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利尻島を
宝の島に

平成二十九年利尻富士町議会定例会三
月会議の開会にあたり︑平成二十九年度
の町政執行に臨む私の所信と施策の基本
的な方針を申し上げ︑議員各位並びに町
民皆様のご理解とご協力を賜りたいと存
じます︒
私は︑平成二十五年十一月に議会の皆
様︑町民の皆様方の絶大なるご支援によ
り︑利尻富士町長に就任して四年目を迎
えておりますが︑町政の継続性が大事で
あるとの考えのもと︑町民の方々からこ
の町で︑この島で生活するためのご意見︑
この町の発展のための前向きな発言など︑
町政に関する様々なご意見を踏まえ︑今
議会に関連する条例の制定や一部改正︑
平成二十八年度補正予算︑平成二十九年
度各会計予算を編成し提案しております
が︑我がまちの元気と輝きをもとめ﹁ふ
るさと利尻富士町﹂の発展のため︑町長
就任の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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﹁平成二十九年度町政執行の目標﹂
1 豊かさを実感できる浜づくりと変わ
りつつある観光スタイルへの対応
2 離島住民の本土との格差是正と快適
な生活環境の確保
3 住民と共に進める防災・減災の強化
4 生涯を通じて安心して暮らせる保健
・医療・福祉の向上
ふるさとに誇りを持てる教育環境の
整備
5

一．豊かさを実感できる浜づくりと変わ
りつつある観光スタイルへの対応

︻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︑昨年の町内の漁業生産額は︑
利尻漁協発足以来二番目の生産額となる
十七億七︐八七七万六千円となりました︒
その内容については︑天然昆布やホッ
ケ等が好調だった一方で︑養殖昆布やウ
ニ・ノナ・ナマコ・サケ等の減産が大き
く影響したことから︑昨年を約一億円下
回る結果となりました︒
特にウニ・ノナについては︑根付漁業
の主流となるものであり︑その資源の動
向について非常に危機感を持っておりま
したが︑地域懇談会や新年の会合などで︑
漁業者の方々から︑稚ウニの発生がここ
数年になく多くみられるなど明るい話題
を耳にし︑少しばかり安堵しているもの
の︑依然として厳しい状況であることは
否めないところであります︒
これまでも水温等自然環境の変化によ
り生産量が大きく増減してきた経過もあ
ることから︑安定的な生産体制を構築す
るために利尻漁業協同組合や関係者とと
もにウニ籠養殖事業の視察を行い︑当地

での生産の可能性について検討をするな
ど︑各種の施策の展開について︑これま
で以上に連携を密にして進めてまいる所
存であります︒
新年度の水産振興に対する取り組みで
ありますが︑まず︑将来の水産業を担う
漁業担い手対策であります︒新たな漁業
後継者に五名が予定されており︑報償と
して磯船の贈呈を行うとともに小型船舶
操縦士免状等の資格取得の支援など後継
者の育成を図ってまいります︒
次に︑ウニやナマコ等沿岸資源の維持
・増大を図るため︑漁協や漁業者が取り
組む各種対策への支援はもとより︑町に
よる人工種苗放流事業を継続して実施す
るとともに︑これと並行して育成状況調
査を実施し︑より効果的な増殖対策を求
めてまいります︒
漁場開発では︑鬼脇南部地区での魚礁
設置が北海道が事業主体となり継続して
実施されるとともに︑本年度から五ケ年
計画をもって雄忠志内沖で魚礁設置が開
始される見込みとなり︑ホッケ等の漁獲
量が増加していくことを期待していると
ころであります︒
漁港関係では︑雄忠志内漁港北防波堤
工事の継続実施が予定されていますが︑
事業の継続と早期完成を北海道に対して
強く要望をしており︑鬼脇漁港︵南浜地
区︶では︑港内の静穏域を利用した増殖
場を造成するため︑調査設計が計画され
ております︒
港湾整備では︑継続事業として鴛泊本
港の波除堤や島防波堤災害復旧工事︑鬼
脇港区の防波堤改良工事が実施されます︒
︻観光について︼
平成二十八年度上期と前年度上期を比
較したところ︑観光客の入込数は五︐五

〇〇人増の一二万四︐二〇〇人︑宿泊客
延べ数は二︐四〇〇人増の七万八〇〇人︑
外国人観光客宿泊客延べ数は一七〇人増
の一︐六一七人となり︑このような明る
い報告ができましたことは︑これまで地
道に取り組んできたことが芽を出してき
たものと思っているところであります︒
昨今の観光形態は﹁いつでも﹂﹁どこ
でも﹂﹁どなたでも﹂といった周遊型観
光から﹁いまだけ﹂﹁ここだけ﹂﹁あな
ただけ﹂という︑個人旅行型へ移行し︑
そこでしか感じられない︑今だけ︑私だ
けの旅が求められています︒
本町では︑この二年間︑大学生等の若
者をゼミやサークル合宿として誘致し︑
若者目線で地域の人々︑自然や生活︑産
業︑歴史などを資源とした観光や体験の
素材を発見︑活用する方法を提案してい
ただきました︒これら提案をプログラム
化し新たな資源として育てていくことが︑
今後も観光地として持続していくために
必要であると思っており︑観光協会をは
じめ︑近隣の市町村や関係機関等との連
携をより強化し︑交付金などの各種制度
を有効に活用しながら観光産業の振興に
取り組んでまいる所存であります︒
新年度においても︑観光協会の運営や
取組に対する支援をはじめ︑滞在型観光
の推進に取り組むとともに︑北海島祭り
鬼脇会場での花火大会の実施や︑沼浦レ
ストハウス床張替やファミリーキャンプ
場︑温泉保養施設の揚湯ポンプや休憩室
床張替など各施設の維持補修工事を実施
してまいります︒
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についても取り組みを行ってまいります︒
また︑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
されます︒
航 空 路 線につきましては︑全 日 空︵ＡＮ
Ａ︶
・日 本 航 空︵ＪＡＬ ︶と も ︑お 客 様のよ
り良い利便性及び住民の負担軽減を図る
ため︑従来より離島住民割引制度等の助
成について行ってまいりましたが︑前段
で触れました有人国境離島特措法により︑
旅客運賃の低廉化を図ることで更なる離
島住民割引制度の充実を図って参ります︒
また︑春のゴー
ルデンウィーク︑
お盆期間のほか︑
今年は五月十一日
から七月四日の期
間中の土曜日から
月曜日と︑六月二
日の金曜日につい
て︑三沢空港滑走
路工事に伴う運休
期間を活用した増
便を予定しており︑季節運行となってい
る全日空の利尻︱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
になっておりますので︑今後も離島住民
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︼
町で実施する道路・橋梁関係の事業で
は︑鴛泊市街九号線・本町二号線改良補
修工事や側溝改修工事と鬼脇市街一号線
︵鬼脇除雪センターから小中併置校グラ

