WC男

儀式空間
（シャクシャイン記念館）

サロン（談話室）

シャクシャイン像

入口裏口

機械室

収蔵庫

機械室

収蔵庫

前室

WC女

給湯

テラス

展示コーナー

【建築コンセプト】アイヌの自然観を形にした建築

＜大きな葉＞・・・・大きなフキの葉３枚が覆い囲むメインの空間です。
＜大きな幹の根＞・・大きな葉の間に木の幹が空へ向かってのびていて、

根元のほこらには大切なものがあります。



１０

— アイヌ文化拠点空間の整備による人材育成と交流人口の拡大—

拠点空間施設イメージ-新築の場合（イメージスケッチ）

ロビー空間に歴史展示資料としてシャクシャイン像を設置



１１

— アイヌ文化拠点空間の整備による人材育成と交流人口の拡大—

拠点空間施設イメージ-増改築の場合（全体イメージ）

アイヌ文化多機能型交流拠点施設と屋外儀式空間が一体となって、屋内屋外全体を効果的
に活用し、 アイヌ文化の理解促進・継承・魅力的な発信を支える環境を形成する。

【主要機能：展示、研究・研修、学習、記録・保存、体験、交流、普及啓発、産業創造】

■アイヌ文化多機能型交流拠点施設イメージ

アイヌ文化の理解促進・継承・発信と、ビジネス展開に向けて必要となる
諸機能をコンパクトながらも効果的に取りこんだ施設計画を検討する

屋外儀式空間

管理車両
駐車スペース

身障者用
駐車スペース

来館者用
駐車スペース

アイヌ野草園

管理車両
駐車ス
ペース

拠点施設

ヌササン

散策路

 老朽化したアイヌ民族資料館、シャクシャイン記念館を改修及び増築することで多機能
型拠点施設として整備することを検討する。

 広場で催される古式舞踊や儀式などがアイヌ文化をより魅力的に発信する。

 チャシ跡の主な遺構のエリアは、調査をふまえながら、不要な構造物の撤去や、遺構の
復元、解説版の設置などを検討する。



１２

— アイヌ文化拠点空間の整備による人材育成と交流人口の拡大—

拠点空間施設イメージ-増改築の場合（ゾーニング）

■アイヌ文化多機能型交流拠点施設イメージ

アイヌ文化の理解促進・継承・発信と、ビジネス展開に向けて必要となる
諸機能をコンパクトながらも効果的に取りこんだ施設計画を検討する

儀式空間
（既存施設の改修）

資料館
（既存施設の改修）

多機能型
生活館

屋外
儀式空間

改修 改修

新築



１３

— アイヌ文化拠点空間の整備による人材育成と交流人口の拡大—

拠点空間施設イメージ-増改築の場合（計画図）

■アイヌ文化多機能型交流拠点施設イメージ

アイヌ文化の理解促進・継承・発信と、ビジネス展開に向けて必要となる
諸機能をコンパクトながらも効果的に取りこんだ施設計画を検討する

シャクシャインアーカイブ
アイヌ文化関連図書・資料室

アイヌ民族資料館

インフォメーション
受付・事務室

ワークショップ
体験学習室

WC男

儀式空間

プ（倉庫）

WC多目的

調理実習室

和室

WC女

カムイの庭

入口

和室
収蔵庫

中庭

展示
空間１

展示
空間２

収蔵庫 事務
収納室

アイヌモシリのみち（集会、展示、文化伝承活動スペース）

シャクシャイン像

テラス

裏口

裏口

ロビー

入口

準備室

機械室
WC

ギャラリー

★



１４

— アイヌ文化拠点空間の整備による人材育成と交流人口の拡大—

拠点空間施設イメージ-増改築の場合（イメージスケッチ）

民族資料館に歴史展示資料としてシャクシャイン像を設置



— アイヌ文化拠点空間の整備による人材育成と交流人口の拡大—

多様な事業の組み立て

アイヌ文化拠点空間を中心に展開する事業は、①アイヌ文化の継承・発展、②交流人口・関
係人口拡大による地域振興、それらの両立による持続的な共生社会の実現につなげていく視点
で組み立てる。各事業は、公益事業と収益事業とに分け、収益事業については採算性の確保が
図られる事業構築とする。また恒常的で安定した事業実施を継続するために、創業期、成長発
展期、成熟期と段階的に事業を進める。しかしながら全ての取り組みを同時に進めるのではな
く、効果の見えやすいものから優先的に取り組むことで、町民の機運醸成と事業間の相乗効果
も期待する。

