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平成29年
第4回町議会定例会

第4回町議会定例会は12月13日
招集され、補正予算等を審議し、
いずれも原案のとおり可決しまし
た。主なものは次のとおりです。

正

額（増減）

︻条 例 改 正︼

補

◆利尻町職員の給与に関する条例の一
部を改正する条例案

○本条例は︑人事院勧告に準じ︑利尻
町職員の給与等について条例を改正す
るものです︒人事院は︑本年八月八日
国会及び内閣に対し︑国家公務員の給
与等について勧告を行い︑十一月一七
日閣議決定し︑第一九五回特別国会に
議案提出されました︒本町においても︑
国に準じ︑月例給及び勤務手当等を引
き上げるとともに︑給与制度の総合的
見直しを図るため改正するものです︒

◆利尻町税条例等の一部を改正する条
例案

○本条例は︑地方税法等の一部を改正
する法律の公布に伴い︑関連する本町
の税条例の一部を改正するものです︒
主な改正内容は︑個人住民税では平成
三〇年から適用される配偶者控除の改
正に伴う名称変更︑固定資産税では市
民緑地の用に供する土地に係る課税標
準の特例措置の創設︑軽自動車税では
消費税率引き上げ時期の変更に伴う環
境性能割の導入時期の延期など︑所要
の措置を講じたものです︒

【各 会 計 補 正 予 算】

※△は減額です。

予

算

総

額

一般会計補正予算（第５号）

7,647万6,000円

35億2,809万6,000円

国民健康保険事業
特別会計補正予算（第３号）

640万7,000円

3億9,726万0,000円

後期高齢者医療
特別会計補正予算（第１号）

356万5,000円

4,386万3,000円

介 護 保 険
特別会計補正予算（第２号）

206万9,000円

2億7,399万2,000円

簡 易 水 道
特別会計補正予算（第３号）

15万3,000円

8,029万9,000円

下 水 道 事 業
特別会計補正予算（第１号）

△ 17万2,000円

1億8,631万3,000円

漁業集落排水施設事業
特別会計補正予算（第１号）

12万0,000円

5,721万2,000円

特別養護老人ホーム
特別会計補正予算（第２号）

619万7,000円

2億1,601万7,000円

宿 泊 施 設
特別会計補正予算（第２号）

60万2,000円

2億3,015万9,000円

砕石事業 会計
補 正 予 算（第１号）

6万3,000円

2億5,072万8,000円
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一

般

質

松村栄悦

問
議員

廃材の処理について

松村議員 廃材の処理につ
ることが不適切である状態
いて︑町では︑廃屋等に対
と認めた廃屋等の所有者や
して町民やその関係者に取
管理者に対し︑助成金を交
り壊しを促しておりますが︑ 付して︑廃屋等の処理を促
町民個人が倉庫や家屋など
している状況にあります︒
を取り壊した場合︑現在︑
一方︑解体され廃棄物の状
廃材の受け入れをしてもら
態となった建設廃材廃棄物
えるところがなく︑大変苦
は︑建設工事に係る資材の
慮している状況にあること
再資源化等に関する法律に
から︑今後︑町では何らか
基づいて︑資材または原材
の対応が必要と考えますが︑ 料としての再利用や︑燃焼
町長の見解をお伺いいたし
の用に供する状態にするな
ます︒
どの再資源化を図ることと
なっております︒利尻島に
おいて排出される木質廃材︑
主に木くずでありますが︑
この処理については︑利尻
島建設廃材処理協同組合に
おいてチップ化してサーマ
ルリサイクル︑これは燃料
としての再資源化の事であ
保野町長 廃屋の処理に関
しましては︑空き家等対策
の推進に関する特別措置法
の規定に基づいて︑利尻町
廃屋等処理助成要綱を設け
て︑環境保全︑防災︑衛生︑
景観上の観点から︑放棄す

りまして︑この事業は︑廃
棄物を焼却炉で燃やす際に
発生する熱を発電や温水に
再利用することをいうわけ
でありますが︑利尻島建設
廃材処理協同組合が平成二
五年度に循環資源利用促進
施設整備費補助金を活用し
て整備した処理施設を用い
て︑木くずを破砕チップ化
し︑バイオマス燃料として
製品化︑ヤード内で保存し
ておりましたが︑供給販売
先が確定しておらず︑施設
の保管能力を超えたため︑
家屋等の解体により生じた
建設廃材の受入れを停止せ
ざるを得ない状況にあると
承知をしております︒この
堆積されたチップは︑燃料
等として最終処分されなけ
れば︑一般廃棄物として処
理しなければならないこと
になると思います︒こうし
た実態を踏まえて︑本年九
月に本町役場において北海
道宗谷総合振興局の担当課
長︑利尻町︑利尻富士町の
行政側と利尻島建設廃材処
理協同組合が一堂に会して︑

現状の確認と今後の対応に
ついて協議を行ったところ
であります︒今の状況では
廃材の受け入れは大変難し
く︑チップ化した木くずを
島外に移出しなければ︑次
の製品を作ることができな
いということであります︒
ただ移出するとしても︑費
用が掛かるわけでありまし
て︑これを廃材組合の負担
で移出することにしますと︑
組合の財政状態では費用の
捻出がきわめて厳しいとい
うことでありまして︑今現
在︑稚内市所在の事業者と
検討協議を進めていると報
告を受けていたところであ
ります︒また︑宗谷総合振
興局より︑廃材組合が堆積
している製品の一部を稚内
に販売したという話もあり︑
今後︑販売を継続いたしま
して保管場所の確保が出来
次第︑チップ化の作業を再
開する予定ということであ
ります︒そのようなことで︑
当面︑最悪の事態は回避さ
れることになりますが︑島
内における建設資材等の受

け入れと処分については︑
根本的に解決には至ってい
ないというのが実態であり
ますので︑島外移出に要す
る経費の問題や島内の利活
用に関して︑今後も両町と
廃材組合︑更には北海道な
ど関係者で協議︑検討しな
ければならないと考えてい
るところであります︒

松村議員 関係者で協議を
しているが︑根本的な解決
には至っていないという現
状でないかと思います︒ま
た︑稚内に移出するにして
も非常に費用がかさみ︑そ
のような観点から︑業者に
解体の依頼をしても経費が
かかるということで︑なか
なか進まないのが現状であ
ります︒ましてや個人が︑
自分の倉庫やあるいは家屋
を解体しても︑その廃材の
受け入れ場所がないという
状況に現在至っているわけ
で︑そのような経緯から︑
やはり町が何らかの対応を
して行かなければならない
と考えます︒過去に爆弾低
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気圧の時には︑一時仮置き
ないことではありません︒
場があった経緯もあり︑そ
ただ︑仮置きでありますの
のような方向で町有地を提
で︑前にも栄浜に一時的に
供して廃屋の解体を進める
置かせてもらったことがあ
ということも一つの考え方
りますが︑産業廃棄物であ
でないかと思われます︒い
りますから︑勝手に埋戻し
ずれにしても︑業者に頼ん
などはできませんし︑あく
でも進まない状況ですので︑ までも仮置きですから︑一
町でも何らかの対応が必要
般廃棄物であればその処理
と思いますので︑再度町長
は公的にはやっております
にお伺いたします︒
が︑産業廃棄物は本来︑出
した人の責任で処理しなけ
ればならないわけです︒処
理については︑関係者でこ
の先どうするかを行政も北
海道も入って協議が始まり
ましたので︑費用の面も出
来るだけ軽減しながら︑最
終的な利尻島内の産業廃棄
物の処理の体制を整えると
ことになると思っておりま
す︒隣町もそうだと思いま
すが︑広く公的機関も入っ
て︑この先の対応について
結論を求めていきたいと思
っているところです︒また︑
公共事業も︑北海道や国に
も︑それによって伴う費用
の増の部分は設計費の中に
組んでもらうお願いは現場
保野町長 利尻島内の環境
維持とか衛生関係を考えま
すと︑行政が関係ないとい
うことには︑もちろんなら
ないと思っております︒た
だ︑本町だけが費用を出し
て処理することが︑短絡的
には当面の事態はしのげる
かもしれませんが︑基本的
なところを整理しないと︑
この課題は残っていくわけ
ですから︑今︑幸い廃材組
合が主体的に行ってくれて
おりますが︑この先の基本
的な処理について皆さんで
協議するということですか
ら︑当面の仮置きについて
町有地を開けることはでき

