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健やかに元気で
輝きをもてる町へ

平成二十八年利尻富士町議会定例会三
月会議の開会にあたり︑町政執行に臨む
私の所信と基本的な方針を申し上げます︒
私が︑町長に就任してから早いもので
任期の半分が経過いたしました︒今議会
に関連する条例制定︑条例の一部改正や
条例の廃止︑平成二十七年度各会計補正
予算︑平成二十八年度各会計予算を編成
し︑提案しておりますが︑健やかに元気
で輝きを持てる﹁ふるさと利尻富士町﹂
の発展のため︑今年度も様々なまちの課
題に全力を傾注して取り組んで邁進して
いく所存でありますので︑議会の皆様を
始め︑町民皆様のご理解とご協力をお願
い申し上げます︒
先般︑北海道から昨年十月一日現在の
国勢調査結果の速報値が発表され︑本町
は前回調査から二四九人︑率にして八．
二％減少し︑二︐七八八人となりました︒
この国勢調査人口は地方交付税の算定基
礎となることから重要な数値であり︑本
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町の財政運営にも少なからず影響がある
ものと思いますが︑そのため︑昨年来か
ら取り組んでおります﹁利尻富士町人口
ビジョン﹂︑﹁利尻富士町まち・ひと・
しごと創生総合戦略﹂が総合戦略策定委
員会︑町民︑議会議員の皆様から多種多
様な提言や意見をいただき先月公表した
ところであり︑人口減少に伴う地域の変
化に柔軟に対応すべく直面する課題に向
けた施策を効果的に展開して行くことに
よって︑安全・安心で心豊かな生活が将
来にわたって確保されるよう努めてまい
ります︒
私が町長就任時から提唱している﹁町
民が主役のまちづくり﹂を基本理念とし
ておりますが︑それぞれの分野で皆様方
の力を借りて︑町民目線で町民の意を汲
むことが大切であると認識しながら﹁元
気なふるさとづくり﹂のため︑所信表明
から申し上げている次の五つの目標を掲
げながら町政を執行してまいります︒
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共に支えあう保健・医療・福祉の
環境整備

気象異変に対応する防災の基盤整
備

離島交通の利便性の向上と生活基
盤の充実

豊かな浜づくりと地域資源の利活
用による観光振興

﹁平成二十八年度町政執行の目標﹂

5

健やかな心を育み︑ふるさとに誇
りを持てる教育環境の取り組み

一．豊かな浜づくりと地域資源
の利活用による観光振興

水産業について
本町の基幹産業である漁業の状況につ
きましては︑昨年の利尻漁協における町
内の漁業生産額は︑昨年を約二億四︐二
〇〇万円ほど上回る十八億八︐〇四五万
二千円と非常に喜ばしい結果となりまし
たことは︑漁業者並びに関係者の皆様の
ご労苦とご努力によるものと︑心から敬
意と感謝を申し上げます︒この町は浜が
元気でなければ町に活気が出ないと考え
ており︑漁協と連携して﹁豊かな浜づく
り﹂を目指して取り組んで参りたいと思
っております︒
その内容について申し上げますと︑高
価格に支えられたホッケを始め︑近年に
ない豊漁に恵まれたニシンやイカナゴ︑
サケ等の魚類︑そしてナマコやノナが好
調でありました︒
特にサケについては︑新朝日さけ・ま
すふ化場の放流開始から四年目の回帰年
であったことから採捕枠も拡大され︑そ
れに伴い生産量︑生産額とも大きく伸び
たことは︑ふ化放流事業による効果の表
れと推察しているところでもあります︒
一方で︑ウニ生産量は︑依然として平
成二十四年の五十％程度であることや︑
養殖昆布については︑種昆布の確保が平
年の三割程度しか確保できなかった地域
があるなど︑自然環境に左右される部分
もあり不安な要素も抱えている部分もあ
りますが︑漁業者︑漁協︑そして行政が
一丸となり︑将来を見据えた様々な取り
組みを推進してまいる所存であります︒

さて︑新年度の水産振興に対する取組
でありますが︑漁業後継者については︑
本年︑新たに六名が組合員となり内四名
に磯船を報償として贈呈する予定でいる
ほか︑新たな担い手として漁業就業支援
フェアに応募された方々が︑今後︑研修
を経て一人前の漁師として育てていくた
めに︑支援体制の充実を進めてまいりま
す︒
沿岸資源の増殖対策では︑ナマコやウ
ニの種苗放流など︑離島漁業再生支援交
付金を活用して漁業集落が取り組む事業
への支援と併せて︑ウニやナマコの人工
種苗放流を町独自の支援により上乗せす
るなどして沿岸資源の増大対策を図って
まいりますとともに︑地域懇談会等で要
望のありました地域の船揚場改良などを
実施いたします︒
漁場開発では北海道が事業主体となっ
て鬼脇南部地区の魚礁設置を継続実施さ
れ︑また︑新たに鴛泊地区における魚礁
設置が要望されておりますので実現に向
け関係機関と協議してまいります︒
漁港や海岸関係では︑雄忠志内漁港北
防波堤改良工事の継続実施が予定されて
いるほか︑各地区から要望があります漁
港整備の早期着手に向けての要請や︑海
岸整備についても老朽化施設の機能回復
はもとより︑海岸保全機能と漁場保全機
能とを併せ持った離岸堤設置への要望も
地域から届けられておりますので︑これ
らの実現に向け関係機関に強く要請して
まいります︒
港湾整備では︑鴛泊港本港の波除堤新
設や︑島防波堤災害復旧工事の継続実施︑
鬼脇港区では南防波堤改良の継続実施と
内港マイナス二．〇ｍ 物揚場改良に向け
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ての測量設計が計画されております︒
と石川亮選手が応
援大使となりまし
た事はご承知のこ
とと思いますが︑
これに伴ない球団
ホームページや広
報誌での市町村紹
介︑札幌ドームで
のイベント参加︑
大型ビジョンでの
紹介など本町をＰＲする機会が得られ︑
これらを有 効に活 用 することで︑観 光 客の
誘致につながるものと期待しております︒

二．離島交通の利便性の向上
と生活基盤の充実
生活路線について
我が国の領域排他的経済水域の保全と
利活用等の国家的・国民的貢献をなす骨
格国土として重要な役割を有している国
境離島の振興・保全を図るため︑新たな
特別措置法の制定に向けた取り組みを行
っているところでありますが︑本町にお
いても空港や港湾施設整備︑さらなる定
住促進の推進など︑国境離島地域の経済
の活性化や安全な住民生活のための振興
策に期待するところであります︒
本町では︑水産物等の海上輸送費助成
措置の継続や︑第一の項目でも触れまし
た離島における漁場生産力の向上などの
支援として交付される離島漁業再生支援
交付金︑ガソリン価格が下がるよう国が
直接販売業者に支援する離島ガソリン流
通コスト支援事業が引き続き実施される
とともに︑離島航路のフェリー運賃につ

きましても引き続き離島住民割引の助成
を継続いたします︒
航空路線につきましては︑利尻︱丘珠
間を通年運航する北海道エアシステム
︵ＨＡＣ︶が︑より良い利便性を図るた
めにＨＡＣ二八割運賃が新たに設定され
ました︒昨年八月に行った増便運航につ
きましても︑期間を拡大して運航する予
定ですし︑さらには︑春のゴールデンウ
ィーク時にも増便運行を予定しておりま
す︒また︑季節運行となっている全日本
空輸︵ＡＮＡ︶の利尻︱千歳線は︑本年
も六月から九月までの四ヵ月間運航され
ることになっておりますが︑ＨＡＣ︑Ａ
ＮＡ 線ともに引き続き離島住民割引運賃
の助成を継続して住民負担の軽減と利便
性の向上を目指し︑離島住民の生活︑医
療︑観光︑経済の活性化に必要不可欠な
生活路線でありますので︑航空路線の維
持・存続を図ってまいります︒