ウンド︶の調査設計及び滝の沢橋・姫沼
一号橋の橋梁補修工事を実施して︑快適
な生活環境を確保するための改修及び整
備を進めます︒
除雪対策につきましては︑今年は例年
にない少雪で経過しましたが︑今後も住
民生活・交通安全に配慮した除排雪を行
うとともに︑鬼脇地区のロータリー除雪
車を一台更新し機能向上させ除雪体制に
万全を期します︒
道道事業関係の鴛泊市街地整備事業で
は︑平成三十年度事業完成に向けて︑平
成二十八年度補正予算での本町地区の本
工事一一〇ｍ ︵矢上宅から信金前まで︶
と平成二十九年度通常予算による本町・
栄町地区の用地買収と物件補償︑雄忠志
内地区では本工事︑鰊泊地区では本工事
と用地補償︑旭浜地区は用地測量と用地
補償が予定されております︒
公営住宅関係では︑
継続事業で実施して
おります個別改善工事を富士野団地四棟
八戸と︑老朽化し政策空き家としておりま
した見晴ヶ丘団地二棟八戸︑鬼脇地区の舟
見ヶ丘団地三棟十二戸の解体を行います︒
︻住宅施策について︼
従前のとおり個別改善︑解体︑建替え等
を実施してまいりますが︑当町の現状と
しましては︑民間賃貸住宅が少なく公営
住宅の借家率が高いことや建設年度の古
い住宅が多く︑一時的に住宅に困窮する
方もおりますので︑今後は居住環境の向上
・定住促進から生活様式に対応した賃貸
住宅の供給促進が課題となっております︒
そのため︑民間の活力による賃貸住宅
の建設を推進するため︑今年度は︑関連
する補助事業の事例調査を含め制度・内
容等について検討し進めてまいります︒

︻まちづくりについて︼
平成二十五年に鴛泊市街地まちづくり
協議会︑鴛泊市街地整備促進期成会の皆
様と住民検討会議を開催し︑マスタープ
ランの見直しと鴛泊市街地街並み環境整
備方針を策定しております︒
現在は︑その計画を基に街路灯整備等
の事業が道道整備と並行するように進め
られておりますが︑計画も四年経過し補償
関係も進んでおりますので︑事業計画内容
等についての聞き取り調査を行い鴛泊市
街地等のまちづくりを進めてまいります︒
容等について検討し進めてまいります︒
︻水道事業について︼
簡易水道関係では︑良質で安定した飲
料水の供給を図るため水源・配水池・配
水管の維持管理を適切に行って参ります︒
昨年十二月に金崎地区で発生した漏水の
ように経年劣化が原因とみられる事故が
大小多発している状況にありますので︑
町内全域を対象にした漏水調査を実施し
て漏水対策を図ると共に︑老朽化してお
ります水道施設全般の更新等につきまし
て検討してまいります︒
下水道関係では︑昨年作成した長寿命
化計画を基に︑供用開始から十四年経過
している鴛泊浄化センター施設内機器類
等の更新をするための設計を実施し︑今
後も下水道処理施設を良好に維持管理で
きるよう努めてまいります︒
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
ていくためにも有人国境離島特措法が今
年度から施行されることに期待しながら︑
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︒
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二．離島住民の本土との格差是
正と快適な生活環境の確保
︻生活路線について︼
我が国の領海︑排他的経済水域等の保
全等に関する活動の拠点としての機能を
維持するため︑有人国境離島地域の保全
及び特定有人国境離島地域に係る地域社
会の維持に関する特別措置法が本年四月
一日から施行されるところであります︒
本法律により︑本町を有する利尻・礼
文地域が地域社会維持の上で居住環境整
備が特に必要と認められる特定有人国境
離島地域に指定されたことから︑国の責
務による保全に関する施策に加え︑交付
金を活用した︑航路・航空路運賃の低廉
化︑水産物等輸送費の負担軽減︑滞在型
観光の促進︑雇用機会の拡充等の振興策
に取り組んでまいります︒
運賃低廉化事業は国や北海道による補
助制度の拡充等により︑航路運賃ではＪ
Ｒ在来線並みの運賃を基準として︑これ
まで実施している離島住民割引運賃の約
二十一％割引を約四十一％まで拡充し︑
航空路運賃については新幹線並みの運賃
を基準として︑利尻︱丘珠間では現行で
約四十一％の割引率を約五十二％へ拡充
するとともに︑利尻︱新千歳間について
も同様の考え方により離島住民割引運賃
を新設します︒
水産物等の輸送費助成措置では︑
これま
での海上輸送に加え航空輸送へも支援対
象が拡充されるとともに︑
補助率も嵩上げ
されることにより事業者負担の軽減が図
られるところでありますし︑新たな商 品 開
発等による滞在型観光の促進︑創業支援
や事業拡大支援による雇用機会の拡充等
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三．住民と共に進める防災
・減災の強化

︻防災・減災について︼
昨年九月六日から八日にかけての五十
年に一度の大雨による土砂災害︑河川の
増水等によって多大な被害が発生したと
ころであり︑町内全域に避難勧告を発令
し最大で九十五人の方々が避難いただく
など幸いにも人的被害が発生しなかった
ことは︑町民一人ひとりの防災意識の高
まりによるところが大きいものであると
感じております︒また︑本年二月九日に
北海道日本海沿岸における津波浸水想定
が公表され︑津波到達時間や最大波の見
直しが行われたことから︑地域づくり交
付金等を活用しながら津波や土砂災害等
に対応した総合的なハザードマップを作
成し全戸へ配布するとともに︑防災訓練
や防災フェアを実施するなど更なる防災
意識の向上を図ります︒
ハード面として︑旧本泊小学校の避難
所 機 能の向 上 を 図るため︑
シャワー室 等 を
整備するとともに︑継続してＩＰ告知端末
器を維持するための蓄電機器︵ＵＰＳ︶
の交換を進め︑行政と住民が一体となっ
た防災・減災の強化に努めてまいります︒
︻消防関係について︼
老朽化した消防庁舎建設のため昨年度
基本設計を行い︑平成三十年度の着工に
向けて本年度は実施設計を進めるため予
算計上しております︒
また︑引き続き救急業務につきまして
も救急救命士八名体制を維持し︑救急隊
員の専門知識や技術習得に務め救急業務
体制を充実させ救命率の向上を目指し︑
火災防御・災害現場における指揮の専門
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的な知識や技術の習得が必要なことから︑
欠員となっている消防職員一名を採用し︑
消防学校へ派遣させて知識・技術の向上
を図ります︒
︻治山・防水・砂防関係について︼
昨年の集中豪雨により︑ヤムナイ沢・
アフトロマナイ川・オチウシナイ川・深
内沢に土石流が発生し︑一部の河川では
海中への土石流出︑治山・砂防施設内へ
土砂の過堆積︑主要道道への土砂流出に
よる通行止め等の被害もあり町民の皆様
におかれましては大変不安な思いと︑不
便を感じられた事と思います︒
被害発生後には︑宗谷森林管理署・宗谷
総合振興局など各関係機関の皆様に直ち
に現地踏査等をして頂き緊急工事として
排 土・除 石 等の対 応 頂けたことに対しまし
て大変感謝申し上げるところであります︒
この対策といたしまして宗谷森林管理
署では︑補正予算によりますヤムナイ沢
谷止工等七基・アフトロマナイ川谷止工
五基・深内沢谷止工等八基の治山施設の
新設及び改良を実施いたします︒
稚内建設管理部では︑補正予算でオチ
ウシナイ川二号ダム上流側に過剰堆積と
なっております土砂一万八︐〇〇〇㎥の
排土を実施いたします︒
災害関連以外の事業につきましては︑
宗谷森林管理署ではヤムナイ沢床固工一
基 ︑野 中・本 泊 地 区の造 林 地 下 刈 ︑防 火 線
の刈り払い︑南浜地区のトドマツの植林︒
稚内建設管理部の砂防事業では︑オチウ
シナイ川二号堰堤の改良︑リヤウシナイ
川国有林斜面の復旧設計︒宗谷総合振興
局林務課では︑ヤムナイ沢床固工一基︑
南浜・野中地区の保育事業が予定されて
おり地域住民の安心・安全と漁場被害の
防止が図られるものと期待しております︒

