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１．管理運営 

  

１）組織 

    教育長 石川 武弘  次長 小野寺 武   学芸係長 山谷 文人    

    社会教育係長 吉田 広樹 臨時職員 高田 慎也 

    公民館業務係長 長谷川 姫代美  臨時職員 熊谷 望 

    ＊11 月～ 次長補佐兼社会教育係長 吉田 広樹  主事 大村 翔太 

         

２）利尻富士町文化財保護専門委員会  

    鈴木 祐尚  佐藤 英寛  長森 正良  杉本 真樹 

         

３）利尻島郷土資料館月別入館者数 

月 
個人 団体 無 料 

入館者 

合 計 

人 数 大人 中学生 小学生 計 大人 小中学生・身障者 計 

5 188  6  3  197  218  9  227  51  475  

6 548  11  4  563  1672  21  1693  17  2273  

7 746  14  15  775  2025  101  2126  43  2944  

8 890  24  50  964  82  0  82  31  1077  

9 435  6  4  445  260  0  260  63  768  

10 110  2  3  115  71  0  71  10  196  

計 2917  63  79  3059  4328  131  4459  215  7733  

 

  入館者は、昨年より 507 名増。団体が 400 名ほど増えているのがその要因。 

 

２．事業・活動等 

 

１）活動状況   

開催日 行事名 対象 人数 講師 

5/17 両町合同社会科サークル（鬼中、資料館） 教員 9 山谷 

6/21 町教育研究会実技研修会「発掘体験」 教員 7 山谷 

7/8 姫沼遠足（学校支援） 鴛小 3,4 年 46 山谷 

9/13 道教育大函館校ゼミ生レクチャー（本泊地区） ゼミ生 11 西谷、山谷 

9/16 利尻学講座 

山谷「旧鬼脇村役場文書について」、山本和重「軍隊・戦

争と地域社会－鬼脇村役場の兵事書類について－」 

一般 23 山谷 

山本和重 

10/12 宗谷島ブロック研修会「長野重一さんの写真に

見る昭和 31 年利尻の春」 

利礼老人ク

ラブ会員 

 山谷 

10/24 利礼地区民生児童委員研修会「利礼航路の歴史と近代化」 民生委員  山谷 

10/29 稚内学講座「古代・中世の宗谷・樺太 宗谷海峡を渡っ

たカラフトブタ～オホーツク文化のブタ飼育を考える」 

稚内市民 30 山谷 



－２－ 

月日 内 容 場所 備考 

5/6 奥の院石灯篭修繕 奥の院  

6/16-22 港町 1遺跡試掘調査 港町 116 ドコモアンテナ設置に伴う 

6/17 文化財保護専門委員会 りぷら  

7/21 縄文のまち連絡会総会 森町 山谷出席 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

奥の院石灯篭                  姫沼遠足 

 

印刷物・執筆関係ほか 

   広報りしり富士「わがまちタイムスりっぷ」連載 

№235 連載 39「利尻島における乗合自動車の始まり」 

№236 連載 40「利尻島の古代を探る⑤カラフトブタ」 

№237 連載 41「沼浦のミンク」 

   集まれ！北海道の学芸員コラムリレー第4弾「地域の謎を解き明かせ！学芸員の研究ノート」 

    「利尻島に伝わった越中獅子舞のルーツをさぐる」 

   利尻研究 36 号 

共著「関正フィールドノート（１）」、「利尻小学校に保管されていたアカショウビン標本」    

     

２）企画展示     

期間 テーマ 場所 来場者数 協力機関 

8/2-28 管内巡回展「宗谷の近代化と路」 海の駅おしどまり  稚内、浜頓別、枝幸、礼

文、利尻各教委 

1/30- 昭和の学び舎とこどもたち 海の駅おしどまり   

 

３）資料照会・調査研究    

月日 氏名・機関名 対象資料 点数 備考 

5/11-20 町教委、柳澤清一（川村女子学園）   沼浦海水浴場遺跡学術調査 

6/30 藤本仁文（京都府立大学） 旧役場文書  舞鶴と利尻の交易調査 

6/30 池田俊典（札幌市） 増山高義  沓形 

9/14 相藤克秀（熊本県） 林田則友（鴛泊村初代村長）   

9/14-17 山本和重（東海大学） 旧鬼脇村役場文書  兵事関係 

10/17 株式会社アッシュ 鬼脇港写真  日本の名峰マガジン掲載 
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10/18-24 柳澤清一、岩城克洋（東京大学）   沼浦地区遺跡ドローン調査 