道路・市街地整備関係について
道路関係の事業では︑鴛泊市街九号線
改良工事や町道補修工事と側溝改修工事
を行い︑長寿命化計画によります橋梁の
設計と工事を実施して老朽化に対応した
道路整備を進め︑除雪関係につきまして
はロータリー除雪車の更新を図り安全安
心な交通確保に努めてまいります︒
稚内建設管理部が所管する道道の事業
関係ですが︑鴛泊市街地整備では港町地
区起点部分の本工事と︑本町・栄町地区
の用地買収や物件補償等の実施が見込ま
れており︑平成三十年度事業完成に向け
て進められます︒湾内地区では雪崩柵の
設置工事︑鰊泊地区では本工事と用地買
収や物件補償等︑旭浜地区は事業採択に

向けての修正設計と現道敷地内にある個
人所有の用地処理が予定されております︒
公営住宅関係では︑長寿命化計画を基
に実施しております個別改善工事を富士
野団地二棟八戸と︑老朽化した公営住宅
一棟四戸を解体し︑計画的な住宅施策を
行ってまいります︒

水道事業について

簡易水道関係では︑水道施設の経年劣
化等により機器の不具合︑漏水事故等も
多発している状況にありますので︑今後
に向けて水道施設維持管理方法と更新等
を含めた計画を策定するため︑水道施設
全体の現状調査を行い適切な管理運営を
図ってまいります︒工事関係では︑鴛泊
市街地と鰊泊地区の道道改良に伴う配水
管の移設工事︑水道メーター取替工事等
を実施いたします︒
以上のとおり︑離島地域で生活してい
る住民が︑本土との格差を是正し解消し
ていくためにも国や北海道に対して離島
の実情に耳を傾けていただき︑地域住民
の生活基盤の改善を図ってまいります︒

三．気象異変に対応する防
災の基盤整備

防災対策について

近年の気象異変がもたらす台風や低気
圧が猛威を振るい︑大雨による土砂災害︑
暴風︑高波による家屋損壊や施設被害︑
長時間にわたる停電によって不安な生活
を余儀なくされております︒このため本
年は︑緊急避難場所に小型発電機やポー
タブルストーブなどの備蓄資材の整備を
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観光について
観光についてでありますが︑平成二十
七年度上期における観光客の入込数は十
一万八︐七〇〇人で︑前年の同期対比で
四︐五〇〇人の減︑宿泊客延数は昨年と
同じ六万八︐四〇〇人︑外国人観光客の
延宿泊者数では二六九人増の一︐四四七
人となっております︒
北海道内への観光客入込数が増加して
いる中で︑利尻礼文が減少傾向にあると
いう 厳しい現 状に対して︑昨 年は︑観 光 協
会と連携して国内外においてプロモーシ
ョンや地域資源の利活用対策など観光客
誘致のための各種施策を実施致しました︒
一朝一夕に効果が表れるものではあり
ませんが︑これら取り組みが報われるこ
とを念願し︑観光業界が積極的な対策を
打ち出して頂くことに期待をすると共に︑
行政を含めて共に考え︑共に行動できる
ことを目標に︑関係者が一丸となって取
り組んで行く必要があります︒
新年度においても︑観光客の増加を目
指して観光協会の運営や取り組みに対す
る支援︑地方創生総合戦略に位置づけさ
れた各種施策を推進してまいります︒
町が行う主な事業は︑観光客の町内来
訪の動機付けと商業の活性化を図るため︑
プレミアム観光商品券発行の実施︑施設
整備として調査設計をしておりました登
山道乙女橋の改修工事や︑観光バス乗降客
等の安全確保のため沼浦キャンプ場駐車
場の改修工事などを実施してまいります︒
また︑北海道日本ハムファイターズの
二〇一六年北海道百七十九市町村応援大
使の活動に本町が当選し︑増井浩俊選手
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図り︑ＩＰ告知端末器を維持するための
蓄電機器︵ＵＰＳ︶を交換用に一〇〇台
分整備いたします︒
ハード面として︑地域一帯が標高の低
い富士岬地区に避難路の整備や︑地域づ
くり交付金等の補助金を活用しながら防
災基盤システムデータの構築を図りハザ
ードマップ作 成に向 け ︑警 戒・避 難によ り
人命を保護するソフト対策の充実を図る
ための整 備 をし︑行 政 側からの知らせる努
力と住民の方々の知る努力が一体となっ
て防災・減災の強化に努めてまいります︒

消防関係について

治山・治水・砂防関係については︑森
林管理署が行うヤムナイ沢の治山工事で︑
河床内の堆積土石整理が予定されており︑
宗谷総合振興局では︑小規模治山事業と
して旭浜地区の朝日川流路工の洗掘防止
対策と︑鰊泊地区のキタニチンドマリ川
護岸工の復旧︑稚内建設管理部では︑オ
チウシナイ川の砂防堰堤改良工事とリヤ
ウシナイ川砂防堰堤改良の実施設計をす
る予定となっており︑地域の予防保全対
策が進められるものと期待しております︒

治山・治水・砂防関係について

消防関係では︑消火活動に必要不可欠
な利尻富士支署に配備している消防ポン
プ自動車の更新を行い︑消防団との連携
を密にして消火活動のさらなる充実を図
り︑救急業務についても救急救命士八名
体制を維持し︑救急隊員の専門的知識や
技術習得に努め︑救急業務体制を充実さ
せ救命率の向上を目指します︒
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四．共に支えあう保健・医
療・福祉の環境整備
保健・医療関係について
最初に保健分野では︑少子高齢化や疾
病構造の変化が進む中で︑健康な地域社
会をつくるためには︑町民一人ひとりが
自身の健康に関心をもち︑共に支えあう
健康づくりに取り組めるような社会環境
の整備が重要になります︒
このため︑疾病予防や健康の保持増進
を図りながら︑各自治会や保健福祉推進
員をはじめとする関係機関の協力を得︑
健康教育︑健康相談︑訪問事業などを強
化し︑健康づくりの啓蒙や︑利尻富士町
健康体操の普及を図るとともに︑食生活
においても管理栄養士による栄養指導を
取り入れた保健指導体制を強化して︑生
活習慣病の発病と重症化予防を重点的に
推進してまいります︒

健康づくり計画について
昨年策定した﹁利尻富士町健康づくり
計画二十一︵第二次︶﹂に基づき︑多様
な健康課題に取り組むほか︑特に肺がん
の死亡率が高く︑乳がんの罹患率も高い
という地域特性を踏まえ︑早期発見・早
期治療に繋がる各種がん検診等の自己負
担を引下げ︑受診率向上を図るほか今年
度は健康管理システムを導入し︑一元管
理しながら住民サービスの充実を図って
まいります︒
口腔保健衛生向上において︑永久歯の
効果的なむし歯予防である集団フッ化物
洗口については︑保護者等への説明を行
いながら今年度中の実施に向け検討を進

めてまいります︒
医療体制については︑四月から診療報
酬が改定される予定であり︑かかりつけ
薬局の創設や在宅医療推進のほか︑身近
な医療機関での受診促進が主な内容とな
っていますが︑今後も鴛泊診療所︑道立
鬼脇診療所や利尻島国保中央病院と連携
を図りながら︑町民が安心して受診でき
る診療体制に心掛け︑疾病予防︑早期発
見に対処できるよう保健︑医療サービス
の向上に努めてまいります︒

地域福祉関係について
地域福祉では︑町民の皆様が住み慣れ
た地域で︑生き生きと安心して自立した
生活を送れるよう︑民生児童委員や社会
福祉協議会と連携し︑生活支援や相談体
制を充実させるほか︑低所得者層を対象
とした燃料購入扶助事業を継続して実施
いたします︒消費税率引上げによる影響
を緩和するため︑臨時福祉給付金や障が
い・遺族基礎年金受給者に年金生活者等
支援臨時福祉給付金を全額国費負担によ
り支給いたします︒