 アイヌ文化展示企画
 アイヌ文化関連図書・資料室・アーカイブスペースの運営
 ＨＰ、パンフレットの作成、更新
 解説ボランティア（語り部）の育成・コーディネート

 アイヌ伝統儀式やイベント等の実施
 儀式やチセに使う自然素材の採取、組み立て方の伝承や、

さけの伝統漁法などの再現と伝承
 アイヌ語講座、歴史講座、料理教室の実施
 伝統的生活空間（イオル）の再生・管理（コタン・畑・野

草園など）

 新ひだかアイヌの調査研究
 アイヌ・シャクシャインアーカイブの構築
 アイヌ×∞創造ラボの運営（大学、研究者、アーティス

ト・デザイナー、経営プロデューサーなどとの共創）

 アイヌ文化体験プログラムの提供
 イオル体験ゾーンの運営
 他自治体、大学、研究者、留学生、海外の少数民族など、

国内外ゲストとの交流事業の実施

 伝承活動等の見学、
体験受け入れ事業

 有料講座の実施
 修学旅行受け入れ

 有料企画展やセミ
ナーなどの実施

 有料解説員

収益事業

 有料体験プログラ
ム事業

 体験ツアーの造成
 チセ体験宿泊運営

 商品開発・販売

 施設の指定管理

文化伝承
人材育成

事業

教育
情報発信

事業

研究企画
事業

体験交流
人的交流

事業

収益事業

①
アイヌ

文化の継
承・発展

②
地域振興
交流人口
関係人口
の拡大

持続的な
共生社会
の実現

＋ 施設管理
運営事業

 拠点施設、広場、イオル体験ゾーンの管理

文化伝承
人材育成

事業

教育
情報発信

事業

研究企画
事業

体験交流
人的交流

事業

施設管理
運営事業

１５

事業内容

創業期
・資源発掘
・事業構築

成長発展期
・営業拡大

成熟期
・安定、定着化

人
材
育
成
・
情
報
発
信

公益事業

事業構成 段階的事業実施段階的事業実施

※事業は優先順位をつけて段階的に取り組んでいきます。



文化伝承
人材育成

事業

教育
情報発信

事業

体験交流
人的交流

事業

研究企画
事業

交流・参加・販売・直送

新ひだかアイヌ文化拠点運営会社
〜アイヌ文化資源を活かしたまちづくりを目指して〜

— アイヌ文化拠点空間の運営母体の構築と自立運営
に向けたビジネス展開—

運営母体のイメージ

■多様な主体の関わりによる「地域ごと」として捉えるプロセス

運営母体は、アイヌ文化の振興を「地域ごと」として捉え、まちをあげて進めていくため

に、構成するメンバーに多様性があることが不可欠である。そのことから、今までアイヌ文

化に関わりが少なかった町民も関わりを持ち、アイヌ関係団体や観光事業者、漁業・農業関

係者、地域民間企業、行政など、多様な主体で構成することを基本とする。

外国人 道民 都市住民町民

１６

施設管理
運営事業

運営会社
（一般社団 or 株式会社 or NPO法人）

■業務内容

■事業を支える構成メンバー

まちづくり事業の企
画・運営

特産品等の企画販売 各種事業のコーディ
ネート・推進

情報発信・プロモー
ション

市場調査・分析 人材育成（ガイド、
スタッフ養成等）

エリアマネジメント その他

町民
（会員または株主等）

町内アイヌ関係者 町内漁業関係者 町内農業関係者

町内観光関係者 NPO等 地域民間企業 その他



— アイヌ文化拠点空間の運営母体の構築と自立運営
に向けたビジネス展開—

運営・管理体制イメージ

■運営管理と維持管理を両輪で

拠点施設は、来館者にアイヌ文化を体験、学習をしてもらうためのプログラム提供を行う

運営管理と、施設を快適に利用してもらうための環境維持や清掃などを行う維持管理を両輪

で行うことが求められる。運営・管理をマネジメントするマネージャー（施設長）と各管理

部門の責任者２名の３名体制が最小の人員配置と考える。

１７

【施設長（１名）】
館長は、両部門の業務を掌握し、拠点施設の運営が円滑に行われるように統括

する役割を担います。拠点施設を熟知し、各部門の責任者を監督するとともに、
町内外の様々な組織と連携、調整することも求められ、専任的にその役割を果た
