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議会議員の定数等調査特別委員会

報告
︵ 委員長 長岡俊裕︶

年3月 日に設置された﹁利尻富士町議会議

﹁9名﹂に
次期議員定数 現定数の
平成

地方分権一括法以降︑議員自身の発意による議会内部

からの改革が全国的に着実に進んでおり︑928自治体

︵町村︶のうち議会基本条例を制定しているのが208

団体と2割以上に及んでいる︒現行制度のもとでも︑議

会が活動を拡充しようとすれば相当程度までできること

を示しているが︑公選の長とともに議会あっての自治体

であり︑議会が自治体の最終的な意思決定機関でもある︒

人口減少社会︑高齢化社会においては︑住民と町村の

物理的距離を近くしなければ︑その的確な対応を効果的

に実施することは難しいとされている︒高齢化問題は一

人一人の高齢者が抱える問題の集積であり︑これらの問

題を解決するための政策のあり方が問われ︑自治体に一

人しかいない首長とは異なり︑選挙で選ばれた多くの議

員が︑住民の声を踏まえた﹁住民自治﹂を体現すること

また︑地域住民の生活を支えるための行政の役割の重

員の定数等調査特別委員会﹂
︵全議員︶において︑計4
月会議にてその結果を報告しました︒

要性とともに︑地域の様々なニーズを知る議会議員が︑

人口減少を防ぐ方策を考え︑地域の維持発展に取組むこ

とも求められている︒

このことからも︑一般住民が参加しやすい議会とする

な︑非現実的な想定に振り回されないよう︑地域住民に

や独立の法人格を有する自治体が自動消滅するかのよう

﹁地方消滅﹂を告げる不確かな近未来の町村人口の予測

今 ︑ 日 本 は 本 格 的 な 人 口 減 少 時 代 へ の 突 入 と さ れ︑

期においても適正な議員定数とする現定数の9名とする

を行政に反映しうる存在の確立が重要であると考え︑次

構成に強い思いを抱き︑将来の議会議員として地域の声

あり︑利尻富士町の創生を成功させるには︑議会とその

広い層の住民が議会に参画しやすい環境を整える必要が

ために議員のなり手を増やす方策︑女性・若年層など幅

よって選任された議員は地方自治の責任と信念を持ち︑

ことを決した︒
ことに意を用いた︑新たな議員活動のあり方を模索する
必要に迫られている︒

います︒

※定数等調査報告書の全文は︑ホームページに掲載して

自分たちの地域の将来と地域住民の不安感をやわらげる

的な議会改革事項を定め︑活動を展開してきた︒

主導的かつ機能的に活動できる通年議会の導入など具体

員報酬の削減︑議会機能の充実強化を図るため︑議会が

利尻富士町議会においては︑これまでも議員定数や議

まとめ︑

が地方自治の発展につながるものと思われる︒

11

回にわたる委員会を開催し︑調査や意見・提言をとり
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■12月会議で審議された議件

【条例改正】利尻富士町税賦課徴収条例の一部改正ほか
一般会計補正予算（第4号） など

条

例

□職員の勤務時間︑休暇等に
関する条例の 一 部 改 正
人事院勧告に基づく育児休業
等に係る子の範囲の拡大など
︻原案可決︼
□職員の給与に関する条例の
一部改正
人事院勧告に基づく給料表等
の改正
︻原案可決︼
□利尻富士町長等の給与等に
関する条例の 一 部 改 正
人事院勧告による期末手当の
0．1月分の 引 き 上 げ
︻原案可決︼
□利尻富士町税賦課徴収条例
の一部改正
地方税法改正による関連条文
の改正
︻原案可決︼

□利尻富士町国民健康保険税
条例の一部改正
特例適用利子等に係る国保税
の課税の特例︑新設による附
則の整備
︻原案可決︼

一般会計ほか補正予算審議
■平成 年一般会計補正予算
︵第4号︶
歳入歳出7︐772万5千円
を追加し︑総額を 億4︐5
51万9千円と定める
︻原案可決︼
■平成 年下水道事業特別会
計補正予算︵第1号︶
歳入歳出2︐670万円を追
加し︑総額を2億2︐166
万3千円と定める
︻原案可決︼
■平成 年温泉事業特別会計
補正予算︵第1号︶
歳入歳出803万7千円を追
加し︑総額を7︐653万2
千円と定める
︻原案可決︼
■平成 年介護サービス特別
会計補正予算︵第2号︶
歳入歳出106万7千円を追
加し︑総額を4億4︐910
万円と定める