高齢者福祉について
高齢者福祉では︑本町の六十五歳以上
の人口割合を示す
高齢化率は三十七
％に達しており︑
急速な高齢化社会
のなかで︑要介護
状態になっても住
み慣れた地域で自
分らしい暮らしが
生涯続けることが
できるよう︑医療

・介護・予防・住まい・生活支援が一体
的に提供される地域包括ケアシステムを
構築するための協議体を設置し︑地域サ
ービス資源の実態や住民ニーズの把握な
ど︑連携・協働による取組みに着手して
まいります︒
介護サービス施設の運営にあたっては︑
介護報酬の減額による厳しい運営を余儀
なくされておりますが︑職員の配置基準
を順守した体制をもって万全を期してま
いりますし︑入所者・通所者が安心して
利用できる適切なケアプランのもと︑衛
生管理にも細心の注意を払い︑町職員で
あるとの自覚を持ち︑目線を利用者と等
しくしながら︑心のこもったサービスを
提供できるよう指導の徹底を図ってまい
ります︒秀峰園におきましては︑介護用
の特別浴槽の入れ替えをし︑入所されて
いる利用者が快適に入浴できるよう環境
整備に努めてまいります︒

障がい者福祉施策について

障がい者福祉では︑﹁障害者差別解消
法﹂が四月に施行されます︒この法律は︑
障がいを理由とする差別を解消すること
が目的となっており︑この趣旨を周知し
ながら︑障がいの有無によって分け隔て
られることなく︑相互に人格と個性を尊
重しあいながら共生する地域社会の実現
につなげていきます︒

児童福祉・少子化対策について

現在の保育所入所申込状況は︑八十一
名が鴛泊・鬼脇保育所に入所する予定で
す︒入所時の低年齢化が進んでおります
が︑多様化する保育ニーズに呼応しなが
ら︑職員の配置基準を順守した体制をも
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って保育に万全を期してまいります︒
また︑鴛泊保育所については︑旧幼稚
園を併用しながら保育にあたってきまし
たが︑老朽化により安全︑衛生面で支障
をきたすことから︑現在の保育所園庭側
に保育室を増築するための改修費と併せ
て︑遊戯室の床暖房化と屋上防水化に係
る工事費を予算計上しておりますので︑
ご理解いただきたいと存じます︒
保育料については︑これまでどおり基
準額の変更はありませんが︑保育所に三
人以上入所している世帯の場合︑所得条
件により三人目からの保育料を無料とい
たします︒さらに今国会では︑多子世帯
・ひとり親世帯の保育料負担を軽減する
改正案が上程されていることから︑詳細
は法律改正後になりますが︑今後の動向
を見極めながら国の通達があり次第速や
かに対応してまいります︒
介護保険事業では︑新しい介護予防・
日常生活支援総合事業の実施が市町村に
義務付けられました︒本町は老いを迎え
ても安心して暮らせる地域づくりを進め
るとともに︑二十九年四月の実施に向け︑
人員配置や予算にも配意しながら︑関係
機関と協議し準備を進めてまいります︒

環境衛生について
環境衛生関係では︑鴛泊・鬼脇両葬苑
については︑毎年度補修計画により火葬
炉等の補修工事を実施し︑耐用年数の延
伸を図っておりまます︒また︑地域懇談
会等で要望がありました栄町墓地駐車場
増設︑鰊泊墓地水道管敷設工事について
も所要の予算措置をしており︑使用者並
びに墓参者への利便性に配慮いたします
のでご理解賜りたいと思います︒

五．健やかな心を育み︑ふる
さとに誇りを持てる教育環
境の取り組み
本年は︑利尻小学校・鬼脇中学校併置
校の建設に着手し︑鬼脇地区の歴史にふ
さわしい新しい校舎の風景を創出される
よう︑平成二十九年度完成を目指して事
業を進めてまいります︒また︑今年度か
ら北海道エアシステム︵ＨＡＣ︶の協力
を得ながら小学六年生を対象に︑子ども
達が利尻島の︑自分が住んでいるまちの
地形や風景を上空から見学することで︑
自身に焼き付け︑感激・感動をし︑自分
たちが育んできたまちに誇りを持ち︑生
涯忘れることのない経験をさせたいと思
い﹁ふるさと教育体験事業﹂としまして
予算計上をしておりますので︑ご理解を

賜りたいと存じます︒詳細につきまして
は︑教育行政執行の内容も含め︑このあ
と石川教育長から申し述べますのでお聴
きいただきたいと思います︒

地方創生関係について
地方創生関係につきましては冒頭でも
触れましたが︑﹁利尻富士町まち・ひと
・しごと創生総合戦略﹂に沿った実施計
画に組み込まれた内容を具体的に実施し
てまいります︒
観光分野では︑サークル合宿誘致事業
や遊漁船等漁船利活用試験事業︑産業遺
産利活用調査事業︑山岳イベントなど地
域の自然や生活︑産業等を活かした新た
な観光資源の発掘を継続して進めて行く
とともに︑外国人観光客受入の充実を進
めて行くため外国人観光客誘致対策事業
を実施いたします︒
漁業担い手対策の取り組みとして︑小
型船舶操縦士等の資格取得への支援や研
修期間における住宅家賃への助成︑研修
奨励金の交付など︑受け入れ態勢を充実
させてまいります︒
空き家対策につきましては︑町の現状
・課題等の実態把握をし︑検討体制づく
りをして町の方向性を定め︑国︑北海道
の政策との整合性を図りながら効果的な
制度等の構築を含め︑空き家に対する防
災・衛生・景観・利活用の調査研究を進
めてまいります︒
子育て世代が地域に魅力を感じ︑安心
して子どもを産み育てることができる環
境をつくり︑引き続き活力を維持してい
くためには︑結婚から妊娠︑出産︑子育
てに至るまで︑切れ目のない施策を講じ
ることが不可欠であります︒

具体的な施策は︑今年度︑商工会青年
部が島外からの女性を招いて開催する結
婚支援イベントに助成するほか︑島外女
性が当町の男性と結婚した場合の奨励金
の助成︑また︑最近は町外で結婚式を挙
げる方が増えていますが︑町内の経済効
果を助長させるため︑りぷらや公民館で
結婚式を挙げる町民に祝い金を支給し︑
若者の移住・定住を目指してまいります︒
出産支援事業については︑母子手帳発
行前の検診も新たに助成対象とするほか︑
子どもの誕生を望むご夫婦の経済的な負
担の軽減を図るため︑特定不妊治療の助
成額を拡大するほか︑人工授精やタイミ
ング療法等の一般不妊治療も助成対象に
するとともに︑妊産婦の出産支援と検診
・分娩に係るフェリー料金等の交通費の
全額助成と︑宿泊費の一部助成を継続す
るほか︑出産子育て安心支援金として十
万円を支給︒また出産祝い金制度を新た
に創設し︑第一子に十万円︑第二子二十
万円︑第三子以降は五十万円を支給する
ことで少子化対策を講じようとするもの
であります︒
子ども医療費対策では︑医療費助成対
象を中学生まで拡大して医療費の全額を
無料とし︑保護者の負担軽減に努めてま
いります︒
子ども子育て地域人材育成事業では︑
乳幼児等の一時預かりを希望する世帯が
増加傾向にあるため︑預かり場所の確保︑
人材の育成︑女性の仕事支援のセミナー
等を開催するほか︑島内高校への通学費
の負担軽減を図るため︑対象者一人につ
き一万円を給付し︑子育て支援を実施い
たします︒
地域安心応援特典券交付事業では︑在
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保険事業について
国民健康保険事業については︑国の税
制改正により賦課限度額の引き上げが予
定されているほか︑所得の把握を確実に
行いながら︑定例会六月会議で審議して
いただくことになりますのでご理解願い
ます︒都道府県を運営責任主体とする国
保制度改革については︑三〇年度実施に
向けたガイドラインや運営方針策定要領
が︑今年度中に案が示される予定となっ
ておりますので︑今後の動向を注視して
まいります︒
後期高齢者医療制度では︑今年度は二
年ごとに定める保険料率が改定され︑均
等割・所得割ともに軽減される見込みで
あり︑詳細につきましては三月下旬に周
知する予定となっています︒
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宅介護世帯に対して地域商品券を交付し︑
高齢者等の負担を軽減しながら健康寿命
の延伸を図ってまいります︒