2/28-3/1 三浦泰之・山田伸一（北海道博物館） 野球資料、旧役場文書   

 

４）資料収集（２８年１月～２８年１２月受入分） 

№ 資 料 名 点数 年 代 寄贈者・提供元 備 考 

1 そろばん 1 明治 21 年 工藤弘子 カネ巳 藤井 

2 利尻山下鰊大漁之図 3 明治～大正 函館市中央図書館 デジタルデータ 

3 長野重一撮影写真「利尻の春」 334 昭和 31 年 長野重一 本小展示 

4 工事関係、鬼脇祭典関係映像  昭和 39 年頃 中田組 ＤＶＤ 

5 利尻小学校落成記念柱時計 1 昭和 55 年 利小 本小展示 

6 利尻小学校表札 1  利小  

7 利尻小学校校旗 1 昭和 3年 利小 昭和 3年高等卒業生有志 

8 利尻小学校創立90周年記念事業

協賛会校旗風呂敷 2  

利小 

 

９ 石崎小学校関係賞状・感謝状   利小  

10 高橋益之画油絵「鬼脇風景」 1 昭和 63 年 利小 資料館展示 

11 第 101 回卒業制作南浜獅子神楽 1 平成 2年 利小 資料館展示 

12 犬の毛皮（クロ） 1  伴（南浜） 資料館展示 

13 はかり 1  小松弘美 小竹宅旧蔵 

14 金庫 1  若林吉武 せせらぎ旧蔵 

15 岡本幸三郎氏資料（町史関係）   岡本晴樹  

16 
綿木作太郎氏資料（柱時計、かる

た、債券、賞状、写真） 
  綿木朝子 一部資料館展示 

17 銭貨、債券   松林道代  

18 縄文土器、石器、メノウ  縄文時代後期 本泊遺跡  

19 縄文土器   鈴木祐尚  

20 書類、ミカン箱、薬箱   小松行雄宅  

21 笏谷石、瓦   小松行雄宅  

22 半纏   加藤正廣 カネヨ土田呉服店 

23 アルバム写真 15  加藤正廣 カネヨ土田呉服店 

24 お膳 2  加藤正廣 カネヨ土田呉服店 

25 帳簿、日記類   加藤正廣 カネヨ土田呉服店 

26 ミンク毛皮（沼浦飼育場） 8  加藤正廣 カネヨ土田呉服店 

27 水墨画 1  加藤正廣 カネヨ土田呉服店 

28 百科事典、先祖調査資料   綿木尚  

29 利尻・礼文両島の高山植物とその景

観（書籍）、利尻の女（レコード） 各 1  

岡田路代 

 

30 利礼道立公園 水産鴛泊 1 昭和 31 年 藤沢隆史  

31 間瀬売炭所看板、竹籠、行李 1  栗原博志  
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【受入資料概要】 

・利尻小学校関係資料 

 旧校舎解体に伴い、受入。表札や校旗、制作物、絵画のほか

石崎小学校関係資料の収集を行なった。 

 

・笏谷石 

 本泊の小松行雄氏宅解体後に収集。擁壁の石材などに使われ

ていたもの。                          高橋益之「鬼脇風景」 

 

・カネヨ土田呉服店関係資料 

 鬼脇で営まれていた土田呉服店の倉庫に残されていた資料。

呉服店ならではの着物類や桐箪笥、陶磁器、お膳類など多岐

にわたって収納されていた。帳簿や日記などの文書類、半纏

のほか沼浦で飼育されていたミンク毛皮など特徴的な資料に

ついて収集。受入資料は、今年整理し目録化する。 

 