からもしておりますし︑北
海道なども真剣に考えてく
れております︒問題は民間
の処理をどうするかであり
ますが︑宗谷総合振興局環
境生活課の方からも︑この
後︑何回も協議して整理す
ることになっておりますの
で︑今の緊急的な事態をど
のように凌ぐかを考えて︑
この先しっかりと関係者で
進めていきたいと思ってい
るところです︒
松村議員 いずれにしまし
ても廃材組合では︑受け入
れをストップしてから何年
か経っている現状の中で︑
業者も廃屋の解体を進めて
おり︑その廃材は︑業者の
土場に一時仮置きしている
状況にありますので︑衛生
面でも環境面からも非常に
見苦しい点があり︑また︑
現在の廃屋は待ったなしに
傷みますし︑台風が来たり
しますと︑二次災害が当然
予測されるわけで︑そのよ
うなことからも︑一日も早
く対応を進めなければなら

ないと思います︒一方では
助成金を出して︑廃屋の解
体を促しているわけですか
ら︑受け入れる場所がない
から進まない︑環境整備が
できないから誰も手が付け
られない︑島外に出せば費
用が掛かる︑これでは︑個
人の人たちも︑解体に手を
付けることが出来ません︒
いずれにしてもこのまま廃
材の受け入れがきちんと出
来なければ︑不法投棄など
も当然予測される懸念もあ
るわけですから︑待ったな
しに早急に対応していただ
き︑そのところを要望して
質問を終わりたいと思いま
す︒

保野町長 廃材組合は︑島
内で処理したい思いで︑国
から補助もらってでも︑チ
ップ化してそれを島内で処
理するということを念頭に
おいて︑動いてく れている 経
緯があります︒それを島内
でどのようなところが受け
るかということもなかなか︑
相手のあることですから出

来ないわけですが︑そのよ
うな方向で廃材組合が用意
した島内での処理の体制に
応えられる対応をどのよう
にするかは︑島外に高い金
をかけて移出しなくても良
い体制を早く作らないとな
らないと思っています︒た
だ︑今まで言っているよう
な事情で受け皿がないこと
が︑仮置きをせざる得ない
状況になっているわけです
から︑条件が整えば︑早期
に対応する体制を先ほどお
話したように民間だけでは
できないと思いますので︑
行政がどのような形で関わ
っていくか等を整理したい
と思っております︒産業廃
棄物は本来︑出した人の責
任で処理しなければならな
いルールですので︑基本的
な原点を踏まえながら行政
がどのように考えていくか
ということが大事なところ
でありまして︑島内の環境
維持︑衛生環境維持をして
いくために︑両町︑北海道
と協議をしながら︑少しで
も早く︑いつできるかの約
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問目

れる業者が幸い見つかり︑
島内における廃材の処理を
急ぎたいということで動い
ているところですから︑ぜ
ひ現状をご理解いただきた
いと思います︒

移住・定住促進について

束は今できませんが︑島内
で処理できるような形を目
指さないとならないと思っ
ております︒今は︑緊急的
に多少費用が掛かるわけで
すが︑稚内で受け入れてく

2
松村議員 移住・定住促進
いただいて︑その実践具現
について︑本町では︑町の
化に努めてきました︒そし
活性化や過疎化防止のため︑ て︑今年四月利尻町長選挙
移住定住促進を重点項目に
におきましても︑それを更
掲げておりますが︑そのた
に前進させたいということ
めには住むところ・働くと
を申し上げて︑多くの町民
ころの確保が大変重要であ
のみなさんの大きなご支援
ると考えますが︑それらに
をいただいて︑二期目の本
ついて現状はどのようにな
町町政の舵取り役を担当す
っているのか町長にお尋ね
る町長に当選をさせていた
いたします︒
だいたところでありまして︑
思い新たにその職務の遂行
に誠心誠意︑粉骨砕身の思
いで努めて行く所存であり
ます︒町長職に就任以来︑
四年と七か月ほどになりま
すが︑一貫して申し上げて
まいりましたことは︑過疎
化の防止であります︒町の
活性化を推進するためには︑
保野町長 平成二五年五月
にふるさと利尻町が多くの
皆さんが住みたい町︑これ
からもずっと住み続けたい
と思ってもらえる町にした
いという想いから︑町づく
りのための七つの抱負を掲
げて︑町長に就任をさせて

町民の減少に歯止めをかけ
ることが何よりも肝要です
と申し上げて︑転出者の進
行を鈍化させること︑本町
への転入を奨励することの
両面から政策を進めてまい
りました︒そして平成二六
年度には担当窓口として定
住移住推進係を新しく配置
して︑役場内の機構も見直
して︑そうした政策を積極
的に推進することとしたと
ころであります︒その手始
めとして︑平成二七年三月︑
利尻町定住移住推進計画を
策定したところであります︒
その計画の中に定住に関す
る具体的施策一〇本︑移住
に関する具体的施策二〇本
ほど立ち上げて︑現在まで
事業を展開しているところ
であります︒三〇本のうち
五本ほどは検討中で︑未実
施のものもありますが︑ほ
かの二五本は事業展開を進
めているところであります︒
そうした中でお尋ねの住む
ところ︑働くところの確保
の状況でありますが︑私も
定住移住を進めるうえで︑

まず住むところの確保が最
も大事なことだと思ってい
ます︒今の実態をお話しし
ますと︑公宅や町営住宅等
の︑町が所有する建物を移
住希望者に紹介しておりま
して︑実際に今年度の転入
奨励金交付者の世帯は公住
に入居しております︒しか
しながら︑仙法志地区には
空き室はありますが︑沓形
地区にはほとんど無い状況
のために︑移住希望の相談
があった場合は︑当面仙法
志地区の公住を紹介するこ
ととしているわけでありま
す︒また︑実態としては結
婚等で住宅入居を希望して
いる町民が町職員も含めて
数組おり︑空くのを待って
いる実情でもあります︒た
だ︑公営住宅等の総戸数か
らしますと空き室はありま
すので︑町内の公営住宅が
不足しているということで
の住宅政策は︑即︑公営住
宅の建設ということにはな
らないと思っておりますが︑
沓形地区に空きがないとい
うことで︑入居希望する人