平成二十八年度財政運営について

平成28年度 建設事業一覧表

総務費

民生費

農林水
産業費

商工費

とし︑対前年度比では一億五〇〇万円︑
率で二．六%の増額予算となっています︒
また︑簡易水道事業特別会計ほか九つの
特別会計では︑総額十八億七︐五〇二万
五千円︒一般会計︑特別会計を合わせた
総額では五十九億八︐三〇二万五千円と
なり︑前年度対比では 二．三%の増額
予算としております︒
以上︑平成二十八年度の町政執行に対
する︑私の所信の一端と主要な施策を申
し述べましたが︑少子高齢化を迎え︑低
迷する地域経済︑厳しい財政状況など多
くの課題を抱えている中でも︑地域の振
興発展や町民福祉の向上へ向け︑将来に
わたり安定し持続可能なまちづくりが求
められています︒
利尻富士町の創生総合戦略で位置付け

土木費

した諸施策をしっかりと実行し︑将来町
が輝くためにも各分野︑各関係者が一丸
となって利尻島を宝の島にしていきたい
と望んでおるわけでございまして︑私がこ
れまで培ってきた経験を生かしながら様
々な課 題に向き合うことで︑
この町で働き
たい︑この町に住 んでみたい︑住 み 続 けた
い︑そして住民が子供から高齢者までお
互いに支えあってこそ︑笑顔で暮らせる
住み良いまちづくりと︑次世代に誇れる
元気なまちづくりを実現できるよう︑町
民目線で町民主役の町政を進めてまいり
ますので︑町議会議員の皆様をはじめ︑
町民皆様の温かいご支援とご協力を賜り
ますようお願い申し上げ︑平成二十八年
度の町政執行方針とさせていただきます︒

消防費

教育費

単位：千円

【一般会計】

皆様の暮らしを守ることを念頭に予算編
成を行ったところであります︒
その中で︑一般会計の建設事業費は︑
八億三︐八八八万五千円︵二十七年度補
正の継続費︑小中併置校建設事業四億三︐
五三五万千円を含めると十二億七︐四二
三万六千円︶︑特別会計では七︐五六七
万千円︑合わせて九億一︐四五五万六千
円で︑前年度対比二十六．五％の増額を
見込んでおり︑この積極型予算を組んだ
ことによって︑この町の働く場をしっか
りと確保し︑地域の雇用︑景気対策を講
じようとするものであります︒
その結果︑一般会計の予算規模は四十
一億八〇〇万円︵繰越明許分一億九︐〇
三一万九千円︑継続費四億三︐五三五万
千円を含めると四十七億三︐三六七万円︶

衛生費

事
業
名
事業費
公会計及び公共施設総合管理計画策定事務委託
6,500
公共施設等解体工事
1,900
土地購入費
2,379
秀峰園前バス停修繕工事
910
庁舎屋上改修工事
25,564
固定資産情報管理システム購入費
4,938
確定申告システム購入費
1,296
計
43,487
保育所改修工事
81,227
計
81,227
健康管理システム購入費
12,744
火葬場補修工事
2,236
栄町墓地駐車場増設工事
1,600
鰊泊墓地水道敷設工事
994
計
17,574
離島漁業再生支援交付金
41,530
船揚場整備事業
13,975
計
55,505
乙女橋改修工事
32,042
沼浦キャンプ場駐車場改修工事
6,514
計
38,556
町道改良工事
30,000
町道側溝改修工事
7,000
町道補修工事
12,000
町道施設点検業務委託
1,200
姫沼1号橋補修工事
5,100
滝の沢橋補修設計業務委託
8,600
港町函渠補修実施設計業務委託
3,200
ロータリー除雪車購入費
46,660
鴛泊港整備事業負担金
55,375
道道利尻富士利尻線交付金事業
199,799
街並み整備助成事業補助金
200
街路灯整備工事
19,700
ファミリーキャンプ場維持補修工事
3,748
温泉プール補修工事
1,316
公営住宅個別改善工事
46,129
旧空港ターミナル解体工事
2,509
飛行場標識施設補修工事
1,244
飛行場性状及び制限表面物件調査委託
4,840
計
448,620
新規加入者増設工事
870
光ケーブル移設工事
1,000
防災基盤システムデータ構築委託
9,450
富士岬避難路整備工事
7,680
指定緊急避難場所備蓄資材整備費
2,304
計
21,304
土地購入費
700
総合体育館補修工事
1,089
翔武館トイレ改修工事
1,566
計
3,355
合
計
709,628

本町の財政状況は︑議会や町民の皆様
方の行財政改革に対するご理解とご協力
のもと着実に進められており︑一般会計︑
各特別会計とも黒字決算を維持しており︑
皆様も心配している財政健全化法に基づ
く四つの指標はすべて国の基準をクリア
しています︒
これから審議頂きます平成二十八年度
の予算は︑自主財源である町税や国勢調
査結果を踏まえた地方交付税の減額が予
想され︑厳しい状況の中で限られた財源
の重点的・効率的な配分に留意し︑町民
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教育行政
執行方針
ました︒本町においても︑去る二月四日
に第一回総合教育会議を開催し︑三の基
本指針を示した﹁利尻富士町教育大綱﹂
を策定しました︒
これにより教育委員会といたしまして
は︑本町の未来を担う児童生徒が自然を
愛する心と高い知性を持ち︑二十一世紀
を切り開くたくましい子供を育てる学校
教育の充実と︑明日をになう心豊かな人
づくりと文化を育むまちに向けた取り組
みを推進してまいります︒
それでは︑平成二十八年度における各
分野の主な施策について申し上げます︒

一．学校教育の推進について
子どもたちが︑将来社会で自立して生
きていく上で必要な学力を身に付けるこ
とができるよう︑学ぶことへの関心・意
欲を高め︑わかる喜びを実感させる学習
活動の改善・充実を図り︑主体的に学び
続ける態度を育み︑社会の変化に柔軟に
対応できる児童生徒を育成する教育の充
実を図るとともに︑コミュニティ・スク
ール導入の検討をし︑学校と保護者や地
域住民の期待に応える魅力ある学校づく
りを推進します︒
また︑今年度より鬼脇地区に小中併置
校の校舎建設に着手し︑安全・安心な教
育環境づくりの充実に取り組んでまいり
ます︒
①﹁確かな学力の育成をめざす教育の推
進﹂
基礎的・基本的な知識や技能の習得と
活用する思考力︑判断力︑表現力の育成
と︑子どもたちの学習意欲の向上を図り
ます︒
昨年の全国学力・学習状況調査は︑従

来の国語Ａ・Ｂ︑算数︑数学Ａ・Ｂに理
科を加えた五教科で実施されました︒本
町全体では全道︑全国平均を下回ってお
りますが︑各学校においては全国平均を
上回っている教科もあり︑課題解決に向
けた努力が感じられるところです︒
②﹁コミュニケーション能力を育む教育
の推進﹂
相手の考えや意見を正しく理解し︑自
分の気持ちを積極的に適切に伝えること
ができる能力の育成を図ります︒
③﹁特別支援教育の推進﹂
今年度︑鴛泊中学校に一学級一人︑鬼
脇中学校に二学級三人の特別支援学級が
設置されますが︑鬼脇中学校では教員が
一人増となることから︑教職員の専門性
の向上を図り︑一人ひとりの教育的ニー
ズに応じた支援を推進します︒
④﹁へき地複式教育の推進﹂
少人数の特性を生かした特色ある指導
計画の作成や︑自ら主体的に学習を進め
ることを促す指導の充実を推進します︒
鬼脇地区小中併置校建設では︑国の平
成二十七年度補正予算に採択されたこと
から︑平成二十七年度一般会計補正予算
に計上し事業着手される運びとなりまし
た︒これにより利尻小学校の解体工事も
早期に発注できることになり︑円滑な事
業の推進が図られるものと期待しており
ます︒
また︑利尻小学校の児童には四月から
仮設校舎での学校生活となりますが︑支
障をきたさないよう万全な注意を払い︑
中学校の校舎利用にも教職員間での調整
に努め︑小中間のスムーズな連携を図っ
てまいります︒
⑤﹁ふるさと教育の充実﹂

