
平成28年

９月号
No.236

笑顔あふれる学びの場
～English Campより～

◆記事一覧
Ｐ２　動き出した！利尻富士町地方創生の取り組み②
Ｐ３　利尻島のゴミを減らしていきましょう！
Ｐ４　すこやかだより ～栄養士のコーナー～
Ｐ５　Enjoy English!!
Ｐ６　わがまちタイムスりっぷ
Ｐ７　ベイビートーク／地域おこし協力隊通信
Ｐ８　戸籍の窓口
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　「利尻富士町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定してから約半年が経過しました。
　本町では人口減少と地方創生に向き合うため、人口ビジョンで示す将来展望の実現に向けて、次
の４つの基本目標という柱を設定し、目標の達成に向けて取り組んでいくこととしています。

　利尻富士町の未来を発信し、新しい人の流れを作るためには何が必要でしょうか？
　利尻富士町には利尻島にしかない優れた特色・地域資源があります。しかし、その地域資源を観
光や交流に十分に活かしきれているでしょうか？一言で「地域資源」といってもそれは多種多様で
且つ様々な価値観のもとで存在します。
　利尻島にはいつでもだれでも見ることが出来る美しい自然がありますが、その他にも利尻にしか
ない歴史・産業的遺産や文化、食生活、期間限定の体験メニューなど、地域資源としてまだ活かす
ことのできる魅力がたくさんあるのではないかと思います。そして、その未来を発信するために一
番大事なのが「人」であり「人づくり」ではないかと感じています。魅力ある人との出会いや交流
が自然と新しい人の流れや価値観を創造させると思いますし、我が町にはそのような魅力的な人が
たくさんいるのではないでしょうか。
　町ではそうした地域資源を再発見・利活用し国内外に情報発信する事
で、観光客や移住者を増加させ、島に住む若者も自分が住む島に誇りを
もって生活できるような取り組みを推進したいと考えています。

利尻版DMO※の構築
人材育成推進のための養成制度創設
地域資源の再発見や利活用の推進
体験施設や用具、体験プログラムの整備充実
新しい島での過ごし方提案
広域連携の推進
外国人受入環境及び情報発信等の整備
Ｗi-Fi環境の整備
みなとオアシス等を活用した賑わい空間の創出
移住フェアの開催・情報発信等
各産業分野における受入体制の構築の検討

制度設計に向けた調整や検討を行う事
としています。

施策実施に向けた調査・制度設計を実
施します。

離島交流体験・合宿誘致事業によるモ
ニターツアーを展開し、廃校利用とあ
わせた検討・実証試験を実施中です。

45ＮPass等広域連携の取り組みを実
施中です。
観光案内等の多言語標記化を進めています。
みなとビアガーデン等の賑わい創出を
進めています。

具体的施策

人材育成や推進組織
の構築と検討

複線・滞在型観光
の推進

国内外観光客誘致
の推進

移住定住の促進
就業体験の促進

主　な　内　容 今年度の取組状況

●今年度から実施している具体的な施策

※DMOとは～Destination Marketing/Management Organizationの略で地域全体のマネージメント
　を一本化する着地型観光のプラットフォーム組織
※45NPassとは～稚内、利尻、礼文間のフェリーや路線バスが5,000円で4日間乗り放題になるフリーパ
　スのこと

　前号（６月号）では基本目標３の取り組み内容を紹介しましたが、今号では『基本目標２』の取
り組み内容について紹介し、今後も定期的に地方創生の動きを特集記事として紹介していきたいと
思います。

動き出した！利尻富士町地方創生の取り組み②動き出した！利尻富士町地方創生の取り組み②動き出した！利尻富士町地方創生の取り組み②

基本目標1：地域特性を活かした産業を育て、安定した雇用を創出する
基本目標2：本町の未来を発信し、新しい人の流れをつくる
基本目標3：若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
基本目標4：安全で安心な住み続けたいまちをつくる

～基本目標2：本町の未来を発信し、新しい人の流れをつくる～
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　平成28年3月に、総事業費10億4,800万円を投じ、第3期埋立処分場（埋立面積17,000㎡、
容量63,700㎥）が完成供用開始し、平成42年度までの15年間の予定で処理を開始いたしま
した。

　利尻島と全国、北海道の1人当たりのゴミの排出量を比較すると、平成26年度、平成25年
度約800gの差があります。この数値からみても、利尻島の1人当たりのゴミの排出量が多い
ことが分かると思います。
　今日の私たちは、買い物に行けば何でも手に入るという生活を送っていますが、使い捨て
商品を使用したり、必要ではなくなったものをすぐに捨てるという生活が日常になっていま
せんか？ゴミの問題は他人事ではなく、私たちの直接の問題です。新しくできた第３期埋立
処分場を長く大切に使用するためにも、ゴミを少しずつ減らす方法を考えてみましょう！