には現状では応えきれてい
ないことも踏まえて︑今後
の住宅対策を考えますと︑
中学校二つが統合されたこ
とも踏まえて︑教員住宅を
機能的な場所に新たに建設
したうえで︑既存の教職員
住宅を普通財産に用途変更
して︑一般町民や町職員に
も開放するという対応です
とか︑病院の看護師や医療
従事者の住宅も不足してい
る現状から︑利尻町圏域の
中の住宅対策として総合的
な見直しを急がなければな
らないと思っておりまして︑
今︑役場内関係所管課とそ
の進め方について協議を進
めているところであります︒
もうひとつ参考までに︑利
尻町へ移住した漁業着業者
の状況をお知らせします︒
これまで一三人が島外から
新規漁業着業者で入ってお
りますが︑
この方たちに家 族
が出来まして︑
ご本人も含め
て四〇人近い町民が増えて
います︒このうちの半数の
方たちは持ち家に住んでお
り︑漁業者の先人達は漁業
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活動を営むうえで︑一番適
した場所に住まいを用意し
ていたわけですから︑空き
家になったそうした家を求
めて︑本格的な漁業活動に
今がんばっている島外から
の漁業者もおります︒役場
は空き家をリストアップし
ておりますが︑照会があれ
ばお答えすることはいつで
もできるわけで︑一戸建て
の空き家でも使いたいとい
う声があれば︑ご相談に乗
る体制で今までも来ており
ますし︑これからもそのよ
うな対応になると思います︒
次に働くところの確保であ
りますが︑これは本当に難
しい課題だと思っておりま
す︒本町は従来から漁業後
継者対策︑商工業後継者対
策︑企業誘致対策等に重き
をおいて︑その対策を進め
てきております︒その中で︑
漁業後継者対策では一定の
成果が出てきているのでは
ないかと思っておりますが︑
他の業種ではなかなか目に
見えて増えていないという
のが実態であります︒夏場

の働くところは昆布干しの
労働者不足︑観光業の従業
員不足などの声は聞こえて
いますが︑いずれも季節的
雇用のために安定した職場
とはいえない実情がありま
す︒役場等公的機関や漁組
でも採用予定があって募集
しておりますが︑地元高校
生からの申し込みが無かっ
たり︑町内外からの合格者
がせっかく内定をしても辞
退などをされるという実態
があります︒町営の砕石事
業所のオペレータを募集し
ても未だに応募がありませ
ん︒看護師などを求めても
応募が無くて派遣会社から
の派遣に頼らざるを得ない
状況であります︒また︑地
域おこし協力隊員等も三年
間という期間の制限があり
ますが︑町で働く場所を用
意して地域を理解してもら
ったうえで定住に繋げて行
きたいと希望しているとこ
ろであります︒働く場所が
全く無いわけではありませ
んが︑その働こうとする当
事者の人たちとの希望に合

った職種が少ないというこ
とかなと思ったりもしてい
ます︒働くところの確保は
町や役場関係だけでは対策
に限界があると思っており
まして︑長期的に地域の産
業全体の底上げをしなけれ
ばならないと考えていると
ころであります︒
松村議員 漁業後継者につ
いては順調に根付いている
という感じは受けましたが︑
やはり住むところと働くと
ころがあるということで定
住してきているのかと推測
されますが︑それ以外の一
般的な定住移住促進につい
ては︑今回私たちも議員研
修で金沢のかほく市に視察
研修を行って来たわけであ
りますが︑賃貸住宅に住む
場合の住宅費の援助とか︑
あるいは︑町外から移住定
住する場合には︑住宅を建
てる方には何も問わず支援
金を出している状況であり
ます︒本町においては︑財
政状況もあり︑そこまでは
ともかくとしながらも︑最

近若い人たちが増えてきて ま す し︑やっていないという
いる現状もあり︑町有地の 評価はいかがなものかと思
中で空いている土地を無償 います︒あけぼの団地もす
で提供し︑家を建てていた でに二六区画のうち二三区
だき︑確実な定住が進めら 画建ててくれておりますし︑
れることからも︑また︑公 残りも是非活用していただ
営住宅が不足していること きたいと思っております︒
などからも︑そのような土 先ほどお話ししたように漁
地を何年か無償で提供して︑ 業者だけ優遇するわけでは
住んでもらうことによって ありませんが︑一番漁業活
固定資産税も当然入ってき 動のしやすいところに建て
ますし︑そのような方向性 ている家を有効に活用して
も一つの定住促進対策の一 もらいたいと思っておりま
環でないかと思っています︒ して︑財源が許せばリニュ
今現在本町では︑そのよう ーアルするための補助金を
なものは見受けられない︑ 出してでも︑今空き家にな
定住移住ポスターは大々的 っている家の息を吹き返し
に進めている経緯はありま てもらうような住宅の活用
すが︑なかなか環境整備が をしてくれる人が出てきて
進んでないのが現状ではな くれればと思っています︒
いかなと思いますので︑今 私はまだ人が住めば生き返
後進めるうえでは︑働く場 る家もある中での活用も︑
所あるいは住むところを最 定住のための政策とすれば︑
重要課題にして進めていた そこに財政的な事情が許せ
だきたいと思います︒
ば︑背伸びはできませんが︑
そういうところも考えなけ
ればと思っております︒町
有地の無償対応は︑実際に
町有地に家を建てておられ
る方もたくさんおりますか

保野町長 町も持ち家の人
方に対する住宅費の助成は
政策として︑これまでも進
めてきているところもあり
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ら︑それはルールに基づい
て㎡あたりの貸地料は頂い
ておりますが︑町づくりの
計画とぶつかってしまうよ
うな将来の町並みが壊れる
ようなところに町有地を貸
すということにはなりませ
んが︑場所によっては︑無
償で転入者に提供する︑地
元でこれから長く定住して
いこうとする若者も含めて︑
内部で検討しなければなら
ないと思っております︒人
を増やすための政策を柱に
据えて動いておりますが︑
それと並行して働く場所も
必要なことは事実ですので︑
役場ばかりが人を雇用する
臨時的な雇用も含めて限度
がありますので︑是非︑民
間も含めて︑議員の皆様方
にも新しい仕事の可能性が
あるのであれば︑積極的に
そのような窓口を作ってい
ただいて︑官民挙げて︑働
く場所の作れる町になりた
いと念願しておりますので︑
今後とも町の事情もご賢察
いただいて︑ご支援いただ
きますようにお願い致し

と住むことになりますから︑
貸し付けであっても︑建て
る場所が町有地の要望であ
れば真剣に考えたいと思い
ますので︑事情をご賢察い
ただきたいと思います︒

町の活性化︑定住化につい
て前向きな方向で提供して
いただければと要望すると
ころであります︒

保野町長 あけぼの団地は︑
国の補助金が入っているわ
けでありまして︑それを売
買することは︑だめという
ことで貸付料をずっと貰っ
てきている状況であります︒
ただ︑これから町が単費で
造成することになると︑あ
けぼの団地に適用している
ような条件を付す必要がな
くなると思いますので︑こ
れから造成できればの話で
すが︑一応参考までにあけ
ぼの団地の状況をお伝えし
ておきたいと思います︒

るいときや︑大浴場の排水
が悪く温泉水が溢れたり︑
露天風呂の排水がサウナの
通路まで流れている状況も
あり︑決して衛生的とは言
えず︑観光客や町民から苦

ふれあい温泉施設について

松村議員 神居に整備した
団地は地代金も高額で︑な
おかつ色々な足かせがつい
て︑売買ができないとか規
制があり︑今現在三区画空
き地が残っていて︑やはり︑
このような状況の中では建
てる人も非常に厳しい可能
性もあるものですから︑出
来れば︑町有地で色々と問
題はあると思いますが︑そ
の辺のところは整理をして︑
皆さんとも協議をしながら