四．生涯を通じて安心して暮らせ
る保健・医療・福祉の向上

︻健康づくりについて︼
町民一人ひとりが健やかで生き生きと
心豊かに暮らすためには︑自ら健康管理
を図り︑生涯を通じて共に支えあう健康
づくりに取り組めるような環境づくりが
重要になります︒
このため︑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
を得ながら保健事
業に取り組み︑﹁利
尻富士町健康体操﹂
の普及を図るため
健康体操マイスタ
ー養成事業を継続
してまいります︒
また︑多様な健康課題に取り組むため︑
管理栄養士による個別栄養指導を強化し︑
野菜の摂取量不足という健康課題に対応
した野菜をテーマに﹁平成二十九年度版
健康カレンダー﹂を作成し︑町民への食
生活改善と生活習慣病の予防を推進する
とともに︑各種がん検診の自己負担の引
き下げにより︑受診率向上という成果が
得られており︑早期発見・早期治療に繋
がる指導体制の強化に努めます︒さらに
本町の喫煙率は男女共に全国︑全道平均
を上回り︑喉頭がんや肺がん︑慢性閉塞
性肺疾患等の発症リスクを高める要因で
もあり︑新たに医学的治療による禁煙外
来への費用の助成事業を導入し︑積極的
な禁煙対策に取り組んでまいります︒
医療体制については︑今後も鴛泊診療

健康体操マイスター研修会の様子

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・高齢者福祉について︼
地域福祉では︑町民の皆様が住み慣れ
た地域で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等
と連携し︑生活支援や相談体制を充実さ
せるほか︑昨年に引き続き低所得者に対
し臨時福祉給付金を支給いたします︒
高齢者福祉では︑本町の高齢化率は三
十七％に達しており︑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︑地域包括ケアシステムを構築
するための生活支援体制の取り組みを推
進してまいります︒
介護サービス施設の運営にあたっては︑
利用者の意向を十分に尊重し︑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︑利用者の目線で心のこも
ったサービスの提供を図ってまいります︒
秀峰園では︑建設から三十七年を経過し
老朽化による建替えを検討した結果︑本
年度基本設計業務に着手し︑年次計画を
もって建設を進めてまいります︒また︑
デイサービスセンターでは︑介護用の特
別浴槽の入れ替えを予定しており︑通所
されている利用者の利便向上に万全を期
してまいります︒利尻島老人保健施設で
は︑通所リハビリ用送迎車を更新し︑利
用者や家族から信頼されるサービスを提
供してまいります︒
︻障がい者福祉施策について︼
障がい者福祉計画等に基づき︑地域社
会で自立した生活を送ることができるよ
う相談支援の充実に向け︑サービス体制
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の確保に努めてまいります︒また︑長期
にわたる治療が必要な難病者や小児慢性
特定疾病等に対する支援として︑島外の
医療機関へ通院する際の交通費や宿泊費
の一部を助成し︑治療に専念できる環境
づくりを進めてまいります︒
︻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
すが︑入所児の低年齢化や多様化する保
育ニーズに呼応しながらの保育業務を実
施してまいります︒
また︑鴛泊保育所については︑昨年度
保育所園庭側に保育室を増築したことに
より︑旧幼稚園の解体跡地に園庭を整備
する工事費を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︑今国会で︑
非課税世帯の三歳未満児である第二子以
降の保育料を無償とする多子世帯への特
例措置改正案が上程される予定であり︑
また︑北海道においても︑さらに対象を
拡大した特例措置に対する補助事業が新
設される予定ですが︑今後の動向を見極
めながら国︑道からの通達等があり次第
速やかに対応してまいります︒
︻保険事業について︼
国民健康保険事業については︑国の税
制改正により軽減判定所得の引き上げが
予定されているほか︑所得の把握を行い
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︒
また︑国保制度改革については︑平成三
十年度実施に向けた運営方針が示される
予定でありますので︑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︑将来的な制
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度改正に向け自己負担限度額が引き上げ
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︒
介護保険事業では︑﹁新しい地域支援
事業﹂が開始され︑包括的支援事業の一
環として実施される在宅医療・介護連携
推進事業︑認知症施策推進事業︑生活支
援事業を推進するため︑生活支援コーデ
ィネーターという新たな役割が必要とな
ることから︑地域包括支援センターに社
会福祉士を配置し︑体制整備と機能強化
を関係機関と協議し推進してまいります︒

五．ふるさとに誇りを持てる
教育環境の整備
昨年度より建設に着手した︑利尻小学
校・鬼脇中学校併置校の校舎が︑今年度
完成を見るところであり︑明治十九年に
利尻島最初の﹁利尻学校﹂が開校して以
来百三十有余年にわたる鬼脇地区の歴史
にふさわしい︑児童生徒の﹁生きる力﹂
を育む場として︑新しい校舎の落成を待
ち望んでいるところであり︑屋内体育館
・グラウンド整備工事についても︑年度
内の完成を目指して事業を進めてまいり
ます︒
昨年から実施しました﹁ふるさと教育
体験事業﹂として︑本年も北海道エアシ
ステム︵ＨＡＣ︶の協力を得ながら五月
二十九日に小学六年生を対象とした遊覧
飛行を計画しております︒子ども達が利
尻島のまちの地形や風景を上空から見学
することで︑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︑予算計上をしてお
ります︒
総合教育会議については︑昨年設置・

開催されたことにより︑新たに﹁利尻富
士町教育大綱﹂が定められておりますの
で︑今年度より大綱の三つの基本施策を
基に教育行政を推進していく所存であり
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﹁利尻富
士町まち・ひと・しごと創生総合戦略﹂
に沿って行っております︒
漁業担い手対策及び漁師を目指す若者
を確保し育成するモデル事業については︑
国の補正により漁業担い手を支援するた
めの住宅を整備いたします︒観光分野に
ついては︑遊漁船等漁船利活用試験事業
や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
めてまいります︒
結婚・出産・子育て施策としましては︑
今年度も商工会青年部が開催する結婚支
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女性定住奨
励金の助成︑りぷらや公民館等で結婚式
を挙げる町民に結婚祝金を支給し︑若者
の移住・定住を目指し引き続き助成して
まいります︒
出産支援事業については︑妊産婦通院
交通費等助成金を拡充し︑妊産婦が里帰
り出産のための交通費や宿泊費の助成額
の引き上げを行い︑不妊治療についても
治療費の助成を継続するとともに︑交通
費と宿泊費の助成を新たに追加して︑若
い世代の出産・子育ての希望をかなえる

より良い環境づくりを進めてまいります︒
また︑入院費と出産時の経済的負担を軽
減するため︑出産子育て安心支援金︵一
〇万円︶及び出産祝い金制度︵第一子に
一〇万円︑第二子二〇万円︑第三子以降
は五〇万円︶の支給を継続し︑人口減少
の歯止めに努めてまいります︒
子ども医療費対策では︑医療費無料化
の助成対象を高校生まで拡大し︑保護者
の負担軽減に努めてまいります︒
子育て対策では︑継続して子育て支援
員の養成︑子育てボランティアの育成を
図りながら乳幼児の一時預かりを先導し︑
ファミリーサポートセンターの設立・運
営に向けた態勢作りを整え︑育児サポー
トを行う拠点の選定・整備により子育て
環境を充実させ︑女性の就労支援を推進
するほか︑島内高校への通学費の負担軽
減を図るための支援給付金を一人につき
一万円を二万円に引き上げ︑さらなる子
育て支援を実施いたします︒
また︑地域安心応援特典券交付事業で
は︑在宅介護世帯に地域商品券を交付し︑
引き続き高齢者等の負担軽減を図ってま
いります︒空き家対策につきましては︑
空家対策推進業務のなかで実施している
勉強会等での検討結果を踏まえ︑空き家
等の発生の抑制︑空き家及び跡地の利活
用の促進︑管理不全な空き家の未然防止
・解消と大きく三つの基本方針に基づい
て関係関連部署及び自治会等と連携しな
がら生活環境を保全するために︑空き家
対策に取り組んで参ります︒