・岡本幸三郎氏資料 

 町史関係資料が大半を占める。町で未所蔵の貴重なオリジナル資料もあり、整理したおもなもの

を以下に示す。 

№ 資 料 名 年代 発行 

1 広報ひがしりしり第1号～第12号 

広報東りしり第13号～第20号、特別臨時号 

1957 

1958 

東利尻村役場 

2 広報東利尻№1～80 1963-1982 東利尻町役場 

3 広報東利尻№81～120 1982-1988 東利尻町役場 

4 広報東利尻№122～132 

広報りしり富士№133-148 

1989-1993 東利尻町役場 

利尻富士町役場 

5 東利尻町議会だより№1,2,5、議会ひがし利尻

21,23-32,34,37-43,46-51,53,54,58,59,64-68 

議会利尻富士№69-80 

1971-1993 東利尻町役場 

 

利尻富士町役場 

6 町勢要覧1968,1976,1977,1980,1981,1983, 

1989,1991,1994 

 東利尻町役場,利尻富士町役

場 

7 昭和29年 沿革誌  1954 消防係 

8 鬼脇村 やくばだより 昭和29年11月1日11号 1954 鬼脇村役場 

9 昭和28年 鬼脇村事務報告書、鬼脇村財産表 1953 鬼脇村役場 

10 鬼脇村沿革誌？ 1936 鬼脇村役場 

11 北海道利尻郡 鬼脇村全図  内山地図模型株式会社 

12 管内各種施設ニ関スル陳情書  宗谷支庁 

13 昭和34年10月30日執行 東利尻町開基八十周

年合併三周年 祝賀記念誌 

1959 東利尻町 

14 鬼脇村水道事務所資料 1953 鬼脇村役場 
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15 昭和34年第1回定例村議会資料 1959 鬼脇村役場 

16 昭和10年 鴛泊村議会報告資料 1935 鴛泊村役場 

17 昭和28年 戸籍資料 1953  

18 南濱小学校改築工事仕様書   

19 南浜小中学校改築工事仕様書   

20 鬼脇新中屋内体操場新築工事仕様書   

21 札幌縣北見国利尻郡全島略図 明治30年代？ 横山直？（鬼脇外2ｹ村役場筆生） 

22 鬼脇村役場戸籍係宛書簡 1953 東京都 福井みさだ 

23 利尻冷蔵興業株式会社資料 1941 高橋松吉、鬼脇村役場 

24 宣誓書（鬼脇村村会議員選挙） 1937 鬼脇村役場 

25 87 初版 東利尻町戸別明細図 1987 ㈱北央企画 

26 北海道土地利用区分図   

27 東利尻町総合振興計画書 1973 東利尻町 

28 東利尻町新総合振興計画書 自 昭和54年度 至 昭和63年度 1980 東利尻町 

29 創立20周年記念 組合20年の歩み 1969 鴛泊漁業協同組合 

30 東利尻の文化財 概要 №1 1979 東利尻町教育委員会 

31 東利尻村史－附・東利尻村の人たち－ 1956 宗谷経済新聞社 

32 利尻町総合振興計画書 1974 利尻町 

33 東利尻町新町建設計画書 1964? 東利尻町 

34 町勢要覧1968 開基九十年町制施行十周年 1968 東利尻町 

35 東利尻町勢要覧'70 1970 東利尻町 

36 東利尻町勢要覧'72 1972 東利尻町 

37 宗谷 昭和40年代？ 宗谷支庁 

38 宗谷支庁管内概況 1918 北海道庁宗谷支庁 

39 宗谷郷土史年表 1951 稚内市中学校長会 

40 東利尻 史蹟と名勝 1959 利尻郡東利尻町 

41 利尻島水利地質調査報告 1961 北海道農地開拓部開拓計画課、利尻郡東利尻町 

42 利尻山遭難報告書－1987年5月－ 1987 北海道大学コロポックル山の会 

43 東利尻町民憲章 1979 北海道東利尻町 

44 東利尻町開基100年記念式典 1980 東利尻町 

45 利尻郷土研究 創刊号 1985 利尻郷土史研究会 

46 利尻研究 利尻町立博物館年報第18号 1999 利尻町立博物館 

47 玖津礼郷土誌（利尻町立博物館年報第7集） 1988 工藤浄真 

48 句集 記念・明治百年 1968 旅館大須賀 上遠野勝弥 

49 近代鳥取県人の北海道移住関連資料（新聞記事）   

50 利尻山神社御遷座百周年記念事業氏子会館参

集殿建設計画決算報告 

1998 利尻山神社御遷座百周年記念事業

氏子会館参集殿建設実行委員会 

51 第17回資料紹介展 徳島県人の北海道移住 1999 徳島県立文書館 
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52 礼文 1994 礼文町役場商工観光係 

