
　平成９年、アイヌ文化振興法が制定・施行され、同法の指定法人であ
る（財）アイヌ文化振興・研究推進機構（札幌市）が、アイヌ文化の振興や
普及啓発を進めてきました。
　平成19年に、「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が採択されて
以来、アイヌ政策は新たな段階に入りつつあります。
　現在、「アイヌ政策推進会議」（座長：内閣官房長官）において、
■ 「民族共生の象徴となる空間」の整備（北海道白老町ポロト湖畔に整備予定）

■ 国民理解の促進
■ アイヌ施策の全国的展開
など新たな取組に向けて、積極的に検討を進めています。

近年のアイヌ政策の展開

ポロト湖畔にたたずむ伝統的家屋（チセ）（白老町・アイヌ民族博物館）
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社員からお客様へ
新たな価値観の
ステークホルダーとの共有 イオン北海道 株式会社

■所在地　札幌市白石区本通21丁目南1-10
■代表者　柴田 祐司
■URL　http://www.aeon-hokkaido.jp/home.html

外部からの声・道庁との包括連携協定きっかけ

従業員向け勉強会
　2012（平成24）年10月5日に、イオン北海道のイ
オンモール札幌平岡イオンホールでは、従業員向けに

「アイヌ文化教室」が開催されました。同社では、従業
員の勉強会に時間を割くことがよくあり、これまでに
も東日本大震災のドキュメンタリー映画の鑑賞会や、
認知症等をテーマとした勉強会を行っています。
　今回の「アイヌ文化教室」は、午前（10〜12時）と
午後（13〜15時）の二部制で開催し、従業員にはどち
らかを選んで参加して頂くという仕組みで、講師として北海道アイヌ政策推進室の方をお招きし、
子供向けアニメでアイヌ民族の物語を鑑賞するほか、アイヌ刺繍や音楽など文化全般を学ぶとい
う内容でした。
　参加した従業員には大変好評で、イオン札幌平岡店の店長から再度の開催を求められたほどです。
イオン北海道では、「2013（平成25）年度には、札幌だけではなく苫小牧、釧路、旭川などでも開催
したい」と考えています。

「アイヌ文化ふれあいDay」の開催
　また、2012（平成24）年10月13日には、同店イ
ベントホールにおいて、北海道アイヌ政策推進室の
主催で、お客様向けにアイヌ文化を発信するイベン
ト「アイヌ文化ふれあいDay」が開催されました。イ
ベント開催に当たっては、北海道白老町の財団法人
アイヌ民族博物館にもご協力いただきました。
　イベントでは、ムックリの実演、アイヌ語由来の
地名当てクイズ、民族衣装での記念撮影会などが行

われました。イベント当日の主要紙朝刊に「アイヌ文化 大型店で発信」の見出しで記事が掲載さ
れこともあり、延べ400人以上のお客様に参加していただき、驚くほどの盛況ぶりでした。

ムックリを全員で練習

アイヌ舞踊
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重要なのは
「みんな」での取り組み

　今回、行政に対し、イオン北海道から、アイヌ文
化振興への支援に向けて、北海道の様々な企業に
よるサポーター制度を創設してはどうか、という
提案をしたいと考えています。これはアイヌ文化
の勉強会などに参加して頂いた方にご協力いた
だき、サポーターとして登録するものです。サポー
ターの人数を数値目標とすることで、制度に参加
している様々な企業が取り組みやすくなると考
えます。
　イオン北海道では、2008年に食品レジ袋の無
料配布を全店舗中止しました。こうした取り組み
が実現したのは、イオン北海道だけではなく、行
政、消費者協会、環境NPO、そして小売業界といっ
た「みんな」で取り組んだ結果です。つまり、たと
え商売上のライバルであっても、環境や社会貢献
といった取り組みでは、みんなで一緒に行動する
ということが非常に大切なのだと考えます。

会社理念と
お客様の声から

　イオングループでは、｢グローバルレベルで通
用する経営水準と地域に根ざしたベストローカ
ル、その双方を高いレベルで実現する企業を目指
す｣という考えをトップが提唱しており、社会貢
献については、取り組んで当たり前というイオン
のDNAのようなものがあります。
　そのような中、2011（平成23）年の冬ごろ、お
客様サービス窓口にかかってきた電話の中に、ア
イヌ文化に関する取り組みを求める声がありま
した。これを知ったイオン北海道CS・社会貢献部
は、すぐに北海道アイヌ政策推進室に相談しまし
た。これは、同年までにイオン北海道及びイオン
本社が北海道と包括連携協定を結んでおり、既に
人的なパイプができていたためです。
　北海道でもアイヌ文化に関する様々な取り組
みを企業と一緒にやりたいと考えていたところ
であり、考えが一致した両者の間で検討を重ね、
勉強会とイベントを開催することになりました。
イオン北海道の従業員自身からも、アイヌ文化に
ついてあまり知らないという声があり、まずは自
分たちから始めなければと考え、左記の取り組み
の実施に至りました。

行政との
密接な連携を

　勉強会やイベントの開催に当たりイオン北海
道が重視したのは、北海道庁との密接な連携で
す。行政が企業の後ろ盾になって様々な取り組み
をサポートしていただくことにより、企業が安心
して取り組むことができる環境が生まれます。行

グローバルな視点とローカルな視点を
併せ持つ「グローカル企業」

政と共同で行った取り組み内容を、行政のホーム
ページなどでも積極的に広報していただくと、
我々にとっても励みになります。
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様々な「北海道」を
見せることができた