平成二十九年度財政運営について

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
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平成29年度 建設事業一覧表
【一般会計】

九年度の建設事業費は二十五億一︐八五
二万円︶となり︑特別会計では九︐五二
五万三千円︑合わせて十億七八五万一千
円で︑前年度対比二八・三％の増額を見
込んでおり︑これら事業費によって地域
の雇用︑景気対策を講じようとするもの
であり︑働く場をしっかりと確保します
が︑不足する財源を補うため基金を取り
崩し財源に充てることとしており︑その
うち︑全国から寄せられているふるさと
応援寄附金の七︐〇〇〇万円を有効に活
用すべく十七の事業に充当いたします︒
その結果︑一般会計の予算規模は四十
二億八︐五〇〇万円︵繰越明許分八億七︐
一五二万八千円︑継続費七億三︐四三九
万四千円を含めると五十八億九︐〇九二

万二千円︶とし︑対前年度比では一億七︐
七〇〇万円︑率で四・三％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︑総額十九
億二︐〇〇一万五千円︒一般会計︑特別
会計を合わせた総額では六十二億五〇一
万五千円となり︑前年度対比では三・七
％の増額予算としております︒
以上︑平成二十九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︑利尻富士町の創生総合
戦略で位置付け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いる訳でござい
まして︑私がこれまで培ってきた行政経

験を生かしながら様々な課題に向き合う
ことで︑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︑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︑町
民目線で町民の意を汲むことが大切であ
ると認識しながら今年度も様々なまちの
課題に全力を傾注して取り組み﹁ふるさ
と利尻富士﹂の町づくりの先頭に立って
町政運営に邁進していく所存であります
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︑平成二十九年度の
町政執行方針とさせていただきます︒

事業費
972
2,500
525
4,536
2,355
778
計
11,666
鴛泊保育所園庭整備
16,500
民生費
計
16,500
火葬炉補修工事
2,625
栄町墓地駐車場舗装工事
616
衛生費
鴛泊葬苑屋根塗装工事
1,005
計
4,246
沼の沢排水路改修実施設計業務委託
2,200
離島漁業再生支援交付金
41,920
6,000
農林水 海岸漂着物処理業務委託料
産業費 水産環境整備事業負担金
700
船揚場整備事業
3,000
計
53,820
沼浦レストハウス床張替工事
937
商工費
計
937
町道改良工事
67,000
町道側溝改修工事
8,000
町道補修工事
2,400
町道施設点検業務委託
600
姫沼1号橋補修工事
1,700
滝の沢橋補修設計業務委託
4,800
利尻富士町橋梁点検負担金
2,500
鴛泊除雪センター屋根改修工事
6,300
ロータリー除雪車購入費
46,660
5,000
土木費 海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託
鴛泊港維持補修工事
2,500
鴛泊港整備事業負担金
32,085
道道利尻富士利尻線交付金事業
421,535
街路灯整備工事
7,700
ファミリーキャンプ場維持補修工事
6,362
公営住宅個別改善工事
85,500
公営住宅舗装改修工事
2,200
飛行場標識施設補修工事
3,717
計
706,559
利尻富士支署消防庁舎建設実施設計業務委託料
36,000
新規加入者増設工事
870
光ケーブル移設工事
1,000
消防費
防災マップ等作成業務委託料
5,000
旧本泊小学校改修工事
7,614
計
50,484
パソコン購入費
28,000
備品購入費
33,500
保安林解除申請業務委託料
1,150
教育費 総合体育館補修工事
4,029
スノーモービル購入費
1,491
富士見ヶ丘球場スコアーボード改修工事
216
計
68,386
合
計
912,598
名
業
事

単位：千円

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︑
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︒
これからご審議頂きます平成二十九年
度の予算は︑町財政の厳しい状況の中で
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︑
九億一︐二五九万八千円︵二十八年度補
正の継続費と繰越明許費では︑小中併置
校建設事業で十四億六．五八一万六千円︑
教員住宅建設事業では二︐八〇一万円︑
漁業担い手支援住宅整備事業では一億一︐
二〇九万六千円︑これらを含めると二十
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財務書類作成支援業務委託料
公共施設等解体工事
道道拡幅工事に伴う支障物件移設工事
総務費 固定資産情報管理システム購入費
総合行政システム改修業務委託料
ポスター掲示場設置業務委託
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教育行政
執行方針
な基本指針を柱とした︑諸施策に積極的
に取り組むこととしました︒
それでは︑平成二十九年度における各
分野の主な施策について申し上げます︒

一．社会で活きる実践的な学力
を育成長する教育の推進
教育の役割は︑子どもたちが夢や希望
を持ち︑自分の未来を切り拓いて生きて
いけるよう︑基礎的・基本的な知識や技
能を身に付けさせることにあります︒こ
のため︑学 校 ︑家 庭 ︑地 域 ︑関 係 機 関が連
携し︑
﹁確かな学力﹂
﹁健康な体﹂
﹁豊かな
心 ﹂を育み︑児 童 生 徒が自らの夢や希 望を
実現し社会で活かせる教育を進めます︒
①﹁確かな学力の育成をめざす教育の推
進﹂
﹁全国学力・学習状況調査﹂の結果に
ついて︑本町を含めた宗谷管内の状況は︑
学校が一体となった授業改善や学習習慣
の確立に向けた取り組みが進められたこ
とにより︑昨年度と比較して︑全国平均
との差が縮まっています︒
しかし︑学習習慣に関しては︑一日に
一時間以上家庭学習をする児童生徒の割
合が︑小・中学校ともに全国を大きく下
回っている状況が見られます︒これによ
り︑学力向上に向けた取り組みの在り方
や︑授業改善の在り方などについて︑実
際の授業や校内研修の状況をもとに︑宗
谷教育局の指導助言を参考として︑校長
会等と連携し︑一人ひとりの学力向上や
学習習慣の定着に向けた取り組みを進め
ます︒
②﹁コミュニケーション能力を育む教育
の推進﹂
子どもたちの生活体験の機会が減少し
ていることに伴い︑人間関係が希薄化し

てきており︑豊かな人間関係を形成する
ための基盤となるコミュニケーション能
力を育成することが求められています︒
③﹁特別支援教育の推進﹂
今年度︑鴛泊小学校・利尻小学校に新
たに特別支援学級が設置されます︒中学
校二校において三学級がすでに開設され
ており︑町内小中学校では五学級六名へ
の支援に学校・教育委員会が一体となり︑
取り組みます︒
④﹁へき地複式教育の推進﹂
全国のどこの地域であろうと児童生徒
一人ひとりに全国水準の教育を保障する
ことは︑教育に携わる者の責務であると
考えております︒
学校間の連携を密にして︑児童生徒の
個性を生かす個に応じたきめ細かな指導︑
自学自習の経験を生かした自ら学び考え
る力の育成︑豊かな自然環境を生かした
教材や体験活動︑地域住民との連携・協
力した教育活動など︑様々な指導形態の
工夫改善に取り組みます︒
鬼脇地区小中併置校の校名は︑地域の
方々の意見を酌み︑現在の利尻小学校・
鬼脇中学校の名を継承し︑歴史にその名
を残すこととしました︒これにより現在
建築中の校舎は今年十二月に竣工を迎え︑
永い歴史と伝統を踏まえながら︑新しい
学びや経験の場として子どもたちと一緒
に育っていくことを願っております︒
⑤﹁ふるさと教育の充実﹂
子どもたちの生活の舞台である﹁ふる
さと﹂が︑自然や文化︑人材等に恵まれ
ていることに気付かせ︑それらと直接ふ
れあい︑郷土の自然や生命に対して感動
する心︑他人を思いやる心や奉仕の心な
ど︑他とともに生きる豊かな心や態度を
育てます︒

