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町政の今後の方針を問う（12月会議）

一般質問

安 楽 議員

〜人口減少の歯止め対策について〜

安楽議員 人口減少問題につ
いては︑我が町だけの問題で
はなく全国の地方自治体が抱
える大きな課題であります︒
やはり人口減少の歯止め策は
雇用の確保が最重要課題であ
ると思いますが︑平成 年6
月会議において︑地方創生の
ための雇用の創出についての
一般質問をし︑販路や規模拡
大に向けて支援する努力は惜
しまない考えであり︑また町
としても新たな商品開発の推
進に取り組んでまいりますと
の答弁を頂いております︒町
の創生総合戦略も来年度で5
か年計画の最後の年度に入り
ますが︑町民から雇用につな
がるようなものづくりのアイ
デアの提供や︑販路拡大等の
支援の要請等具体的な動きは
なかったのかまた現計画の終
了後に引き続き新たな総合戦
略は策定されるのか町長の所
見を伺います︒
町長 地方自治体における人
口の減少は︑日本の国の総人
口が減少時代にある中で︑将
来的に地方自治体の存続にも
かかわる問題として平成の大
合併を推進したり︑広域定住
自立圏構想︑地方創生といっ
た政策を打ち出しながら国が
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財政支援をし各地方地域の振
興を図っておりますが︑多く
の自治体が人口減少に苦慮し
ている現状だと推察するとこ
ろであります︒本町において
も離島という立地条件に加え︑
交通アクセス︑医療︑仕事場
の確保︑教育などという問題
があり︑中々人口減少に歯止
めがかからない状況で︑国立
社会保障人口問題研究所によ
りますと2040年の本町の
人口は1︐550人と推計さ
れております︒また︑生産年
齢人口の減少も大きな社会問
題であり︑本町においても同
様な状況であります︒さて平
成 年6月議会において︑5
番議員から地方創生のための
雇用の創出についての質問の
答弁も踏まえて申し述べさせ
て頂きますが︑本町の人口の
推移は平成 年度で4︐07
6人でありましたが︑ 年後
の平成 年 月末では2︐5
10人で1︐566人︑約
パーセント減少しております︒
出生︑死亡の自然減が470
人減少︑転入転出の社会減が
1︐096人減少で︑高齢化
率 ．9パーセントと少子高
齢化が顕著であります︒雇用
の創出を伴う販路や規模拡大
については︑海上輸送費支援
28
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により負担軽減によって道外
出店を実施したり︑無料サン
プルを提供︑パート従業員の
雇用︑広告宣伝を実施︑東京
港区の連携事業など︑また新
たな商品開発の推進では何点
かありましたが︑大々的な販
売には繋がっていない状況で
あります︒雇用創出のための
基幹産業の水産業は︑地域経
済を支える重要な産業で新た
な漁業者確保に努め︑総合戦
略に則った雇用創出のため︑
栽培漁業︑養殖漁業︑漁業者
担い手支援などを実施し︑漁
業新規就業者が平成 年から
年の3年間で 名おり︑う
ち島外が6名就業しておりま
す︒町民からの雇用に繋がる
ようなものづくりのアイデア︑
販路拡大などの具体的な要請
は無かったかについては現時
点ではありませんでしたと答
弁いたします︒新たなものづ
くりとしての商品︑また事業
としての発想は町内を含め多
方面から聞かされますが具体
的な計画とはなっておらず︑
今後の課題として研鑽しなが
ら進めて参りたいと考えてお
ります︒いずれにしても人口
減少問題は町民の皆様方も懸
念している問題であり︑新年
交礼会︑商工会青年部との懇
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談会︑また私が町長に就任し
てからも同僚議員から人口減
少問題について一般質問があ
り︑これらの場で私は︑人口
増加は至難であり︑いかに人
口減を最小限に止めるか︑鈍
化させる事が重要であるかを
申し上げております︒人口減
少の歯止めには行政全般を網
羅した様々な分野での取り組
みが必要であり︑それが結果
的に人口減少問題につながる
と思います︒子育て支援︑高
齢者対策︑若者定住対策・移
住対策︑地元産品︑新たな商
品開発を活用した産業創出︑
産業の活性化による所得の向
上に伴う定住対策など様々な
事柄があると思われますが︑
一つ一つ検証しながら進めて
参りたいと思います︒現計画
終了後に引き続き新たな総合
戦略の策定については︑国の
方針が示されていない中では
ありますが︑利尻富士町まち
づくり創造総合計画︑201
8年度から2027年度の中
で総合戦略を補完してあり︑
このまちづくり創造総合計画
を進めて参ります︒直面して
いる人口減少は︑行政や産業︑
経済活動の低下などすべての
分野において大きな課題であ
ると深く認識しており︑本町
町長 利尻高校等々の実践的
な物を再質問で言われており
ましたけれども︑それぞれ日
本全国でいま︑地場産品と言
いますか︑そのようなものを
使いながら︑例えば漁業系で
あれば付加価値を上げながら
立派な名前を付けながら︑地
元の産品を売り出していると
いうような状況がたくさん事
例等としてあると私も認識し