　北海道内で事業を営む使用者及びその事業
場で働くすべての労働者（臨時、パートタイ
マー、アルバイト等を含む）に適用される北
海道最低賃金が次のとおり改訂されました。

北海道最低賃金北海道最低賃金北海道最低賃金
＊10月31日＊

＊11月30日＊
町道民税（3期）  国民健康保険税（4期）

最低賃金額　時間額 786円
効力発生年月日　平成28年10月1日

固定資産税（4期）  国民健康保険税（5期）
＊12月26日＊

国民健康保険税（6期）

町税納期のお知らせ町税納期のお知らせ町税納期のお知らせ

① 食べ物は残さないようにしましょう！
② マイバックを持参しよう！
③ 詰め替え用の商品を買うようにしよう！
④ 着なくなった服などは、ウエスにしたり、知り合いにあげたりしよう！

　上記は、ほんの一部の例です。一人ひとりが「もったいない」という心を持ちながら生活
し、利尻島のゴミの減量を実践していきましょう。

利尻島のゴミを減らしていきましょう！利尻島のゴミを減らしていきましょう！

詳しいお問い合わせ先は
役場総務課税務係（☎82－1111）

厚生労働省　北海道労働局
労働基準監督署（支署）

0（単位：g） 500

平成
26年度

■ 利尻島　  ■ 北海道　  ■ 全国

1人当たりのゴミ排出量（日）
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～栄養士のコーナー～

がんを未然に防ごう！！
　がんは日本人の死因の第１位で
あり、死亡数は増え続けています。
利尻富士町では、肺がん、乳がん
の割合が高くなっています。しか
し、医療の発達により早期発見・
早期治療で治せるがんも増えてき
ています。

 40～64歳の現役世代こそ注意！
　がんは高齢者に多い病気ですが、40～64
歳の現役世代も油断は禁物です。

 がんになりにくい生活とは…
　①偏らずバランスのよい食事をしましょう
　　やっぱり基本はバランスの摂れた食事をすることです。
　②減塩を心がけましょう
　　食塩の摂り過ぎは高血圧につながることはよく知られています。
　　しかも、胃がんのリスクも上げてしまうので注意してください。
　③野菜・果物を食べましょう
　　野菜・果物不足だとがんになりやすいということはありませんが、
　　多く摂っている人はがんになりにくいという事が言われています。
　④熱い飲食物に注意しましょう
　　食べ物や飲み物を熱いまま摂ると食道の炎症や食道がんのリスクが高まります。
　　あつあつのものは少し冷ましてから摂ると良いです。
　⑤禁煙しましょう
　　喫煙は肺がんに大きく関係しています。少しでも減らせるように意識してみましょう。

 早期発見・早期治療のためにがん検診を受けましょう
　　9月29日（木）～10月1日（土）に秋のすこやか健診を実施します。まずは検診を受けるところ
　から始めましょう。詳しくは保健センター（☎82－2320）までご連絡ください。

＊ＳＭＲは、観察集団の年齢構成を基準となる
　集団の年齢構成を当てはめて、実際の死亡数
　と基準母集団の死亡数の比をいう。

仕事が忙しいなどを理由に
　　　 がん検診を受けずにいると…。

症状が出てからではすでに
　がんが進行している
　　　　　場合があります。

こうなる前に、少し食生活について見直してみませんか？

大 木 聡 美
管理栄養士
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I was very sad to leave Rishiri and Japan. 
I am enjoying my time back in the United
States, but I miss you all very much. I feel
truely fortunate to have been able to live
in such a wonderful place.
It is hard to describe what my time in
Rishiri meant to me.
It was an amazing three years. 
To all the students, teachers, coworkers, friends, and everyone I met during
my time in Japan, thank you for everything.I am looking forward to the day we
can meet again.

『シカゴの黄昏』　撮影 ： マット フェイグリー

【和訳】日本と利尻を離れて、とても悲しんでいます。アメリカに帰国して、色々楽しんでいますが
皆さんに会えなくて寂しいです。こんなに素晴らしいところに住むことが出来て、幸運だと思ってい
ます。自分にとって利尻で過ごした時間は言葉で表せられないほど大切です。大変素晴らしい３年間
でした。生徒、先生方、同僚の皆さん、友達たち、そして、日本で会った皆さん、本当にありがとう
ございました。また会える日に楽しみしています。

3. Aspirations（抱負）
As the new ALT, I hope to learn more about Japanese language, lifestyles, and
culture, and share my own with the people of Rishiri as well. I studied Japanese
for three semesters in Japan when I was a student. At my University, I studied
International Relations, History, and Teaching English to Foreign Speakers. I look
forward to living together with everyone, working with you, and learning with you.