ふるさとに対する愛着や誇りを持ち︑
未来への夢を見出し︑たくましく生き抜
く力を育成する教育の充実を図ります︒
今年度︑町内小学校六年生を対象にＨ
ＡＣによる遊覧飛行で︑あまり見る機会
のない上空からの利尻島を見ることによ
り︑より一層ふるさと利尻を愛する心を
持てるよう︑ふるさと教育体験事業を実
施します︒
⑥﹁国際理解教育の充実﹂
小学校の早い段階から外国語に親しむ
活 動を拡 充し︑諸 外 国の歴 史や文 化・伝 統
について理解を深める教育を推進します︒
ＡＬＴによる小学校での外国語活動や
中学校の英語学習指導の充実を図り︑
異な
る文化や生活習慣の理解を深め︑
外国語を
通じて積極的にコミュニケーションを図
ろうとする態度や能力の育成に努めます︒
⑦﹁キャリア教育の充実﹂
将来︑子どもたちが社会人・職業人と
して自立していくことができる基礎とな
る能力や態度を育てるキャリア教育を充
実します︒
⑧﹁道徳教育の充実﹂
子どもを取り巻く社会環境が大きく変
化する中︑基本的な生活習慣︑規範意識︑
生 命の尊 重 ︑他 者への思いやりなど﹁ 豊か
な心﹂を育む道徳教育の充実を図ります︒
⑨﹁読書活動の推進﹂
子どもたちが言葉を学び︑感性を磨き︑
表現力を高め︑豊かな創造力を育むこと
ができる読書活動を推進します︒
朝読書などの全校的な取組みを通して︑
子どもたちの望ましい読書習慣の形成に
努め︑読書感想文コンクールや作品展を
継続するとともに︑学校図書の充実を図
ります︒
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平成二十八年利尻富士町議会定例会三
月会議の開会にあたり︑教育行政の執行
に関する方針を申し上げ︑町議会並びに
町民の皆様のご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます︒
今日の教育を取り巻く環境は︑人口減
少や少子高齢化の進行︑雇用問題からの
生活の不安や情報社会のモラルの低下な
ど︑大きく社会情勢に影響を受け︑様々
な課題が指摘されております︒
国では︑教育委員会制度や︑学力・体
力の向上問題︑土曜日の教育活動︑グロ
ーバル化への対応︑ＩＣＴ教育による情
報通信技能の取得︑道徳教育の教科化や
いじめ防止対策などに加え︑コミュニテ
ィ・スクール︵学校運営協議会︶による︑
﹁地域とともにある学校づくり﹂など新
たな取り組みが提案されております︒
また︑地方教育行政の組織及び運営に
関する法律が一部改正され︑総合教育会
議の設置及び大綱の策定が義務つけられ
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⑩﹁体験的な活動の充実﹂
豊かな人間性や社会性などを育むため
に︑自然体験活動や社会体験活動︑文化
芸術活動︑ボランティア活動などを推進
します︒
地域の自然を生かした活動や行事等と
の連携を図り︑児童生徒・教職員・保護
者が積極的に参加できる多様な体験活動
と︑ふるさとの良さを見つめ直す取組み
の推進に努めます︒
⑪﹁生徒指導・教育相談の充実﹂
子どもの実態に応じた指導計画の作成
など︑心のふれあいを大切にした生徒指
導・教育相談を推進します︒
保護者との信頼関係を深めるとともに︑
家庭︑地域社会︑関係機関と連携した指
導相談体制の充実を図ります︒
⑫﹁体力・運動能力の向上﹂
運動の楽しさや喜びを実感させ︑生涯
スポーツに必要な能力・態度を育成する
取組みを推進します︒
新体力テストを全学年で実施し︑体力
向上に向けた具体的数値目標を掲げ︑各
学校の創意工夫による体力づくりに努め
ます︒
⑬﹁食育の充実﹂
子どもたちの食生活の乱れが学習意欲
や健康に様々な影響を与えていますので︑
食に対する正しい知識・マナー・望まし
い食習慣を身につける食育を推進します︒
﹁早寝早起き朝ごはん運動﹂を身につ
けさせるなど︑発達段階に応じた食に関
する指導の充実に努めます︒
⑭﹁安全教育の推進﹂
登下校時に子どもたちが事件や事故に
巻き込まれる事案等を踏まえて︑児童生
徒の安全・安心を確保する生活安全︑交
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通安全︑防犯・防災教育の一層の充実を
図ります︒
⑮﹁教職員の資質・能力の向上﹂
教育の直接の担い手である教職員には︑
教育に対する強い情熱や使命感︑豊かな
人間性や社会性︑高い指導力等の専門性
を身に付けることが求められますので︑
教職経験等に応じた教職員一人ひとりの
資質や能力を一層高める研修の充実を図
ります︒

二．社会教育の推進について
社会教育は︑文化的教養を高め︑人々
に心の豊かさや生きがいをもたらすとと
もに︑学校と家庭・地域社会の連携を促
し人と人との絆を強くし︑地域の発展に
寄与する大きな役割を果すものです︒ま
た︑子どもたちの育成においては︑少子
化・核家族化などにより人間関係が希薄
化する中︑異年齢や地域の人々とのふれ
あいの中でコミュニケーション能力を培
い﹁生きる力﹂を育むため︑社会教育活
動の一層の充実を推進してまいります︒
①﹁生涯学習の推進﹂
趣味や教養︑芸術文化︑スポーツ︑ボ
ランティア活動など多様な学習機会を通
じて︑町民一人ひとりが生きがいをもっ
て生活できるよう︑関係団体と連携を図
りながら生涯学習を推進します︒
公民館や社会教育施設の活用について
は︑地域に密着した利用しやすい施設運
営に努めるとともに︑ものづくりや日本
の伝統文化と魅力を知り︑心の豊かさや
絆を育む様々な公民館事業を展開します︒
②﹁青少年の健全育成﹂
青少年が個性や能力を伸ばし豊かな人
間性や社会性などを兼ね備え︑心身とも

にたくましく育つためには学校・家庭・
地域が一体となり︑青少年の成長を支え
守り育てていくことが大切であります︒
利尻富士町青少年健全育成町民会議と
の連携を図りながら︑住民ボランティア
の知識や技術経験を子どもたちの教育に
活かす﹁学校支援地域本部事業﹂を推進
します︒
長期休業時に子どもたちが安全で安心
して過ごせる居場所づくりとして︑北海
道教育大学旭川校や利尻高校の協力を仰
ぎながら﹁夏休みチャレンジ教室﹂︑﹁冬
休みチャレンジ教室﹂を継続して開催し
ます︒
月曜日から金曜日までの平日放課後に
宿題支援やスポーツ活動などを提供する
﹁放課後子ども教室﹂を鬼脇・鴛泊両地
区で継続し開催します︒

夏休みチャレンジ教室

三．文化・芸術活動の推進

心のゆとりや潤いにつながる文化・芸
術活動は人生の生きがいとなり︑生涯学習
社会の中で果す役割は大変重要と考えます︒
また︑先 人の知 恵と工夫︑歴 史や伝 統を伝
える様々な文化財の保護と活用を図るとと
もに︑
定期的な情報発信の充実に努めます︒