意 見 書

問

□意見書案第3号﹁地方議会
議員の厚生年金制度への加入
を求める意見書﹂
□意見書案第4号﹁大雨災害
に関する意見書﹂
□意見書案第5号﹁ＪＲ北海
道への経営支援を求める意見
書﹂
︻原案の通り可決し︑関係省
庁へ送付︼

諮

告

人権擁護委員候補者の推薦に
ついて
鴛泊 佐藤千恵子 氏
鬼脇 味噌 律子 氏

報

□教育に関する事務の管理及
び執行の状況の点検及び評価
の報告
□利尻富士町議会議員の定数
等調査報告

3

43

︻原案可決︼

土地購入費
1,787万5千円追加
地域おこし協力隊事業
442万8千円追加
▽土木費
公営住宅個別改善工事
417万9千円追加
▽農林水産業費 輸送費支援事業補助金
315万円追加
▽消防費
大雨による災害対策経費 372万5千円追加
〈歳入〉道支出金（2,844万4千円）
、財産収入（669万6千円）、諸収入（1,161万7千円）ほか

〈歳出〉▽総務費

28

28

28

28

一般会計補正予算（第4号）の主な内容 7，
772万5千円を追加補正

町政の今後の方針を問う（12月会議）
安楽昌弘議員

〇空き家対策の今後の方針について

米谷篤議員

〇特定有人国境離島地域に係る特別措置法について

飯田睦穂議員

〇鬼脇地域のまちづくりについて

一般質問
安 楽 議員 〜空き家対策〜

条例化や今後の施策展開は

安楽議員 空き家等対策につ
いては︑平成 年9月会議の
一般質問において質問させて
いただき︑早ければ平成 年
度中の条例制定を検討してい
るとの答弁をいただいており
ます︒
その後︑平成 年5月に
﹁空家等対策の推進に関する
特別措置法﹂が完全施行され
たことで︑町として空き家の
所有者に対する撤去や修繕の
勧告など適切な措置を講ずる
ことの規定と特定空家等につ
いて地域の実情を反映した適
宜︑特有の判断基準を定める
など︑条例化が進められると
思われますが︑今後における
条例の制定等の時期を含め︑
その方針について町長の所信
を伺います︒
また︑あわせて平成 年度
予算として︑空家対策推進業
務委託料が計上されています
が︑その実態調査等の進捗状
況と今後の施策展開について
伺います︒
27

27

28

町長 ご指摘の通り 年9月
会議で一般質問を受け︑私か
ら早ければ 年度中にでも空
き家対策等の条例を制定した
いと考えておりますと︑そう

26

27

26

答弁いたしております︒その
後の経緯については︑この制
定しようとした条例は︑町内
において管理不全な空き家の
所有者に対し助言︑指導︑勧
告︑命令で段階を踏んでの対
策で所有者が履行しない時は︑
行政代執行となる内容になろ
うかとご説明申し上げており
ます︒その後︑国において空
き家等対策の推進に関する特
別措置法が制定︑施行された
のに伴い町独自の条例制定は
法律に基づき対応が可能とな
ったことから現在に至ってお
ります︒いずれにしましても
空き家対策につきましては︑
今後地域住民の生活環境に深
刻な影響を及ぼす恐れのある
空き家等については︑必要な
対策を講じていかなければな
らない重要な政策課題となっ
ております︒そこで今後は︑
防災・衛生・景観等の多岐に
わたる課題に横断的に応える
必要があることから︑役場内
の関係各課による連携体制の
構築を行い︑空き家等に関す
る施策を総合的かつ計画的に
実施するために国から示され
た基本方針に即した空き家等
対策計画の策定や︑特定空家
等の措置について実施に向け