⑥﹁国際理解教育の充実﹂
国際化が急速に発展する中で︑絶えず
国際社会に生きているという広い視野を
持つとともに︑国を越えて相互に理解し
あうことは︑ますます重要な課題となり
つつあります︒その意味で︑教育の果た
す役割が重要であると捉え︑次に掲げる
事業の展開を図ってまいります︒
利礼三町で活躍するＡＬＴ︵外国語指
導助手︶の指導を仰ぎ︑広い視野を持ち︑
異文化を理解するとともに︑これを尊重
する態度や異なる文化を学び︑共に生活
していく資質や能力の育成を図る事を体
験的に学ぶ︑サマー・イングリッシュキ
ャンプ事業を実施します︒
子どもが自
ら望ましい人
間関係を築く
ための工夫と
して︑ＡＬＴ
と直接かかわ
り︑児童生徒
が英語に興味
・関心を持ち
ながら︑積極
的に英語でコ
ミュニケーシ
ョンを図ろう
とする機会を提供し︑子どもたちの英語
のコミュニケーション能力の向上を図る
とともに︑豊かな国際感覚を育むように
努めます︒
⑦﹁キャリア教育の充実﹂
人が︑生涯の中で様々な役割を果たす
過程で︑自らの役割や自分と役割との関
係を見出していく連なりや積み重ねが
﹁キャリア﹂の意味するところであり︑
キャリア教育の実施にあたっては︑社会
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平成二十九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︒
教育の目的は︑一人ひとりの国民の人
格形成と国家・社会の形成者の育成の二
点であり︑このことはいかに時代が変わ
ろうとも普遍的なものであります︒
子どもたち一人ひとりが人格の完成を
目指し︑個人として自立し︑それぞれの
個性や能力を伸ばし︑その可能性を開花
させるための基礎を培うことは︑学校教
育の重要な役割であります︒
また︑人々が生涯を通じて学習を行い︑
その成果が適切に評価され︑豊かで活力
のある地域づくりの実践や︑そのための
学びの活動として生涯学習が今後ますま
す重要となっています︒
これにより︑教育委員会といたしまし
ては︑平成二十九年度において︑﹁利尻
富士町教育大綱﹂に掲げる三つの具体的
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や職業にかかわる様々な現場における体
験的な学習活動の機会を設け︑それらの
体験を通して︑多様な職業に対応しうる︑
社会的・職業的自立に向けて必要な基盤
となる能力の育成を図ります︒
⑧﹁道徳教育の充実﹂
教育現場では︑社会において人と協調
しつつ自律的に社会生活を送るために必
要な﹁生きる力﹂の基盤を培うものであ
り︑豊かな心をもち︑人間としての生き
方の自覚を促し︑他者を思いやる心の育
成や︑よりよく生きるための道徳性を育
成してまいります︒
⑨﹁読書活動の推進﹂
読書活動は︑子どもが︑言葉を学び︑
感性を磨き︑表現力を高め︑創造力を豊
かなものにし︑人生をより深く生きる力
を身に付けていく上で欠くことのできな
いものであり︑すべての子どもがあらゆ
る機会とあらゆる場所において自主的に
読書活動を行うことができるよう︑積極
的にそのための環境の整備を推進してま
いります︒
⑩﹁体験的な活動の充実﹂
子どもに豊かな人間性や社会性などを
育むために︑多くの人々や社会︑自然な
どと触れ合う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︑豊かな体験活動の充実を図ります︒
⑪﹁生徒指導・教育相談の充実﹂
学校生活を通じて児童・生徒が個性を
伸ばし︑資質・能力を高め︑優れた人格
をもつ社会人として成長するよう︑生徒
指導・教育相談の充実を図ります︒
⑫﹁体力・運動能力の向上﹂
各学校において︑体力向上の取り組み
を充実させるためには︑子どもたちが自
主的に運動やスポーツをしたいという意
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欲を高め︑体育・保健体育の授業以外の
場所や時間を活用した取り組みの工夫を
通して︑子どもたちの運動機会を確保す
る教育環境づくりを進めます︒
⑬﹁食育の充実﹂
現在︑偏った栄養摂取︑朝食欠食など
食生活の乱れや肥満・痩身傾向など︑子
どもたちの健康を取り巻く問題が深刻化
しています︒また︑食を通じて地域等を
理解することや︑食文化の継承を図るこ
と︑自然の恵みや勤労の大切さなどを理
解することも重要であり︑子どもたちが︑
食に関する正しい知識と望ましい食習慣
を身に付けることができるよう︑学校に
おいても積極的に食育に取り組みます︒
⑭﹁安全教育の推進﹂
登下校時や日常生活で起こる事故の発
生原因と安全確保の方法について︑学校
の教育活動全体を通じて理解させるとと
もに︑地域と連携して防災・防犯・交通
安全︑そして︑近年懸念されているネッ
ト環境トラブル等を含めた生活安全教育
の一層の充実を図ります︒
⑮﹁教職員の資質・能力の向上﹂
新たな知識や技術の活用により社会の
進歩やスピードが速まる中︑教員の資質
能力向上が必要であり︑学校の教育力・
組織力を向上させる中心的役割を担う教
員一人ひとりがスキルアップを図り︑そ
の役割に応じて活躍できる環境整備に努
めます︒

二．安心・安全な教育環境の
整備と支援の推進
子どもたちの健やかな成長を促すため
には︑安心して学べる場と安全な教育環
境の整備が大切です︒このため︑町が有
する教育施設や設備等をより効果的に活

用するとともに︑社会の変化に対応した
教育施設や設備を計画的に整備して︑安
心・安全で質の高い教育環境の充実を図
ります︒
北海道では﹁北海道歯・口腔の健康づ
くり八〇二〇推進条例﹂等に基づき︑学
校におけるフッ化物洗口を推進しており︑
本町においても︑今年度より効果的な歯
科保健対策として小・中学校におけるフ
ッ化物洗口を実施し︑児童生徒の虫歯予
防に取り組みます︒

三．生涯学習の充実と
文化・スポーツ活動の振興

町民が心豊かで生きがいのある生活を
送るためには︑生涯を通じて積極的に学
び︑その成果を生かせる環境が必要です︒
このため︑町民一人ひとりが豊かに学び︑
文化やスポーツを楽しむ環境を整えると
ともに︑
地域を担う人材の育成を支援する
ために︑効果的な事業の推進に努めます︒
①﹁生涯学習の推進﹂
急速に進行する情報通信機器の発達は︑
携帯電話やスマートフォンなどが新たな
コミュニケーションツールとして浸透す
るに伴い︑人々に価値観の多様化と生活
様式の変化をもたらすとともに︑人と人
とが直接触れ合う機会の減少を招く結果
となり︑地域の教育力の低下へとつなが
ることも危惧されています︒このような
現状を受け止め︑活力のある地域で心豊
かに暮らすために︑世代を越え︑多くの
人がともに学び︑いつでも自由に学習機
会を選択して学ぶことができる場や︑人
と人とのつながりを作っていくことがで
きる機会の充実を図り︑学びの機運に満
ちた生涯学習社会づくりをめざします︒
②﹁青少年の健全育成﹂

青少年の心と体への健全な発展を促し︑
自主性・社会性や正義感・倫理観を持っ
た豊かな人間性を育むため︑多様な学習
活動・体験活動を経験できる体制の整備
や活動機会の創出を図ります︒
③﹁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︒
町内外に埋もれている郷土資料の収集︑
調査を継続して行うとともに︑町民のみ
なさまに対し︑企画展示や町内外の専門
家による講座などを実施します︒
指定文化財の保護や啓発を図るため︑
説明板の補修により町民や観光客に対す
る周知を行ないます︒