ておりますけど︑質問にあり
ました産品の品評会と言いま
すか︑そういうものをやる場
を作らないかという事でござ
いますけれども︑過去にも色
々とそういう町民からのアイ
デア等がありまして︑色々と
道内外で品評会みたいなもの
をやりながら大変好評を得て︑
例えば蛸の串カツだとかそう
いうのもありましたけれども︑
確かに品評会の時には大変好
評だったんだけれども︑今ま
でそれを製品として販路を作
りながら︑販売網を作りなが
ら商品化になったかという事
であれば︑中々今までもない
という風に︑難しいんだろう
なと考えておりますけれども︑
それとて何もしなければ何も
生まれない訳でございますの
で︑この後また色々な年明け
に各種団体等の会合に出席す
る予定もありますので︑そち
らの方でお話を聞きながら︑
どのような戦略があるかとい
うのも考えながら進めて参り
たいと思いますのでよろしく
お願いいたします︒

議員 ありがとうございまし
た︒それではちょっと視点を
変えまして︑人口の問題は個
人の心情に属する部分でもあ

りますので深い話はしません
が︑町としても結婚︑出産︑
子育ての支援等で︑若い世代
の人口減少の歯止めに努力さ
れていることは町政執行方針
の中でも謳われておりますの
で︑町民の皆様も承知されて
いる事と思います︒また来年
の 月から保育の無償化も政
府の方針として打ち出されて
いることもあり︑これらの施
策等が功を奏し︑我が町の創
生総合戦略での基本目標3の
中に︑数値目標である平成
年の出生率1．420パーセ
ントを5年計画の最後の 年
度の目標値の1．547パー
セント以上に向上し︑誕生し
たお子様や現在保育所や小中
学校に在学中の子どもたちの
高校進学︑就職の時期の進路
に対した若者に対して夢と希
望を与えられるよう施策の創
出等について︑町長の未来的
構想を簡単で結構ですがお聞
かせいただきたいと思います︒
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町長 総合戦略の中での出生
率の向上︑今︑本町出生率が
いくらになっているかという
のは手元に数字がございませ
んので確かな答弁はできませ
んけれども︑ここ数年来︑総
合戦略の中でも子ども子育て