て行政として望ましい概要の
あり方の検討を行い︑空き家
対策に取り組んで参る所存で
あります︒条例の制定につき
ましては︑空き家等対策計画
と国の特別措置法を踏まえた
うえで町の特性︑地域の実情
に応じた視点で空き家の発生
抑制︑これは所有者の維持管
理責任の周知啓発をはかるこ
と︑適切に管理されていない
空き家等の解消︑これは所有
者に対する法律や条例に基づ
く指導措置と解体制度などに
よる除却の促し︑空き家の利
活用等を考慮した条例制定に
なろうかと考えておりますが︑
制定の時期は現在進めており
ます︑空き家対策推進業務委
託の調査結果報告を受け判断
しながら検討を進めて参る考
えであります︒
年度予算の空き家対策推
進業務委託の進捗状況︑今後
の展開は︑委託業務の目的と
して町内における空き家等に
関する総合的計画的な対策の
推進に向けて国・北海道の現
状︑課題︑取り組み動向を踏
まえ︑町の現状と課題を捕ら
え︑その課題解決に向けて地
域で取り組みを進める方向性
の整理をするということであ

28
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町内一円どの地域を見ても人
の集まる場所の周辺には駐車
場がないかまた︑あっても狭
隘でありどうしても不便と危
険を感じながら車道に駐車せ
ざるを得ないのが実態であろ
うと思います︒今後空き家対
策を推進する過程において︑
行政側の助言︑指導等により
空き家を解体した後の更地が
駐車場として適当な場所であ
り︑かつ所有者の承諾が得ら
れた場合︑土地の売買が不可
能なら賃貸契約ででも駐車場
としての利用ができるよう町
の空き家対策条例や︑空き家
対策計画等に盛り込むことが
できないか伺 い た い ︒
町長 あくまでも空き家解体
は︑本人の財産でございます
ので︑町が地域において迷惑
になるような空き家等につき

ておりますし︑特に土地の関
係でありますけれども︑駐車
場等の件も含めながらもしそ
の所有者と色々な話をしなが
ら町にとって広域的なもので
あればそれは当然売買の対象
にもなってくるでしょうし︑
賃貸契約という形もあると思
います︒特にこの頃︑鴛泊・
鬼脇の市街地における除雪等
の雪の捨て場にも大変苦慮し
ているようですので︑それら
含めて新しい条例ができた時
には︑当然利活用の部分も入
っていくと思いますので︑そ
れらを網羅していきたいと考
えております︒

議員 告知端末機で毎日のよ
うに︑長時間の路上駐車につ
いて周知もされております︒
そのことでいかに駐車場がな
いのかなという実感はありま
す︒皆さんも感じていること
だと思いますけれども︑これ
から事故防止対策の一環とし
て是非実現されることを期待
します︒

︵以上︶

5

りますので︑現段階で数字的
に何パーセントと進捗状況を
表せる状況でないのと︑年末
から来年2月中旬にかけて3
回の職員に対する会議を経て
2月末にこの委託の書類が納
品となる予定であります︒委
託の調査報告を受け︑町とし
ての方向性を決め︑空き家対
策の事業実施へ移行していく
ことになりますのでご理解を
賜りたいと思います︒
議員 新聞報道によりますと︑
空き家対策として地域の民間
業者と共に空き家の活用を目
指す市町村を財政面で後押し
するとのことであり︑例えば
空き家の解体の跡地に町の施
設を作る場合は︑解体費用な
どの最大2分の1の補助など︑
空き家の解体後の更地を駐車
場に用替えがえできないか︑

ましては︑所有者に助言指導
勧告命令等をするということ
は︑今後の条例制定において
反映していかなければならな
いと考えておりますし︑最終
的には行政代執行という形に
なった場合︑費用は当然所有
者負担ということになります
ので︑所有者と協議しながら
町でも慎重に判断して代執行
していかなければならないと
思っております︒また離島と
いう本町特有の部分ありまし
て空き家の家屋等も登記され
ていないという実情も踏まえ︑
所有者不明のもありますので
土地についても同じような状
況ですが︑それらも含めなが
ら︑これから今進めている委
託等の内容を精査しながら調
査していかなければならない
と考えております︒補助制度
も国や北海道のものを活用し
たいと思いますが︑
その中でも色々な
制約がありまして︑
計画を作ったり︑
町のこれからの方
針等も定めると言
う風になっており
ますのでそちらの
方も今後早めに進
めて行こうと思っ