四．スポーツ活動の推進

町民の誰もが︑それぞれの体力や年齢︑
技術︑興味・目的に応じていつでも︑ど
こでも︑いつまでも安全にスポーツに親
しむことができる環境の整備を推進しま
す︒
利尻富士町体育協会︑スポーツ少年団
連絡協議会等と連携を図り︑各種スポー
ツ大会やイベントを積極的に支援します︒
以上︑平成二十九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29年度の当初予算額は、前年度比4.3％の増となっております。特別会計の
合計19億2,001万円と合わせた町の予算総額は62億500万円で、平成28年度当
初予算と比較すると、約3.7％（2億2,200万円）の増額となります。

その他 9.5％

繰入金 3.2％

409,543千円

139,224千円

町

一般会計予算は？

税 6.4％

272,225千円

道支出金 17.2％

歳入

734,950千円

平成二十九年度の

をお知らせします︒

42億8500万円

予 算 概 要

一般会計の歳入・歳出予算額は…

地方交付税 51.3％
2,200,000千円

その他 8.7％
町

373,961千円

債 8.6％

367,900千円

建設事業費

繰出金 12.4％

21.3％

531,584千円

国庫支出金

物件費 11.9％

3.8％ 161,158千円

508,628千円

歳出
（性質別）

912,598千円

公債費 18.4％
788,198千円

補助費等 14.7％
631,574千円

人件費 12.6％
538,457千円

■特別会計予算

単位：千円

平成29年度

比

較

簡易水道事業特別会計

89,847

99,601

△

9.8％

下水道事業特別会計

203,291

218,993

△

7.2％

港湾整備事業特別会計

69,867

45,055

55.1％

温泉事業特別会計

68,680

68,495

0.3％

国保事業特別会計

494,562

497,109

後期高齢者医療特別会計

48,139

46,606

3.3％

介護保険事業特別会計

330,288

327,443

0.9％

介護サービス特別会計

484,760

442,177

9.6％

歯科施設特別会計

57,991

55,781

4.0％

国保施設特別会計

72,560

73,765

1,920,015

1,875,025

合
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平成28年度

計

△

△

0.5％

1.6％
2.4％

■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
42,917
460,696
538,075
311,315
103
111,366
175,843
1,221,523
220,807
288,692
30,077
788,198
72,223
20,165
3,000
4,285,000
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山をテーマにした「大使」−利尻山岳大使をご存知ですか？−

〜利尻山をこよなく愛する男〜
さ

さ

き

だい

すけ

佐々木 大 輔 氏
世界をフィールドに活躍する国際山岳ガイドであり、ビックマウンテンスキーヤー（プロスキー
ヤー）の佐々木大輔さんが『利尻山岳大使』として任命されています。
全国に観光大使は数多くいますが、山をテーマにした「山岳大使」は利尻富士町だけではないで
しょうか。佐々木さんを任命した経緯は、利尻富士町の地方創生事業の一環として、「利尻山の魅
力を国内外に普及」「地域住民の方々に利尻山への恩恵と愛着」「自分の町の魅力を知り、利尻で
ずっと暮らしたいという人が少しでも多く残ってほしい」という思いから、『利尻山岳大使』を誕
生させました。
佐々木さんは札幌を拠点に山岳ガイドとして世界中を駆け回り、ご存知の方も多いと思いますが、
2013年に厳冬期のオチュウシナイ（大空）沢を頂上からスキー滑走した様子がNHKでも放映され
ており、これまでも何度となく利尻山の急稜を制覇している方です。またつい先日、前人未到のデ
ナリ（マッキンリー）標高6,190ｍの大滑降にチャレンジ中、秋にはその様子もテレビ放映される
予定となっています。知る人ぞ知る佐々木さんの存在はまだまだ多くはないですが、このチャレン
ジをきっかけに知名度がさらに上がると思われると同時に利尻富士町のPRがされることに期待し
たいです。
＊GUIDE BANKEI（ガイド盤渓）代表
〈8月11日は山の日〉
＊1977年 札幌生まれ（2児の父）
利尻山岳大使と様々な山岳イベントが開
＊愛車のナンバー「1721」
（利尻山標高）
催されています！
8/11「利尻山岳大使と行く利尻山頂と
うにうにフェスティバル」、２月白い恋人
の島〜バックカントリーツアーのほか、ふ
るさと教育の一環として、渡辺敏哉ガイド
による「利尻山ハイスクール（高校生登山）
」
など。
今年もイベントやってきますので、大使
を見かけたら気軽に声をかけてください
ね！応援もよろしくお願いします。

警 察 官 ご 紹 介
本年４月の異動で、富良野署占冠駐在所から赴任し、勤務させ
ていただくことになりました。士幌町出身の54歳で希望が叶っ
て離島勤務が２度目になります。町民の皆さんが安心・安全で暮
らせるために交通事故の抑止や犯罪の未然防止を中心に迅速な対
応ができるように努力しますので、警察に対する一層のご協力を
お願いします。
また、町民の方との交流を深めながら、島の生活を送りたいと
思いますので、家族共々よろしくお願い致します。

鴛泊駐在所 所長

八 木 和 彰

さん
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町内新就職者紹介
い

とう

ひろ

あき

伊 藤 寛 明

かわ

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バトミントン
④地元を離れてから６年ぶり
にまた戻ってくることが出
来て大変うれしく思います。
早く仕事を覚えてどんどん自分のものにしていきた
いです。町のために精一杯尽力したいと思いますの
でよろしくお願いいたします。
こん

どう

りょう

き

近 藤 稜 起

①北広島市
②利尻富士町役場
総務課 企画調整係
③釣り、スノーボード
④私の抱負は「絶えず色々な
ことに挑戦する」ことです。
まだ利尻富士町に来て日は
浅いのですが各分野に興味を持ちチャレンジしてい
きたいと思っております。また町の皆様に１日でも
早く信頼されるよう頑張りますので、どうかよろし
くお願いいたします。
さか

もと

みず

き

坂 本 瑞 樹

①利尻富士町
②㈱佐藤商店
③音楽鑑賞、スポーツ
④まだ仕事を始めたばかりで
わからないことだらけで、
失敗ばかりですが、わから
ないことがあったら職場の
先輩に聞き少しでも早く仕事を覚えて佐藤商店の力
になれるように頑張るのでよろしくお願いします。

しま

づ

ひろ

き

島 津 宏 紀

①音更町
②地域包括センター
地域支援係
③楽器演奏など
④故郷を離れ、福祉専門職とし
て初めてお仕事をさせていた
だきます。福祉人として地域
のみなさまの生活のお手伝いをさせていただきますと
共に、町民のひとりとして地域貢献することができれ
ばと思っております。宜しくお願いいたします。
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とう

とも

さん

はる

齋 藤 知 陽

さん

①利尻富士町
②利尻富士町商工会
③絵を描くこと、工作、料理、
ギター
④４月から入ったばかりでま
だまだわからないことだら
けですが、１日も早く仕事
を覚えられるよう精一杯頑張ります。商工会職員と
してまだまだ未熟者ですが、会員の皆様の役に立て
るよう励みますのでどうぞよろしくお願いします。
き

き

りょう すけ

佐々木 諒 介

さん

①利尻富士町
②利尻富士町役場
産業振興課 水産港政係
③サッカー
④社会人１年目ということで、
まだまだわからないことだら
けではありますが、役場の一
員として一日でも早く戦力になれるよう精進していきま
す。また、島を良くするという気持ちを第一に、仕事に
取り組みたいと思います。多々、迷惑をかけると思いま
すが、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。
やま