します。

【運営管理部門（主任１名）】
運営管理は、専門性（学芸員）を

活かして、学芸・教育・普及などア
イヌ文化を体験、学習してもらうた
めの企画、運営を担い、プログラム
の提供を行います。

専門知識に加え、資料の管理、収
集、研究を行いながら、関係地域団
体と連携しながら魅力ある施設運営
を行います。

【維持管理部門（主任１名）】
維持管理は、施設の運営管理に関

わる庶務全般と、建物及び敷地の警
備、清掃、設備保守、総合的な案内、
広報などを行います。

部分的には外部の専門業者や地域
団体などと連携、委託などを行うと
ともに、町民の参加参画も促しなが
ら、地域に愛される施設の維持管理
を行います。

アイヌ関係
地域団体

専門事業者 地域団体 町民 その他
利用者

拠点施設友の会 拠点施設運営協力会

拠点施設管理者

施設管理運営事業（拠点施設管理者）

（仮称）拠点施設運営協議会のイメージ

■（仮称）拠点施設運営協議会

施設が利用者の全てに等しく活用される施設となることを目指し、運営管理を支える利用

者有志の会や、運営に協力する会などが立ち上がることも視野に入れ、将来的には運営協議

会のようなものが組織されることをイメージする。



事業費

■施設整備費

（１）設計費

（２）整備費

１８

項目 面積 単価 金額

基本設計及び耐震診断

・新築の場合 2.７00㎡ 24,800,000円

多機能型交流拠点施設 2,300㎡ 22,800,000円

屋外イベントサポート施設 400㎡ 2,000,000円

・増改築の場合 1,340㎡ ー 13,300,000円

資料館 36０㎡ ー 3,560,000円

儀式空間 460㎡ ー 4,000,000円

多機能型生活館 520㎡ ー 5,740,000円

実施設計

・新築の場合 2.700㎡ ー 53,000,000円

多機能型交流拠点施設 2,300㎡ 50,000,000円

屋外イベントサポート施設 400㎡ 3,000,000円

・増改築の場合 1,340㎡ ー 29,150,000円

資料館 36０㎡ ー 7,000,000円

儀式空間 460㎡ ー 8,500,000円

多機能型生活館 520㎡ ー 11,000,000円

項目 面積 単価（㎡） 金額

・新築の場合 2,700㎡ 986,000,000円

多機能型交流拠点施設 2,300㎡ 420,000円 966,000,000円

屋外イベントサポート施設 400㎡ 50,000円 20,000,000円

・増改築の場合 1,340㎡ 527,000,000円

資料館 360㎡ 380,000円 136,800,000円

展示 200㎡ 100,000円 20,000,000円

儀式空間 460㎡ 330,000円 151,800,000円

多機能型生活館 520㎡ 420,000円 218,400,000円



事業費

■年間利用者数の想定

博物館総合調査（H27.4 国立教育政策研究所）によれば、設置者別、博物館の種別、面積規

模、配置人員数などから年間利用者数を想定することができる。当該施設を、町立、郷土・歴史、

1,000㎡規模、３名体制という設定から想定すると、年間利用者は10,000〜20,000人と想定

することができる。事業計画では、収入を過大に設定することを避け、自立、安定した運営がで

きるように事業計画を検討する。

また、入館者を増やす取り組みとしては、①広報活動の増強、②特別（企画）展の積極的開催、

③学校との連携、④講座や教育普及活動の積極的実施、⑤各種団体との連携強化の順で効果をあ

げている。当該施設の事業計画の作成についても参照する。

■事業費

（１）収入

※教育旅行白書（公財：日本修学旅行協会）：体験学習（農山漁村体験）約2,000円/回

※科学博物館におけるミュージアムショップのあり方調査検討委員会報告書（一財：全国科学博物館振興

財団）：来館者の約16％がショップで何らかのものを購入、平均購入額は約1,000円/人、修学旅行生は