　サッポロビール(株)及びサッポロホールディ
ングス(株)は、「食」分野を中心とした北海道ブラ
ンドの向上を図るため、2007（平成19）年に北
海道庁と包括連携協定を結んでいます。これを受
け、北海道の活性化及び文化の継承という観点で
行ったのが、上記の取り組みです。

道産子感謝Day ～感謝の気持ちを、北海道のみなさまへ～
　2012（平成24）年7月1日、ビヤフェスティバル「サッポロビール☆道産子感謝Day」が、札幌
市東区のサッポロガーデンパークで行われ、大勢の入場者に生ビールを飲み干していただきまし
た。このイベントは、当社の発祥の地北海道に感謝を込めて開催していて、全道各地の旬の食材を
扱ったブースも多数登場し、毎年、大勢のファンで賑わっています。
　そのような中、ステージ上には、「アイヌ古式舞踊」を披露する札幌大学ウレシパクラブの学生
たちの姿がありました。会場中の視線を一手に受け、額に汗しつつ、真剣な眼差しで踊る学生たち
の表情からは、緊張感が伝わってきました。アイヌ古式舞踊の披露に当たっては、札幌大学の本田
副学長から会場に対してご説明があり、来場者の関心が集まっていたのです。
　当社では、毎年「道産子感謝Day」の中で特設ステージを設け、道内
の自治体によるPRや、YOSAKOIソーランのチームによる演舞、コン
サドーレ札幌のキャラクターショーなど、北海道にゆかりの団体が各々
の魅力をＰＲする場を提供し、来場者との橋渡し役を担っております。
　アイヌ文化に関するものは今回が初めてでしたが、そのきっかけ
となったのは、開催にあたり、アイヌの若者たちを毎年一定数受入れ、
未来のアイヌ文化の担い手として大切に育てていくなどの取組（ウ
レシパ・プロジェクト）を行っている札幌大学からお話をいただいた
もので、その理念が当社の考え方と一致したものでした。

　多くの人が集まってビールと地元の名産品を
楽しむ、そのようなスペースでアイヌ文化のＰ
Ｒの場を設けたことで、ビールを飲みながらア
イヌ文化に親しみ、触れ合ってもらう事ができ
たことが良かったと考えています。中には、他の
YOSAKOIソーランや、コンサドーレ札幌のダン
スパフォーマンスと比較して、堅苦しい、ちょっ
と重いなと感じる人がいたかもしれません。です

北海道の
豊かさを伝えたい サッポロビール 株式会社

■所在地　札幌市中央区北一条東4-8-1 
■代表者　泉山 利彦
■URL　http://www.sapporobeer.jp/ 

道庁との包括連携協定きっかけ
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きっかけづくりとしての支援
　行政からは、資金面のほかアイヌ文化を知るきっ
かけづくりをしていただきたいと思います。カナ
ダのバンクーバー国際空港ではターミナルに先
住民のオブジェを展示し、訪れた方々にまず空港
で知ってもらうという取組がされています。北海
道でも、新千歳空港という情報発信基地を活用し
て、小さな博物館や体験コーナーを作ることがで

が、これらは皆北海道の文化の姿です。いろいろ
な北海道の姿を見せることができたということ
が良かったのではないかと思います。

北海道内の旅行業界Ａ社
全社員対象にアイヌ文化研修
　北海道内に複数の拠点を持つ当社は2012（平成24）年春、道内の全社員を集めた研修会を札幌市内で開催
しました。研修のメーンプログラムとして、アイヌ文化の研究者にお越しいただき、アイヌの歴史や文化につ
いて約１時間半の講義をしてもらいました。
　当社では、アイヌ文化関連施設に立ち寄るツアー商品も多く扱っていますが、実はほとんどの社員がアイ
ヌの歴史や文化について、よくは知らなかったのです。本当は、アイヌの文化は知れば知るほど面白く、言語
にしても、民話にしても、動物・自然のとらえ方にしても、アイヌの人たち以外の者から見て非常に興味深い
点が数多くあります。北海道の大切な文化であり、大事な観光資源でもあるのですが、旅行会社の社員が知ら
ないのだから、観光で来られたお客様に対して面白い話題を提供できるはずもありません。せめて簡単な説
明程度はできるようにならなければいけないということから、社長の判断で研修を実施しました。
　この度の研修では、営業職や事務職など、観光客と接しない部門の社員を含めて全社員が講義を聴きました。
聴講後には、誰もが「感動した、勉強になったと口々に言っていました。このアイヌ文化研修については、道外
から来る修学旅行客にもお奨めしており、すでに何度か実施しており、とても高い評価を受けています。

人々の営みと文化、
そして「お酒」をつなげる企業

きれば、アイヌ文化に触れ、地域に足を伸ばして
もらえるきっかけを作ることができると思います。
　また、当社は箱根駅伝をスポンサードしている
ため、箱根町と接点があるのですが、箱根駅伝の
往路優勝チームには、この町の伝統的工芸品であ
る寄木細工で作られたトロフィーが渡されてい
ます。文化を伝えていくにはこのようなやり方も
あると思います。名刺入れやスマートフォンケー
ス、ストラップといったノベルティを作成し、そ
こから文化が広まっていく。そのようなきっかけ
もいいのではないでしょうか。
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三井物産株式会社
■所在地　東京都千代田区大手町1丁目2番1号
■代表者　飯島 彰己
■URL　http://www.mitsui.com/jp