さん

すけ

①利尻富士町
②利尻礼文消防事務組合
利尻富士支署 警防係
③ギター、スポーツ
④4月11日から8月31日まで、
北海道消防学校で初任教育を
受けています。消防学校で消
防士に必要な知識をしっかりと身に付け、利尻に帰っ
て来た時は即戦力となれるように精進していき、地域
の方々に１日でも早く信頼してもらえるよう、頑張り
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

さ

さん

けい

河 端 奎 佑

さい

さん

ばた

①出身地
②配属先
③趣味・特技
④今後の抱負

むら

ひろ

き

山 村 博 紀

さん

①利尻富士町
②利尻富士町役場 建設課
まちづくり係兼渉外係
③映画鑑賞
④利尻富士町役場に就職させて
頂いてから１ヵ月と少し経ち
ましたがまだ少し緊張が残っ
ています。ですが、この適度な緊張感を保ち、町民の
方々の支えになれるよう、一つ一つの仕事を真摯に取
り組んでいきますのでよろしくお願いいたします。
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鬼

まち

鬼脇まちづくり推進協議会を
！
ご紹介します！

【鬼まちのはじまり】

平成8年

抜海航路開設期成会

《目的》
鬼脇港を核とした鬼脇地域の活性化の推進

平成19年 鬼脇地域活性化推進協議会

《目的》
鬼脇港を核とした鬼脇地域の活性化の推進

平成27年

《目的》
鬼脇地域の魅力ある住みよいまちづくりを推進

現在は、谷村

鬼脇まちづくり推進協議会

俊朗氏が会長に就任し、地域の皆さんと活動しています。

【活動状況】
町の補助金と北海道地域活動振興協会より助成金をいただき、
「鬼脇地区にぎわい創出調査研究事業」に着手。まずは、ま
もりすぐる
ちづくりの専門家である 北海道大学森傑教授 を招き「鬼
脇まちづくり講演会」を開催しました。
その後、鬼脇地区の 魅力の再発見
継承したい鬼脇のい
いところ などをテーマに、協議会委員でワークショップや
検討会を繰り返し開催しています。
また２年目には、森教授の協力をいただきながら、いずれも、 鬼脇地区にぎわい創出 をテー
マに、「子育て世代まちづくりワークショップ」や「まちづくりセミナー」を開催しています。
現在は 居場所づくり に焦点を絞りながら協議会委員ばかりでなく、地域の子育て世代の皆さ
んにも参加していただきながら、毎回活発なグループワークをしています。
主な開催状況
H27
鬼脇まちづくり講演会開催
鬼脇まちづくりワークショップ開催
（2回）
鬼脇まちづくり検討会開催 （3回）
H28
鬼脇まちづくりセミナー開催（2回）
子育て世代鬼脇まちづくりWS開催
（2回）
【今後について】
今後も、 住みよいまちづくり を目指し、より具体的な鬼脇まちづくりの検討をしていく上で
も、「継続的な協議をしていくこと」が大変 重要 と考えています。
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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〜
昨年度に引き続き、利尻富士町では「人口減少」と「地方創生」に向き合い、創生総合戦略の基本目標の中から、
特に実効性が期待できる下記の施策に取り組みます。
【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】
★元気な水産業づくり
栽培漁業の推進 〜 漁師を目指す若者を確保し育成するモデル事業
漁業担い手の育成・確保の推進 〜 漁業担い手の育成・確保推進事業、漁業担い手支援住宅整備事業
【基本目標２ 本町の魅力を発信し、新しいひとの流れをつくる】
★一年中楽しめる利尻島づくり
「複線・滞在型」観光の推進 〜 遊漁船等漁船利活用試験事業、産業遺産利活用調査研究事業
【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】
★あたらしい出会いから宝の島へ
あたらしい出会いの創出 〜 結婚イベント助成事業、女性定住奨励金女性事業、りぷら等結婚祝金助成事業
離島出産リスクの軽減 〜 出産支援事業
子育て支援の充実 〜 子ども子育て地域人材育成事業、通学支援給付金事業、子ども医療対策事業
【基本目標４ 安全で安心な住み続けたいまちをつくる】
★島を愛するふるさとづくり
・ふるさと教育の推進 〜 山岳イベント事業
★島でシャキッといつまでも
・高齢者サービスの拡大 〜 地域安心応援特典券発行事業

特定有人国境離島地域の地域社会維持に関する取り組み
４月１日に、『有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法』
が施行され、その中で利尻島が特定有人国境離島地域として指定されました。
これに伴い、利尻富士町では本年度より特定有人国境離島地域社会維持推進交付金を活用して、以下のような取
り組みを実施していきます。
●航空路運賃低廉化事業
離島航路である「フェリー」並びに離島航空路である「JAL」
「ANA」について、離島割引額の拡充により、
さらなる運賃の低廉化を図って行きます。
種

別

区

間

通常運賃

離島割引後運賃

割引額

フェリー

鴛泊〜稚内

2,030円

1,230円

800円

フェリー

鴛泊〜香深

800円

410円

390円

飛行機（ＪＡＬ）

利尻〜丘珠

24,200円

11,500円

12,700円

飛行機（ＡＮＡ）

利尻〜新千歳

24,200円

14,000円

10,200円

※既に、全ての種別について割
引は実施されております。
※フェリー運賃には、バンカー
サーチャージ（100円）が含
まれていますので、バンカー
サーチャージの変動により運
賃も変動します。

●輸送コスト支援事業
水産業の振興を図るため、魚介類（生鮮・冷凍もの）について、事業者が負担していた本土への移出運賃並び
に移出に必要な輸送用容器の移入運賃の輸送コストを軽減することにより、離島価格の是正に取り組みます。
種
移出（魚介類

別

生鮮・冷凍もの）

移入（輸送用容器）

国の負担割合

町の負担割合

事業者の負担割合

6/10

2/10

2/10

6/10

2/10

2/10

●雇用機会拡充事業
利尻富士町における雇用増に直接寄与する創業又は事業拡大を行う民間事業者等に対して、審査会を経て事業
採択された場合に、予算の範囲内において事業資金の一部を補助することにより、利尻富士町における雇用機会
の拡充を行い、定住、定着及び移住の促進並びに産業の振興を図ります。
種

別

創業・事業拡大・地域外創業

国の負担割合

町の負担割合

事業者の負担割合

1/2

1/4

1/4

●滞在型観光促進事業
新たな滞在プランの創設による地域の魅力の商品化やガイド等観光サービスの担い手育成の推進のため、日帰
りから「一泊」へ、「一泊」から「二泊」へなど、もう一泊を工夫した旅行商品や滞在プランの企画開発や実証
や宣伝、販売促進への取り組みを展開し、地域の観光産業の活性化を図るとともに、効果・検証により最終的に
「通年での滞在型観光」の確立を目指します。
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介 護 予 防 教 室
〜ご近所サロンに参加してみませんか？〜
利尻富士町では、介護予防対策として、平成21年度から水中運動や体操教室などの実施、平成
26年度から平成27年度については、高齢者が安心して暮らせる地域をつくるため、介護予防運動
教室の参加率が高い大磯地区住民の意見を取り入れながら、利尻富士町健康体操「カラダ・ココロ
・元気」を作成しました。
平成28年度からは地元の自治会館を利用し、地域の集まりの場になることをめざし、行政と住
民が一体となって取り組む介護予防事業として、 ご近所サロン を始めました。

●旭浜自治会館の様子をご紹介●
ご近所サロンは、毎回楽しめる地域の憩いの場として、昨年は下記の内容などを行いました。昨
年は、鰊泊・旭浜・石崎・二石の４地区を対象に自治会長をはじめ、民生委員、保健福祉推進員、
住民の方と協力して事業を進めていきました。