質疑・質問は要約されています

スペースの都合上、審議した議案や質疑・質問と答弁の内容を要約し
て載せています。
会議の内容は、会議録に詳細に記録されており、ご覧になりたい方は
議会事務局までお問い合わせください。
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米 谷 議員 〜特定有人国境離島法〜

新たな離島対策は

米谷議員 ﹁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﹂が平成
年4月より施行される予定
でありますが︑先般行われて
いた地域懇談会においても町
長から一部説明があり︑町民
へは現段階での情報提供がな
29

され︑期待を膨らませている
地域格差を図るための離島振
ところであり ま す ︒
興政策が明記されております︒
これまでの離島振興法にお
現在112市町村︑260の
いても様々な施策が計画に基
島が適用を受けております︒
づいて実施されてきましたが︑ なお︑沖縄︑奄美群島︑小笠
この法律の施行にあたり︑離
原諸島は他の法律があり︑除
島振興法との施策の違いを含
かれております︒今回質問に
め︑現時点で今後どのような
あります︑通称有人国境離島
施策を検討及び計画している
特措法は国境地域に位置する
のか︑町長の所信を伺います︒ 離島がもつ領海︑排他的経済
水域保全などの活動拠点機能
維持を図る施策を国の責務で
策定︑実施することを目的と
した︑ 年間の時限立法であ
り︑この法律は平成 年に改
正延長された現在の離島振興
法の附則に規定された﹁国は
速やかにわが国の領域︑排他
的経済水域等の保全とわが国
の安全並びに海洋資源の確保︑
及び利用を図る上で特に重要
な離島について︑その保全及
び振興に関する特別の措置に
ついて検討を加え︑その結果
に基づいて必要な措置を講ず
るものとする﹂とあるのを具
現化したものであります︒こ
の法律によって特定有人国境
離島法地域に指定された島は︑
全国 離島で 市町村であり
ます︒法律施行による施策検
討及び計画でありますが︑ス
ケジュールと致しましては︑
町長 離島振 興 法 は 昭 和 年
に議員立法により制定され︑
年間の時限立法であり以降
6回の改正︑延長により現在
に至っており︑目的は四方を
海などに囲まれ人口の減少が
長期にわたり継続し︑かつ高
齢化が急速に進展するなど︑
他の地域に比較して厳しい自
然的社会的条件のもとにある
ことに鑑み︑離島について人
の往来及び生活に必要な物資
などの輸送に要する費用が他
の地域に比較して多額である
状況を改善すると共に産業基
盤︑及び生活環境に関する地
域格差の是正を図り並びにそ
の地理的及び自然的特性をい
かした振興を図るためと謳っ
ております︒この振興の中身
と言いますか ︑ 基 本 方 針 は
項目にわたって示されており︑
10

28

16

10

71

30

24

︵以上︶

国の方針の骨子案が作成され︑ の再配置を要望するような考
えなのかお聞きしたい︒
これを基に北海道が計画を作
成することになりますが︑国
の方針︑北海道計画を来年3
町長 有人国境離島法の中に
月に予定しておりますが︑
有人国境離島地域に係る施策
年4月からの施行で 年度予
ということでは︑その法律の
算確保の関係もありますので︑ 第5条に国は有人国境離島地
北海道︑奥尻町︑礼文町︑利
域に国の行政機関の施設を設
尻町と本町で国の関係省庁や
置するよう努めるものとする
国会議員への働きかけを重ね
となっております︒この法律
てきたところであり︑現時点
は議員立法という事でござい
では国の施策にのっとって航
ますので︑国会議員が自ら作
路フェリー︑航空路運賃低廉
りあげるということでは︑法
化︑物流輸送コストの低廉化︑ 律が先にできてその中身がど
観光促進といった施策を要望
のようなものがこれに該当す
しているところであり︑今後
るのかをこれから作っていく
においても雇用機会の拡充と︑ という事で︑そのような国の
また安定的な漁業経営の確保
機関として︑どういう形態で
などを強く訴え︑離島の格差
という説明もまだ受けていな
是正を要望して参ります︒
い段階であり︑国の方針ある
いは北海道の計画が来年の3
月ということですので︑その
中で新たになるのか︑今後
年間の経過の中で謳われるの
かということも説明を受けて
おりませんが︑おそらく法務
局の関係や一時廃止になった
ものを再配置するというのは
中々難しいかなと感じていま
すので︑他の分野での国の行
政機関かなというように考え
ております︒