問目

松村議員 ふれあい温泉施
設について︑本町のふれあ
い温泉は町民の憩いの場や
交流の場として︑大変有意
義な施設であると思います
が︑時には温泉が極端にぬ
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ます︒
政策に反映できるものであ
れば︑していきたいと思い
松村議員 たしかに移住定 ます︒住むところが増えれ
住については︑町だけでは ば公営住宅に住んでいる人
大変厳しいものがあると理 がそっちに移って空くとい
解しますが︑民間も含めて︑ うお話を︑まさに先ほどお
皆で協力し合う︑当然の話 話した教員住宅なども新し
でないかと思います︒先ほ いものを建てて︑現在の教
ど言いました町有地につい 員住宅が普通財産になれば︑
てルールがあると言いなが 転入者も含めてその空いた
らも︑やはり若い人達に地 ところに住宅をお世話でき
元で土地を買って家を建て ることも一つの案としてお
るとなると︑なかなか進ま 話したわけでありますので︑
ないと思いますので︑土地 松村議員さんと想いは同じ
を提供すれば公営住宅に入 方向に行っていると思って
居している若い人が家を建 います︒それから︑町有地
て︑公営住宅に空きが出来 に家を建てることは全然否
ることになり︑移住定住促 定してませんので︑建てる
進の方に向けられることに お金も必要だし︑土地を買
も繋がり︑町長の七つの抱 うのも必要なわけですから︑
負の内の大きな柱である定 町有地に建てるところを求
住移住促進が大きなものと めて町の事情と相違がなけ
なりますから︑その辺も十 れば︑そこを開放して︑一
二分に理解していただいて︑ 度に土地を買わなくても貸
若者にがんばってもらえる︑ 付料で貰うことも今までや
町づくりを町長に要望した ってきていますから︑それ
いと思います︒
を無料にするかどうかとい
うところは︑無償で譲渡は
できませんが︑家を建てれ
ば一生もので︑そこにずっ
保野町長 今のご意見しっ
かりと受け止めて︑この先
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情が寄せられることが想定
開設時からのものでありま
されますので︑このような
して︑二〇年余り経過して
現状に対し今後どのように
おりますし︑ふれあい温泉
対応する考えなのか︑町長
の開設からでも一二年あま
の見解をお伺いいたします︒ りの年月が経過しており︑
指摘された事例は︑歴代の
総支配人始め担当者も把握
をしておりますし︑私も含
めてこれまでの理事者も実
態をその都度確認しながら︑
その対応に努めてきている
ところでもあります︒温度
の確保につきましても︑ふ
れあい温泉の源泉温度は三
三度と低いものですから︑
開設当時から内風呂・露天
風呂ともに熱交換器及び濾
過器を通して循環をしてお
ります︒一時油代が下がっ
た時期がありますが︑今は
少し上がってきており︑燃
料費がかさむこともありま
して︑一部浴槽を源泉かけ
流しにしているところであ
ります︒ふれあい温泉の炭
酸水素含有量は国内でもト
ップクラスでありまして︑
利用者からも高い評価を得
ておりますが︑一方では︑
カルシウム成分も極めて多

保野町長 初めにふれあい
温泉の現状を申し上げます︒
ふれあい保養センターは町
民の心身がともに健康で︑
快適な日常生活の維持と︑
町民相互のふれあい交流等
を目的に平成九年一月に準
天然トロン温泉としてオー
プンいたしまして︑その後
に天然温泉ボーリング工事︑
露天風呂の増築を行いまし
て︑平成一七年の四月にリ
ニューアルオープンして現
在に至っているところであ
ります︒年間四万八〇〇〇
人の利用がありまして︑ふ
れあい温泉開設から現在ま
での利用者は︑町内外合わ
せて延べ六九万四〇〇〇人
にのぼっているということ
であります︒現在のふれあ
い温泉の設備は一部改修も
行っておりますが︑平成九
年のふれあい保養センター

いために︑熱交換器及び循
環︑今ご指摘された排水系
統の設備にスケールがかな
り大量につきます︒これが
硬くて手でこすっても取れ
なく︑管が細くなって︑温
度が上がりにくい状態で︑
排水が流れにくい状況とな
っている事例もこれまでも
あります︒開設当時から︑
このスケールの除去などの
管理面に大変︑苦慮してき
ておりまして︑現在も業者
による配管洗浄︑配管の改
修︑スケール抑制剤の変更︑
さらにはその都度︑担当職
員によるスケール除去の作
業を行っておりますが︑配
管内のスケールを完全に取
り除くまでには至っていな
い面もありまして︑業者が
つきっきりで良好な状態を
維持すべく対応していると
ころであります︒自慢の温
泉であることは間違いあり
ませんが︑一方では︑大変
お金のかかる温泉でもある
こともまた︑間違いなく︑
課題の多い温泉でもありま
すが︑一〇年以上も経ち︑

利用者の皆さんにも喜んで
いただいている温泉であり
ますので︑多少費用がかか
りますが︑快適な温泉を維
持していくために改善をし
ていかなければならないと
思っております︒そこで︑
これから改善していかなく
てはならない主要な課題を
お話しますと︑源泉はかけ
流しですから低いままの浴
槽になっていて︑循環でき
る大きいお風呂の方は回し
ていますから︑温度は少し
上がります︒これから改善
していくのは︑男女共︑内
風呂と露天風呂の熱交換器
の取り換えであります︒そ
れから排水系統の配管など
の根本的な改善です︒それ
と︑処理水槽の改修ですが︑
溢れたお湯が流れて行かな
いから不衛生に見えるとい
う指摘ですが︑その飲み口
を新たに︑通りを良くする
ように業者がやっておりま
すが︑その処理水槽の改修
も必要なところであります︒
また︑給水・給湯設備の改
修︑更には浴場内に点検口

を新たに作るとか大掛かり
な改修が必要な現状になっ
ております︒年数が経過し
ておりますので︑それを維
持するためのお金をかけて
こられなかった事情もあり
ますが︑これに今手をかけ
ますと︑三〇〇〇万円を大
きく超える費用が必要とな
ります︒ホテルの経営収支
はまだまだ厳しく難しい状
況にありますが︑業者の方
に指示をしながら年末に向
けて︑出来るところから改
修することにしております︒
シャワー回りなど急を要す
る箇所から改善に手をかけ
たいと考えておりまして︑
今少し時間をいただきたい
と思っているところであり
ます︒現状とこれからの方
向性︑これまでの経緯をお
話して答弁に代えたいと思
います︒

松村議員 いずれにしても
根本は営業をしているとい
うことです︒お金を取って︑
そこにはお客さんが来ると
いうことを念頭に置いて運
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営してもらうことが︑まず
第一だと思います︒一二年
経過して︑これまでも幾度
となく温泉の中の加温がで
きてないとか︑排水が詰ま
るとか︑色々な経緯が何度
となくあり︑これから先︑
町長が言われるように︑非
常に良い温泉でありますの
で︑このまま現状で維持し
ていくのであれば︑やはり︑
お客さんに迷惑をかからな
いようにしながら︑費用が
三〇〇〇万円くらいかかる
と言いながらも︑これから
先一〇年なりを見通して︑
このような状況にならない
よう大々的に改修しなかっ
たら︑汚い︑排水が溢れて
いる︑掃除が行き届いてな
い︑湯船の下にカスが溜ま
ってざらざらして非常によ
くない︒また︑露天風呂の
排水がサウナの通路に流れ
て︑それが一一月いっぱい
でサウナがストップしたの
で︑流れた排水が引いたら︑
そのカスが乾いてカサカサ
になって︑そこを歩くと足
の下がちくちくするという

