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■6月会議で審議された議件
利尻富士町国民健康保険税条例の一部改正
一般会計補正予算︵第1号︶ など

専決処分
■利尻富士町税賦課徴収条例の一部改
正の承認
地方税法の改正に伴う︑寄付金税額控
除︑個人町民税の住宅借入金特別税額
控除︑固定資産税︑軽自動車税に関す
る規定の整備

■総合行政システムの取得
取得金額 4︐104万円
相 手 方 北海道市町村
備荒資金組合
︻原案可決︼

財産の取得

意 見 書

︻原案可決︼

質

疑

■令和元年度利尻富士町一般会計補正
予算︵第1号︶
歳入歳出からそれぞれ1︐923万7
千円を減額し︑歳入歳出の総額をそれ
ぞれ 億5︐476万3千円と定める
︻原案可決︼

一般会計ほか補正予算審議

■意見書案第1号 新たな過疎対策法
の制定に関する意見書
■意見書案第2号 ﹁給食費の無償化﹂
を求める意見書
︻原案のとおり可決し︑関係省庁へ送
付︼

そ の 他

︻原案可決︼

■鴛泊・鬼脇辺地に係る総合整備計画
の変更
変更内容 道路︑電気通信施設におけ
る事業費の変更等

告

■北海道市町村総合事務組合規約の変
更
■北海道市町村職員退職手当組合規約
の変更
■北海道町村議会議員公務災害補償等
組合規約の変更

報

■㈱利尻島振興公社の経営状況の報告
地方自治法に基づく平成 年度決算並
びに令和元年度事業計画等の報告

Ｑ藤井議員 庁舎管理費と公民館費の
プレハブ借上料ですが︑7月1日から
法律によって受動喫煙対策として公的
な人の大勢集まるところでの喫煙が出
来なくなる法律が施行されますけれど︑
それに伴い喫煙場所としてプレハブを
借り上げて︑受動喫煙にならないよう
な対策をと言う事でしょうけれども︑
このプレハブ借上料は年間分なのか︒
また大きさはどの程度なのか︒冬場も
通して借り上げると思うが︑それに対

38

︻原案可決︼
■平成 年度利尻富士町介護保険事業
特別会計補正予算︵第2号︶の承認
歳入歳出にそれぞれ 万3千円を追加
し︑歳入歳出の総額をそれぞれ3億3︐
599万7千円と定める
︻補正の主な内容︼
○通所型・訪問型サービス給付費ほか
︻原案可決︼

︻原案可決︼

■令和元年度利尻富士町下水道事業特
別会計補正予算︵第1号︶の承認
歳入歳出にそれぞれ2︐500千円を
追加し︑歳入歳出の総額をそれぞれ1
億9︐678万3千円と定める
︻補正の主な内容︼
○前年度繰上充用金
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条例改正
■利尻富士町税賦課徴収条例の一部改
正
地方税法の改正に伴う︑町民税及び軽
自動車税に関する規定の整備
︻原案可決︼
■災害弔慰金の支給に関する条例の一
部改正
法律の改正に伴い︑災害援護資金の貸
付要件を改善し︑被災者支援の充実を
図るため︑利率要件︑償還方法︑連帯
保証人の必置義務を撤廃する改正
︻原案可決︼
■利尻富士町国民健康保険税条例の一
部改正
課税限度額の引き上げ︑軽減対象とな
る所得基準額の引き上げに伴う改正
︻原案可決︼