29

議員 特措法の中に︑今町長
の説明の部分で︑国の行政機
関を設置するというのがあっ
たかと思いますが︑私も理解
不十分のところもありますが︑
それが今までない行政機関を
設置するということなのか︑
今まで鴛泊地区にあった法務
局の出先など︑何年か前に廃
止になった機関など︑この特
措法に鑑みてそれが該当する
のであればそういう行政機関

29

10
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新まちづくり計画にも数多
くの実施計画が掲げられ︑そ
の内容などが詳細に記載され
ておりますが︑その中には鬼
脇地域に関する事業もかなり
の数に上りま す ︒
現在︑鬼脇地区の在り方な
どについては︑積極的に活動
している鬼脇まちづくり推進
協議会で色々な角度から検討
しているところでありますが︑
最終の纏めはもう少し先にな
るとも聞いて お り ま す ︒
そこで総合戦略にもありま
す︑安全で安心な住み続けた
いまちをつくるため︑地域性
を活かしたまちづくりとして
鬼脇地区に特化した︑仮称
﹁鬼脇版まち・ひと・しごと
創生総合戦略﹂なるグランド
デザインをつくる必要がある
のではないかと思うものです︒
新まちづくり総合計画も平
成 年度をもって終了します
が︑総合計画や創生総合戦略
に掲載されているからいいの
ではないかとの見解もあるか
と思いますが︑例えば現在建
設中の小・中併置校完成後の
学校利用の件︑利用を中止し
た旭ヶ丘プールや公民館・地
域青少年会館の老朽化など︑
鬼脇市街地だけでも多くの懸

あります︒さて︑鬼脇地域の
まちづくりでありますが︑学
校利用の件︑老朽化の公共施
設建替え問題︑さらに漁業従
事者の住宅問題など多岐にわ
たってあることは承知してお
り︑また地域懇談会では︑今
まで聴いたことがない話題も
あったりと多くの鬼脇地域の
課題を一つずつ解決するため
に努力いたしますが︑鬼脇地
区に特化したグランドデザイ
ンやプラン作成については今
後︑町全体の策定が予定され
ている新たなまちづくり総合
計画の中で鬼脇地域のまちづ
くりについても計画されるも
のであり︑各種計画の中でも︑
謳われるものと思っておりま
す︒今年は鬼脇村と鴛泊村が
昭和 年に合併し東利尻村に
なり現在の利尻富士町になっ

て 年の節目の年になり︑そ
の後町全体の総合計画を策定
し︑発展してきた町であるこ
とも踏まえ︑現段階では単独
で作成するのは難しいと考え
ております︒いずれに致しま
しても今後の利尻富士町のま
ちづくりに対しては︑私の基
本理念にある町民が主役のま
ちづくりを実践するため︑町
民の方々の意見を聞き議会議
員皆様のご協力を得ながら︑
ま
ちづくりを進めてまいります︒

議員 新まちづくり総合計画
が 年までということで︑新
たなまちづくりを当然やって
いくと思われますが︑その中
にも鬼脇地区のそういったよ
うな課題も当然載せられるだ
ろうからという風にお聞きし
ました︒やはり何年か前から

7

60

29

案事項があります︒
町長は今年も各地区での懇
談会を実施し︑その地区のニ
ーズは把握しているとは思い
ますので︑町はもとよりまち
づくり推進協議会や各自治会
と共にそれらを組み入れた野
中地区から鰊泊地区まで︑鬼
脇地区全域の具体的なまちづ
くりを実践するための実効性
あるプラン作成についての町
長の所信を伺います︒
町長 私も町長に就任してか
ら町内各地区への懇談会や町
主催の会議や行事︑町内団体
主催の行事などに出席参加し︑
招待を受けその都度地域の皆
様方から多種多様なご意見を
頂き町政運営をしてきたとこ
ろでございます︒まちづくり
総合計画や過疎計画︑離島振
興計画など各種まちづくりの
ための計画︑あるいは新しい
創生総合戦略といった計画は︑
常に意識しながら行財政を進
めていかなければならないと
考えているところであります︒
しかしながらその時々の国︑
町の財政事情︑社会情勢︑社
会事情によってまちづくりが
変化することもあることはご
承知の事と推察するところで