社内外の動ききっかけ

社有林でのアイヌ文化保全活動
　三井物産では、当社社有林の一つ、北海
道平取町にある沙

さ
流
る

山林でアイヌ文化の
保全・振興活動を行なっています。
　2010年4月、社団法人北海道アイヌ協
会平取支部と協定を結び、アイヌの代表
的な木の皮の織物「アットゥシ」の材料と
なるオヒョウの木の育成や伝統家屋「チ
セ」に必要な木材の提供の他、沙流山林内
のアイヌの文化的所産の保全も行なって
います。
　また、同年9月平取町とも協定を結び、
国が同町で進めている「イオル（アイヌの
伝統的生活空間）再生事業」に協力してい
ます。

森林を活用した
文化保全

　沙流山林が社有林になったのは今から約100
年前の1911（明治44）年のことです。沙流山林
での林業を開始した当初から、アイヌの人々と現
場レベルでは様々な協力関係を結んできました。
そのような中、2007（平成19）年の国連宣言、翌
年の国会決議、2009（平成21）年の有識者懇談
会報告といった、アイヌ民族に関わる大きな動き
があり、当社としても、ステークホルダーである
アイヌの人々との協力関係をよりしっかりとし

た形で、深めていこうと考えるに至りました。そ
して、平取町の働き掛けなどもあって、2010（平
成22）年に、北海道アイヌ協会平取支部や平取町
と協定を結びました。これまでは個人・現場レベ
ルの関係であったアイヌの人々とのつながりが、
企業レベルでのつながりとなったことにより、こ
れまで以上に地域社会と円滑なコミュニケーショ
ンが取れるようになったと考えています。これは、
土地に根ざした産業である林業を進める上で重
要なことです。

森を通じて
アイヌ文化を守る

事例紹介

事業活動の未来を見据えて

オヒョウの木 アットゥシ

伝統家屋「チセ」
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一つのモデルとして

　山林経営は厳しい状況にありますが、森林の豊
かな環境を保つために森林管理をしっかりと行っ
ていかなければなりません。三井物産では、日本
の森林を再生させるための一つの森林管理のモ
デルになればと取り組んでおり、多くの方々にも
森林への関心を持っていただきたいと思ってい
ます。
　そして、自然と共生してきたアイヌ文化の素晴
らしさをもっと広く国民全体に知ってもらえる
と、様々な点で良い循環が生まれてくると考えて
います。
　森林は、健康にもよく、自然それ自体が観光資
源ともなり得る。そこにアイヌ文化との触れ合い
などが加わると、観光産業としても可能性を秘め
ていると思います。

ゾーニングによる
文化・森林資源の保護

　三井物産では、沙流山林を含む全国74カ所に
ある全ての社有林を、生物多様性保護の観点から

「何のために使う山か」というゾーニングを行っ
ています。例えば、林業を行う「循環林」、水源保
全のために保護する「水土保護林」などと設定し
ていますが、その中で、京都の清滝山林と並ん
で、沙流山林の一部を「文化的保護林」に区分し
て管理しています。森林資源を保護しながら、日
本の先住民族であるアイヌの文化の保全や振興
のために役立てていただこう、という趣旨です。
こうした適切な森林管理により、当社の山林約
44,000haは、全て国際基準のFSC®認証を受け
ています。
　平取町、そして地元のアイヌの人々とのお付き
合いは100年以上の積み重ねがありますが、協
定を結んだことにより更に地域やアイヌの人々
とのコミュニケーションが深まってくると、山林
でも協力できることが色々とあることがわかっ
てきました。例えば、アイヌの伝統的衣装に用い
るオヒョウの木が探してもなかなか見当たらな
いとなれば、苗畑でオヒョウの種を植え、育て、そ
れを山に戻すといった取り組みにつながりました。
また、沙流山林内にある※チャシ跡などの文化的
所産も網羅的に調査し、その保全に協力していま
す。今後に向けては、平取町の産業振興などにつ
いても検討を始めています。地元の声とビジョン
をまとめる町との協働が不可欠です。
※チャシ……砦や城、柵など

アイヌとのつながりを
未来へ発展させていく企業

オキクルミカムイ（アイヌの神）のチャシ伝説地



アイヌ文化と
「染め」の相性に着目

　福岡県福岡市にある香蘭女子短期大学は、4学
科から構成された短期大学です。
　そのうちの1つであるファッション総合学科
では、ファッション業界で活躍できる技術と知識
を身につけ、さらに人間力を育成することを教育
目標としています。この目標を達成するために、
学内での授業・演習に加えて、授業で身につけた
知識や技術を実践または発揮する場として、海外
でのイベントでは展示やファッションショーを
行い、ショップでの学外実習では商品ディスプレ
イから接客対応などを実際に体験しています。
　そして、集大成ともいえるのが、約30年続く
恒例の学校行事である『卒業記念ファッション
ショー』です。福岡市最大の繁華街・天神地区にあ
る福岡三越で開催される本格的なショーには、毎
年多くの注目が集まっています。