利尻富士町健康体操
「カラダ・ココロ・元気」

健康体操の考案者である健幸サポートhappy moon 門間奈月先生
を招き、健康体操の効果などのポイントを詳しく教えてもらってい
ます！

宝引き

地区の方からの希望があったので実施しました！
景品もあったり、宝引きはいつ行っても盛り上がります！！

料理づくり

12月 お寿司ケーキ、2月 チョコレートフォンデュ
季節に合った料理づくりの実施。

カルタ

など

懐かしい昭和の演歌・歌謡曲カルタの実施。
読み手が前半部分を歌い、取り手は続きを歌うという形式で、50
曲もあるので参加者は少し疲れ気味でしたが、大変盛り上がりまし
た！

門間先生にポイントを教えて
もらいながら健康体操を実施

お寿司ケーキ
白熱するカルタ取り

回数を重ねるごとに、口コミでこのサロンのことが広まり、他の地区からも参加していただいた
り、「顔を合わせて話ができるのがいい」などの声がありました。
興味のある方は、ぜひ参加してみませんか？
今後は、鬼脇地区だけではなく、全地区で開催し、地域での支え合いを強くし、高齢者のみなら
ず、多世代での交流も積極的に進め、地域での居場所づくりを広げていきます。
今年度は鬼脇地区で10月頃、鰊泊・旭浜地区で12月頃から開催予定です！
開催の際は、地区の皆様にチラシを配布しますので、どなたでも気軽にお立ち寄りください。

お問い合わせ先：保健センター（☎82−2320）
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しゃくだにいし

連載㊷ 北前船の贈りもの〜笏谷石
タイムスりっぷ

しゃくだにいし

※記事に対するご意見のほか、笏谷石に関する資料情報について
も、ぜひお寄せください。（教育委員会 山谷 ☎82−1370）

北海道と日本海各地を結んだ北前船には、おもに米や調味料など生活物資が積み込まれ、北海道へ
運ばれました。利尻島は北前船の直接的な寄港地ではありませんが、明治30年くらいまで写真のよ
うな弁財船が行き来していました。
みかげいし
北前船は、重い石材も運びました。その代表格は鳥居などに使われた瀬戸内産の御影石ですが、福
しゃくだにいし
井県産の笏谷石という石材も積み込まれました。石は船の安定を図るバラストの役割も果たしたとい
しゃくだにいし
あすわやま
ぎょうかいがん
われます。笏谷石とは、福井県福井市の足羽山でのみ採掘される凝灰岩の一種で、青緑色をしており
水に濡れると美しい青みをおびる柔らかい石です。用途としては、建物の屋根材や土台石、墓石など
に使われています。
しゃくだにいし
利尻島でも、本泊地区の民家の石垣や本浄寺境内の墓石などに使われた笏谷石が見つかっています。

本泊港に停泊する弁財船（和洋折衷船）

地域おこし協力隊通信

民家の石垣上に積まれた笏谷石（横長の石）

3

vol.

鬼脇地区の漁師の方が作った ナマコストラップ を販売するにあたっての
お手伝いをさせて頂きました。漁師さんが獲ったナマコを自ら加工して販売す
るという企画です。ストラップ以外にもペンダント、耳かき‥‥と色々アイデ
アは出ましたが、今回は使いやすいストラップになりました。鴛泊ＦＴの観光
案内所および各漁協で販売されていますのでぜひご覧になってみて下
さい。
また、３月には雪の利尻山をウィンドサーフィンで滑り降りるとい
う、飲料メーカーの企画のお手伝いをさせて頂きました。雪の斜面を
何度も登り降りしたり、日差しを何時間も待ったりと、けして ゆる
くない 撮影でしたが、利尻山の美しさや厳しさが十分に伝わる映像
になったのではと思います。ぜひ、お手持ちのスマートフォンやパソ
コンから「利尻ウィンドサーフィン」と検索してみて下さい。
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石 井 宏 典
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2人の元気な
赤ちゃんを
紹介するよ！

や

くわ

さく

はじめまして、八鍬朔太です。
お風呂ではお父ちゃんに泡の
おひげをつけてもらって遊ん
でるよ〜！
風が強くてもへっちゃら！
お散歩に行くとすぐに眠くなっ
ちゃうんだ〜。
それから…抱っこも大好き！
利尻の皆さん、町で見かけたら、
ぼくのことを抱っこしてね♡

た

八 鍬 朔 太 くん
H28. 11. 26 生
【両親】勇太・麻依
【住所】鬼脇2

町民の皆様こんにちは〜。
小中家第4子、次女のこゆい
です。
4月に産まれて1ヶ月。
ワイワイ、ガヤガヤにぎやか
な中でもグッスリ寝るという
技をみにつけました！
みんなに可 愛がられ ながら、
すくすく成長して欲しいです。
どうぞよろしくね！

こ

なか

こ

ゆい

小 中 心 結 ちゃん
H29. 4. 17 生
【両親】圭介・有香子
【住所】鬼脇1

★お誕生おめでとうございます★
保 護 者
大成・聖 子
祐一・景 子
直也・匠 子
圭介・有香子

南
土上
山田
小中

様
様
様
様

続柄
長男
長女
長女
次女

氏
名
智 芭（ともは）くん
ひかり ちゃん
莉 桜（り お）ちゃん
心 結（こゆい）ちゃん

月 日
住所
H29.３.６ 本 泊
H29.３.16 清 川
H29.４.14 栄町１
H29.４.17 鬼脇１

♥ご結婚おめでとうございます♥
月

日

氏

名

H28.12.11

住所

安達 一穂
德田依理香
H29.１.11 佐藤 英也
髙橋 瑠菜
H29.３.９ 三上 憂人
加藤 麻美

様
様
様
様
様
様

月

栄町２
栄町２
栄町１
栄町１
栄町１
栄町１

日

氏

名

住所

H29.３.23

南
文太 様 栄町２
八木 夏海 様 栄町１
H29.３.30 髙橋 雄大 様 野 塚
伊藤こず恵 様 野 塚

◆お悔やみ申しあげます◆
氏

名

斉藤ヨシヱ
廣田
正
岡部 カツ
白坂 憲悦
三木
猛
松谷
誠
平田 淳子
中山 光好
佐々木 梢

月
様
様
様
様
様
様
様
様
様

日

H28.12.19
H29.１.１
H29.１.７
H29.１.10
H29.１.20
H29.１.21
H29.１.24
H29.２.２
H29.２.９

年齢

住所

氏

名

93歳
84歳
91歳
77歳
90歳
86歳
87歳
80歳
54歳

栄町１
大 磯
本 町
鬼脇２
鰊 泊
栄町１
本 町
沼 浦
鬼脇１

平元富美子
山口 桃子
奥山 哲生
山本 秀雄
若木
享
簑谷
勉
大髙 正己
加島 幸美

編集後記

利尻富士町もだいぶ暖かい日が増えてきました！
各地区のフラワーガーデン事業も終了し、町も色鮮やか
に彩られています。観光シーズンに突入し
た今、より一層町をきれいに保てるように
町民一丸となって、ごみのポイ捨てなどし
ないように、心がけましょう！！

月
様
様
様
様
様
様
様
様

日

H29.２.22
H29.２.23
H29.２.28
H29.３.６
H29.３.11
H29.４.15
H29.４.17
H29.４.21

年齢

住所

92歳
86歳
83歳
92歳
69歳
85歳
63歳
81歳

鬼脇１
鬼脇１
本 町
秀峰園
二 石
大 磯
野 塚
港 町

人口のうごき（平成29年４月30日現在）
男

女

計

世帯

鴛泊

868

941 1,809

871

鬼脇

390

408

798

448

合計 1,258 1,349 2,607 1,319
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