約500円

※公共施設マネジメント白書：貸室の稼働率は平均約40％→20％（年間開館日300日）

１９

１、入館料収入等（約10,000人/年と想定） 2,900,000円

基本展示観覧料 約10,000人

テーマ展示観覧料 約1,250人/回*4回/年

年間パスポート料 約100人

賛助会員会費 約300人

２、事業収入 11,040,000円

文化伝承人材育成事業
文化伝承企画（6回）
イオル再生

教育情報発信事業 修学旅行受入、学習支援、レファレンス等

体験交流人的交流事業 体験プログラム（6回）

研究企画事業 商品販売、講演収入

施設管理運営事業
広告及び貸室収入
施設管理受託

３、助成金・補助金 5,328,000円

助成金・補助金等 国や町などからの助成・交付金など

小 計 19,268,000円



事業費

■事業費

（２）支出

２０

１、事業費 5,890,000円

文化伝承人材育成事業 イオル再生、講座

教育情報発信事業 レファレンス（図書購入等）

学習支援活動費（備品購入）

アウトリーチ（移動巡回）

広報宣伝（広告掲載PR誌
収入の約５％

体験交流人的交流事業 文化伝承

研究企画事業 旅費交通費

特別展企画 展示替え保守

企画準備

広報

資料の保存修復等

２、光熱水費 2,000,000円

３、施設維持保守管理費 500,000円

４、人件費 10,800,000円

施設長 施設マネジメント

運営管理部門 主任 専門員（学芸員）

維持管理部門 主任 受付保守管理等

５、その他 78,000円

その他雑費

小 計 19,268,000円

収入計 19,268,000円

支出計 19,268,000円



ホイナシリチャシ跡史跡指定範囲

山腹崩壊危険地区

保安林

山腹崩壊危険地区

■関連法令等位置図

文化財保護法 拠点空間整備の対象であるエリアは、シベチャリチャシ跡、ホイナシリチャシ跡の２
つの史跡を有する。文化財保護法により、史跡に関しその現状を変更し、又はその保
存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければなら
ない。

新ひだか町都市公園
条例

拠点空間整備の対象であるエリアは「真歌公園（都市公園）」となっており、基本的
に、新ひだか町都市公園条例に規定された「行為の禁止」に則る必要がある。

森林法 シベチャリチャシ跡、ホイナシリチャシ跡の史跡指定範囲の大部分が、森林法による
保安林（土砂崩落保安林）に指定されている。保安林では、都道府県知事の許可を受
けなければ、立木の伐採、立木の損傷、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採
取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をして
はならない。

鳥獣保護区 シベチャリチャシ跡、ホイナシリチャシ跡の史跡指定範囲の一部が鳥獣保護区に指定
されている。鳥獣保護区の規制により、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等が禁止さ
れている。

山地災害危険地区 シベチャリチャシ跡、ホイナシリチャシ跡の史跡指定範囲の川沿い斜面地の一部が、
山地災害危険地区に指定されている。山地災害危険地対策として都道府県が土石流対
策などを推進している。

拠点空間整備で配慮すべき事項
（法的制限・権利関係等）

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
案

平成31年2月15に閣議決定された「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案」において、以下に関する法律の特例措置等が位置
づけられている。
・国有林野の林産物採取についての特例
・さけの捕獲について、都道府県知事等による配慮
・地域団体商標に係る出願の手数料及び登録料を減免 する措置