3

で︑福島県の高校生が開発し
の振興活性化のため︑多くの
たサバの缶詰が宇宙食に承認
方々のご意見を頂きながら進
されたという事が話題になっ
めて参りたいと思いますので
ご理解を賜りたいと思います︒ ておりました︒これは︑この
中で見た方いると思いますけ
れども︑サバの缶詰というの
は市販のものもありますけれ
ども︑これは宇宙食として工
夫とアイデアが素晴らしかっ
たんだろうと思います︒もの
づくりはアイデア次第で無限
大だと思います︒ヒット商品
がでればネット通販も可能に
なり職業としても成り立つと
考えられますので︑町民の声
を待つのも一つの方策と思い
ますが︑町の方からの呼びか
けとして︑例えばものづくり
品評会のようなものを実施す
ることはできないものかどう
かという伺いでございますけ
れども︑町長お願いします︒
議員 ものづくりが雇用に繋
がるという事については︑そ
のミニ版と言ってもいいでし
ょうか︑利尻高校の商業科の
生徒さんたちの商業フェアに
月 日りぷらで開催されま
したので見学させていただき
ました︒この商業フェアは両
町からの助成もされているよ
うですが︑これは授業の一環
としての実施だろうと思いま
すが︑レジなども本格的なも
ので︑ 都道府県の産品が勢
揃いしており︑実践的な感じ
で︑その中で昆布せんべいの
実演販売をされておりました
ので試食をさせてもらったり︑
また買い求めてビールのつま
みにしてみたら︑昔テレビコ
マーシャルでやっていた︑や
められないとまらないかっぱ
えびせんに匹敵するかなと感
じで私受け止めていました︒
昆布せんべいだけでなく︑利
尻の産物を利用した例えばウ
ニせんべい等︑色々なものが
できると感じてきましたけど︑
ものづくりと言えば︑ひと月
ほど前にＮＨＫのテレビ報道
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支援のための政策を色々と打
ち出しておりますけれども︑
確かにそれを活用しながら大
変喜んでもらえている部分は
ありますけれども︑果たして
それが人口の出生率向上に繋
がっているのかという事につ
きましては︑追跡調査もして
いませんので分かりませんけ
れども︑今後も色々と若者世
代の定住のための政策等につ
きましては︑色々と考えてい
る部分もありますけれども︑
それは予算の伴う事でござい
ますので︑ここで軽々に来年
からこれをやるだとか︑これ
を実施しますという事は言え
ませんけれども︑この後また
年明け等 年度の予算編成等
もありますので︑その中でま
た新たな総合戦略に載ってい
る以外の︑そういうような人
口減少問題に絡んだ政策があ
れば実施していきたいと考え
ておりますので︑ご理解を賜
りたいと思います︒
︵以上︶
31

■

月会議で審議された議件

15

Ｑ戸嶋議員 利用料金や利用
人数はどのようになっている
のか︒
Ａ福祉課長補佐 本条例は設
置条例という事で使用料につ
いては謳っておりません︒育
児負担軽減の観点から施設の

Ｑ戸嶋議員 1時間800円
だとパートの時給と同じよう
に思え︑利用するハードルが
高い気がするが︑そこは考慮
しなかったか︒
Ａ福祉課長補佐 保育料や町
内・北海道最低賃金を考慮し︑
また他町村の料金等も参考に
しながら事業の収支も勘案し

15

す︒なお運営に関する要綱に
ついては詳細を別途定めてお
ります︒

Ｑ飯田議員 ︵①の再質疑︶
保
健センターで無理だと判断し
た具体的理由はなにか︒セン
ターには有資格者が居て︑緊
急の場合などの対応等含めて
一番適している場所では無い
かと思いますが︑例えば増改
築的なものは考えられなかっ
たのか︒
Ａ福祉課長補佐 一時預かり
事業は︑夜間・休日も対応す
ることになりますので︑保健
センターは8時 分から5時
分までの勤務時間となって
おりますので︑それらに対応
するために老人福祉ホームを
改築しました︒緊急時の対応
についても︑今月︑消防の救
命講習を実施し︑そういった
指導もサポート会員にしてい
き万全の態勢で臨みたいと思
います︒