53 利尻島におけるスギ造林資料、北限に生きる望郷樹 ?,1980 利尻郡森林組合、野田正光 

54 東利尻町沼浦遺跡採集の動物遺存体  北海道大学 西本豊弘 

55 百万人のロシヤ語 1954 新技術社 

56 北の女性史〈30〉 1986 1986.1.10北海道新聞夕刊記事 

 

３．利尻富士町指定文化財・埋蔵文化財包蔵地一覧 

 

・町指定文化財（20 件）                    昭和 54 年 10 月 26 日指定 

№ 名  称 年 代 種 別 所 在 地 所有者・管理者 

1 南浜獅子神楽 明治中期 無形民俗文化財 鬼脇字南浜 南浜獅子神楽保存会 

2 奥の院（利意志里山大権現） 明和２[1765]？ 有形文化財 鴛泊字本泊 本泊自治会 

3 厳島神社 18C 末～19C 初 有形文化財 鴛泊字港町 港町自治会 

4 会津藩士の墓 文化５[1808] 有形文化財 鴛泊字本泊 慈教寺 本泊自治会 

5 会津藩士の墓 文化５[1808] 有形文化財 鴛泊字港町 ペシ岬 碑保存顕彰会 

6 本泊頓宮鳥居 天保９[1838] 有形文化財 鴛泊字本泊 本泊自治会 

7 利尻山神社境内 明治９[1876] 有形文化財 鴛泊字本町 利尻山神社 

8 リイシリ運上屋跡 明和２[1765] 史跡 鴛泊字本泊 利尻富士町 

9 金刀比羅神社本殿 明治 25[1892] 有形文化財 鬼脇字鬼脇 世話人会 

10 北見神社境内 明治 32[1899] 有形文化財 鬼脇字鬼脇 北見神社 

11 利尻島郷土資料館 大正２[1913] 有形文化財 鬼脇字鬼脇 利尻富士町 

12 大沢寺鐘楼堂 明治 28[1895] 有形文化財 鬼脇字鬼脇 大沢寺 

13 桐山三四郎顕彰碑 明治 44[1911] 有形文化財 鬼脇字鬼脇桐山公園内 利尻富士町 

14 綱島貞助顕彰碑 昭和２[1927] 有形文化財 鬼脇字鬼脇北見神社内 北見神社 

15 北海道三景の碑 大正 13[1924] 有形文化財 鬼脇字鬼脇北見神社内 北見神社 

16 宗谷区務所往書留 明治 10[1877] 古文書 鬼脇字鬼脇 利尻富士町（資料館蔵） 

17 栄町キャンプ場遺跡 旧石器時代 史跡 鴛泊字栄町 利尻富士町 

18 沼浦湿原  天然記念物 鬼脇字沼浦 利尻富士町 

19 南浜湿原  天然記念物 鬼脇字南浜 利尻富士町 

20 ラナルド・マクドナルド渡島の地 嘉永元[1848] 史跡 鴛泊字野塚 利尻富士町 

 