お客さんが多数いて︑私も
一日置きか︑二日置きくら
いに最低でも行くと︑苦情
の声が多々聞かれるわけで
す︒私もバスタオルを引い
て︑サウナに行った経緯が
あるわけで︑観光シーズン
になった場合どうするのか
心配しております︒費用の
問題も当然ですが︑今後︑
夏場の観光に向けてこの休
業期間にきちんとしたとし
た整備をするのか︑それと
も今までのように一回故障
が起きたからそこの部分を
直す︑また排水が詰まった
からそこだけ直すというこ
とでやって行くのか︑どの
ような考えなのか︑再度町
長にお伺いします︒
保野町長 本町には公衆浴
場が無いだけに︑その役割
もホテルの保養センターが
担っておりますので︑快適
な入浴ができるような環境
を維持しないとだめだとい
う認識はあります︒三〇〇
〇万円を大きく超えると言
いましたが︑三〇〇〇万円

で済むかどうかわかりませ
んし︑今多数課題を揚げま
したが︑全部直すとすれば︑
そのくらいの金がかかると
思われます︒将来ともにこ
の温泉を町が経営していく
のかというところの話にも
雰囲気としてありましたが︑
そこのところはこれから議
会も含めて︑この先の展望
は検討しないとならない時
期がいずれ来るのかもわか
りませんが︑温泉がホテル
と併用していていますので︑
観光客をきちんと誘致して
対応していくためには︑町
営と言いながら評判をいた
だいて︑信用して来ていた
だいているお客さんが大勢
いますから︑ホテルのリニ
ューアルとか温泉も含めて︑
総体的に考えていかなけれ
ばなりません︒ただそうい
う中で費用を考えますと︑
今まで一般会計から何千万
円か繰り出しをしてホテル
経営を維持してきた時代が
ずっとありますが︑今は何
とか頑張って︑自賄いでや
れるような経営をして︑温

泉も含めてやっております
ので︑先ほど一回目の答弁
でお話したように︑とりあ
えず年内にやれることをや
って︑また︑業者とは新年
度に向けて︑どこまで三〇
〇〇万円かかるものをどう
いう形で現状を改善してい
くかということも︑打ち合
わせを始めております︒自
由になる金が極めて厳しい
財政事情ですから︑工事費︑
改修費用をどのように長く
年数かけながら払っていく
かとかも含めて検討しなけ
ればならないということで︑
今︑業者とやっております
ので︑いずれ︑議員の皆さ
ん方にこういう形でホテル
を大きく改修したいという
方向性が見えれば︑早いう
ちにまた相談をさせていた
だきたいと思っております︒
再質問の中で指摘されたと
ころは︑現場スタッフがき
ちんと認識していることで
ありますが︑改めて指示を
しながら利用される人に不
快感を与えないようなホテ
ル運営を続けたいと思って

いますので︑事情をご理解
いただきたいと思います︒

松村議員 ホテルの収支は
非常に厳しいものと当然推
測はしています︒いずれに
しても一時的ではなく︑夏
場には観光客も来るわけで
すから︑悪評が出ないよう
な環境整備が当然必要と思
っております︒三〇〇〇万
円で済むのか︑五〇〇〇万
円かかるのか町長の答弁に
もありましたが︑財源が厳
しいことも当然理解できる
ところですが︑出来る限り
不評の出ないような︑整備
あるいはきちんとした環境
を作っていただきたく︑そ
の点を要望して質問を終わ
りたいと思います︒

保野町長 ご意見しっかり
と内部でも検討させていた
だきたいと思います︒
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4
問目
用需要が変化していること
を踏まえて︑長期的視点か
ら公共施設等を総合的かつ
計画的に管理することが不
可欠となった時代になりま
した︒国においては︑平成
二五年にインフラ長寿命化
基本計画を策定しまして︑
国
や地方公共団体等が一丸と
なってインフラの戦略的な
維持管理・更新等を推進す
ることとして︑公 共 施 設の総
合的な管理計画の策定を求
めて参りました︒以上の状
況から利尻町に置きまして
も︑平成二九年に利尻町公
共施設等総合管理計画を策
定して本町が所有する公共
施設について現在の施設の
配置状況や設置目的・利用
者数・老朽化等の現状を客
観的に捉えて︑将来にわたる
更新費用を算出するととも
に︑
公共施設等の管理におけ
る基本方針を定めて取り組
んでいるところであります︒

老朽化した建築系公共施設
のあり方について

松村議員 老朽化した建築
系公共施設のあり方につい
て︑本町では多くの公共施
設が整備され︑行政サービ
スの提供や住民生活の向上
が図られてきたことは敬意
を表するところであります
が︑建築系公共施設の中に
は老朽化が著しく︑かつ︑
利用があまり見受けられな
い建物がいくつか存在して
おり︑今後それらについて
どのように対応していく考
えなのか町長の見解をお伺
いいたします︒
保野町長 利尻町では多く
の公共施設や道路・橋梁・
上下水道等のインフラを整
備して︑行政サービスの提
供︑住民生活の基盤整備等
に取り組んで参ったところ
であります︒しかしながら︑
厳しい財政状況が続く中で︑
人口減少・少子高齢化が進
みまして︑公共施設等の利

この計画の策定のために︑
利尻町では平成二八年一一
月から一二月にかけて町民
アンケートを 実 施し︑公 共 施
設の利用状況や満足度・利
用実態を把握して︑
公共施設
等の削減・集約等の方針・
維持管理に関する方針をま
とめております︒計画の中
では︑
本町が現在所有する建
築系公共施設は計画策定当
初︑二七年の三月時点のお
話でありますが︑一〇二施
設二一四とありまして︑用
途別では公営住宅が一〇施
設で最 も 多 く ︑
スポーツレク
施設が八施設︑庁舎等行政
系施設が七施設︑その他が
三八施設となっております︒
建築系公共施設の建築年度
を床面積別にみますと︑
旧耐
震基準︑
今のように耐震基準
を厳しく設定される前︑
昭和
五六年以前のものが約二六
パーセント︑新 基 準によって
建築されているものが七四
パーセントとなっておりま
して︑約四分の一が耐震基
準を整えていない旧耐震基
準の建物であります︒建築

年度の古い建物の現地調査
も実施しておりますが︑調
査した施設の九割は一部ま
たは大規模な補修が必要と
の判定が出ております︒こ
のように維持管理が困難と
なった公共施設は︑老人福
祉センター︑仙法志の町民
運動場︑久連小中学校は自
然の家に改修をしているい
きさつはありますが︑それ
も休止してから長い年月が
経ちまして︑数えれば町内
の中にはそのような状態の
施設が目立ってきている現
状にあり︑施設の安全性や
機能性を総合的に勘案をし
て︑他の施設との統合や廃
止︑解体を検討または長寿
命化改修を行って︑住民や
利用者のみなさんへの情報
提供や意見交換を経ながら︑
住民サービスの水準低下が
最小限となるように検討し
ながら計画的かつ効率的な
公共施設の管理を推進して
いきたいと考えているとこ
ろであります︒現状の公共
施設の状況をお伝えしなが
らご質問に対する答弁とさ