学校法人 山内学園 香蘭女子短期大学
■所在地　福岡県福岡市南区横手1丁目2-1
■代表者　坂根 康秀
■URL　http://koran.ac.jp/

担当者のイニシアティブきっかけ

アイヌ文化をモチーフとしたオリジナルデザインを作成
　香蘭女子短期大学ファッション総合学科では、2年間の学びの集大成として、毎年卒業記念ファッ
ションショーを開催しています。
　ショーは、一般のお客様は勿論、ファッション関係者からも高い評価を得ており、主役となる2
年生は前半の6か月間を知識習得に、後半の6か月間を衣裳の制作に当て、プロの指導のもとモデ
ルやヘアメイクにもチャレンジします。
　2012年のテーマは「知る・究める・学ぶFolklore Fashion」（民族のファッション）。それぞれ
のゼミ毎に、アイヌ民族を含む世界各地の先住民族の文化をモチーフとした衣裳を披露しました。

　卒業記念ショーの内容については、毎年春に決
定される全体テーマの元、各ゼミごとにモチーフ
が異なります。自作の服を自ら着るのが伝統で、
学生たちは半年間かけて考えた衣裳を身にまと
い、華やかなステージで何度もポーズを決めます。
2012年のテーマ「Folklore Fashion」について、
前年は地域に目を向けさせるテーマ「KYUSHU
の工芸・民芸をFASHION DESIGNへ」から、今
度は世界へ目を向けさせることをねらい、河地洋
子学科長が主導して決定しました。それを受け、
教師陣の1人である津留﨑順子講師は、自身の専
門である「染め」がアイヌ文様の表現手法として
相性が良いことに着目し、自身のゼミでのモチー
フを、染めによるアイヌ文化の表現とすることに
しました。
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ファッションと
アイヌ文化の出会い

事例紹介

新たな価値観の発見



アイヌ文化の
普及・発展への突破口に

　来年以降の取り組みとして、2014年2月に開
催するショーについては全体テーマを「アイヌ」
とし、会場となる福岡三越で「アイヌ工芸品展」の
ような展示と販売を同時に開催することや、さら
には同様のショーを北海道でも開催することが
できないかと考えています。福岡を含め、九州で
はアイヌ文化について全くと言っていいほど知
られていません。ですが、だからこそ、アイヌの文
化等に対する普及啓発のさらなる展開と情報発
信の強化による効果は非常に大きく、意義のある
ことだと思います。
　アイヌ文化を取り入れたファッションを見た
アイヌの方々は、最初のうちは違和感があるかも
しれません。ですが、これが新しい刺激になり、1
つの突破口にはなるのではないかと思います。

九州における、アイヌ文化との
さらなる出会いの創出を

　今回の取組に当たっては、北海道を中心とする
アイヌ関連団体との協働は、地理的な問題もあり
できませんでしたが、そのこと以上に驚いたのは、
福岡市内・福岡県内の公立図書館にはアイヌに関
する書籍が全くと言っていいほど、無いというこ
とでした。教師は勿論、学生がアイヌについて学
ぶための書籍や資料を収集することが非常に困
難で、僅かな、しかも古い書籍やインターネット
による情報を頼りに学習・制作に励みました。
　作成したアイヌデザインの衣裳の中には、鮭の
皮でできている魚皮衣をモチーフとしたものが
ありました。実際には鮭の皮を入手することは非
常に困難であったため、和紙を魚皮の代わりとし
て同じ手法で作成したのですが、ショーをご覧に
なった一般の方からは「鮭の皮にそんな使い道が
あるのですか」といった反応があり、初めてアイ
ヌ文化に触れる九州の方々に、驚きと感動を与え
られたのではないかと考えています。また、より
多くのアイヌに関する情報が、この九州において
も身近にあることを強く望みます。

「創志・自立・教愛」の学訓のもと、
伝統を学び、次の段階を目指す学校
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お菓子セットにアイヌ文様のしおり
　緑豊かな北海道・砂川の地にこだわり続ける株式会社北菓楼は、2011(平成23)年秋、同社を代
表するお菓子の詰め合わせギフト「きたかろう」を新発売しました。この「きたかろう」の名を冠し
たギフト商品は、「北のお菓子の楼閣を目指して」誕生した当社の思いを存分に味わっていただけ
る商品であり、当社の各直営店や通信販売で販売しており、道内では主に贈答品として広くお求
めいただいております。
　同時に、ギフトの箱の中に入れるしおり（10cm四方）には、アイヌ文様風のデザインをほどこ
しました。北海道の菓子メーカーとして、北海道らしいデザインとは何かを模索し続け、たどり着
いたのが「アイヌ文化」でした。このデザインの検討にあたっては、アイヌ文化の専門家に相談に乗っ
てもらいました。ただし、本当に様々な贈答の場で使われるギフト商品でもありますので、あまり
にも強くアイヌ文化を前面に打ち出すのではなく、北海道に根ざす文化としてさりげなく表現し
たというのが当社の一つの判断です。このため、しおりには純粋にアイヌ文様風のデザインのみとし、
文章などでの説明は加えておりません。それでも、お客様には北海道らしさを感じてもらってい
るのではないかと考えています。

株式会社 北菓楼
■所在地　北海道砂川市西1条北19丁目2番1号
■代表者　堀 昭
■URL　http://www.kitakaro.com/

担当者のイニシアティブきっかけ
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「北海道らしさ」を
アイヌ文化から