拠点空間の整備に向けて関わる法的制限や配慮すべき事項等について以下に整理し、これ
らを踏まえながら拠点空間の整備事業を遂行する。

史跡名

本質的価値を構成する枢要の諸要素 指定地にあって、本質的価値を構成す
る枢要の諸要素以外の諸要素

遺構
出土遺物

遺構・遺物と直接
的な関係を有する
空間(景観)

史跡の保護
に有効な要
素

史跡の保護上調整が必要
な要素地上に表出し

ている諸要素
地下に埋蔵され
ている諸要素

シベチャリ
チャシ跡

壕、郭(単郭) 柱穴、竪穴状の
遺構(倉庫)、壕状
遺構、焼土

鉄器、陶磁器、
漆器、骨角器、
動物遺存体等

段丘面と段丘崖
(地表面と崖)

治山施設
史跡案内解
説板

展望台と付属石段、防護
柵、飛石、園路、太鼓橋、
記念碑、置石、遊具施設、
水吞場、照明灯、物置

ホイナシリ
チャシ跡

壕、郭(単郭)、
盛土

擦文文化期以前
の溝跡

鉄器、陶磁器、
漆器、骨角器、
動物遺存体等

丘頂面と丘複斜面 治山施設 真歌浄水場、公衆便所、
園路、防護柵、太鼓橋、
記念碑

２１

真歌公園（都市公園）範囲

鳥獣保護区

主たる構成要素である遺構の範囲

シベチャリチャシ跡史跡指定範囲



●販売会に立ち寄った理由 ●アイヌ民工芸品の認知度

●売上金額・購入者数の推移（１日あたりの平均値）

ヒアリングの主な意見

アイヌ
文化への
興味

・アイヌ文化や刺繍を学びたい
・アイヌ工芸品作家と話したい
・作品や文様に込められている意味が知
りたい など

購入の
意向

・オーダーメイドで作品を頼みたい
・⾝近に⺠工芸品が買える店が欲しい
など

その他
・漫画がきっかけで興味を持った
・文様のデザインがおしゃれで新しく感
じる など

●販売会来場者へのヒアリング結果（平成30年度実施）

• アイヌ料理の試食会を実

施し、アイヌ民族の食文

化への興味を調査した。

• 札幌市内の20代～70代

の42名の参加があり、

鮭のオハウやイナキビご

飯などを提供した。

平成25年、平成29年～令和元年度に札幌市内で実施したアイヌ民工芸品の試行販売会の
実績から、アイヌ文化やアイヌ民工芸品に対する関心が高まっていることを把握しており、
恒常的で自立した組織運営に向けて、アイヌ・プロダクトの開発と販売は不可欠である。こ
こ数年で購入者は約２倍になっている。

— アイヌ文化拠点空間の運営母体の構築と自立運営
に向けたビジネス展開—

アイヌ文化への関心の高まり

〈平成25年度・平成29年度 アイヌ民工芸品販売会実施時の来場者意向調査 結果〉

〈札幌駅地下歩行空間におけるアイヌ民工芸品試行販売会の結果〉平成29年～令和元年度に４回実施

〈アイヌ料理の試食会の実施（平成29年度実施）

２２



既存施設の状況

■シャクシャイン記念館

概要

竣工：1978年（築42年経過）

建築面積：340m２

構造：鉄骨・鉄筋コンクリート造 平屋建

２３

■施設的な課題

・シャクシャイン法要祭の参加者増加に伴い、施設が手狭となっている。

・多様な伝統活動を行いたいが、調理室、研修室などの機能が不足している。

・施設が老朽化しており、雨漏りなども起きている。

・トイレスペースが手狭なため、利用に支障が出ている。



既存施設の状況

■アイヌ民俗資料館

概要

竣工：1982年11月（築38年経過）

建築面積：357m２

構造：鉄筋コンクリート造 平屋建

２４

■施設的な課題

・二つのアイヌ文化の伝承には展示スペースが手狭となっている。

・展示スペースの拡張を行いたいが、床面積が不足している。

・施設が老朽化しており、利用に支障が出ている。

・トイレスペースが手狭なため、利用に支障が出ている。
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