せていただきたいと思います ︒

松村議員 建築系の公共施
設は町内たくさん点在して
おり︑年数も相当経過して
いるものも多々あるわけで︑
これまでもこの問題につい
ては幾度となく話をされた
経緯がありますが︑町内に
ある廃屋について︑町民に
解体を促している一方で町
の公共施設がそのまま放置
されている状況にあります
ので︑これらについて︑き
ちんとした対応をされるべ
きでないかと思います︒す
でに使用されていないよう
な状況の建物もあるわけで
すから︑景観上や危険性を考
えると ︑あるいは︑防 災の観
点からも非常に対応が急が
れるものもあると認識して
おりますので︑その辺も十
二分に理解をして︑先ほど
答弁の中で中学校の利活用
について話し合われたとい
う経緯も行政報告の中にも
あったわけですが︑中学校
は一番 新しい建 物で︑それ以
前のものについても ︑当 然 話
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し合われていると思います 今の人方に対する行政サー
が︑対応が進んでないとい ビスをいかに厚くしていく
うのが現状であるわけです かということと︑使わなく
から︑その辺も含めて今後︑ なったものを金かけて壊す
安全面からも早急な対応が かという︑町民に廃屋の解
必要と思われますが︑町長 体を促しているのに整合性
に再度お伺いします︒
が無いかという話になるん
でしょうが︑そのような政
策の中での順番と言います
か︑限られた財源の中での
遣り繰りを念頭に置きなが
ら︑進めてきておりまして︑
歴代の先輩理事者・町長方
の時代もおそらくそうだと
思いますが︑急ぐものを優
先されてきた時代もあった
ことも事実でありますから︑
その辺は︑その時代その時
代の事情があると思ってい
ます︒今ご指摘のところは︑
中学校の再利用が幸い︑役
場の中でも課題として関係
幹部職の人たちが検討して
くれていますので︑それら
についての処分・リニュー
アルなども含めて︑それも
念頭に置きながら︑内部で
詰めながら遊休施設となっ
ている施設の︑この後の処
理をどうするかを考えさせ

保野町長 行政報告でもお
話しましたが︑四日・五日
に副町長︑教育長が先頭で︑
今の中学校の再利用の件︑
ご意見を伺いに参りました
ときにも︑一中学校だけの
問題でなく︑町民運動場と
か︑そのような施設の利活
用や処分についての話も出
たと報告を受けております
から︑町民の皆さん方も町
の遊休施設をどうするのか
というところは関心事だと
思っています︒ただ︑開発
の寮も譲渡を受けたりしな
がら︑全体的に内部で利活
用について︑それから育児
・子育ての皆さん方の集ま
れる場所とか︑高齢者の人
方が集まれるカフェ的なも
のとかも︑整備をしなけれ
ばならないと思っています︒

ていただきたいと思ってお
ります︒残すことは本意だ
と思っておりませんが︑財
政事情とも勘案しながら前
向きに検討させていただき
たいと思います︒

谷

智晴

議員

入居している方が三三戸︒
また町職員が入居している
公営住宅が一三戸︒単身が
一戸︒また消防職員が入居
している住宅が世帯で二戸︒
単身で一戸となっておりま
す︒仙法志地区では一般住
宅が三〇戸︒高齢者向け住
宅が一戸︒高齢者単身向け
住宅が三戸︒若者単身者向
け住宅が六戸で九棟四〇戸
であります︒うち町職員が
入居している住宅が世帯で
一戸︒単身が一戸となって
おります︒トータルします
と︑町内に一七〇戸の公営
住宅があることになります︒
このような状況にあって︑
町内を沓形・仙法志を総体
的に見ますと︑町内の公営
住宅が必ずしも絶対数が足
りないということにはなら
ない実態になっています︒

町営住宅の建設について

松村議員 老人福祉センタ 谷議員 町営住宅の建設に
ーは昭和五八年の建物で相 ついて︑現在家庭持ちの方
当年数も経っており︑色々 が住む住宅に一人で住んで
話し合われてはいるものの︑ いる方が多数いるようです
その方向性が見えておりま が︑これから若い方々が結
せんし︑また︑進んでもい 婚しても住宅が無い状況で
ない状況であり︑再利用に すので︑今後ワンルーム的
ついても︑久連小中学校に な住宅の建設をする考えは
ついては一時ありましたが︑ ないのか町長にお尋ねをい
その後の経緯も一向に進ん たします︒
でいない現状にあり︑未だ
にそのままの状態で一日一 保野町長 まず︑本町の公
日待ったなしで建物も老朽 営住宅の現状について申し
化して︑非常に傷みも激し 上げたいと思います︒現在
くなっておりますので︑地 沓形地区にある住宅は︑町
域住民に影響のないよう早 が所管している住宅ですけ
急に︑対応していただくこ ども︑一般住宅が一〇六戸︑
とを要望して質問を終わり 高齢者世帯向け住宅が三戸︑
高齢者単身向けの住宅が五
たいと思います︒
戸︑若者単身者向け住宅が
保野町長 ご指摘の点を受 一六戸︑合わせて沓形地区
け止めて内 部でもしっかりと 三一棟一三五戸であります︒
検 討していきたいと思います︒ うち世帯向け住宅に単身で
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現在公営住宅の整備は利尻
町公営住宅等長寿命化計画
に沿って既存ストックの改
修作業を進めておりまして︑
本計画における住宅戸数も
現在は不足している状況に
はないということでありま
す︒しかし今後︑老朽化の
ために用途廃止を計画して
いる住宅がありますので︑
将来的に新築の公営住宅等
の建設も考えられますが︑
現状での最短の建設予定は︑
平成三一年度の計画がなっ
ております︒ただ不測の事
態で待ったなしの状況とな
れば三一年度の前倒しも考
えなければならないと思い
ますが︑状況は今申し上げ
たとおりでありますので︑
教員住宅や看護宿舎等の整
備も念頭に置いて︑世帯向
け住宅に単身者が入居して
いるところもありますので︑
早く住宅を求める人に応え
るためには︑世帯向けの入
居がないから空けておくと
いうことは単身者を待たせ
ることになることにもなり︑
臨機応変な対応をしている

状況であります︒ただ一回
入居しますと︑今度は単身
者用の住宅が出来たから世
帯向けから出てくださいと
はなかなか現実の問題とし
て入居者とすれば動きづら
いこともあり︑そのような
ことがずっと続いてきてい
るものと思っております︒
それから︑職員住宅がきち
んと整備︑確保できていな
いことによって︑長く公営
住宅で役場に通っている職
員もおりますので︑その時
代時代に︑速やかに対応す
るための対応をしてきたと
思っております︒中学校が
一つにまとまって神居に建
ち︑管理職住宅が二棟建っ
ておりますが︑一般教員の
先生方にも︑より学校に近
いことが機能的だとすれば︑
新しい教員住宅を付近に建
てて︑先生方が入れるよう
になれば︑そこが空きます
ので︑空いたところに一般
の人方が入居していける環
境ができるということも念
頭に置きながら︑今後住宅
問題︑移住定住も含めて︑
谷議員 利尻町全体の状況
の説明がありました︒確か
にそのとおりだと思います︒
ただ︑私が一番重要視して
いるのは︑高齢者社会にお
ける住宅問題なんです︒や
はり今公営住宅に入居して︑
一人で住んでいる方々は︑
部屋が広く灯油代が多くか
かり︑国民年金で暮らして
いる方は結構大変なようで
す︒出来れば︑今の若者向
け単身住宅みたいなものが︑
灯油代も半分で済むような
気もするという︑お話もた
くさん聞いております︒先
ほど町長もおっしゃいまし
たが︑どちらかの人間をど
ちらかに移して︑その住宅
が空いてくる︑確かにそれ
でも良いとは思いますが︑
ただ結論的には一人暮らし
で住めるようなワンルーム
又は二Ｌくらいのものを作
って︑その向かいには必ず