事例紹介

デザインの差別化を目指して



担当者のイニシアティブ したりできる機会をつくってもらえたらよいと
思います。特に道外から訪れる観光客の方々を
ターゲットにするべきです。お土産を主力とする
菓子メーカーとしては、観光客の皆様に訪れてい
ただいてこその私たちの商売、という面もありま
す。北海道の自然や食の豊かさだけではなく、ア
イヌの人たちの独自の文化についても知ってい
ただけたら、それは素晴らしいことだと思います。

　アイヌの人たちは今、どちらかと言えば憧れの
対象として見られることも増えてきているので
はないでしょうか。一つの大きなきっかけになっ
たのは、2008（平成20）年に行われた北海道洞
爺湖サミットだと思います。先住民族としてのア
イヌ文化が、肯定的なトーンでメディアに多く取
り上げられるようになりました。
　望まれる政策としては、アイヌ文化について、
もっと多くの人が目や耳にしたり、あるいは勉強

アイヌ文化、
道外の人にも

贈答品を地域色で彩る
お菓子メーカー
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北海道内の観光業界Ｂ社
日帰りバスでアイヌ文化に触れる
　北海道内で日帰りのバスツアーを主催しており、夏季・冬季でそれぞれ数種類のコースを設けています。全
コースのうちほぼ半分で、白老町にあるアイヌ民族博物館などのアイヌ文化関連施設を訪問先に組み込んで
います。主なターゲットは個人旅行客や外国人客です。来道前に行動予定を組んでいなかったり、自由行動の
日に何をするか決めていなかったお客様に利用してもらうことを想定しています。当社のホームページのほか、
４種類の言語（日本語・英語・繁体字・簡体字）で書いたパンフレットを主要ホテルに置いてもらってＰＲして
います。もちろんアイヌ関連施設についても外国語で簡単な説明を書いています。また、北海道内の地名はア
イヌ語由来のものが多く、このことについても説明を加えています。日本に興味を抱いてやって来る外国人
の中には、先住民族としてのアイヌ民族について関心を持つ人も少なくないはずです。まだ事業を開始して
間もないのですが、今後当社のサービスの認知度を高めて、観光客の皆様にアイヌ文化を紹介する一翼を担
いたいと考えています。



鶴雅グループ 株式会社 阿寒グランドホテル
■所在地　北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4-6-10
■代表者　大西 雅之
■URL　http://www.tsurugagroup.com/

担当者のイニシアティブきっかけ

「レラの館」設立とアイヌ文化の発信空間の開設
　2006（平成18）年、鶴雅グループではホテル「あかん遊久の里鶴雅」にて「レラの館」を設立しま
した。これはアイヌ文様をモチーフにしたデザインを多用する客室群で、壁などの内装、小物、寝
具など至る所にアイヌ文様のデザインをほどこしています。
　また、同ホテルが2012（平成24）年6月に「鶴雅ウィングス」としてリニューアルする際、アイ
ヌ文化を発信する空間を設けました。アイヌ文化を取り入れた木彫作品ギャラリーの開設や大浴
場の壁を使ったアイヌ民話の紹介のほか、中庭アイヌアートガーデンには阿寒湖の神々と先人達
へのイヤイライケレ（感謝）思いを込めた火のモニュメント」を設置しました。ここではアイヌ文
化を取り入れたオブジェが阿寒湖を背景として設置しており、館内各所から眺めることができます。
この庭は同年秋、「鶴雅ウィングス庭園遊歩道」として、第14回釧路市景観賞に選ばれました。

アイヌ文化を前面に出したおもてなし
　『阿寒地域のアイヌ文化発信基地になるんだ』という鶴雅グループの思いは設備だけではなく、
宿泊客へのおもてなしにも見られます。「鶴雅ウィングス」では、毎晩、地元のアイヌの人々などが
阿寒の歴史や文化について宿泊客に語る「語り部の夕べ」という無料イベントを開催しています。
聞き終えた宿泊客には「イランカラプテ」とその意味を記載した聴講証明書を渡していて、その数
は既に5万枚を超えています。また、宿泊客全員に、表紙にアイヌ文様デザインを使った施設案内
パンフレットを配っています。
　今後は「語り部の夕べ」の発展形として、蝦夷
地の探索家であった松浦武四郎について、「語り
部の夕べ」で触れた翌朝に、彼の歩いた道をアイ
ヌの人々と一緒に歩くといった取り組みを考え
ています。また、観光客が夕食前後の時間や旅館
を出発するまでの時間などを有意義に過ごして
もらうため、阿寒の街全体で、アイヌの人々によ
るアイヌコタンを中心とした街歩きガイドを行
うことに力を入れたいと考えています。
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アイヌ文化で空間を作る

事例紹介

ここにしかない
コア・コンピタンスの形成



官民一体となった街づくり
　行政との連携も、観光振興を行う上で欠かすこ
とはできません。釧路市はアイヌコタンの隣に「阿
寒湖アイヌシアター イコロ（宝の意）」を建設し
ました。2012（平成24）年4月29日に正式オー
プンしたこの施設は、古式舞踊やユーカラ劇など、
多種多様な文化表現の舞台を間近で感じること
のできるシアターです。シアターは地元企業によ
り構成された運営委員会によって運営されてお
り、国からの支援、地元企業からの寄付のみなら
ず、運営委員会に参加している企業が自ら資金を
出しています。このように、官民一方に負担が偏
らない、一体となった取り組みにより、阿寒の街
づくりは進められています。

