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１．管理運営 

  

１）組織 

    教育長 島谷 一昭  次長 松谷 大輝  主幹兼学芸係長・社会教育係長・公民館業務係長 山谷 文人    

    社会教育係 高田 慎也  大村 翔太   

    公民館業務係 冨岡 未佳  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  西島  徹 

         

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 

うち 

外国人 大人 中学生 小学生 計 大人 小中学生・身障者 計 

5 310 12 25 347 0 0 0 1 348 4 

6 614 10 1 625 147 0 147 20 792 5 

7 844 18 8 870 69 0 69 15 954 33 

8 1071 38 46 1155 1491 78 1569 33 2757 18 

9 581 11 1 593 1202 32 1234 22 1849 5 

10 124 2 0 126 118 0 118 6 250 0 

計 3544 91 81 3716 3027 110 3137 97 6950 65 

 

  入館者は、昨年より 1395名減。隔年の定観コース入替に伴い、団体が 1463名減っていること

が影響している。個人は 89名増えている。外国人については、可能な限りの把握数である。 

 

２．事業・活動等 

今年度の事業については、以下のとおり大きく２本立てで実施している。 

・利尻富士町の文化遺産を生かした学び交流事業として、北海道市町村振興

協会のいきいきふるさと推進事業助成金の採択を受け、以下内容を実施した。

利尻富士町に所在する文化遺産の調査研究を通じて、地域住民に対する学習

機会の場を提供する。また、外部の研究者等を招き、地域住民の学びの促進

と交流を図ることを目的としたもの。 

・沼浦海水浴場遺跡調査・普及事業 

・利尻学講座事業「古代・利尻島を取りまく交流史」 

・展示普及事業（稚内利尻礼文のオホーツク文化展、宗谷の漂着物展、北海道遺産パネル展）  

・クリアファイル・文化遺産マップ作成 

・町指定文化財普及事業（大澤寺鐘楼堂説明板更新） 

 

・南浜獅子神楽子ども伝承教室事業として、公益財団法人太陽財団の地域づくり助成金の採択を受

け、子ども教室で使用している用具を整備した。新たに制作す

る用具は、獅子頭、油単、明笛で、教室にかかる経費も対象。 
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１）活動状況   

開催日 行事名 対象 人数 講師 

6/10 鴛小国づくり授業 小 3～6年  山谷 

9/25 宗谷島ブロック研修会 利礼 3 町老

人ク 

51 山谷 

10/22 利尻学講座①レジンでつくるヤジリ・ストラップ 小学生以上 16 山本千代恵 

10/29 利尻学講座②オホーツク文化の動物利用 一般 8 高橋鵬成（礼文町教委） 

10/29 利尻学講座②オホーツク文化のはじまりとス

スヤ式土器 

一般 8 熊木俊朗（東京大学） 

11/5 利尻学講座③オリジナル縄文しおりづくり 一般 8  

11/5 利尻学講座③利尻島のオホーツク文化のおわり

と擦文文化 

一般 8 柳澤清一 

3/15 第 5回フィールド発表会（鬼脇公民館） 一般  コロナで中止 

     

月日 内 容 場所 備考 

4/10-11 管内学芸職員連絡協議会総会・研

修会 

稚内市 フェリー展示・巡回展打合

せ・作業 

6/12 愛知県 cow（中部日本オレゴンワシ

ントン市民交流の会） 

郷土資料館  

7/31 文化財保護専門委員会 役場  

8/30 静岡県市町村長等視察 郷土資料館  

 大澤寺鐘楼堂説明板更新   

9/22 JIBSNセミナー ボーダーツアー案内 島内一円  

10/17,23,11/1 資料館植物園整備作業   

11/16-17 管内学芸職員連絡協議会第 2 回研

修会 

稚内市  

11/20 第 2回文化財保護専門委員会 沼浦、資料館、厳

島神社、本泊等 

現地調査 

11/27 利尻産業遺産フォーラム どんと  

 

印刷物・執筆関係ほか 

 りしりふじ文化遺産マップ Ａ２両面カラー 1,000部作成 

 古代の利尻へ、タイムスりっぷクリアファイル 1,000部作成  

 

広報りしり富士「わがまちタイムスりっぷ」連載 

  №244 連載 48「昭和 30年新調のモッコ」 

    №245 連載 49「空念による宝永元（1704）年の利尻島記録」 

  №246 連載 50「昭和 15（1940）年の聖火継走」 
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水産だより第 117号「北の海の語り」「ヤマカ漁場築造の由緒」吉田満さん・吉田茂夫さん 

  

北海道新聞コラム 6/3なるほど道北学芸員報告⑬「北方世界のブタ飼養」 

         2/3なるほど道北学芸員報告⑳「ニシンの「遺産」を「たから」に」 

  

共著出版物  

  利尻研究第 39号 柳澤清一・山谷文人・内山幸子「亦稚貝塚の試掘調査（2018年）」 

 