急がないとならない状況に
来ていると思っております
ので︑内部で少し早めに動
く必要があるなと思います︒

保野町長 時代時代に公営
住宅の建設の基本的な考え
方があったと思いますが︑
高齢者と若い人が一緒の屋
根の下に住んで︑年寄りが
除雪一つにしても若い人が
支えていくような目的で公
営住宅を建てたこともあり
ます︒ニーズに応えたもの
だと私は思っております︒
大変失礼な言い方ですが︑
年配の人ばかりいるときに
有事の時にはどうするのか
心配もある中で︑若い世帯
が一緒に同じ屋根の下に住
むような公営住宅を建てた
時代もありました︒ただ時
代は動きますから︑谷議員
さんが指摘されたように︑
燃料費もかかるから狭いと
ころに移りたいというのは
心情的にはわかりますが︑
入居した時の自分の希望す
るいきさつとか︑そういう
こともあったりして︑ただ︑

倉庫も必要と思いますが再
度︑住宅の建設について︑
どのように考えているのか
町長にお伺いします︒

一人暮らしの人が住みやす
いような住宅を提供すると
いう意味では︑これから建
てるものの中には配慮しな
がら︑そういうことも含め
て町全体の住宅政策をどう
するか︑戸数も含めて︑基
本的な調整を念頭に置きな
がら︑今ある住宅の戸数を
有効に活用することも一方
では考えながら︑新しい住
宅の必要なところの考え方
を整理させていただきたい
と思いますので︑事情は町
の中で耳にされている高齢
者のみなさん方の想いは十
分お聞きしましたので︑こ
の先の住宅政策に出来るだ
け反映できるように考えて
いきたいと思います︒

谷議員 それともう一点︑
予想でいいので︑大体何棟
くらい建てるつもりなのか︑
また︑将来的には高齢者が
入るためには︑遠いところ
ではなく︑なるべく町に近
い場所に建設をしていただ
ければ大変ありがたいと思
っております︒町に近い場
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所で町が所有している住宅
建てることの計画を具体的
地の空き地とか︑そういう
に進めていきたいと思いま
ところを上手く利活用して︑ す︒建てる場所については︑
町に出やすい場所に建設を
入居者を高齢者に特化すれ
する考え方を持っていただ
ば︑より買い物のできると
きたいというのが︑また一
ころに︑行きやすいところ
つの望みであります︒この
に望むのは心理としてわか
二点について︑町長の考え
りますし︑町内に空き家が
をお聞かせ願います︒
増えて︑空洞化していると
いうことの対応のために職
員住宅でも教員住宅でも建
ててくれればという声は町
の中に無いわけではありま
せんが︑これからの将来の
利尻町の町並み考えるとき
にどのような場所に公営住
宅を建てることがいいのか
もじっくり展望しながら内
部でも詰めて検討しなけれ
ばならないと思っています︒
必ずしも建てたくても町の
中に建てられないかもわか
らないし︑べつの場所に求
めるかもわからない︑建て
る戸数も年度も総体的な事
情を全部勘案したうえで見
通しを立てさせていただき
たいと思いますので︑今日
この場で概略でも建てる場
所や戸数はお答えを控えさ
保野町長 公営住宅一棟四
戸建てますと︑八〇〇〇万
円も九〇〇〇万円も一億円
もかかるものをおいそれと
財源も確保できないままに
建てるわけにいきませんの
で︑今あるものを有効に活
用しながら足りないところ
を建てるということが基本
だと思います︒そうなると︑
先ほどお話したように︑学
校の統合したことを契機に︑
教員住宅など住宅政策を総
体的に考えながら︑中学校
近辺に新しく建てることが
必要となれば︑まずは必要
なものを建てて︑今ある教
員住宅を普通財産にして︑
一般の人も入れるような活
用も考えながら︑これから

☎84−2345

【お問合せ先】利尻町役場 くらし支援課町民係

せていただきたいと思いま
すので︑事情ご賢察いただ
きたいと思います︒
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谷議員 重々︑町長の考え
方も分かりました︒住んで
いる方々の声ですので︑ま
ずは検討を進めていくとい
うことですから︑財源の問
題もあって︑すぐにはでき
ないことは当然わかります
から︑早急にとはいいませ
んが︑早めに対応して前向
きに検討していただきたい
と思っております︒よろし
くお願い申し上げ質問を終
わります︒
保野町長 ご質問の意図︑
よくわかりますので︑これ
からの住宅政策︑具体的に
動き出すときに内部でも十
分検討させていただきたい
と思いますのでよろしくお
願いします︒

町政の主人公は町民の皆さんです！

議会を傍聴しましょう

定例町議会は年4回（3・6・9・12月）に開かれます。

住民基本台帳閲覧状況の公表

「住民基本台帳法第11条第３項及び第11条の２第12項」、「住民基本台帳の一部の
写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第３条」の規定に基づき、下記のと
おり公表します。

平成29年1月1日から平成29年12月31日までの住民基本台帳の
閲覧は０件でした。

瑞宝単光章
利尻町仙法志字神磯

寺田信行
氏

昭 和 四 十 年 二 月に消防団入団以来︑実
に 四 五 年 の 永 き にわたり︑一意専心消防
業 務 に 献 身 的 な 努力を続けた功績は大き
く 他 の 団 員 の 模 範であり︑沓形市街大火
を は じ め 多 く の 災害で活躍されました︒
平 成 一 五 年 に 第 四分団分団長に就任後は
抜 群 の 指 導 力 と 統率力を発揮し︑各種災
害 の 発 生 に 際 し ては︑率先して陣頭指揮
に あ た る と と も に部下団員の育成強化︑
消 防 施 設 の 充 実 に意を注がれました︒ま
た ︑ 地 域 住 民 の 防火防災意識の高揚と福
祉 の 安 定 に 尽 力 された功績が認められ︑
瑞 宝 単 光 章 の 栄 に浴されました︒

総務大臣
表
彰

藤

忠 氏

利尻町沓形字日出町

遠

永きにわたり︑利尻礼文消
防事務組合監査委員としてそ
の職務に精励され︑監査事務
功労者として貢献された功績
が認められ︑総務大臣より表
彰されました︒

勝 氏

遠 藤

忠 氏

利尻町沓形字日出町

全国町村
監査委員協議会
会長表彰
盃 良

利尻町仙法志字政泊

三

永きにわたり︑利尻町監査
委員としてその職務に精励さ
れ︑地方自治の振興発展に貢
献された功績が認められ︑全
国町村監査委員協議会会長よ
り表彰されました︒

永きにわたり︑利尻礼文消
防事務組合監査委員としてそ
の職務に精励され︑地方自治
の振興発展に貢献された功績
が認められ︑全国町村監査委
員協議会会長より表彰されま
した︒
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スポーツ推進委員功労者
文部科学大臣表彰
利尻町沓形字日出町

寺 嶋 秀 明氏
永年にわたり、体育指導委員・スポーツ
推進委員として地域スポーツの普及振興に
尽力し多大の功績を挙げられました。

全国スポーツ推進委員功労者表彰
利尻町沓形字緑町

堀

清 一氏

永年にわたり、スポーツ推進委員として
地域スポーツの普及振興に尽くされ、多大
の貢献をされました。

利尻町ふるさと応援寄附金
（ふるさと納税）
協力事業者募集のお知らせ
利尻町では、寄附促進と地元特産品等のＰＲ・地域経済の活
性化などの相乗効果を図るため、町外在住の寄附者に対して、
お礼の品として贈呈する商品やサービスをご提供いただける協
力事業者を募集しています。
興味がある事業者、参加を希望される事業者の方は、下記ま
でご連絡下さい。
【お問い合わせ先】利尻町役場まちづくり政策課企画振興係
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☎0163−84−2345

利尻町の女性の健康寿命が短いのはなぜ!?