30

30
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議会日誌

4月8日 鴛泊中学校入学式

利尻小学校・鬼脇中学校入学式

9日 鴛泊小学校入学式

日 利尻富士町港湾漁港審議会

利尻礼文消防事務組合臨時議会

4日

利尻山登山コース・

宗谷管内町村議会議員研修会

日 鴛泊小学校運動会

議会運営委員会

利尻富士町戦没者追悼式

議長会︵札幌市︶

議長会及び北海道町村議会

北海道離島振興町村議会

鴛泊中学校運動会

入山安全祈願祭

8日

鬼脇地区合同運動会

日

日

9日

6月1日 利尻島一周悠遊覧人Ｇ前夜祭

日 漁業後継者報償贈呈式

通常総会︵長崎県︶

日 全国離島振興協議会

鴛泊救難所後援会役員会

日 消防後援会役員会及び

日 広報・広聴常任委員会

日 利尻富士町消防団消防演習

日 利尻富士町商工会通常総会

︵稚内市︶

日 宗谷管内町村議会議長会総会

5月7日

日 利尻島おしどまり会︵札幌市︶

落成記念式典

日 消防署利尻富士支署

日 議員会臨時総会
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する案内や火災などに対する管理に関
する問題はどのようになっているのか
詳しく教えてください︒
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Ａ総務課長 設置場所は文書倉庫で
はなく防災備蓄保管ですが︑何れに
しましても側にそういった倉庫があ
りますので︑火災については万全を
期したいと思います︒使用時間はま
だこれから詰めていかなければなり
ませんが︑庁舎の場合ですと︑防火
管理者が総務課長ですので総務課の
職員が施錠管理をしたいと考えてお
ります︒
Ｑ藤井議員 本庁舎は総務課長が全
責任を持って管理するという事です
が︑公民館の場合は公民館長が全責
任をもって管理していくと理解して
よろしいですか︒
Ａ教委次長 公民館の防火管理者は
次長になっておりますので︑私の方
で管理したいと思います︒
■令和元年度利尻富士町介護サービ
ス特別会計補正予算︵第1号︶
歳入歳出からそれぞれ 億6︐53
0万5千円を減額し︑歳入歳出の総
額をそれぞれ 億2︐156万5千
円と定める
︻主な補正の内容︼
○特別養護老人ホーム建設工事監理
業務委託料
643万3千円減額
○特別養護老人ホーム建設工事請負
費
億5︐888万2千円減額
︵2カ年継続事業へ変更による減額︶
︻原案可決︼
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Ａ総務課長 内訳としましてはリー
スによる借り入れで︑月1万円で今
年度は7月から翌年3月までと初期
設置料8万円︑それに諸経費と税と
いうことで今回は9か月分で221︐
760円となっています︒来年度以
降は月1万円の ヶ月に諸経費と税
を新年度予算に計上したいと思って
います︒案内等ですけれども︑7月
1日から健康増進法改正によりまし
て公共施設とその敷地内では喫煙で
きませんという表示をし︑1種施設
については全公共施設に張り付けた
いと考えています︒庁舎は駐車場後
ろの防災備蓄保管庫の裏に一般的な
工事現場にある大きさのものを設置
したいと考えており︑管理方法は︑
消化器や水等を置いて火災にならな
いように体制をとりたいと考えてい
ます︒
Ｑ藤井議員 大体分かりましたが︑
全体的な防災・火災管理はどこの部
署が担ってやるのか︒また使用時間
は決まっているのか︒あと一つ気に
なるのは文書倉庫の側だという話な
ので︑万が一火災になった場合には
延焼していく危険性もあるので︑そ
の辺に対する考え方を改めて聞かせ
てください︒
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宗谷管内町村議会議員研修会が利尻富士町で開催されました

去る６月４日、宗谷管内町村議会議員研修会が利尻富士町
を会場に開催されました。宗谷管内持ち回りで開催している
この研修会は９年に一度の本町での開催となりました。管内
町村議員、来賓を合わせ100名が集まり、講師に北海道町村
議会議長会の村川事務局長を招いて「町村議会の課題と議会
の活性化」題した講演を拝聴し研鑽を深めました。本町での
開催にあたり、多方面の方々から多大なるご支援・ご協力を
賜りましたことにつきまして、改めまして感謝とお礼を申し
上げます。
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行政報告

編集後記

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. 利尻空港利用状況
3

月

4

月

5

月

JAL（HAC）

1,769
2,007
2,169
搭乗率
87.7％
82.0％
88.6％
（前年同月比）
（＋223人）
（＋167人）
（＋95人）

2. 平成30年度各会計収支状況について
一
特別会計

今年は全国各地で記録的猛暑が続き、本
町でも７月中旬以降は夏らしい気温が多か
ったように感じられましたが、利尻島の短
い夏もあっという間に過ぎ、日に日に秋が
色濃くなってまいりました。本町では漁業
と観光が最盛期を迎えておりますが、特に
ウニ・ノナ漁は資源の減少から水揚げ量が
懸念されるところであり、観光については、
これからの秋の観光シーズンが順調に推移
することを願っています。
また、これから台風や大雨の多い季節と
なってきますが、近年は雨や風、波も非常
に規模が大きくなる傾向にあります。皆様
には日ごろから万が一の備えをしていただ
き、避難勧告等が発令された場合は、躊躇
せずに避難するなど、命を第一に行動する
よう心掛けてください。
皆様には、これから季節の変わり目を迎
え、気温の変化も大きくなりますので健康
に留意され、風邪などひかぬようお過ごし
ください。

般

会

計 29,156千円
346千円 後期高齢者医療

108千円

下 水 道 事 業 ▲2,024千円 介 護 保 険 事 業

6,570千円

港湾整備事業

268千円 介 護 サ ー ビ ス

8,942千円

温

149千円 歯

簡易水道事業

設

273千円

国民健康保険事業 14,364千円 国民健康保険施設

561千円

泉

事

業

科

施

※下水道会計は道道工事が繰越になったことにより赤字決算とな
ったが、翌年度には解消される予定

3. ＦＤＡチャーター便の運航について
6月13日〜24日まで、茨城・小牧・成田空港から利尻空港へ。利
尻空港から女満別・中標津空港へ12日間で22便が運航予定で、昨
年より搭乗者数も増加していることから、今後も来年度以降のチャ
ーター便運航をＦＤＡに対し要請活動を行っていきたい。

4. 信金利尻富士支店の窓口業務について
信金利尻富士支店長が来庁し、令和元年7月8日から12時30分〜
13時30分の1時間、窓口業務の昼休み時間を導入するとの報告に来
ております。ＡＴＭは通常どおり利用いただけるとのことです。

5. 利尻礼文沿岸漁業振興対策について
国がTAC管理対象魚種の漁獲枠を削減する方向を打ち出しており、
その中にホッケ・真ダラも入っているとのことで、これに対し反対
の方向で去る6月12日に利礼3漁協組合長・専務、利礼3町長が北海
道水産林務部長に対し、TAC管理魚種にしないよう国に働きかける
よう要請書を提出しています。
※TAC制度とは〜魚種ごとに年間の漁獲可能量を定め、水産資源の
適切な保存・管理を行う制度

常任委員会レポート
■広報・広聴常任委員会
（1）議会だより利尻富士№183の編集についての調査及び協議
（2）議会報告・意見交換会についての調査及び協議
毎年、町民の皆様からご意見・ご提言を直接聞く場として「議会
報告・意見交換会」を開催していましたが、開催方法や内容につい
て検討することとしました。

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

■議員の派遣
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

○北海道町村議会議長会主催の全道町村議会議員研修会（札幌市）
6月24日から6月26日まで

〜全道町村議会議員研修報告〜
TVでもおなじみの政治評論家「有馬晴海氏」による「どうなる？
今後の日本の政治」
、中央大学名誉教授「佐々木信夫氏」による「地
方は変われるか〜議会はどう変われるか、自治体はどう変われるか
〜」と題した2名の講師による講演は、今後の議員活動に大変参考と
なる興味深い内容でした。
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