15

15

まして料金設定をさせて頂き
ました︒

23

Ｑ飯田議員 ①この施設は︑
保健センターで対応できなか
ったのか︒検討はされたのか︒
②保育所の延長保育後や放課
後子ども教室の後でも利用可
能か︒
︻条例制定︼子育てサポート施設設置条例
③受入人数やサポート会員の
︻条例改正︼職員の給与に関する条例の一部改正など
資格や料金等の運営に関する
一般会計補正予算︵第4号︶各特別会計補正予算
より細かな要綱や要領的なも
のは決まっているのか︒
使用料は無料としております︒ Ａ福祉課長補佐 ①ファミリ
■利尻富士町子育てサポート
ーサポートセンターの主な事
預かりは依頼会員とサポート
施設設置条例 の 制 定
業は児童の一時預かりになり
会員それぞれがファミリーサ
子どもの一時預かりや子育て
ますので︑保健センターでは
ポートセンターに登録して行
家庭の交流の場を整備し︑子
目的とは違う部分があります
うことになり︑現在 名のサ
どもを預け就労できる環境や
ポート会員の登録があります︒ ので︑老人福祉ホームを改築
子育て世代の育児負担の軽減
原則1人の支援員が1人の子
を図るため︑鴛泊老人福祉ホ
することとしました︒
どもを預かることとなります︒ ②対象年齢が0歳児から中学
ームの一部を改築︑その設置
利用料は1人につき1時間6
と管理に関す る 条 例 の 制 定
校就学前の児童としており︑
00円〜800円としていま
︻原案可決︼
それらの終了後の利用も可能
す︒
となっております︒
③講習を受けた有資格者は
名いますが︑登録されている
質
疑
サポート会員が 名となって
おりますので︑1人の支援員
に対し1人のお子様を預かる
という事では︑支援員の数を
超えることはできません︒ま
た資格については︑町が実施
する講習会を受講することが
会員となる条件となっていま
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Ｑ伊藤議員 これは即応体制
で受け入れてもらえるのか︒
例えば急にちょっと預かって
ほしいとなった時に即応的に
できる体制となっているのか︒
Ａ福祉課長補佐 センターに
は携帯電話を持ったコーディ
ネーターを1名配置しており
ますので︑こちらの電話に掛
けて頂ければ当日でも対応で
きる体制にはなっております︒
できれば早めの申し込みが良
いですが︑時間も午前8時か
ら午後7時までとしています
が︑夜間常識的な時間になる
と思うのですが︑その辺の対
応もできますので︑今後︑申
し込み方法等を周知していき
たいと思います︒
■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
人事院勧告に基づく期末手当
の改正
︻原案可決︼
■利尻富士町税賦課徴収条例
の一部改正
地方税法の改正により町民税
及び固定資産税に関する規定
の整備に伴う 改 正
︻原案可決︼
■利尻富士町公園条例の一部
改正
鬼脇地区に完成した公園の名
称を﹁旭ヶ丘公園﹂とし設置
するための改 正
︻原案可決︼
■鴛泊・鬼脇辺地に係る総合
整備計画の変 更
交通道路及び情報発信基盤整
備事業の事業費の変更に伴う
変更
︻原案可決︼
■利尻富士支署消防庁舎庁用

Ａ総務課長 電力会社から9
備品の取得契約
指名競争入札による
月に資料を頂き︑契約等の内
契約金額 1︐404万円
容や設置個所図面も提供がご
相手方 鴛泊字本町 株式会
ざいました︒図面と契約内容
社 佐藤商店
を照らし合わせてみますと︑
︻原案可決︼
目立って特に鬼脇市街地の出
力の高い水銀灯が多く見られ
ます︒その水銀灯の設置個所
の現在の状況を見ますと︑そ
各会計補正予算審議
のまま自治会の経費のままで
〇一般会計補正予算︵第4号︶ 良いのか︑これからも資料を
基に自治会と協議しながら︑
歳入歳出366万4千円を減
町も応分の負担をしなければ
額し︑総額を 億5︐587
ならないものもあると思って
万8千円と定める
おります︒ＬＥＤ化につきま
︻主な項目︼人件費︑低所得
しては︑中には自治会でＬＥ
者燃料購入費軽減扶助︑生活
Ｄ化し経費削減している所も
交通路線維持補助金︑行幸啓
ございます︒そういった電気
執行経費︑介護サービス特別
代の助成も考慮しながら今年
会計繰出金︑国民健康保険施
度の街路灯施設の精算時期ま
設特別会計繰出金など
でに自治会と精査しまして対
︻原案可決︼
応したいと考えております︒
また補正予算に計上されてい
ないとの事ですが︑当初予算
質
疑
で 万円上乗せしていますの
で︑ご理解いただきたいと存
じます︒
■総務費
Ｑ飯田議員 以前質問しまし
た各自治会への街路灯の関係
で︑北電に照会し︑その内容
によって助成の内容等を検討
するとの事でしたが︑予算計
上されていませんので︑どう
いった状況なのかお聞かせ願
いたいと思います︒
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Ｑ飯田議員 自治会長と協議
しているとのことですが︑助
成にしても街路灯1基に対し
て幾らなのか︑総体的にかか
ったお金の何パーセント助成
するという形になるのか︑あ