郷土の力を見直す時が来ている
　阿寒では毎年阿寒湖の宝“まりも”を護るため
に始められた「まりも祭り」が開催されています。
この祭りには全国から多くのアイヌの人々が集
まり、アイヌコタンの大自然の神々に祈りを捧げ
る儀式が執り行われています。そのような中で、
他地域から来られたアイヌの人々からは「阿寒の
アイヌは幸せ」という声が聞こえてきます。阿寒
という街の中では、アイヌの人々のポジションが
非常に高く、アイヌ民族の役割の大きさというも
のがしっかりと認知されているのです。
　このように観光地づくりの主役にアイヌの人々
が出てきたのは、この10年ぐらいのことです。他
の観光地も自らの郷土が持っている力を見つめ
直し、表に出していくようになれば、すぐに変わっ
ていけるだろうと考えています。

　鶴雅グループは、道東エリア（阿寒、屈斜路）、サ
ロマ・オホーツクエリア、道央エリアに温泉旅館
を展開し、国立・国定公園内の豊かな自然を背景に、
それぞれの「地の物語」を届けている企業です。
　社長（大西氏）が2006（平成18）年に阿寒観光
協会の会長に就任した際、『阿寒湖温泉をアイヌ
文化で染め上げ、アイヌ文化の発信基地にしよう』
という目標を掲げました。
　1950年代後半から1970年代前半にかけての
日本経済の高度成長期、観光のスタイルは主に団
体周遊観光で、各地の観光スポットを駆け足で巡
るものであり、地域の個性を出す必要はありませ
んでした。観光客のおもてなしを行うのは、あくま
で夕方宿についてから朝お見送りをするまでである、
というスタンスです。しかし、21世紀に入ってから
団体周遊観光は激減し、成熟した観光客は目的を持っ
て観光に来るようになりました。そのニーズに対
応するためには、観光地が何を観光客に訴えたい
のかという事を明確にすることが必要なのです。

時代と共に変わるおもてなしの姿

　そこで、自分たちの郷土が持っている力とは何な
のかということを考え、アイヌ文化を前面に押し出
すことを考えました。そして、観光協会のリーダーと
して、まず自分の経営する宿をアイヌ文化の発信基
地にしようとして行ったのがこれらの取り組みです。
　アイヌ文化を紹介する切り口は様々なものが
あります。アイヌ文様だけではなく、アイヌの風習、
食、音楽、さまざまな工芸、言葉、そして物語…何
らかの切り口をそれぞれの施設が取り入れ、発信
していこうということが、現在、鶴雅グループで
行っていることです。

観光地としての個性を求めて

深く美しい
「北の地の物語」を伝える企業
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株式会社 JTB北海道 
■所在地　北海道札幌市中央区北1条西6丁目1-2 アーバンネット札幌ビル8F
■代表者　古田 和吉
■URL　http://www.jtb.co.jp/hokkaido

担当者のイニシアティブきっかけ

白老町と連携、「ポロトコタンの夜」立ち上げ
　ＪＴＢ北海道は、財団法人アイヌ民族博物館（北海道白老町）で毎年実施されているイベント「ポ
ロトコタンの夜」（アイヌ民族に伝わる伝統的な「祈り」、「歌」、「踊り」、「食文化」を幻想的な雰囲気
の中で紹介・体験していただくための特別プログラム）に、創設時から企画・宣伝で協力をしています。
当社のポスターや旅行パンフレット、インターネットでＰＲするのはもちろん、前売り券も取り扱っ
ています。
　同イベントの協力に至ったきっかけは、当社の社員に白老町出身者がいたことでした。私たち
は北海道に根ざす旅行会社として観光を通じた地域振興を大事な役目と考えており、その一環で
2002（平成14）年から２年間、その社員を白老町職員として派遣（出向）しました。ちょうど釧路
市阿寒地区で「イオマンテの火まつり」が始まったころで、白老町でも何かできないかという議論
になり、同町と連携してアイヌ民族博物館でアイヌ民族の儀式や舞踊を見てもらう催しを立ち上
げました。同イベントは昨年の2012（平成24）年に10周年を迎えました。当社ではイベント創設
時から、コンビニエンスストア内に設置してある発券端末を通して前売り券を販売しています。例年、
このシステムを通じて、300枚前後と安定した販売実績があります。

東京・銀座でアイヌ文化発信
　東京・銀座にあるソニービルでアイヌ文化を発信するお手伝いもさせていただきました。2011（平
成23）年12月29日から2012年1月15日の期間、ソニービル全館で「ソニービルで楽しもう！新・
北海道」イベントが実施されました。同期間中は、アイヌ文化の紹介をするために、アイヌの人た
ちや関係者の皆様に、北海道の白老町や釧路市阿寒から来ていただき、アイヌ民族の衣装をまとい、
古式舞踊や音楽を披露してもらいました。こうしたコーディネート役を務めたのが当社でした。
　ソニービルでは2009年から北海道と連携して、北海道の
魅力を伝えるイベントを開催していますが、アイヌ文化を取
り入れたのはこの時からでした。ターゲットは東京・銀座を
歩く一般の人々で、お客様の反応は非常に良く、初日（12月
29日）には5200人もの来場客がありました。また、CMで人
気の北海道犬“カイくん”の子ども“そらくん”が登場した1月
7日から9日も、連日5000人前後が入場する盛況ぶりでした。
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観光事業者と
アイヌ文化の共生