りしり元気塾
〜幸福は健康なカラダから〜

健康寿命とは、健康で活動的に暮らせる期間を指
る期間を指
海
し、利尻町の女性は66.3歳で、北海
て
道（66.5歳）、全国（66.8歳）と比べて
因
低いことがわかりました。その要因
食
と対策を【健診・医療の状況】と【食
う。
生活の状況】から挙げてみましょう。
係）
（保健指導係）

健診・医療の状況
要 因

●メタボ該当者が多い。
●55歳未満の女性の健診受診率が低い。
●50代の女性で糖尿病・高血圧の患者が急
増し、特に40・50代で早くから糖尿病合
併症を起こす人が多い。

対 策

▶1歩前進！良い取組
40歳から毎年健診を受ける

若い頃から健康に気遣うこと
が大切です。20〜40代は特に
子育てに精一杯で、自分の健
康や余暇に時間が使えていな
い状況があるのでしょうか。

▶さらに良い取組
20代から健診を受け、体型維持に取り組む

食生活の状況
要 因

対 策

女性は家庭を支えるため食事
●おやつを食べたいから、ご飯を少な目に
作りの他にもやることがたく
している。
さん。自分の食事が後回しに
●旦那や子供がいないと、麺類やチャーハ
なってしまう状況が伺えます。
ン等の１品料理やカップめんや菓子パン
で簡単に済ますことが多い。
い。
●一人だと野菜は省いてしまう。野菜は高い。
野
●白い野菜を食べることが多く、色の濃い野
菜がとれていない。

▶1歩前進！良い取組
夕食後はおやつを食べない。
おやつは干し芋・栗・果物等繊
維の多い物に。
お菓子のカロリーを確認する。
麺類は汁を残す。
減塩調味料を使う。
カット野菜や冷凍野菜・ところ
てん・めかぶを活用する。

▶さらに良い取組
おやつは160キロカロリー以内に、15時
まで。
お菓子や菓子パンを食事代わりにしない。
味の濃いおかずを小盛りにする。
海藻やキノコ、こんにゃくを頻繁に使う。
米に麦や雑穀を混ぜて炊く。
色の濃い野菜を1品加える。
多めにおひたしを作り、常備菜にする。

何よりも大事な心がけ 自分の健康を後回しにしないことが大事！

の ひとこと

ここがポイント！

〜政泊保健推進員 石橋昭代さんより〜
夫がおひたしやサラダに醤油やドレッシングをどっぷりかけてしま
うので、薄めに味付けして和えて出すようにしています。食卓に調味
料は置きません。かつお節などの風味を生かして減塩を意識していま
す。

醤油は小さじ1杯で1ｇ
の食塩を含みます。高
血圧の予防には食塩が
防
食
１日６ｇ
未満です。
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街をひと歩き

まちの話題にズームイン！

1月14日

1月3日
月 日

利尻町成人式

新春少年カルタ大会

利尻町地域おこし企業人について

「地域おこし企業人」交流プログラムにより
利尻町に地域おこし企業人が誕生しました！
「地域おこし企業人」
交流プログラムとは？
地方公共団体が、三大都市圏に所在する民
間企業等の社員を一定期間受け入れ、そのノ
ウハウや知見を活かし、地域独自の魅力や価
値の向上等につながる業務に従事してもらう
プログラムです。
大久保氏は、主に利尻町の次期総合計画策
定に関する業務を担当します。
利尻町地域おこし企業人となった
離島経済新聞社代表理事の大久保氏
17

愛
家
や

あい

今回は、
2人のお友達
を紹介するよ！

ひな

た

新 谷 陽 太 くん（2さい）
父：卓美 母：沙織
いたずらっこのひなですが、
いつも新谷家を明るくしてくれる
ムードメーカーです。
いつも元気で優しい男の子になってね。
お父ちゃんもお母ちゃんも
ひなが大好きです。
【お父さん・お母さんから】
】

み き

常磐井美妃

ちゃん（3さい）

父：武栄 母：恵利子
踊りや歌が大好きな美妃。
お手伝いや弟のお世話をしてくれて
ますますお姉さんになっていますね。
これからもお友達を大切にして
笑顔で元気いっぱいの
美妃でいてね。
【お父さん・お母さんから】
】
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「火の用心 ことばを形に 習慣に」
NO.414

消防だより

住宅用火災警報器の
設置状況報告
昨年11月に実施した一般家庭の防火点検の結果、
利尻町管内の住宅用火災警報器の設置率は92％でした。
防火点検のご協力、ありがとうございました。

独居老人世帯
（70歳以上）の
特別査察を実施します

２月中旬に、消防署と役場くらし支援課
合同で、独居老人世帯の防火査察及び健康
面のチェック等を行いますので、ご協力を
お願い致します。

平成30年 利尻町消防団出初式
利尻町消防団の出初式は1月7日、沓形地区を会場に
来賓29名を迎え、団員68名、少年消防クラブ員13名が
参加し厳粛に挙行されました。

〈分列行進

徒歩部隊〉

〈分列行進

車両部隊〉

出動件数
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利尻町交流促進施設「どんと」大ホールで行われた式
典では、来賓の皆様よりお祝いの言葉を頂き、また、長
年消防団活動に尽力された団員の方々に表彰状の伝達及
び授与が行われました。

〈式

火災0件

典〉

〈表彰状授与〉

救急8件（平成30年1月19日現在）

ぴいぷる

利尻町
教育委員会
委員の任命

（戸籍の動き）2018年1月19日現在

おくやみも
くやみもうしあげます
12月16日
12月18日
12月19日
1月19日

富士見町 石岡
孝さん（87歳）
富士見町 坂本 眞吾さん（89歳）
御 崎 宮下茂太郎さん（90歳）
富士見町 中山 キヨさん（88歳）

● ご厚情に感謝申し上げます ●
この度、次の方々から愛情銀行に金一封及び物
品が預託されましたので、紙上を借りてお礼申
し上げます。

●沓形字富士見町
夫

石岡

石岡敏子 様から、

孝 様の香典返しを廃して
【利尻町社会福祉協議会】

● よせられた善意 ●
【一般寄附】
◆利尻町沓形字富士見町
株式会社 吉安組
代表取締役 吉安 隆也 様より
一金 100,000円
【指定寄附】
◆利尻富士町鴛泊字港町
利尻漁業協同組合
代表理事組合長 荒木
一金 2,000,000円
（水産振興資金）

平成29年12月20日付けで、
利尻町教育委員会委員に、堀
井千津子氏が任命されました。
任期は、平成29年12月20
日から平成33年12月19日ま
でです。

利尻町
監査委員の任命
平成29年12月20日付けで、
利尻町監査委員に、菅原一志
氏が任命されました。
任期は、平成29年12月20
日から平成33年12月19日ま
でです。

利尻町固定資産
評価審査委員会
委員の選任

一雄 様より

ご厚志に対し厚くお礼申し上げます

平成29年12月1日付けで、
利尻町固定資産評価審査委員
会委員に、藤野真詞氏が任命
されました。
任期は、平成29年12月1日
から平成32年11月30日まで
です。
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【まちの人口】

利尻町公式ホームページ http://www.town.rishiri.hokkaido.jp/rishiri/
Eメール kikaku@town.rishiri.hokkaido.jp
（広報りしりに関するご意見ご要望は上記E-mailアドレスまでお寄せください。）

2,100人

世帯数 1,095世帯

男 1,015人

女 1,085人 （平成30年1月19日現在）
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