る程度固まっているのであれ
ばお聞かせいただきたい︒
Ａ総務課長 まだ全自治会長
とは協議しておりませんが︑
1基ごとか総体の電気料に対
してという事ですが︑それぞ
れあると思います︒今ここで
1基に対して何パーセントと
いう答弁はまだできませんの
で︑これからも詰めて︑助成
に向け持っていきたいと思い
ます︒

■土木費
Ｑ飯田議員 北見神社前の道
道から旭ヶ丘パークゴルフ場
までの道路がマンホール等が
あって非常にガタガタの状態
になっています︒利用する方
に聞いてもちょっと酷いです
よねという話ですし︑整備が
必要ではないかと思いますが︑
どのように考えているのかお
聞きします︒
Ａ建設課長 鬼脇パークゴル
フ場の前の道路は二股沢川の
砂防工事を着手した時に工事
用道路として北海道が作った
道路ですので︑町が管理して
いる町道ではありませんので︑
道路の修繕等については建設
管理部にお話をしていきたい
と思いますので︑ご理解願い
たいと思います︒

5

49

議会だより

〇温泉事業特別会計補正予算
︵第2号︶
歳入歳出254万4千円を追
加し︑総額を6︐182万1

響等を考慮しなければなりま
Ｑ飯田議員 状態を見てもら
せんが︑授業となると児童生
えば分かると思いますが︑決
徒は勉強中でございまして︑
していい状態ではありません
利用としては保育所の利用が
ので︑是非強く要望等をして
多く考えられると思いますが︑
頂いて事業実施に向けて働き
保育所の利用であれば先生も
かけをしてもらいたいと思い
一緒に居ますので︑その辺は
ます︒できるものであれば北
特に問題がないと考えており
海道から町へ移管を受けるこ
ます︒学校とも連携しながら
とが可能なのか答弁をお願い
やっていきたいと思っていま
します︒
す︒
Ａ建設課長 現道の状況も我
々も把握させて頂いて︑移管
Ｑ飯田議員 全面芝で良い公
等も含めて建設管理部と協議
を進めて参りたいと思います︒ 園となっておりますので︑管
理も大変でしょうけれども︑
是非いい形で利用していただ
ければと思います︒また︑良
い公園があるとなれば保育所
もそうですけれども︑他の例
えば島内にある学校や保育所
だとか遠足がてらに寄ること
もあろうかと思いますので︑
色々な利用も考えられると思
いますので︑是非管理には万
全を期していただきたいと思
います︒
Ａ教委次長 その通りですの
で︑万全を期していきたいと
思っておりま す ︒
■教育費
Ｑ飯田議員 旭ヶ丘公園が整
備され︑少しの期間ですが子
供さん達も利用していたよう
に見受けておりますが︑今後
の維持管理はどこで所管する
のか︒また公園は校舎の前で
すので︑騒音等の関係なども
考えたとき︑利用に関する制
限等は何かあるのか︒
Ａ教委次長 公園の維持管理
については︑資料館と学校の
間と言う事で教育委員会で維
持管理していく考えですが︑
内容につきましては次年度に
向けて十分協議していきたい
と考えております︒利用制限
と言う事では︑立地的に学校
の前面という事で︑授業の影

千円と定める
︻主な項目︼濾過機改修︑屋
外ボイラー配管修理など
︻原案可決︼

疑

〇介護サービス特別会計補正
予算︵第2号︶
歳入歳出605万3千円を減
額し︑総額を5億239万8
千円と定める
︻主な項目︼人件費など
︻原案可決︼

質

Ｑ飯田議員 現在外構工事が
進められており︑来年度から
本格的に工事にかかり︑20
20年から供用開始予定とな
っておりますが︑ユニットを
導入すると︑その他に多床室
もショートも入れながらと言
う事ですが︑そうなりますと
職員の配置の問題も色々あろ
うかと︑懸念されている所は
そこだろうと思いますが︑こ
の施設にするためにはどうい
った職員体制になるのか︑現
時点で分かっている範囲で教
えていただきたい︒当然︑足
りないのであれば職員募集の
取り組み方︑有資格者の関係
では︑地元で無理だというこ