四．スポーツ活動の推進

スポーツは︑日々の生活に感動や楽し
み活力をもたらし︑生涯にわたり心身と
もに健康で文化的な生活を営む上で不可
欠なものとなっています︒町民だれもが︑
それぞれの体力や年齢︑目的に応じて︑
いつでも︑どこでも気軽に参加できる環
境づくりを推進します︒
スポーツ活動の拠点となる体育施設等
の維持補修を適切に行い︑効率的な施設
運営に努めます︒
また︑鬼脇旭ヶ丘プールにつきまして
は︑施設の老朽化が進み︑漏水や屋根の
張替えなど多額の修繕料がかかることが
予想されますので︑学校のプール授業に
は支障がないことから地域の利用者には
ご不便をおかけいたしますが︑今年度か
ら休止したいと考えておりますので︑ご
理解を賜りたいと思います︒

以上︑平成二十八年度の教育行政執行
方針を申し述べました︒
その執行にあたっては︑本町の子ども
たちが学ぶことの大切さを実感できるよ
う︑学校・家庭・地域関係団体と連携を
図りながら取り組んでまいりますので︑
皆様のご理解とご協力を重ねてお願い申
し上げます︒
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平成28年度の当初予算額は、前年度比2.6％の増となっております。特別会計の
合計18億7,502万円と合わせた町の予算総額は59億8,300万円で、平成27年度
当初予算と比較すると、約2.3％（1億3529万円）の増額となります。

その他 8.8％

繰入金 2.8％

361,720千円

115,004千円

町

税 6.6％

一般会計予算は？

270,089千円

道支出金 13.2％
542,012千円

歳入

平成二十八年度の

をお知らせします︒

41億800万円

予 算 概 要

一般会計の歳入・歳出予算額は…

地方交付税 52.5％
2,156,000千円

その他 10.3％
町

429,133千円

債 13.1％

539,200千円

建設事業費
繰出金 11.3％

17.3％

709,628千円

463,383千円

国庫支出金
3％ 123,975千円

物件費 11.4％
467,212千円

歳出
（性質別）

公債費 20％
821,616千円

補助費等 16％
655,392千円

人件費 13.7％
561,636千円

■特別会計予算

単位：千円

平成28年度

比

較

簡易水道事業特別会計

99,601

76,962

29.4％

下水道事業特別会計

218,993

205,131

6.8％

港湾整備事業特別会計

45,055

32,489

38.7％

温泉事業特別会計

68,495

75,035

△

8.7％

国保事業特別会計

497,109

503,640

△

1.3％

後期高齢者医療特別会計

46,606

48,847

△

4.6％

介護保険事業特別会計

327,443

313,906

介護サービス特別会計

442,177

455,674

△

3.0％

歯科施設特別会計

55,781

56,125

△

0.6％

国保施設特別会計

73,765

76,909

△

4.1％

1,875,025

1,844,718

合
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平成27年度

計

4.3％

1.6％

■目的別歳出予算
科
目
議
会
費
総
務
費
民
生
費
衛
生
費
労
働
費
農林水産業費
商
工
費
土
木
費
消
防
費
教
育
費
地方創生費
公
債
費
諸 支 出 金
災害復旧費
予
備
費
合
計

単位：千円

予

算 額
45,061
448,011
554,238
341,674
101
107,766
208,880
949,135
238,858
224,494
26,784
821,616
9,124
129,258
3,000
4,108,000
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警 察 官 ご 紹 介
本年４月１日付をもって、札幌方面小樽警察署から鬼脇駐在所
へ赴任しました大榎 繁（35歳）です。
今回、妻と７歳になる長男、１歳になる次男の４人で利尻島に
来ました。赴任するまでは、色々と不安もありましたが、皆様方
に温かく迎えていただき、楽しい日々を過ごしています。
町のために精一杯尽力したいと思いますので、家族共々よろし
くお願いいたします。

鬼脇駐在所 巡査部長
おお えのき

しげる

大 榎

繁

さん

鴛泊駐在所 巡査長
くす

み

たく

本年４月の異動により、鴛泊駐在所勤務となりました。
旭川市出身の31歳で、これまで札幌西警察署、浦河警察署で
勤務してきました。
地域のみなさんと共に、事件や事故のない安心・安全なまちづ
くりを一生懸命していきたいと思っています。
家族４人（妻、長女４歳、次女１歳）で利尻島に来ました。
家族共々宜しくお願い致します。

や

楠 美 拓 也

さん

北海道派遣職員紹介
〜利尻富士町に2年間お世話になります〜

利尻富士町役場
総務課 防災情報係長
たか

はし

ひで

のり

髙 橋 秀 典

４月の異動により、北海道総務部危機対策課から利尻富士町役場に
派遣となり、一緒に働かせていただくことになりました。
私は山も海もない農村環境で育ったので、綺麗な山と海に囲まれた
自然環境豊かな利尻富士町での生活を大変楽しみにしています。
防災業務を担っており、住民の皆さんと一緒に安心して住んでいけ
る地域づくりに取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願い
いたします。

さん
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町内新就職者紹介

おお

もり

たく

や

大 森 琢 椰

こ

さん

①利尻富士町
②利尻富士町役場
総務課 税務係
③音楽活動、スポーツ
④お電話の対応など、様々な面で
皆様に迷惑をかけてしまうかも
しれませんが、一つでも多く仕
事を覚え、お役にたてるように
頑張ります。
利尻島をより良くしていくため
に、精一杯働きたいと考えてい
るので、どうぞよろしくお願い
します。

かわ

むら

よし

き

川 村 由 喜

①利尻富士町
②利礼運輸株式会社
③マンガ、ゲーム、野球観戦
④あらゆる面で安全第一を考えな
いといけないと思いますので、
乗船するお客様の安全を守ると
ともに、海に落ちないように事
故を起こさないように、そして
自らの体調管理を徹底すること
を心がけます。
11

さ

さん

①利尻富士町
②利尻富士町役場 議会事務局
③音楽鑑賞
④利尻富士町役場に就職し１ヶ月
たちましたが、まだまだ毎日が
新しいことだらけで大変ですが、
１日でも早く仕事を覚えていき
たいです。不安な部分も多くわ
からない事がありますが、町に
貢献し、利尻を支えていけるよ
う精一杯取り組みたいと思って
いるので、よろしくお願いしま
す。

きく

さん

じま

小 島 のぞみ

ち

菊 地

りょう

凌

①小樽市
②利尻漁業協同組合 総務管理係
③釣り、スキー
④４月に利尻に来て生活や仕事で
不安な部分もありますが、１日
も早く仕事を覚えて、お役に立
てるように頑張ろうと思います。
よろしくお願いします。

あや

の

佐 藤 綾 乃

さん

①利尻富士町
②利尻富士町役場
福祉課 国保衛生住民係
③ピアノ
④利尻富士町役場に就職させて頂
いてから、１ヵ月と少しが経ち
ました。利尻富士町に貢献でき
ますよう、早く仕事を覚えてい
きたいです。まだわからないこ
とのたくさんある私ですが、１
日１日を大切にして、全力で頑
張りますのでよろしくお願いし
ます。

く

さん

とう

①出身地
②配属先
③趣味・特技
④今後の抱負

どう

じゅん

き

工 藤 潤 生

さん

①利尻富士町
②株式会社利尻生コン
③バドミントン
④私が勤めています利尻生コンは、
島にとって欠かすことのできな
い会社ですので、責任感と社会
人としての自覚を持ち、一歩ず
つ前に進んでいきたいと思いま
す。
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利尻富士町の地域おこし協力隊員紹介
これから皆さんの地域にもどんどんお邪魔すると思いますので 是非声をかけて下さい 今後と
これから皆さんの地域にもどんどんお邪魔すると思いますので、是非声をかけて下さい。今後と
もよろしくお願いします！

さわ

だ

とも

ひと

澤 田 知 仁

わか

さん（33歳）

①青森県
②登山・釣り・スノーボード・編み物
③あらゆるスポーツができる素敵
な場所
④まだ来たばかりで分からない事
が多いですが、５月になり、協
力隊３人揃ったので、色々な体
験や経験を通して、相談等もさ
せてもらいながら何かお役に立
てればと思っています。宜しく
お願いいたします。

