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伊藤信勝議員

●鴛泊市街地町中に公衆トイレ設置を

一般質問
安楽昌弘議員

●道道の除排雪について

飯田睦穂議員

●町内街路灯と防犯灯について

町政の今後の方針を問う（12月会議）
〜鴛泊市街地〜

公衆トイレの設置を

伊藤議員 平成 年3月議会
において︑同僚議員からの街
づくり︑空き地利用に関して
の質問がありましたが︑町長
答弁では鴛泊市街地整備促進
期成会等からいろいろな要望
もあり︑今後マスタープラン
を作成していかなければとの
ことでしたが︑これらは数年
後の実現を目指すという事に
なると思うのですが︑パブリ
ックスペースとしてのトイレ
ットルームは先行して考えて
いただきたいと思います︒こ

伊 藤 議員
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議員 鴛泊市街地に公衆トイ
レというのは︑港町に2箇所︑
栄町にグランウンドと高山植
物園の間に1箇所あります︒
また北海道で設置されました

れは町民の利便を考えるとい
受け︑北海道のご尽力により
うことは勿論のことですが︑
まして︑平成 年度予算で残
町長自らのプロモーション活
りの全対象物件の補償が配当
動による外国人旅行者やモニ
され︑交渉を進めており︑順
ターツアーによる国内旅行者
調に契約が成立すれば︑空き
誘致など︑利尻島に呼び込む
地等がほぼ確定いたします︒
ための様々な施策を講じおり︑ 平成 年9月に鴛泊市街地整
ソフト面では今までにない努
備計画マスタープラン及び鴛
力をされている訳ですが︑そ
泊市街地街並み環境整備方針
れに見合うハード面も考える
の改訂版が策定されて4年経
べきだと思います︒不特定多
過しておりますが︑この中に
数の方々が利用するトイレッ
も公衆トイレ整備が謳われて
トを鴛泊市街地町中にぜひ設
おります︒今後の鴛泊市街地
置をと思いますが︑町長の所
形成には︑多面的に考えても
見を伺います︒
建設年度は︑何年とは言えま
せんが︑公衆トイレは必要不
可欠であると判断しておりま
す︒今後は鴛泊市街地拡幅事
業開始から︑相当年数も経過
していることから︑構想と現
状を分析しながら︑町議会︑
鴛泊市街地街づくり協議会や
整備促進期成会等の意見を聞
き︑公衆トイレも含め︑どの
ような公共施設等が求められ
ているのか︑調査し整備計画
を策定しながら進めて参りた
いと考えております︒
町長 平成 年3月議会で鴛
泊地区の道道沿いの空き地利
用について質問があり︑空き
地が点在するようであれば︑
利尻島の玄関口の市街地とし
て︑期成会から要望されてい
る︑駐車場︑トイレ︑中央セ
ンター的なものも最終的な用
地がどの程度空き地になるか
確定していないので︑2〜3
年後の確定後︑私有地の交渉
をしていかなければならない
という考えでおりますと︑お
答えしております︒この時点
では︑道道拡幅事業の移転物
件が10件程度の補償費しか︑
確定しておりませんでしたが︑
町議会︑期成会の要請活動を
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富士野園地1箇所︑計4箇所
に公衆トイレがあるわけです
が︑鴛泊市街地︑町中には1
箇所もないという状態です︒
道道拡幅という問題からも切
り離して考えていただきたい
なと思うのです︒一歩外に出
れば用を足すという事は公衆
トイレしかないわけです︒道
道拡幅整備の中で考えてもら
うよりは︑必要不可欠なもの
だという前提で早急に考えて
いただきたいと思います︒

町長 数年前ですけど︑当時
鴛泊市街地を拡幅している段
階で公衆トイレは必要だとい
う事で︑一時鴛泊本町︑稚内
信金建設に当たっては当時建
物と一体化したトイレを建設
という話がございまして︑8
割9割方進んだのですけれど︑
最後の最後の詰めで中止にな
ったという経過もあり︑町中
に公衆トイレは絶対必要だな
ということで答弁いたしまし
たし︑その中でも道道絡みば
かりでなく︑当然観光面や高
齢者の方︑児童生徒の関係も
含め多面的に考えて︑何年と
いうのは言えませんけれども
早急に設置という事では︑私
も考えております︒
︵以上︶
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安 楽 議員