1. Hometown（出身地）
Ishpeming, Michigan. USA（アメリカ合衆国 ミシガン州 イシュプミング）

2. Hobbies and Skills（趣味・特技）
Orienteering（探検）, Cycling（自転車）
History（歴史学）, Anthropology（人類学）

（27才）Lee  Cole

【和訳】皆さん、こんにちは。利尻富士町の新しいALT（外国語指導助手）になりました Lee Cole
（リー・コル）です。2010年と2012年に日本の大学で国際関係論とアジアの歴史について学びました。
また、TESOL（英語教授法）の資格を取得しました。日本語をもっと学習し、日本の文化や生活スタイ
ルの理解を深めて、利尻島の皆さんと一緒に大切な時間を過ごしたいです。皆さんと一緒に働き、学び、
生活することをとても楽しみにしています。簡単な日本語でしたら話すことができますので、僕を見かけ
たら声をかけてください。宜しくお願い致します！

マットからみんなに
メッセージが届いているよ♪

新しくきたＡＬＴを
紹介するよ♪Enjoy English!Enjoy English!Enjoy English!

リー コル



タイムスりっぷ

連載40
利尻島の古代を探る⑤　カラフトブタ

　７～８世紀頃の利尻島には、オホーツク文化を担った北方民族系の人びとが住んでいました。
当時の遺跡からは、土器や石器のほか、食糧とした動物の骨が見つかっています。
　骨は、トドやアザラシなどの海獣類や魚が主ですが、家畜として飼育されていたイヌやブタも
見つかります。とくにブタは、動物考古学者であった直良信夫さんにより昭和12年に命名された
「カラフトブタ」という種です。そもそもブタは、野生のイノシシが家畜として飼われ変化した
ものとされていますが、サハリン（樺太）と北海道にイノシシが生息していたことはないようで
す。カラフトブタは分布する範囲が限られており、北海道では利尻・礼文を中心に宗谷の一部で
みられ、道東方面にわずかに知られる程度です。また、命名の地サハリンでも多くの遺跡から発
見されています。
　さて、オホーツク文化の起源は、ロシア沿海州のアムール河流域に住んでいた靺鞨という民族
に由来するとされます。靺鞨では、主食用にブタが多く飼育され、また、中国の唐の時代につく
られた「通典」という書物に出てくる流鬼国では、「婦人は冬に豕皮製や鹿皮製の衣服を着て、
夏には魚皮製の衣服を着ている。」という記述があります。流鬼は、サハリンに住んだオホーツ
ク文化の人びととされており、のちのギリャーク（ニヴフ）民族の祖先にあたる人びとであった
ようです。
　つまり、古代におけるブタを飼育する風習は、アムール河流域の靺鞨からサハリンの流鬼をへ
て、道北を中心としたオホーツク文化に伝わったということになります。しかしながら、なぜ利
尻・礼文を中心に、ブタ飼育が根付いたのか、その理由は定かではありません。離島ならではの
ヒグマやシカが生息しない安定した飼育環境や不漁時の非常的な食糧、あるいは流鬼のような衣
服利用などいくつか理由がありそうです。

　記事に対するご意見のほか、遺跡の出土品情報についても、ぜひお寄せください。町内の出土
品については、りっぷ館2階に常設展示中です。　　　　（教育委員会　山谷：電話82－1370）

カラフトブタの頭骨（利尻富士町役場遺跡出土）
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2人の元気な赤ちゃんを紹介するよ！人の元気な赤ちゃんを紹介するよ！2人の元気な赤ちゃんを紹介するよ！人の元気な赤ちゃんを紹介するよ！2人の元気な赤ちゃんを紹介するよ！
こんにちは。僕の名前は長岡
佳裕です！
3,726gと少し大きめで産ま
れました！
最近は泣き声も更にパワーア
ップして、お母さんを困らせ
てしまいますが、僕が笑ったり、
変な顔をすると、みんな笑顔
になってくれます！
みなさん、僕をよろしくお願
いしますね！

はじめまして、　川家次男の湊介
です！
フッサフサでくるんくるんの髪が
ぼくのチャームポイント！話しかけ
られると嬉しくってニコニコよく
笑うよ！
巻き舌お喋りが最近のマイブーム
なんだ～♪
パパとお兄ちゃん男3人で入るお
風呂が大好き！！お兄ちゃんと一緒
に公園でよく遊んでいるので見掛
けたら気軽に声をかけてね～♪