とであれば島外からと言う事
も視野に入れていると思いま
す︒そうなった場合の受け入
れ態勢もどのようになってい
るのかお聞かせ頂きたい︒
Ａ秀峰園園長 外構工事につ
きましては︑伐採・抜根とい
った整地作業はすでに終了し
ております︒職員体制の充実
に向けた取り組みでは︑今い
る職員の研修が第一と考え研
修へ出す機会を増やしていま
す︒今年度はユニット型施設
に協力依頼し︑実際に1泊2
日で経験させております︒ま
たユニット型へシフトするに
当たりユニットリーダーの設
置が義務付けられており︑そ
の研修は昨年度から実施して
おり︑これまで4名が受講済
みとなっております︒介護職
員の不足が予測されることに
つきましては︑今年度はスタ
ッフ募集用のパンフレットを
作成しまして︑道内の介護福
祉士を目指せる大学や専門学
校︑高校︑研修養成施設など
約 校に求人票とともに送付
しており︑町のホームページ
やハローワーク等随時求人は
出しているところであります︒
人数的には︑今設計で考えて
いるのは9人のユニット4か
所を2階に︑1階には従来型
30

の施設とし 床を考えており︑
1ユニットに5名の介護員が
必要ですので2階で 名︑1
階の多床室には6名から7名
の介護員が必要と︑看護師は
最低でも5名︑また介助員は
3名から4名︑厨房職員は現
在の6名体制で対応できると
思っております︒最後に入所
者にかかる部分については︑
先日 月の頭に家族説明会を
開催しまして︑これまでの経
緯や今後のスケジュール︑料
金体制等についてもご説明さ
せて頂き︑皆様に一応納得は
して貰っている状況です︒

14

20

Ｑ飯田議員 せっかく良くす
る施設ですので︑新たなスタ
ートを切るとの気持ちを持っ
て︑建物ばかりではなく中身
の処遇の問題も含めて︑どこ
から見ても素晴らしい施設に
なってもらえるように期待し
ております︒話を聞けば職員
的には足りないのははっきり
している訳ですが︑スタート
時にすでに体制を整えて︑万
全の体制で臨めるように︑人
を集めてというのはこれから
大変なことだと思いますが︑
やる以上はそこまで強く考え
て進めていただきと思います
ので︑ご決意をもう一度お願

12
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︻原案可決︼

いします︒
Ａ秀峰園園長 おっしゃる通
りだと思います︒供用開始に
向けてはこれから解決してい
かなければならないことが沢
山あると思いますので︑理事
者とも協議・相談いたしまし
て︑何とか目途が立てるよう
に頑張っていきたいと思って
います︒

告

〇国民健康保険施設特別会計
補正予算︵第1号︶
歳入歳出723万6千円を追
加し︑総額を7︐957万3
千円と定める
︻主な項目︼人件費︑医療機
器借上料など

報

〇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

行政報告
1.利尻空港利用状況
2.上期観光客入込客数
3.全日空本社訪問
4.台湾観光プロモーション
5.低所得者燃料購入軽減扶助費支給事業
6.北海道遺産に選定