〜道道除排雪〜

共援共助の連携

安楽議員 いよいよ冬将軍の
到来の時期に突入し︑除雪作
業に従事される方々は︑早朝
より本当にご苦労なことだと
思います︒この終わりなき雪
との戦いの期間をお互い明る
く過ごしたいものですがやや
もするとモラルに反した行為
が出てしまう事もある様です
が︑除雪車で間口に置かれた
雪は重いし︑捨て場もない︑
苦し紛れにママさんダンプで
道路を横断し︑向かいの道路
の傍らに運ぶ行為は走行する
車にも迷惑な行為でもあるし︑
自分自身も車にはねられる危
険性を認識しなければと考え
ます︒一方︑除雪車で置かれ
た雪の処理は︑道路の恩恵を
受けているのだから当然だと
泣き寝入りしなければならな
いのかという︑声なき声もあ
ることを理解しなければと思
います︒歩道に堆積された雪
を今まで以上に早め早めに排
雪ができないものかという声
もある事からも︑町として除
排雪作業の改善の要請を含め︑
建設管理部利尻出張所との共
援共助の連携を取りながらで
も︑事故防止等の観点からも
何らかの対策を講ずることは
できないものか︑町長の所信
を伺います︒
町長 例年より早い積雪を感
じ住民の皆様も除排雪に苦慮
する季節となりましたが︑こ
れも脳裏に雪投げは大変と感
じるからなのか︑年齢を重ね
るごとに負担を感じるのは私
ばかりではないと思っており
ます︒地域懇談会や今の時期︑
懇談等があれば︑必ず除雪の
ことが話題になります︒そこ
で道道除雪作業の現状を申し
上げれば︑稚内建設管理部の
出動基準により車両の安全な
通行を確保するため︑道路の
利用状況に応じ︑原則として
連続した降雪と積雪が セン
チメートル以上に達した場合︑
圧雪により交通障害の発生が
予測される場合︑地吹雪等に
よる吹き溜まりの発生が予測
される場合と︑業務担当員の
指示︑救急出動も含まれます
が︑それによるとされており
ます︒通常除雪作業員の出動
時間は午前5時とされており︑
建設管理部利尻出張所にある
除雪センターから︑仙法志方
面︑鴛泊方面へそれぞれ2台
ずつ出動し︑通勤通学前の限
られた時間内での︑車線の確
保をしていますが︑質問要旨
にもあるように現場では道路
の間口に雪が寄せられ︑それ
を各個人がそれぞれ処理して
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おります︒道道の除雪作業に
つきましては︑自治会長会議︑
地域懇談会等で各地区の共通
要望事項として︑建設管理部
に協議をしております︒住民
の声として︑家の間口に置か
れた重たい雪で道道沿いに住
んでいる方が大変苦慮してい
る︑対応してほしい︒家︑車
庫︑倉庫の間口は減速して走
行してほしい︒早朝間口に置
かれた雪を取り除いた後に︑
さらに除雪車が来て間口へ置
いて行かれるが何とかしてほ
しい︒これらの住民の声に対
しまして︑建設管理部の答弁
でございますが︑北海道の除
雪業務では︑間口除雪を行っ
ていない︒減速は委託してい
る利尻島道路環境事業協同組
合へ指導する︒降雪︑除雪状
況により車線確保のため複数
回除雪車を走らせるためご理
解願いたいとのことでありま
す︒今年度も既に建設管理部
利尻出張所︑利尻富士町利尻
町消防本部︑消防利尻富士支
署︑稚内警察署︑宗谷バスと
で除雪業務連絡協議会を開催
し︑さまざまな要望改善要請
も行っており︑今後において
も強く要望してまいります︒
また歩道除雪につきましては︑
現在鴛泊地区︑鬼脇地区の通

学路となっております歩道は︑
通行を確保するため連続した
降雪で センチメートルを超
えた場合に除雪しております︒
運搬排雪につきましても︑実
施基準があり︑車道横の雪山
が高く堆雪の余裕も無いと判
断した場合と道路横の平均雪
高2メートル程度となった場
合︑業務担当員の指示による
ものとされております︒今ま
で以上に早め早めに排雪をで
きないものかとの声もあると
のことですが︑基準等により
実施されることをご理解いた
だき︑町も堆雪状況を確認し
ながら︑利尻出張所と連絡を
取り︑除排雪作業に取り組ん
でいただけるよう要請してま
いりますので︑ご理解を賜り
たいと思います︒