事例紹介

新たな事業創出の
可能性に向けて



事業者の立場から
アイヌ民族との共生を訴える

　白老町を始めとする自治体、(社)北海道アイヌ
協会、(財)アイヌ文化振興・研究推進機構とは頻
繁に連絡を取り合い、お互いに行き来もして、さ
まざまな企画やイベント等について日常的に意
見交換をしています。双方のコミュニケーション
は円滑にいっているのではないでしょうか。パン
フレット類など人目に触れるものについては、
誤った表現があるといけませんので、原則すべて
のパンフレット類を(財)アイヌ文化振興・研究推
進機構にチェックしてもらっています。
　私たちはアイヌ文化を観光業のビジネスとし
て取り扱っていることになりますが、現在、アイ
ヌの人たちがそのことに反発する、といったこと
は実際にはありません。むしろ、私たちの方から、

「観光客のニーズに合わせて古式舞踊や人形劇の
催しの時間を工夫しましょう」、「商店街の営業時
間を少し見直しませんか」といった御提案をする
こともあります。当社は観光業の立場から、今後
もアイヌ民族との共生に貢献していきたいと考
えています。

受け継がれる
初代社長の思い

　ＪＴＢ北海道は、ＪＴＢグループが地域ごとに
分社化した1990（平成2）年に発足しました。もっ
と以前なら、アイヌ文化は観光分野を含めて商売
に結びつけることが難しかったのかもしれませ
んが、当社は初代の社長がアイヌ文化に強く関心
を持っていたことに始まり、その意識が３代目と
なる現社長まで継承されています。ですから当社
内では、各事業にアイヌ文化を取り入れることに
異論が出ることは一切ありません。

アイヌ文化と
観光を結びつける

　アイヌ文化関連では、2011年度に多言語パン
フレットの作成も手がけました。釧路市阿寒の「イ
オマンテの火まつり」を取り上げたパンフレット
とＤＶＤの各国語訳（中国語の繁体字・簡体字、ハ
ングル、英語）です。完成に向けては、留学生など
に協力をお願いして幾重にもチェックをしまし
た。釧路市阿寒については、2013（平成25）年春
から、ＪＴＢのツアーで阿寒地域を訪れるお客様
全員に、「阿寒湖アイヌシアターイコロ」の人形劇
無料鑑賞券を特典としてプレゼントする計画で
おります。「日本の旬」と称した全国キャンペーン
の中の一つとして宣伝していく予定です。
　また、土産物店や交通機関など、お取引先様に
アイヌ文化に触れていただく機会をご提供した
こともあります。2011年6月に、北海道内のお取
引様でつくる「ＪＴＢハマナス会」の総会で、鶴雅
グループの大西代表をお招きして地域観光につ
いてご講演をしていただきました。そのお話の中
で、大西代表自らも取り組まれている釧路市阿寒

アイヌ文化への関心を
継承し続ける企業

におけるアイヌ文化の発信の取組についても触
れていただきました。聴講した道内の150社の方々
からは、感銘を受けたとの声が多く聞かれました。
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生活協同組合 コープさっぽろ
■所在地　札幌市西区発寒11条5丁目10番1号
■代表者　大見 英明
■URL　http://www.coop-sapporo.or.jp/

担当者のイニシアティブきっかけ

文化教室からアイヌ文化を発信
　コープさっぽろでは、多彩な文化に身近に触れる機会を提供しようと、「文化教室」と称して、た
くさんの講座を用意しています。そのメニューの一つとして2003（平成15）年から岩見沢南店（岩
見沢市）で、さらに翌2004（平成16）年からは札幌地区のソシア店においてアイヌ伝統刺繍の講
座を開始しました。
　講師にはアイヌ優秀工芸師（(社)北海道アイヌ協会認定）である石井美香さんお願いし、主に
40代から70代の女性が、石井講師の指導のもと、衣類やバッグにアイヌ伝統刺繍を正確に施し
ています。
　講座は6か月間で、毎月1回、1回あたり3時間で開講しており、受講料は1回あたり4200円に
しています。このような内容の講座の中では高額の部類になりますが、根強いファンの皆様がつ
いています。
　また、この講座で制作された作品は、年に一回、店舗内のスペースを活用して開催される展示会
に出品していただいております。こうした展示の機会を設けることにより、受講者の制作した作
品が多くのお客様に目に触れ、文化教室のＰＲに繋がるとともに、受講者の方々のさらなる励み
にもなっています。

20

スタッフの熱意から
組織の取り組みへ

事例紹介

社会貢献と事業の両立を目指して



担当者のイニシアティブ

きっかけは、
職員の思いから

　「文化教室」の講座メニューには、伝統文化に関
する講座から、音楽、健康、語学など多彩な講座を
用意しており、現在は計道内14ヵ所において、各
講座を実施しています。コープの組合員の皆様な
らどなたでも受講することが可能です。
　各店の文化教室担当スタッフは、あちこちの展
示会などに足を運び、様々な情報収集を独自で行
ない、よりニーズの高い講座内容を検討していま
す。その中で、「アイヌ文化に関する講座を開講し
てはどうかという話が出たことが、アイヌ伝統刺
繍講座の開講に至ったきっかけでした。

社会貢献活動と
事業の両立

　コープさっぽろにおいては、文化教室を毎年の
ＣＳＲレポートで報告しているとおり、社会貢献
活動として位置付けています。しかし、実際の運
営に際しては事業として行なっているものでも
ありますから、収支の面で、赤字になることだけ
は避けることを目指しています。現状においては、
多くの受講者の皆様の支えにより、「文化教室」は
基本的に黒字で運営できると考えています。