２）企画展示     

期間 テーマ 場所 来場者数 協力機関 

5/16-継続中 稚内利尻礼文のオホーツク文化遺跡

出土品展 

稚内フェリー

ターミナル 

 稚内、礼文各教委 

7/9-28 管内巡回展「宗谷の漂着物」 

 

カルチャー

センター 

47 稚内、浜頓別、枝幸、礼

文、利尻各教委 

12/10-2/11 北海道遺産「利尻島の漁業遺産群と

生活文化」パネル展 

海の駅おし

どまり 

 利尻しまじゅうエコミ

ュージアム 

3/17- 利尻・礼文島における保護林管理展 海の駅おし

どまり 

 利尻森林管理署主

催 

 

３）資料照会・調査研究    

月日 氏名・機関名 対象資料 点数 備考 

4/1 レブンクル写真事務所  

宮本誠一郎 

明治 45年ヒグマ・

平成 30年足跡写真 

1 「利尻礼文・花と自

然の二島物語」使用 

4/25-5/15 柳澤清一・長山明弘・箱石幸佑 

礼文・利尻島遺跡調査の会 

沼浦海水浴場 

第４次学術調査 

  

4/25-26 町教委 

礼文・利尻島遺跡調査の会 

沼浦海水浴場遺跡  KDDI アンテナ地点

（沼浦 190-2）試掘 

4/27 遺跡調査ボランティア 2名参加    

5/15 町研社会科サークル遺跡調査参加    

6/5 間野勉（道立総合研究機構） 明治 45 年ヒグマ

写真 

1 国際クマ学会ニュー

スレター2019年夏号 

7/13 近藤玲介（皇學館大学） 沼浦堆積物調査  マール噴出物年代等 

 

４）資料収集（３１年１月～元年１２月受入分） 

№ 資 料 名 点数 年 代 寄贈者・提供元 備 考 

1 ヤマカ吉田漁場関係資料 103 明治～昭和 吉田満・冨貴子 複写 

2 ヤマカ吉田漁場関係写真 114 大正～昭和 吉田満・冨貴子 アルバム 6 冊より複写 

3 福井文彌 医術開業免状 1 明治 25年 福井俊彦 複写資料 

4 
利尻水力電気株式会社 

利尻発電所屋舎棟札 1 昭和 13年 

西谷榮治 

（宮崎安太郎） 
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5 
沼浦風景写真 1 昭和以降か 

加藤善信 

（秋田県男鹿市） 

 

6 
妙泰寺所蔵資料  明治～昭和 

伊部亜理子 

（東京都） 

 

7 
石川隆一資料（写真） 12 昭和 20年前後 

石川隆夫 

（札幌市） 

CD データ提供 

鬼脇支所で展示 

8 鴛泊市街写真、絵葉書 10 昭和 30年代以降 葛西智子 紙焼き 

9 朝日新聞記事「旅 稚内・利尻島」 1 昭和 34年 12月 13日 岩木哲子  

10 アカゲラ営巣木 1  明源寺（沓形）  

 

【受入資料概要】 

・ヤマカ吉田漁場資料 

 本資料は、明治 30 年頃に古平から来島した吉田松太郎以降の文書や写真で構成されている。石

蔵建築諸払帳と漁場使用指令や写真は、富士岬（アシリコタン）と鴛泊（ノボリマナイ 泉の袋澗）

の漁場関係物件の建築過程と使用経歴を探る資料として貴重である。以下、複写資料の概要を示す。 

石蔵建築諸払帳（大正 2年） 1点 

利魚君定第弐号定置漁業免許状（明治 40年） 1点   

当座小切手帳（明治 43年） 1点 

贈與書 1点 

売渡書（第弐吉宝丸）（昭和 12年） 1点（封書入） 

宗谷水産会会則 1点 

漁場使用指令（昭和 7年） 2点（封書入） 

北海道博覧会名誉記念写真帖（大正 7年） 1点 

鰊運搬車之図（青図面）（大正か昭和 11年） 1点 

四十周年記念写真帖（愛国婦人会、昭和 17年） 1点 

賞状・伝票類 3冊 91点 

アルバム 6冊 114点 

貸場所賃貸金記載帳（明治 34年） 1点 

 

・妙泰寺所蔵資料 

 寺院の創始関係文書、昭和 29 年開園の私設保育所であるルンビニー保育園関係、ロータリーク

ラブ関係資料のほか、平元正海氏によって昭和２８年来島以来撮影された膨大な写真ネガ等で構成

される。資料は、アルファベットＡ～Ｆに大別し、個々の資

料にナンバーを付した。ネガについては、デジタル化を進め

ているが、１万点は優に超えると思われる。 

Ａ パネル類（引き伸ばし写真含む）              

Ｂ 寺院関係文書、平元正海私文書 

Ｃ ルンビニー保育園関係（記念誌作成の際、一部整理） 

Ｄ 映像資料（８ミリテープ） 

Ｅ フィルム類（ネガ、スライド、プリント） 

Ｆ 考古資料（礼文島船泊遺跡採集品）                    ルンビニー保育園開園当時 
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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 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 