ばやし

いく

よ

若 林 育 代

いし

さん（41歳）

①大阪府
②写真を始めました！
③自然はとても雄大で町の方はと
ても優しい
④利尻島のことを沢山知って、も
っと大好きになりたいです。そ
して、一人でも多くの人に利尻
の魅力を伝えられたらと思って
います。町で私を見かけたら声
をかけて下さい。

※①出身地

②趣味・特技

い

こう

すけ

石 井 宏 典

さん（33歳）

①東京都
②登山・アウトドアスポーツ
③とても親切な方が多い印象です。
④不慣れな部分も多々ありますが、
町民の皆さんに喜んでいただけ
るような活動を目標に頑張って
いきたいと思います。よろしく
お願い致します。

③利尻島に来て思った事

④メッセージ

地域おこし協力隊制度に関するＱ＆Ａ
Ｑ：地域おこし協力隊制度って？
Ａ：地方自治体が、都市住民を受け入れて、地域おこしの支援や地域
住民の生活支援などの「地域協力活動」に従事してもらいながら、
その地域への定住・定着を図る取り組みを言うんだよ♪
Ｑ：地域協力活動ってどんなことをするの？
Ａ：例えば地域行事やイベントの応援、水産業従事や環境保全活動、
住民の生活支援など色々あるけど、新しく協力隊員となった３名
は主に観光の応援をすることになっているんだよ。
人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、地域力の維持・強化を図るためには担い手となる人材の確保が非常
に重要な課題です。一方、都市部では豊かな自然環境や歴史文化等に恵まれた地方で生活することへのニーズも高まって
います。「地域おこし協力隊制度」は、地方で地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図ることで都市住民の
ニーズに応えながら地域力の維持・強化に資するものであることから、国でも積極的に推進している取組の一つとなって
います。
地域おこし協力隊導入の３つの効果として、①隊員自身にとって自分の才能や能力を活かした活動を実践するなかで理
想の暮らしや生き甲斐を発見出来る事、②町にとって行政では難しい柔軟な地域おこしの活動や住民が増える事による地
域の活性化を実践出来る事、③地域にとって斬新な視点（ヨソモノ・ワカモノ）で地域に刺激を与える効果が生まれる事
を期待しています。
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利尻富士町まち・ひと・しごと創生総合戦略
〜 地 方 創 生 の 取り組 み 〜
利尻富士町の「人口減少」と「地方創生」に向き合い、安心して結婚・出産・子育てができるよう切れ目
ない支援を実現するため、下記の取り組みを実施します。

出産支援事業 〔担当：福祉課国保衛生住民係〕
出産祝い金

【支給対象者】
利尻富士町の住民基本台帳に記載されている方で現に居住し、次に該当する方が対象です。
①出生児（出生後30日以内に死亡した場合を除く。
）を現に監護し、出生児と生計を同じく
する父母
②出産後当該出生児とともに利尻富士町に引き続き3年以上居住する意思がある父母
③利尻富士町で課税された町税及び国民健康保険税を滞納していない方
【支給額】
出生児順によって、次のとおり支給されます。
第１子 10万円
第２子 20万円
第３子以降は 出生届後 20万円、満１歳 10万円、満２歳 10万円、満３歳 10万円
※なお、第3子以降の支給額は、各年齢に達する以前に、町外へ転出した場合又は死亡した場合は支給されません。

出産子育て
安心支援金

【支給対象者】
支給対象者は、出産祝い金と同じ。
【支給額】
出生児1人につき、10万円が支給されます。

その他の取り組み
事

業

内

名

容

担

当

係

結婚イベント補助金

⑴結 婚 イ ベ ン ト
助 成 事 業

民間団体や企業が行う、独身男女を対象とした出会いや結婚を応援するイベントの
実施に対し助成し、出会いと結婚を応援する取り組みの促進を図ります。

⑵女性定住奨励金
助 成 事 業

結婚後も引き続き利尻富士町に３年以上定住することを条件として利尻富士町に転入
する女性（島内出身者を除く）に対し助成し、女性の移住及び定住の促進を図ります。

⑶り ぷ ら 等 結 婚
祝い金助成事業

りぷら及び公民館等で結婚祝賀会を開催する場合、提供する飲食物相当分の祝い金
を贈り、町内の活性化と若者の定住促進を図ります。

⑷地 域 安 心 応 援
特典券発行事業

町内の商店で使用できる特典券（商品券）を発行し、在宅介護世帯の経済的負担を
軽減するとともに、地元の消費喚起と、地域経済の活性化を図ります。

⑸通学支援給付金
事
業

利尻高校に通学する費用の一部を助成し、子育て世帯の経済的負担の軽減を図りま
す。

⑹子ども医療対策
事
業

０歳から中学生までの子ども医療費の一部負担金を原則全額助成し、子どもの保健
の向上と福祉増進を図り、子育て世帯への支援を行います。

結婚奨励金

りぷら等結婚祝い金

福祉課
福祉介護係

地域応援特典券交付金

通学支援給付金

子ども医療費扶助費

福祉課
国保衛生住民係

妊婦検診手数料
妊婦検診のうち、検査に係る費用の一部を助成し、妊産婦の経済的負担の軽減を図
ります。

⑺出 産 支 援 事 業

妊産婦通院交通費助成金
通院交通費のうち、フェリー代や宿泊費の一部を助成し、妊産婦の保健の向上と少
子化対策の一層の促進、総合的な育児支援を図ります。

総合保健
福祉センター
すこやか保健係

不妊治療費助成金
不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精、人工授精に要する治療費の一部を助成し、
経済的負担の軽減や少子化対策の推進を図ります。
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連載㊴

利尻島における乗合自動車の始まり
タイムスりっぷ
利尻島におけるバス、いわゆる乗合自動車の
始まりは、1927（昭和2）年にさかのぼります。
鬼脇で添田又助氏がシボレー２台、沓形で桑島
栄氏がＴ型フォード２台、どちらも1927年式
を導入し開業したといわれています。
創業当時は、両社によって午前８時と午後１
時に鬼脇と沓形をそれぞれ発車し左右両回りで
運行しましたが、雨天続きの場合は泥道と化す
ので休業が多いうえ、営業は5月から11月まで
で冬季は運行できず、島一周の運行時間は３時
間半を要したということです。1935（昭和10）
年には、両社が合併して利尻自動車株式会社が設立され鬼脇に本社が置かれました。
記事に対するご意見のほか、バスに関わる古い写真や情報について、ぜひお寄せください。
（教育委員会 山谷：電話 82−1370）

皆さん、災害への備えは大丈夫ですか？
近年、局地的な大雨による浸水、土砂災害が多くなっています。利尻富士町でも平成27年度に土砂災害
警戒区域が指定され、土砂災害への備えも考えなければなりません。また、大きな地震や津波もいつ起こる
かわかりません。この様な災害が起きた時、あなたは大丈夫ですか？
①町のハザードマップやホームページなどから、自宅や職場の周りなど、地域でどの様な災害の危険があ
るのか確認しましょう。
②避難勧告などが出た時や危険を感じた時など、どこに避難すればよいか確認しま
しょう。
③日頃から避難する場合に備えて必要な準備をしましょう。
町から非常用持ち出し袋を渡していますが、必要な物は入っていますか？
非常用の食料や水など、3日分以上の備蓄はありますか？
ご家族などと、無事を確認する方法を決めていますか？
豆知識❶

ローリングストックのすすめ

せっかく備蓄しておいた食品がいざというときに賞味期限切れになっていた
ら、食べられないばかりかゴミにしてしまうことになります。そこで、ローリ
ング（回転）させながらストック（備蓄）する方法を紹介します。
食品の備蓄の目安は、最低でも家族人数分×３日分です。それを月に一度、
食べては足していくようにします。こうすると３年〜５年といった長期の賞味
期限の食品を選ぶ必要がなく、食品の選択の幅も広がります。飲料水の備蓄も
同様で、定期的に料理などに使っていくことで、循環させています。