議員 道道の除雪問題につき
ましては︑議員になった4年
前の最初の議会でも質問して
おりますが︑状況はその当時
と変わらないなという印象を
受けているわけです︒ただ住
民の権利だからと言って一方
的に除雪しなさい︑排雪しな
さいという事では無くて︑私
はそれぞれの立場で︑相手の
立場を考えながらお互い協力
しながらこの冬を乗り越えて
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いきたいと思っております︒
そんなことから 月3日の日
刊宗谷の社説で︑﹁冬将軍到
来︑除雪に市民の協力を﹂と
言う見出しで掲載されました︒
市民という文字を住民と変え
ればどこの地域でも対象にな
る話ですので︑社説のポイン
トを読みあげてみますと︑
﹁道路利用者の恩恵を受けて
いる住民も除排雪に支障をき
たす行為︑あるいは交通の妨
げ隣近所の迷惑にならないよ
うな気配りが肝要である﹂︑
﹁放置と見間違うような路上
駐車︑除排雪後の道路への雪
だし︑他人の敷地内への排雪︑
公的私的を問わず︑除雪作業
中へのちん入等々︑常に言わ
れていることを守るだけでも﹂
と言ってみれば住民に注意喚
起しているような文言になっ
ております︒反面︑﹁生活生
産道路確保の任ある管理者も
また︑地域住民や通行車両︑
歩行者等に上から目線ではな
い対応を﹂と︑
﹁今はほとんど
の道路︑除排雪は民間業者委
託︑目が届かない部分もあろ
うが発注に際しては︑そうし
たことにも入念な注文が望ま
れる﹂とあります︒また︑住
民の苦しい立場を理解したよ
うな文言になっておりますけ
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れども︑﹁怪力除雪車で置か
れた雪氷塊ほど始末に困るも
のはない﹂と︑これは住民の
苦しい立場の文言だと思いま
す︒最後に︑﹁道路管理の官
公庁︑請負業者︑受益者の住
民︑この三者一体の理解協力
が冬を明るくするという事で︑
お互い協力し合って︑相手の
立場を考えながら﹂というこ
とであります け れ ど も ︑ 月
日にも社説があり﹁雪の量
にもよるが車道だけを開けれ
ばいい作業もまた苦情の種に
なっている﹂︒町長も十分そ
の状況は把握していると思い
ますけれども︑この社説の部
分だけで何か町長思いがあり
ましたら︑お 願 い し ま す ︒
11

町長 質問の中で三者一体の
協力が除排雪には必要なのだ
ろうなというようなことも言
われておりましたけれども︑
最も当然なことだと感じて今
聞いておりました︒災害が起
きた時に︑自助共助公助とい
う言葉が使われておりますけ
れども︑最も除排雪に対して
もこの言葉が適切かなという
風に︑質問を聞いていて思っ
ておりましたが︑自分の命は
自分で守るという意味ではな
いですが︑冬の備えとして自

分の事は自分で守るというの
も大事でありますし︑それが
今の高齢化社会等になって大
変な場合はやはり隣近所の共
助というのも大事です︒最終
的には公の町等が公助してや
るのも三者一体の協力となる
のではないかという風に考え
ておりますので︑町ばかりで
なく社会福祉協議会とも除排
雪等について連携しながら︑
やっているような状況でござ
いますし︒今後も重ねて北海
道の方にも強く要望してまい
りますのでご理解を賜りたい︒
議員 もちろんそれぞれ住民
はできる限り自助努力で頑張
っておられます︒しかしなが
ら︑雪の量によりまして自助
努力でどうにもならないとい
う事態がたまたま発生するわ
けでございます︒町民の代弁
者としてこの議会に出ており
ますので︑住民の立場でひと
こと言わせてもらえれば︑住
民に思いやりのある除排雪を
今後も一層関係機関に要請し
ていただくことをお願いしま
す︒
︵以上︶