H28. 6. 12 生
【両親】裕基・舞
【住所】栄町

H28. 4. 5 生
【両親】雄斗・彩
【住所】栄町2

　 川 湊 介
かた がわ そう すけ

くん くん長 岡 佳 裕
なが おか けい すけ

　利尻富士町の地域おこし協力隊として３名が着任しております。利尻島に来たばかりで、３～４
ヶ月が経過したところです。６月～８月は、沢山の祭りやイベントのお手伝いや参加をして、とて
も楽しませて頂きました。また、利尻島の歴史や文化について多くの方からお話を伺い、色々な場
所に連れて行って頂きました。教えて頂いた情報をまとめ、観光で来た方々に利尻島の魅力を発信
するという目的で、フリップなどを使いながら鴛
泊の町を説明しながら歩く「島まち歩き観光ガイ
ド」という活動もしています。
　この活動をすることで、100年以上も変わらず
そこにあるもの、昔と今での生活の違いや時代の
移り変わりなどを沢山見たり聞いたりしたことで、
私達自身とても勉強になりました。利尻の歴史が
面白いと思う様になり、もっと利尻に関わってい
きたいと思いました。これからも、いい形で利尻
島に溶け込んで、魅力的な情報発信をしていきた
いと思っています。よろしくお願いします。
　　　　　　　　　　　　（澤田・若林・石井）

地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信

　定期的に活動状態や利尻富士町のイベントについて、投稿していま
す。ぜひ、　　　　　 ボタンを押してくださいね♪

〈りしり富士：地域おこし協力隊URL〉
　https://www.facebook.com/rishirifuji.town.supporters

で活動状況掲載中
いいね！

vol.1
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　氏　名　　　月　日　 年齢　 住所
二階堂武雄　H28.4.29　82歳　湾　内
辻下ヒサヱ　H28.5.3　82歳　南　浜
佐藤ノブヱ　H28.5.7　95歳　秀峰園
竹口　美喜　H28.5.23　82歳　本　町
福田　洋一　H28.5.27　67歳　鬼脇1
上田　利男　H28.6.6　69歳　富士野

　氏　名　　　月　日　 年齢　 住所
小黒　保子　H28.6.15　84歳　栄町1
工藤　伸一　H28.6.26　56歳　栄町1
小松　行雄　H28.6.29　93歳　秀峰園
北出　利美　H28.7.2　59歳　富士岬
菅原　孝夫　H28.7.5　60歳　栄町1
輪島　ハル　H28.7.21　97歳　鬼脇2

◆お悔やみ申しあげます◆

広報「りしり富士」9月号
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世帯計女男

鴛泊

鬼脇

合計

人口のうごき（平成28年8月末現在）編　　集　　後　　記
　8月28日で交通事故死ゼロの日数が500日を達成いたしました！
今後とも住民の皆様には、安全運転に心がけて
いただき、飲酒運転やポケモンGO！など携帯を
操作しながらの運転は絶対にやめましょう！
　また、あと数カ月で寒い冬の期間がやってき
ます。季節の変わり目は体調を崩しやすくなり
ますので、体調管理をしっかり行いましょう。

　氏　名　　　月　日　　 保護者　　続柄　 住所
長岡　佳祐　H28.6.12　裕基・舞　　長男　湾　内
小黒由莉音　H28.6.22　保幸・直美　二女　栄町1

★お誕生おめでとうございます★

利尻富士町後援会
会員募集中！

利尻富士町後援会
会員募集中！

北海道日本ハムファイターズ

2016年利尻富士町応援大使
増井浩俊 選手　　　　石川　亮 選手

【加入申込書及び申込先】 役場商工観光係または鬼脇支所（受付時間 ： 8：30～17：15）※土・日、祝日は除く

HOKKAIDO NIPPON-HAM FIGHTERS

•利尻富士町内に住所を有すること
•北海道日本ハムファイターズオフィシャルファンク
　ラブへ加入すること（必須）
•北海道日本ハムファイターズをこよなく愛している
　こと

※20名以上の会員確保が設立条件

※①または②の方法により役場商工観光係又は鬼脇支所へ申込

【加入条件】

•ファイターズの応援、球場での団体
　観戦
•ファイターズファンの拡大と本後援
　会への加入促進
•ファイターズ・後援会活動の広報・
　宣伝
•会員相互の親睦
•地域活性化及び青少年の健康育成に関
　する活動（野球教室・交流会の実施など）

【後援会の主な活動予定】

※オフィシャルファンクラブ入会済会員は初回に限り
　1,000円のみ
※次回自動更新時は一律で4,300円を口座振替

【後援会年会費】 4,300円

①新規後援会員……事前に所定の入会申込書の交付を受け、必要事項を記入のうえ申込書の提出
　及び後援会費（現金）を納入してください。
②ＦＣ加入済会員…「氏名」「会員番号」を申し出のうえ、後援会費（現金）を納入してください。
　（※所定の入会申込書の提出は不要です。）

【申込方法】