鬼脇まちづくりワークショップ

飯 田 議員 〜鬼脇地域のまちづくり〜

実効性あるプランの作成を

飯田議員 本町の創生総合戦
略は︑効果の高い施策を実施
していくとの観点から︑計画
期間を平成 年度から平成
年度までの5年間としていま
す︒ここには︑基本目標と具
体的施策とその政策ごとに達
成すべき数値目標も掲載され
ています︒
27

31

29

31
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見ると活性・活気のある部分
が少なくなっているという風
に思われます︒住んでいる人
とすれば︑自分のところでこ
のような懸案事項があり︑こ
ういったものが形となって計
画として掲載され︑この時期
にはこの事業が着手されると
いう様なのがあれば︑暮らし
ていくうえでのモチベーショ
ンになるではないかなと思い
ます︒ある程度︑地区なら地
区に特化し︑やはりその辺の
ところでもっと表に出してそ
の地域に公表して希望を持た
せるような︑そういったまち
づくりというのが必要である
のかなと思うのです︒町長が
言いますように町民が主役の
町︑そういったものを作るの
であれば住みよい町をつくる
ためにこれから努力して皆さ
んと協力してやっていきたい
ということでこの場にいるわ
けですので︑鬼脇まちづくり
推進協議会で色々な問題を出
しながらまとめていますけれ
ども︑協議会をさらに充実さ
せることも手でしょうし︑ま
たはもっとそこに他の部分な
り各自治会長もいれながら色
んな団体等もありますので︑
そういったものをもっと表に
議員 鴛泊がどうでもいいと
言っているわけではありませ
ん︒実際︑鴛泊地区について
は道々の拡幅に絡めてまちづ
くりそのものが動いています︒
それにあわせてまちづくりだ
けでなく鴛泊市街地もという
ようなことで動きも当然今ま
であったかと思うわけです︒

出るような形で作っていくべ
づくりを考えているというよ
であれば鴛泊地区については
きではないはないのかなと思
うなものがあれば︑町として
そこを膨らませれば雄忠志内
っています︒このまちづくり
重要にしていかなければなら
から大磯までは当然カバーで
の計画︑それから創生計画こ
ないなという事ですし︑それ
きるだろうし︑そういったも
れらに掲載されているもので
を実施するに当たっても議会
ので機会を作っていくべきだ
あれば︑そこの部分を自分の
とも相談しながらということ
ろうと思っていたものですか
地区ではこうだ︑鬼脇地区で
になりますので︑そういった
ら︑あえてこれには鬼脇地域
はこうなんだというのをもう
形であれば私は良いのだなと
にというような言い方にはし
少しまとまった形で作りあげ
いうように考えますが︑鬼脇
ますので︑そこについてはご
た方が私は住民に対しても︑
地域だけのものを町が作ると
理解をしていただきたいとい
希望を持たせる一つの方法に
いう風になれば当然もう一つ
う風に思います︒鴛泊地区を
なるのではないかと思います︒ の鴛泊地域というものがござ
決してないがしろにしている
いますので︑町の色々なバラ
わけではありません︒鬼脇地
ンスも考え︑来年中に終わる
区の協議会︑今大変だと思い
まちづくり総合計画も新たな
ます︒支所長にもたまにお話
ものを策定していかなければ
聞くこともありますし︑会議
ならない段階でそれぞれ各地
もどんどんやっていかなけれ
区の色々な代表者の方々から
ばだめだろうし︑講師や会議
も意見を聞かなければならな
の開催には経費等の予算的な
いことは当 然ですので︑そうい
ものもあります︒協議会も予
った形でまちづくり計画を作
算については町長の肝いりで
成していった方が良いかなと
予算をつけて頂いたと理解し
今の段階では考えております︒ ておりますけども︑色んなも
のをやはり動かす︑人に動い
てもらうとなれば予算もかか
る話ですので含んでおいて頂
きたいと思います︒いずれに
しましてもこのまちづくりそ
のものをこれから新しいまち
づくりがまた動いてくる訳で
すから当然計画の中にある程
度の箇所付け︑事業名が当然
入ってきますので︑その辺に
町長 その地区の細かな部分
の課題は当然あるということ
では私も認識しておりますし︑
そのための例えば鬼脇地区の
まちづくり計画の中で︑鰊泊
地区から野中地区までの細か
な課題が掲載されれば住民も
その地域の諸課題を町が取り
上げていると言う判断で大変
良いことだと私も思います︒
鬼脇まちづくり推進協議会の
メンバーを見ますと各方面か
らの方々が入っておりますの
で︑そこで例えば老朽化の問
題︑住宅の問題やその他色々
な細かいものを協議会がデザ
インやプランを作成して︑そ
れがすべて実施できるという
ことでは無いと思いますが︑
推進協議会で鬼脇地域のまち