飯田議員 町内各地域には︑
自治会設置と町が設置の街路
灯・防犯灯も多数あり︑双方
合わせて防犯機能の充実が図
られているところです︒各自
治会ではこれまでも︑工事や
修理等の費用については町か
らの助成があり整備を進めて
きておりますが︑その維持管
理に苦労をしているのが実情
です︒現在は︑設置場所の見
直しやＬＥＤ化にも取り組ん
でおりますが︑費用負担など
の関係もあり︑思うように進
んではいません︒そこで︑町
設置分と自治会設置分の街路
灯・防犯灯をより効果的な場
所へ移設集約して︑ＬＥＤ化
を積極的に進めながら︑照度︑
明るさを増やすことにより効
果的で効率的な配置を図るこ
とで︑その数を減らすことが
できるのではないかと思いま
すが︑これらの取り組みにつ
いてと︑電気料金も自治会経
費の中で大きな負担となって
いることから︑この助成につ
いても検討していく必要があ
ると思いますが︑町長の所信
を伺います︒

町長 町内には の自治会が
あって︑それぞれ町の管理︑
自治会の管理の街路灯︑防犯
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飯 田 議員

〜町内街路灯と防犯灯〜

移設集約・LED化、負担軽減
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灯を有して防犯機能等の役割
を担っている状況にあります︒
町管理の電気料金︑維持管理
費用については︑当然町が支
出することですが︑自治会設
置部分の負担については︑施
設整備や修繕については町が
8割︑自治会が2割負担で行
われており︑電気料金につい
ては︑全額自治会負担となっ
ております︒数年前から︑防
犯灯の修繕︑電気料金負担が
自治会運営に大きな負担とな
っているとの話題があり︑平
成 年に街路灯設置や修繕費
に係る負担を町7割から8割
に引き上げ︑先ほども申し上
げましたが町内 の自治会の
うち の自治会で会館を設置
しており︑維持管理負担を平
成 年に年間4万円から6万
円に2万円引き上げたところ
であります︒しかしながら自
治会設置の街路灯防犯灯に係
る電気料金について︑昨年の
地域懇談会において自治会か
らの電気料支払いが大きな負
担となっているため︑補助し
てもらえないかとの要望もあ
りました︒また今年度の自治
会長会議においても同様の要
望もあり︑町としても電気料
金の負担割合や︑現行予算に
計上してある修繕費に係る補

助金の活用など︑前向きに検
ですけど︑鬼脇だけを言いま
討する旨各自治会から年間使
すと︑金崎自治会︑清川自治
用料金について︑聞き取り調
会が鬼脇の中央の方に一緒に
査などを実施しております︒
なっているという事で︑そっ
自治会所有の街路灯の種類や
ちの方もまた自治会の持って
時代の流れや公共施設の移転
いる街路灯などもあるわけで
等によって町が負担すべきも
す︒ご承知のようにこれだけ
のもあるかもしれませんし︑
世帯数も減っていれば当然負
そのあたりも調査しながら住
担になってくるわけですし︑
民減少に伴って自治会運営も
自治会の会議だとかでも︑電
大変だと聞かされております
気料金の関係は別な会計で処
ので︑新年度予算に向け結果
理はしているのですけれども︑
はわかりませんが検討させて
以前は世帯数もあった関係で︑
いただきます︒ＬＥＤ化につ
積み立てたお金はあったよう
いては︑これからの時代は当
ですけれども︑今はほとんど
然切り替えていかなければな
底がついているということで︑
らないものであって︑町所有
去年あたりからすでに自治会
の物については維持補修時に
費に街路灯の部分をプラスし
交換しております︒自治会所
て︑街路灯の部分をまかなっ
有についても一気にすべて取
ているというような実態もあ
り換えるのも︑費用がどの程
ります︒ですから︑町長言う
度なのか判断できませんので︑ ように色々な灯具によっては
今後担当課や鬼脇支所と連絡
料金も違うでしょうし︑契約
しあいながら︑順次ＬＥＤ化
のワット数によっても違うで
を進めるよう自治会と相談し
しょうから︑トータルで年間
ていきたいと 思 い ま す ︒
これだけという電気料金もか
かるわけですから︑それの何
パーセントか︑何割かという
事を出していただければ︑自
治会としても︑鬼脇であれば
特にありがたいのかなと思う
訳です︒鬼脇は自治会館を持
っていませんので︑プラスし
てもらったという部分は多分
議員 町長から以前にも自治
会の方からや︑自治会長の方
からの要望なりあったという
ことで︑担当課の方で検討を
進めるというお答えを頂きま
した︒鴛泊地区の方の自治会
のことは詳しくわからないの

