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１．管理運営 

  

１）組織 

    教育長 石川 武弘  次長 吉田 広樹   学芸係長・社会教育係長 山谷 文人    

    社会教育係主事 大村 翔太 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 

             

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 

5 199 12 8 219 0 0 0 13 232 

6 558 9 10 577 156 0 156 25 758 

7 951 18 9 978 37 0 37 39 1054 

8 1106 32 57 1195 1983 99 2082 52 3329 

9 496 3 3 502 1131 34 1165 12 1679 

10 107 2 2 111 0 0 0 14 125 

計 3417 76 89 3582 3307 133 3440 155 7177 

 

  入館者は、昨年より 496 名減。定観コース入替の影響で、団体が 1000 名ほど減ったが、個人

は 500 名ほど増えている。 

 

２．事業・活動等 

 

１）活動状況   

開催日 行事名 対象 人数 講師 

5/2 沼浦発掘体験学習 鴛小 6年 14 山谷、柳澤 

6/20 町教育研究会実技研修会「本小近辺の史跡巡り」 町教員 8 山谷 

7/12 町研サークルりっぷ館見学 町教員 5 山谷 

9/27 りぷら de 学ぶ利尻学 

「最北のリゾート＠縄文人あこがれの島暮らし」 

「オホーツク文化の生まれた島」 

一般 9  

藤沢隆史（礼文町） 

高畠孝宗（枝幸町） 

11/29 北海道博物館公開研究会「古文書に探る北海道と利尻の歴史」 

「外から持ち込んだ野生鳥獣を自然界に放った歴史-奥尻

のシカとキジ、根室のドジョウとウナギ、利尻のイタチ、ほか」 

「幕末の志士・松浦武四郎と利尻」 

一般 

（定員 30） 

19  

山田伸一 

 

三浦泰之 

12/13 町の今と昔の違いを調べる 鴛小 4年  山谷 
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3/8 むかしの道具貸出（社会科授業） 鴛小 3年   

3/24 フィールド発表会 2018＠りしりふじ 一般 18 7 テーマ 

     

月日 内 容 場所 備考 

4/24-26 綱島貞助資料受入 藤井雅章（札幌市） 陶器・漆器類 25 件 

5/22 会津藩士の墓（ペシ岬）・厳島神社

説明板設置、厳島神社鳥居修繕 

  

6/26 文化財保護専門委員会 役場  

7/5 南浜獅子神楽保存会会議 公民館  

8/21 ほっかいどう子ども民俗芸能振興

事業運営委員会 

南浜獅子神楽子ども教室開始 

公民館  

9/27-28 第 2 回管内学芸職員研修会 利尻富士町 利尻学講座も共催 

11/11 ほっかいどう子ども民俗芸能振興

事業成果発表会 

東川町 南浜獅子神楽保存会員 6 名・子

ども教室メンバー11 名参加 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

沼浦発掘体験              北海道博物館公開研究会 

 

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 

№238 連載 42「北前船の贈りもの～笏谷石」 

№239 連載 43「秋田への思い～太平山三吉」 

№240 連載 44「利尻島における学校教育の始まり」 

   利尻島の水産だより第 115 号「北の海の語り」聞き書き 

     田澤太門さん「群来て礼文水道が真っ白に」 

   「沼浦海水浴場遺跡第１次発掘調査報告書」礼文・利尻島遺跡調査の会 ＊共著 

   利尻研究 37 号 

共著「関正フィールドノート（２）」 

     

 

 

 



－３－ 

２）企画展示     

期間 テーマ 場所 来場者数 協力機関 

9/6-28 管内巡回展「最北の縄文文化」 カルチャー

センター 

78 稚内、浜頓別、枝幸、礼

文、利尻各教委 

2/25-3/4 利尻小学校・鬼脇中学校校舎落成

記念展示 

利尻小学校・鬼

脇中学校新校舎 

280  

 

３）資料照会・調査研究    

月日 氏名・機関名 対象資料 点数 備考 

4/27-5/16 柳澤清一・岩城克洋・千葉大学

生 

沼浦海水浴場第 2

次・沼浦遺跡第 1

次調査 

  

6/22 北海道博物館特別展「プレイボー

ル！－北海道と野球をめぐる物語」 

町所蔵の昭和期の

野球関係写真 

3  

7/28-8/4 岩手医科大学 阿部博和 南浜湿原陸産・淡

水産貝類調査 

  

9/9 山本雅晴「北海道の夜明け～北

の燈霧物語」 

鴛泊灯台写真 2  

10/27 柳澤清一・山谷 鬼脇遺跡・鴛泊港

遺跡試掘 

  

11-28-12/1 山田伸一・三浦泰之（北海道博

物館） 

旧村役場行政文書  複写 

12/8 中村和之（函館高等専門学校） 役場遺跡・ペシ岬

遺跡出土青銅製品 

3 蛍光Ｘ線分析測定中 

 

４）資料収集（２９年１月～２９年１２月受入分） 

№ 資 料 名 点数 年 代 寄贈者・提供元 備 考 

1 鴛泊港周辺写真 5 昭和 40 年代 西谷榮治  

2 五月人形 1  加藤正廣 土田呉服店資料 

3 火鉢 1  加藤正廣 土田呉服店資料 

4 書画 2  加藤正廣 土田呉服店資料 

5 感謝状 2  加藤正廣 土田呉服店資料 

6 トランク 1  加藤正廣 土田呉服店資料 

7 沓形村勢一班 1 昭和 9年 近藤健  

8 鴛泊・鬼脇・沓形・仙法志各村勢要

覧 各 1 昭和 9年 

近藤健 

 

９ 宗谷支庁要覧 1 昭和 10 年 近藤健  

10 鴛泊市内、鴛泊・沓形小写真 9 明治 42～昭和初期 近藤健  

11 火鉢 2  山本玲子  

12 わらじ 1  山本玲子  
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13 綿羊毛刈りハサミ 1  山本玲子  

14 こね鉢 1  山本玲子  

15 木挽きノコギリ 1  山本玲子  

16 そろばん 1  山本玲子  

17 トンビ 1  山本玲子  

18 木の置物 2  山本玲子  

19 肘枕 1  山本玲子  

20 髪結い枕 4 大正末 佐々木隆夫  

21 ソ連機（Li-2）部材 1 昭和 23 年 鈴木祐尚 不時着機体の一部 

22 舵輪 1  石川（当別町） 沼浦で使っていたもの 

23 櫓 1  石川（当別町） 沼浦で使っていたもの 

 

【受入資料概要】 

・近藤林太関係資料 

 明治 39～昭和 6年まで沓形や本泊、鴛泊の小学校長などを歴任した

近藤林太が所蔵していた写真や村勢などの要覧資料。寄贈者の近藤健

氏は孫にあたる。当町所蔵の資料（アルバム、文書）とあわせ、一層

の充実を図ることができた。 

 

 

・カネヨ土田呉服店関係資料 

 昨年につづき収集したもの。五月人形や書画（黒澤長栄含む）などを受け入れた。倉庫について

は、解体されている。 

 

 

・ソ連機資料 

 昭和 23 年に鴛泊富士野に不時着したソ連機リスノフ 2 の機体。残

された機体では、唯一の部品でタンクの一部と思われる。郷土資料館

に当時の新聞記事とともに展示中。 

 

 

 

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 
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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 

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 
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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 

 