9月

10月

11月

JAL（HAC） 1,875人

2,160人

1,900人

72.3％

88.2％

88.0％

搭乗率

（前年同月比） （232人） （155人） （183人）

ANA
搭乗率

4,024人
57.0％

（前年同月比）（△455人）
■平成30年上期観光入込数
4〜9月 121,300人（前年比9,500人減）
■全日空本社への訪問について
10月12日利礼3町長で今年度の就航お礼と来年度以降の運行について要望。
来年も6月から9月の4か月間季節運航されます。
■台湾観光プロモーションについて
12月3日から6日の日程で、利礼3町の町長、観光協会長、観光協会事務局、ホテル関係者など16名
とハートランドフェリー1名の計17名の参加で、うち利尻富士町からは7名が参加。
旅行会社や航空会社、報道等へ意見交換会や利尻礼文観光説明会等を実施。
■低所得者燃料購入軽減扶助費支給事業について
灯油単価が100円を上回っていることから、1世帯2万円と1万円をそれぞれ経済的負担が軽減される
よう支給することとし、12月中に支給する予定。
■北海道遺産の選定について
利尻島内には漁業と移住、そして開拓の歴
利尻島の漁業遺産群と生活文化
史を今に物語る漁業等の産業遺産群や文化
〜海の道がつくりあげたヒトとモノの交流史〜
財があり、これらを観光や社会教育などに
日本最北の利尻島には、近世以降の漁業と移住
の歴史を物語る漁業遺産群がある。近世には松
活用する仕組みを構築するため、漁業等産
前藩、近江商人による交易場所がおかれ、アイ
業遺産利活用事業に取り組んでいた。
ヌがそれを支えた。島には、豊漁や航海安全を
祈る神社や奉納物が残る。幕末以降は出稼漁民
その一環として、北海道遺産第３回選定募
が松前や青森、秋田から渡り漁場を拓いた。そ
集に「利尻島の漁業遺産群と生活文化〜海
の記憶は袋澗や番屋に、生活文化の名残は石碑
や獅子舞などに込められた。島の産物は、鰊、
の道がつくりあげたヒトとモノの交流史〜」
昆布、海鼠、鮑などであった。とくに鰊は、〆
として申請し、この度認定され、11月1日
粕、身欠き鰊として本州に北前船で運ばれた。
利尻島を行き来する海の道は「ヒトは北へ、モ
に認定書が交付されました。
ノは南へ」という交流史をつくりあげた。
北海道遺産には64件の申請があり、その中 〈選定理由〉
で15件が選定されており、今回の遺産群に この遺産は、我が国最北端の離島（礼文島含む）で展開された近世からの漁
業中心の海産物（昆布、魚介類）生産と海運を基盤とした交流により形成さ
ついては、非常に上位の方で選定されたと れた北海道の開拓ストーリーのひとつです。今も交流史を体現する歴史文化
いうことで、今後、観光にも繋がるよう活 遺産が豊富に遺されており、観光や社会教育のアプローチから島全体で保全
活用するプランの将来性が豊かであり、地域づくりへの活用といったシェア
動して参りたい。
リングヘリテージに期待します。
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編集後記
年が明けて元号が変わるまであと２カ
月となりました。寒さが厳しい中、町民
の皆様はどのようにお過ごしでしょうか。
役場では新年度の予算編成等で忙しくし
ており、更なる住民サービスの向上やよ
り良いまちづくりのため奮闘していると
ころです。昨年はクマ騒動に始まり天皇
皇后両陛下のご来島、さらには地震や災
害など色々ありましたが、今年は５月１
日の改元に向け、日本全体が祝賀ムード
に覆われることと思います。そして今年
は選挙の年でもあります。４月には北海
道知事・道議会議員、７月には参議院議
員の選挙が予定されています。特に知事
選挙では現職の知事が不出馬を表明して
おり、新しい知事を選ぶ大切な選挙とな
りますので、町民の皆様におかれまして
は、是非大切な１票を投じていただきた
いと願っております。
最後になりましたが、新しい年が皆様
にとって良い年である事をご祈念いたし
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。

委員会レポート
■広報・広聴常任委員会（11月16日）
議会だよりNo.181の編集についての協議

■議会運営委員会（12月6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】
〇利尻富士支署消防庁舎建設工事現況調査など
〇平成31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

3月6日〜8日

（執行方針、新年度予算審議他）

議会日誌
11月16日
11月16日
11月18日
11月20日
11月21日
11月22日
11月23日
12月２日
12月６日

広報・広聴常任委員会
議員会総会
自民党移動政調会（稚内市）
離島市町村議会議長会全国大会（東京都）
町村議会議長会全国大会（東京都）
宗谷町村議長会先進地視察（山形県他）
新嘗感謝祭
歳末チャリティ演芸会
第４回議会運営委員会

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。

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

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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