・埋蔵文化財包蔵地（20 件）       

登載番号 名 称 種別 現状 所 在 地 年 代 

Ｈ－10－1 大磯１遺跡 遺物包含地 雑種地 

鴛泊字大磯 126-1・2,127～132,134-1,151, 

153～156,157-1～5,158,159-1～5,160～

162,179-1～3,180～182 

縄文中期 

～続縄文 

Ｈ－10－2 大磯２遺跡 集落跡 原野 

鴛泊字大磯 31-2,38-1・3,40,41,59～62,63-1・

2,64,65-1・2,66～70,86-1・2,88,89,93,94, 

95-1・2,96-1・2,97,98-1・2,99,100 

縄文中期 

～オホーツク 



－７－ 

Ｈ－10－3 本泊遺跡 集落跡 
原野、宅地、

畑 

鴛泊字大磯 3,4,5-1・2,6,7,31-1,字本泊

221-1,222,223-1～3,224,226-1～3,227-1・

2,228,229,232-1・2,248,249,250-1～4,251-1～

3,252,253-1・2・4・5,261-1～4,262-1～

3,263,264,266～269,270-1,271,1126～

1128,1133-1・3・4 

縄文中後期、 

擦文 

Ｈ－10－4 栄町遺跡 遺物包含地 宅地、畑 鴛泊字栄町 222～224-1,343 縄文中後期 

Ｈ－10－5 
栄町キャンプ

場遺跡 
遺物包含地 植林地 

鴛泊字栄町 227-3 
旧石器、縄文 

Ｈ－10－6 港町１遺跡 集落跡 畑 
鴛泊字港町 121,122,138,139-1･2・3,140～

147,198-1 
縄文中期 

Ｈ－10－7 
利尻富士町 

役場遺跡 
集落跡 宅地 

鴛泊字港町 118-1・4,119-1～3,120-1・2,121-1・

2,122-1 ・ 2,123-1 ・ 2 ・ 5,124,125-1,126-1 ～

3,132,133,137,279-1・2 

縄文早晩期 

～オホーツク 

Ｈ－10－8 ペシ岬遺跡 遺物包含地 原野、畑 
鴛泊字港町 90,93,94,96～98,264 続縄文 

～オホーツク 

Ｈ－10－9 鴛泊港遺跡 遺物包含地 港湾用地、原野 鴛泊字港町 86-3,87-1～3,88-1・3・5,90 オホーツク 

Ｈ－10－10 
ペシ岬灯台 

遺跡 
遺物包含地 灯台用地 

鴛泊字港町 90 続縄文 

～オホーツク 

Ｈ－10－11 
野塚展望台 

遺跡 
遺物包含地 原野、畑 

鴛泊字野塚 279-1･2,280,281,282-2, 

283-1･2,284,287-1～6,国有未開地 
縄文中晩期 

Ｈ－10－12 野塚岬遺跡 遺物包含地 畑 
鴛 泊 字 野 塚 206,207,209 ～ 214,242 ～

248,249-1～3,250 

縄文 

～オホーツク 

Ｈ－10－13 野塚遺跡 遺物包含地 畑 

鴛泊字野塚 101-1･2,102-1～6,103-1～12,107-1

～4・9・12～15,109,110-1～4,111,112,113-1～

3,114,115-1～3,116-1～3,117～122,124,125-1･

2,126-1･3・4・5 

縄文 

～オホーツク 

Ｈ－10－14 野塚第２遺跡 遺物包含地 宅地 
鴛泊字野塚 11-1･2,12,15,15-1,16,26,27,28-1･

2,29～31,32-1・2・8～19,33-2,35-2 
縄文中期 

Ｈ－10－15 鬼脇遺跡 遺物包含地 原野、畑 鬼脇 10～12,313 オホーツク 

Ｈ－10－16 
沼浦海水浴場

遺跡 
貝塚 畑 

鬼脇字沼浦 110～122,123-1・2,124～130, 

131-1,133-1,143-1・2,144-1・2,148-1, 

149-1,150,151,187,188-1～3,190-1,国有未開地 

縄文後晩期～

擦文 

Ｈ－10－17 沼浦遺跡 貝塚 宅地、畑 
鬼脇字沼浦 88-4,89-1・2,90,99,100,101-1・2,102-1・

2,197,198,199-1・2,200-1・2,201-1・2,203 

縄文晩期 

～オホーツク 

Ｈ－10－18 本泊小学校遺跡 遺物包含地 畑、原野、校地 鴛泊字本泊 106 擦文 

Ｈ－10－19 
利尻神社下 

遺跡 
遺物包含地 畑 

鴛泊字本町 138-1･2,227-11,国有地 続縄文 

～オホーツク 

Ｈ－10－20 港町２遺跡 遺物包含地 畑 鴛泊字港町 146,147,国有林 縄文後期 

＊包蔵地カードの見直しにより、種別や所在地など更新 