重要なのは
スタッフの意識

　各講座に一定の受講者を集めて実施していく
ために大事なことは、チラシに募集案内を載せる
ような単純な広報ではなく、スタッフ自身の思い
入れが大切です。各講座を担当するスタッフは正
社員ではなくパート社員ですが、講座内容の選定
の他、経理からチラシ作り、ホームページへの掲
載まで全てを担当しています。実際に講座を開講
するまでには、講座の内容を決めることから始ま
り、相応しい講師の方を見つけて折衝をする等、
いろいろな準備がありますが、各担当者は“自分
の講座である”という意識がありますから、一生
懸命に必要な作業を行っています。このように取
組を進めることは、単にコープ本部が指示を出し
てその方法どおり行うやり方と比較すると、より
熱意のこもったものになっています。

アイヌ文化に対する
取り組み

　コープさっぽろでは、アイヌ文化を講座メ
ニューの一つとして取り入れることに対しては
全く抵抗がありませんでした。アイヌ伝統刺繍に
ついては、恐らく皆さんもある程度知っているこ
とは知っているのではないかと思いますが、敷居
が高いとも感じていると思います。また、他の店
舗では受講者が集まらなかったことにより開催
には至らなかったのですが、手工芸講座の中で、
アイヌ伝統刺繍というのは他にはあまりない内
容のものですので、メニューとしてあってもよい
のかなという考えがあります。海外の民族文化に
ついては、皆様方はすぐに興味・関心を持つので
すが、アイヌの文化やアイヌ伝統刺繍にもすごく
よいものもありますので、このような触れる機会
を提供することもよいと思います。

多彩な文化に触れる
機会を提供する企業
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　政府では、アイヌの人々やアイヌの歴史・文化に関する国民理解の促
進に向けて、一層の取組を進めてまいります。
　特に、アイヌ文化を積極的に取り入れた取組を行おうとする企業・団
体等への協力・支援を一層強化し、国・地方公共団体だけでなく、アイヌ
の人々を含む多様な主体による幅広い活動が行われる社会を目指して
います。

さらなる理解促進に向けて

「イランカラプテ」は、「こんにちは」に当たるアイヌ語のあいさつです。
　ハワイでは「アロハ」、沖縄では「めんそーれ」。それぞれの地域には、訪れた人々
を暖かく迎える気持ちが伝わる「おもてなしの言葉」があります。
　アイヌ文化のふるさとである北海道には、「イランカラプテ」という柔らかい響き
の言葉があります。この言葉に「あなたの心にそっと触れさせていただきます」と
いう暖かい想いを込めて、北海道の「おもてなしの言葉」にしていきたいと思います。

　「イランカラプテ」キャンペーンは、アイヌ語のあいさつ「イランカラプテ」（こんに
ちは）を普及させ、北海道のおもてなしのキーワードとして、多くの道民・国民に認知
されることを通じて、アイヌ文化への更なる興味・関心を抱いてもらうことを目指す
プロジェクトです。
　平成25～27年度の3年間で、「イランカラプテ」が多くの人々に認知された社会
の実現を目指します。
　国（国土交通省、内閣官房）や北海道、(財)アイヌ文化振興・研究推進機構等の関
係団体と連携して、民間企業等にも広く参画していただけるキャンペーンとします。

（詳細は近日中に公表予定）

「イランカラプテ」キャンペーンの展開
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多様性への気付きが生む事業活動の新たな展開
企業・団体のためのアイヌ文化ガイドブック



アイヌ文化等についてご関心のお持ちの場合で、
「こんなアイデアがあるのだけど、どうしたらよいだろう？」
「こんな点に困っているのだけど、何かヒントはないか？」
といったことがありましたら、お気軽に下記までお問い合わせ・
ご相談ください。

■ アイヌ文化に関するお問い合わせは
【財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構】

〒060-0001 北海道札幌市中央区北１条西７丁目 ブレスト１・７ビル５階
TEL: 011-271-4171　FAX: 011-271-418
E-mail: ainu@frpac.or.jp
ホームページ：http://www.frpac.or.jp/

【社団法人北海道アイヌ協会】
〒060-0002 北海道札幌市中央区北２条西７丁目 かでる２・７ビル７階
TEL: 011-221-0462　FAX: 011-221-0672
E-mail: info@ainu-assn.or.jp
ホームページ：http://www.ainu-assn.or.jp/

■ 政府のアイヌ政策に関するお問い合わせは
【内閣官房アイヌ総合政策室／国土交通省北海道局アイヌ施策室】

〒107-0052 東京都港区赤坂１丁目９番１３号 三会堂ビル９階
TEL: 03-5575-1048　FAX: 03-3584-1673
E-mail: ainu.seisaku@cas.go.jp
ホームページ：http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ainusuishin/

（北海道分室）
〒060-8511 北海道札幌市北区北８条西２丁目 札幌第一合同庁舎８階
TEL: 011-709-5161　FAX: 011-788-2951

■ 北海道のアイヌ政策に関するお問い合わせは
【北海道環境生活部アイヌ政策推進室】

〒060-8588北海道札幌市中央区北3条西6丁目　北海道庁12階
TEL：011-204-5185　FAX：011-232-4107
E-mail：kansei.ainu@pref.hokkaido.lg.jp

アイヌ文化等に関する相談窓口