質疑・質問は
要約されています

たかもしれないですし︑今現
在もそうであれば町が払わな
ければだめだというような物
件もあるかもしれません︒そ
の辺は調査しながら︑新年度
予算に向けて︑結果はわかり
ませんけれども︑何とか前向
きに考えているという事でご
ざいます︒

︵以上︶

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。

ないのかなと思うものですか
ら︑そういったところも考慮
していただければと思います︒
あえてこの時期質問させてい
ただいたのも︑今これから︑
年内に新年度予算の編成会議
があるわけです︒当然お金の
かかる部分でありますので︑
その辺の中身的なものもあろ
うかと思います︒是非これを
盛り込んでいただければとい
う事で質問したわけでござい
ますので︑もう一度︑積極的
な取り組みについてご答弁い
ただければと思います︒

町長 自治会等︑それから地
域懇談会でそのような話があ
ったという事で︑担当課の方
で聞き取り調査し︑鬼脇の市
内第1︑第2自治会がものす
ごい電気料がかかっていると
いう状況は把握しております︒
街路灯の種類︑水銀灯︑他の
自治会はあまり持っていない
ようですが︑鬼脇1あるいは
2の方で水銀灯を持っており︑
又清川︑金崎が合併吸収した
ということでは︑さらに増え
ているでしょうし︑公共施設
の移転に︑例えば支所と歯科
診療所を移転しましたが︑そ
れに伴って古いところにあっ
たのが本当は自治会所有だっ

5
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■

︻原案可決︼

質疑内容
■藤井議員：担い手支援住宅の入居年数について
■佐々木議員：担い手支援住宅の該当者数は
■飯田議員：小中併置校前庭公園の進捗について

年と数えると︑また研修を終
えてから大体1年間︑2年目
頃から組合員になるわけです
けれども︑それを含めて5年
間というのが︑一つの区切り︑
そして一人前なる期間という
ことでの5年という設定︒
Ｑ藤井議員 根付け漁業が中
心だと思うが︑これからの季
節変動などを考えると根付け
漁業が非常に不安定な時代を
迎える心配がある︒そうした
とき5年というのは厳しい年
月になるのでは︒町長の判断
で延長していくことも条文に
あるが︑見直す事も考えたよ
うな入居条例にした方がいい
のでは︒
Ａ産業振興課長 気候の変動
によって漁獲高が変動すると
いう事は考えられますが︑5
年の間にできるだけ︑住居だ
とか作業所を確保するように
努力してもらいたく︑またこ
の目的は︑担い手を呼ぶとき
にどうしても住む場所が無く︑
苦労してきている訳でありま
して︑地元で漁業の修業をさ
せる︑研修させることをスム
ーズに進めていこうという目
的であります︒柔軟な運用と
いう事で︑特別な事情により
町長が認める場合は延長する

ことができるとし︑規則の中
でも柔軟な運用だと思ってお
りますので︑見直しは考えて
おりません︒

Ｑ佐々木議員 今現在︑何人
くらいが該当するのか︒
Ａ産業振興課長 手続きや本
人確認もしていませんが︑把
握しているのは3人と捉えて
います︒
︻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与の改
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
改正
︻原案可決︼

■利尻富士町立学校設置条例
の一部改正
鬼脇地区小中併置校完成によ
る学校位置の変更
︻原案可決︼

各会計補正予算審議

︻一般会計︼
■教育費
Ｑ飯田議員 小中併置校落成
記念事業の開催を予算計上し
ているが︑この事業の開催日︑
内容︑規模的なものを教えて
いただきたい︒また︑関連し
て式典の際︑学校をお披露目
されると思うが︑ 年の一般
質問︑今年3月の年度末の補
正の時も質問しましたが︑校
舎前の遊具の関係で︑まだ着
手がされていないという事だ
が︑これからやるものなのか︑
それとも新年度︑別の形でや
ろうとするものなのか︒
Ａ教育次長 校舎落成記念式
典及び祝賀会の開催について
は︑2月 日︑町が主催とし
て開催︒式典の方の案内は2
06名︑議員の皆さん︑鬼脇
地区自治会長の皆さん︑まち
づくり協議会︑学校建設検討
委員会の皆さん︑鬼脇地区教
職員︑児童生徒が対象となっ
ております︒また︑一般開放
についてですが一般開放は翌
週の3月3日と4日︑2日間
にわたって行う事となってお
ります︒校舎前の前庭公園に
ついては︑以前から述べてお