豆知識❷

災害用伝言ダイヤル
伝言の録音

ローリングストックの一例

1 備える

2 食べる

3 買い足す

4 一循した

＋
ベースとなる3日分（6食
分）に予備の2食分を加
え、合計8食分を備える。

あの人
いないう
えよ
でおぼ

1人あたり3日分

予備

食べる
1ヵ月に1回程度、日を
決めて非常食1食分を
食べる。

171災害用伝言ダイヤル

災害時には、多くの人たちが家族、友人などを心配
して電話をかけるので、被災地の電話はつながりにく
くなります。災害によって電話が通じなくなったとき
のために、災害用伝言ダイヤル「171」などの通信手
段を覚えましょう。

買い足す
食べたら、1食分を買い
足して補充する。

8ヵ月間で、最初に用意
した8食は全て消費し、
買い足した8食分と入れ
替わる。

171＋1＋ 自宅の
電話番号など
伝言の再生

171＋2＋ 自宅の
電話番号など

このほか、携帯電話各社の災害用伝言板などもあります。

【問い合わせ先】総務課防災情報係
☎0163−82−1111（代表）
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8
6人の元気な赤ちゃんを紹介するよ！

かわ むら も

も

は

川村桃々葉 ちゃん
H27. 10. 20 生
【両親】将太・一二美
【住所】栄町1

あら

さわ

そう

荒澤

颯 くん

H27. 11. 28 生
【両親】健太郎・千加子
【住所】清川

たか

はし

か

りん

髙 橋 花 鈴 ちゃん
H27. 12. 3 生
【両親】真也・美也子
【住所】栄町1

てら

だ

げん

や

寺 田 玄 弥 くん
H27. 12. 25 生
【両親】和弥・恵里
【住所】本泊
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はじめまして、ももはです♪
モリモリおかゆを食べてスクス
ク成長中です！
仕事に行くパパをニッコニコ笑
顔で見送るのが私の日課なの♥
ママが遠ざかると思わず悲しい
声がもれちゃう甘えん坊な私で
すが、ひょうきんなゆずお姉ちゃ
ん共々、みなさんどうぞよろし
くお願いします！

はじめまして！
！
木下家のパッツン前髪三姉妹
の末っ子のこひろです！
毎日お姉ちゃん達に遊んでも
らい、大笑いしています(^o^)
お外に出ると人見知り中です
が、声をかけてくれたら嬉し
いです(^^)
皆さん、家族共々どうぞよろ
しくお願いします！
！

初めまして、颯（そう）です。
お風呂大好き、おっぱい大
好き、いつもニヘニヘ笑って
ます。お兄ちゃんの肩車が大
好きでいつもお兄ちゃんを
見てるんだ♪
天気の良い日はママといつ
も散歩してるよ。見かけたら
いっぱい声かけてね♪

はじめまして！ 福家淳平で
す！
寝返りができるようになっ
て、家ではゴロンゴロン転が
って遊んでいます。あたたか
い日は、ベビーカーでお兄
ちゃんの保育所の送り迎え
にも行っています。
見かけたら声をかけて下さ
いね！

みなさんはじめまして！
かりんです。おとうさんやお
ねえちゃんににてるねってよ
くいわれるの。
わ たし、お ふろだ い すきで 、
ふくぬぐときにニコニコわら
っちゃうの。あやしてもらう
こともだいすきで、そとにさ
んぽにでているときにあった
ら、ぜひこえをかけてね！
！

宮里家の次女です。
100％父ちゃんの顔で生まれ
たけど、最近右目だけ二重に
なったの。
左父ちゃん右母ちゃん。これぞ
正にハーフ！
？
お姉ちゃんは毎日私に謎のオ
リジナルソングを唄ってくれる
よ。
そんな私たち家族を宜しくお
願いします。

はじめまして、クリスマス生
まれの玄弥です。
毎日手と足をバタバタさせ
て元気いっぱいです！お父さ
んのおヒゲでほっぺをすり
すりされるのが大好き♪
人見知りする時もあるけど、
見かけたら声をかけてくだ
さいね！

みなさんこんにちは！ 惟華で
す♪
わたしは、お姉ちゃんとじじが
大好きで声を出して笑うよ！
チャームポイントはプニプニ
のほっぺなんだぁ。
見かけたらぜひ、触ってみて
ね！
家族共々よろしくお願いしま
ーす！

きの した

木下こひろ ちゃん
H27. 11. 18 生
【両親】修美・もえこ
【住所】栄町1

ふ

け

じゅん ぺい

福 家 淳 平 くん
H27. 11. 29 生
【両親】鉄也・奈保子
【住所】清川

みや

さと

けい

宮里

京 ちゃん

H27. 12. 23 生
【両親】元・亜弥子
【住所】清川

いい

だ

しい

か

飯 田 惟 華 ちゃん
H28. 1 . 26 生
【両親】智明・梢
【住所】清川
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★お誕生おめでとうございます★
保

護

者

続柄

氏

名

月

日

住所

荒澤健太郎・千加子 様 二男
颯 （そ う）く ん H27.11.28 清 川
福家 鉄也・奈保子 様 二男 淳 平（じゅんぺい）く ん H27.11.29 清 川
髙橋 真也・美也子 様 二女 花 鈴（かりん）ちゃん H27.12.３ 栄町１
宮里
元・亜弥子 様 二女
京 （け い）ちゃん H27.12.23 清 川
寺田 和弥・恵 里 様 長男 玄 弥（げんや）く ん H27.12.25 本 泊
飯田 智明・ 梢
様 二女 惟 華（しいか）ちゃん H28.１.26 清 川
冨樫 圭祐・優 佳 様 二女 莉 佳（り か）ちゃん H28.２.20 栄町１
味噌 真人・めぐみ 様 長女 琴 羽（ことは）ちゃん H28.３.24 大 磯
川 雄斗・ 彩
様 二男 湊 介（そうすけ）く ん H28.４.５ 栄町２

♥ご結婚おめでとうございます♥
月

日

H28.３.18

氏

名

住所

岡本 洋明 様 栄町１
佐藤 綾子 様 鬼脇１

月

日

H28. 3 .21

氏

名

齊藤
山口

住所

新 様 鬼脇２
緑 様 稚内市

◆お悔やみ申しあげます◆
氏

名

福田 葉子
吉田ミヨシ
岡本 保子
山本 國子
津田
栄
三上ひで子
工藤 道治
髙野 ミツ
綿谷久美子
桜庭 昇平
阿保ツキヱ

月
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

日

H27.12.４
H27.12.９
H27.12.20
H27.12.21
H27.12.22
H27.12.27
H27.12.28
H28.１.２
H28.１.21
H28.１.22
H28.２.５

年齢

住所

83歳
99歳
91歳
64歳
58歳
90歳
79歳
89歳
63歳
86歳
96歳

栄町２
富士野
栄町１
栄町１
鬼脇２
秀峰園
港 町
野 塚
鬼脇２
二 石
本 泊

氏

名

月

日

安楽たけ子 様 H28.２.16
山上ハツヱ 様 H28.２.21
開口 恭子 様 H28.２.23
成田 正雄 様 H28.２.29
菅原 博臣 様 H28.３.１
山本トミヱ 様 H28.３.14
国分
勉 様 H28.３.30
松林
若 様 H28.４.９
山本シヅヱ 様 H28.４.12
小松 平八 様 H28.４.15

編集後記

６月に入り、利尻も暖かくなってきました！観光客もど
んどん利尻に訪れ、町内はイベントや
運動会などの行事も多くなってきます。
車に乗る機会や飲酒する機会も増える
ことでしょう。飲酒運転は絶対しない
よう、安全運転に努めましょう！！

年齢

住所

83歳
92歳
84歳
94歳
72歳
81歳
71歳
93歳
87歳
81歳

本 泊
野 塚
大 磯
鬼脇１
鬼脇２
大 磯
栄町２
栄町１
雄忠志内
秀峰園

人口のうごき（平成28年４月30日現在）
男

女

計

世帯

鴛泊

884

974 1,858

873

鬼脇

398

418

816

452

合計 1,282 1,392 2,674 1,325
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