ついてはやはり出しやすいし︑
また纏めやすい部分があると
思います︒ぜひその辺につい
ても検討して頂ければと思い
ます︒

町長 これからまちづくりの
基本的なものとなれば︑昨年
地方創生の関係で新しい総合
戦略というようのものも作り
ましたが︑基本はやはり人口
減少に伴って高齢化社会︑少
子高齢化となっているわけで
ございますので︑ 年後 年
後の本町がどのような形で残
していくべきか︑というのを
常に肝に銘じているところで
ございます︒当然その地域︑
市街地から離れたところはだ
んだん人口が少なくなって色
々なことをするにしても大変
だなと言うことも地域懇談会
で回った中でもそのような意
見もありましたし︑受け止め
ております︒コミュニティづ
くりというものをこれからは
もっともっと大事にしながら
住んでいる人方がこれからも
この町に住み続けたいという
思いを持って頂けるようなま
ちづくりにをしていきたいと
思っております︒

40
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月分までの利用状

議会議長あての文書は直接議会事務局へ

議会議長あての文書や案内状は、日程等の調整をする必要がありますので、
恐れ入りますが直接議会事務局へお送り願います。

●送付先：利尻富士町役場3Ｆ 利尻富士町議会事務局（議会議長）宛
直通電話：（0163）
82−2512
メール：gikai@town.rishirifuji.hokkaido.jp

金崎地区水道管の漏水

実施し︑復旧については今︵

月︶議会で補正予算を計上した

のでご審議願いたい︒

12

民生児童委員一斉改選

日に発生した金崎地区

の水道管の漏水について︑4件

月

の住民の方々に断水のご協力を

月1日付け全国一斉改選さ
れ︑

いただき︑ご迷惑をおかけしお

名の委員がすべて再任︒

会長に種谷正邦委員︑副会長に

詫び申し上げます︒新たな水道

0人︑前年度より5︐500増︒

管の敷設による度重なる断水を

尾形仁将委員︒ 月7日に委嘱

定期航路︑飛行機︑クルーズ客

伊藤

29

状の伝達を行った︒

土砂災害要望活動
9月の大雨による土砂災害に
ついて︑正副議長・佐々木常任
委員長とともに北海道の関係機
関に要望活動を行った結果︑ア
フトロマナイ︑オチュウシナイ
の2河川で28︐000㎥︵ダ
ンプ5︐000台︶の土砂の除
去に関わる予算が確保された︒