27

月会議で審議された議件
︻条例制定︼漁業担い手支援住宅管理条例
︻条例改正︼学校設置条例の一部改正など
一般会計補正予算︵第4号︶各特別会計補正予算

疑

■利尻富士町漁業担い手支援
住宅管理条例 の 制 定
新たに漁業に就業する者の定
住を促進し︑産業の振興を図
るため︑鬼脇地区に4棟の担
い手支援住宅を建設︑その設
置と家賃など管理に関する条
例の制定

質

80

Ｑ藤井議員 入居期間は入居
の日から5年を限度としてい
るが︑5年の 根 拠 は ︒
Ａ産業振興課長 担い手の研
修という事も考慮し︑まず漁
師道に入りまして担い手の研
修期間︑国の研修が3年間あ
ります︒それから道の研修が
約 日ありまして︑それを1

25
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りますと通り︑桐山公園を拡
充して︑町民が利用すること
を主として考えておりますが︑
来年度早々の本工事を考えま
すと︑すでに公園の敷地部分
や遊具の配置決定︑これらを
地域の検討委員会の方に協議
していなければならない時期
ですけど︑学校敷地としての
無償貸付していただいている
財務局管理の土地の対応につ
いて現在財務事務所担当者の
指導を仰ぎつつ︑調整中とい
う事になっています︒
Ｑ飯田議員 財務局と土地の
関係で協議中だということだ
が︑そうなれば新年度になっ
ていくという事になるのでし
ょうけど︑それをもし進める
というのであれば︑当然お金
のかかることですので︑予算
的なものはどうなるのかなと
いう気がしています︒校舎外
構に抱合せて予算計上されて
いるのかなと思っていたもの
ですから︑設計の段階ではそ
ちらの方も入っているという
事だったと思っており︑工事
費の方に入っていると認識し
ていたが︑その辺は補助対象
になるのかどうか︑それとも
町単独費でやるのか︑あれだ
け前庭に古い大木があり︑ど
の木を残してどの木を活かす
というのもかなり詰めていか
なければならない部分がある
のかなという気もします︒お
およその目途的なものを︑わ
かっている範囲で教えていた
だきたい︒
Ａ教育次長 前庭公園の文科
省の補助を活用して︑一部進
めていく予定でしたが︑補助
対象外という返事を頂いてお
り︑単独事業という事で進め
ております︒
Ｑ飯田議員 建設検討委員会
やまちづくり協議会の方とも
話を進めていきながら是非︑
その方々とも常に協議しなが
ら︑事業の流れをお互いに情
報を共有しながらやっていく
べきだと思います︒今の低学
年そして保育所も含め人数的
には︑鴛泊から見れば少ない
ですけれども︑人数はいると
いう事はそれだけ需要がある
ということで早め早めの協議
で町とも同じ情報を持ちなが
ら進めていた だ き た い ︒
Ａ教育長 前庭公園につきま
しては︑来年度外構工事も発
注になりますが︑それと一緒
に公園の方も発注したいと考
えており︑新年度予算には計
上したいと思っています︒前
庭公園の設計等につきまして
も︑すでに遊具等の設置︑台

月8日開催︶

︻報告︼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

月会議 ︵

12

︻原案可決︼

■鬼脇地区小中併置校庁用備
品の取得契約
指名競争入札による
契約金額 2︐329万5千
6百円
相手方 鴛泊字本町 株式会
社 佐藤商店

議件および審議内容

12

■副町長の選任
鴛泊字栄町 吉田幹也 氏
︵2期目︶
︻原案同意︼

7

︻原案可決︼
数︑場所等も一応のプランは
できております︒それを建設
〇介護康保険事業特別会計補
検討委員会におろして︑面積
正予算︵第1号︶
的なものもありますので︑私
歳入歳出306万4千円を追
たちの考えとしては最大限の
加し︑総額を3億3︐335
遊具の設置を考えております
万2千円と定める
が︑足りないという意見があ
︻主な項目︼人件費︑介護保
れば︑また考え直さなければ
険システム改修など
なりませんが︑早いうちにま
︻原案可決︼
ちづくり検討委員会︑また建
設検討委員会にもおろして意
〇介護サービス特別会計補正
見を聞いてまとめて︑新年の
予算︵第1号︶
発注に向けて間に合わせたい
歳入歳出188万2千円を減
と考えております︒
額し︑総額を4億8︐287
〇一般会計補正予算︵第4号︶ 万8千円と定める
︻主な項目︼人件費など
歳入歳出2︐833万4千円
︻原案可決︼
を追加し︑総額を 億9︐1
00万1千円と定める
︻主な項目︼人件費︑低所得
者燃料購入費軽減扶助︑国民
年金システム改修︑利尻富士
利尻線交付金工事移転費補償︑
公営住宅修繕︑小中併置校落
成記念行事開催など
︻原案可決︼
〇国民健康保険事業特別会計
補正予算︵第1号︶
歳入歳出471万4千円を追
加し︑総額を4億9︐927
万6千円と定める
︻主な項目︼人件費︑国保電
算システム改修など

完成した漁業担い手支援住宅
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編集後記
新年を迎え、早いもので２か月が経と
うとしておりますが、町民の皆様いかが
お過ごしでしょうか。
先月、12人が死傷した群馬県の草津
白根山の噴火。３千年噴火していない非
常に静穏な「想定外」の山。2011年の
東日本大震災以降、日本列島が火山の活
動期に入ったと考える研究者も少なくな
いという。利尻山も例外ではないかもし
れない。今回は水蒸気噴火、テレビでの
映像では噴石や木が根をつけたまま空を
飛んでいた光景が流された。あのような
物があたってはひとたまりもありません。
我々利尻島民も今一度「想定外」に備
え、防災意識を高めてはいかがでしょう
か。「備えあれば憂いなし」よくできた
言葉だと思います。
これからも、町民の皆様と町議会を結
ぶわかりやすい紙面づくりに努めてまい
りますので、ご愛読のほどよろしくお願
い申し上げます。
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
の活動や行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。

1.
2.
3.
4.

上期観光客入込数
各種表彰
観光大使の委嘱
利尻空港利用状況

行政報告
9月

10月

11月

JAL（HAC） 1,643人 2,005人 1,717人
搭乗率

78.7％

89.9％

85.2％

（前年同月比）（＋204人）（＋300人）（＋83人）

ANA
搭乗率

4,479人
63.5％

（前年同月比）（＋283人）

■平成29年上期観光入込数
4〜9月 130,800人（前年比6,600人増）、道外客7,700人増
■各種表彰について
秋の叙勲：旭日双光章 鰊泊 久保田喜雄 氏（自治功労）
知事表彰：北海道社会貢献賞 栄町 石川武弘 氏（自治功労）
■利尻富士町観光大使
歌手 半﨑美子さん（ご本人の母親が利尻富士町出身）
東京都で委嘱状を交付（町広報誌 新年号で掲載）

委員会レポート
■広報・広聴常任委員会（12月8日）
議会だよりNo.177の編集についての協議
■議会運営委員会（12月8日）
定例会12月会議の運営についての協議
【今後の調査事項の予定】
〇漁業担い手支援住宅現況調査
〇利尻富士町次期まちづくり計画現況調査
〇平成30年度一部事務組合予算の概要調査など
〈ひとくちメモ〉
常任委員会での調査権〜（解説）調査とは、「調査事項の実
態を把握し、分析し検討して問題点を捉え、それらの問題点
を改善し改革するにはどのような措置を講ずればよいか、採
るべき対策なり政策を究明して結論を出すこと」とされ、問
題点に対する改善策と対応策を結論づけることが調査の究極
の目的とされています。※議員必携抜粋

【議会の予定】
〇第1回定例会3月会議

広報・広聴常任委員会
委 員 長／佐々木 勝
副委員長／白戸 浩明
委
員／安楽 昌弘
伊藤 信勝
岡本 晴樹
前田 芳久

3月7日〜9日
（執行方針、新年度予算審議他）

藤井孝二郎
戸嶋 郁夫
飯田 睦穂

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

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
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