年4月から9月までの

上期観光客入込数
平成

万4︐20
桜庭

観光客入込数は︑
北海道知事表彰︑北海道社会貢
鰊泊

野中

主な要因︒

船ともに増加︑道外客の増加が

献賞︵統計功労︶

北海道知事表彰︑北海道社会貢

田喜雄氏︒

献賞︵自治功労︶

均氏︒

12

利尻空港利用状況
9月から
況を報告︒

味噌吉雄氏︑

年秋の褒章︵藍綬褒章︶

（前年同月比）（＋644人）
久保

総務大臣賞︵国勢調査︶栄町

大磯

平成

各表彰の伝達

（＋56人）（−34人）
（＋227人）
（前年同月比）

幸雄氏︒以上︑4名の町民が受
賞︒

9

67.5％

搭乗率

11

町歩き体験観光（地域おこし協力隊）

4,726人

ANA

11

75.6％
81.7％
68.9％

搭乗率

12

12

28

17

28

1,439人 1,705人 1,634人

HAC

11月
10月
9月

利尻空港利用状況
平成28年度上期観光客入込数
民生児童委員一斉改選
土砂災害要望活動
表彰伝達
金崎地区水道管漏水
1.
2.
3.
4.
5.
6.

行政報告
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常任委員会レポート

編集後記
2017年の年が明け、早いもので2か月
が経とうとしていますが、町民皆様にお
かれましては、いかがお過ごしでしょう
か。
今冬の利尻島は雪も少なく、穏やかな
年の始まりでしたが、稚内でも例年より
早めの流氷初日となり、心配もされると
ころです。
さて、大相撲初場所では、
「稀勢の里」
が悲願の初優勝をしました。19年ぶりの
日本人横綱の誕生に日本ではお祝いムー
ドの歓喜とともに、同盟国のアメリカで
はドナルド・トランプ新大統領が誕生し
ました。私達はその発言にも注目しなが
ら、堅実な生活を送るとともに、平成29
年が皆さんにとってより良い年となるこ
とを願いたいと思います。
広報・広聴常任委員会一同

議会に行こう！
議会傍聴は議会活動に触れるもっと
も身近な方法です。皆さんの選んだ議員
の活動や町政の方針などを是非ご覧くだ
さい。会議当日の受付で傍聴できますの
で、役場３階傍聴席入口までお越しくだ
さい。

総務民教産建常任委員会
（1）9月6日発生の大雨による被害状況調査（9月21日）
〈9月6日に発生した大雨による被害状況を調査〉
50年に一度の大雨といわれた今回の大雨による被害は、
町内各所に被害を及ぼし、また度重なる避難を余儀なくされ、
住民生活にも不安を与えるものでした。復旧にあたっては応
急対策や関係機関への要望、視察対応など町のきわめて迅速
な対応を認めるところであり、今後の自然災害への対応にお
いても強くて優しいまちづくりに努めて頂きたい。
（2）介護保険事業現況調査（11月25日）
○特別養護老人ホーム整備に係る先進地視察について
〈先進地視察の実施報告及び今後の方針を調査〉
先進地の運営事例や課題を踏まえ、人材の確保とともに運
営方針、設備計画、財源の確保、また利用者に配慮した移行
計画や将来的な環境整備を考慮し、多岐にわたる諸課題を解
決しつつ、関係部署との連携による高い計画性を重視した整
備計画の策定を願いたい。
○介護保険制度の改正に伴う今後の介護事業の展開について
〈制度の改正による今後の事業展開を調査〉
介護保険制度の改正とともに町が実施する事業等が介護サ
ービスの向上につながり、将来の安定的な介護保険事業の運
営と介護施設との連携強化となることに努めて頂きたい。

広報・広聴常任委員会（11月25日）
（1）議会だより利尻富士№173の編集についての調査及び協議

議会日誌
広報・広聴常任委員会
委 員 長／安楽 昌弘
副委員長／飯田 睦穂
委
員／長岡 俊裕
伊藤 信勝
戸嶋 郁夫

米谷
佐々木

篤
勝

議会の詳しい情報は利尻富士町ホームペ
ージへ
http://www.town.rishirifuji.hokkaido.jp

11月３日 利尻富士町功労者表彰式
８日 離島振興市町村議会議長全国大会（東京都：議長）
９日 町村議会議長全国大会（東京都：議長）
10日 北海道離島振興町村議長会視察研修（長崎県：議長）
12日 自民党移動政調懇談会（稚内市：副議長）
25日 総務民教産建常任委員会、広報・広聴常任委員会
議会議員の定数等調査特別委員会
12月４日 歳末チャリティ演芸会
９日 議会議員の定数等調査特別委員会
議会運営委員会
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