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平成31年
平成31
年
第1回町議会定例会

第1回町議会定例会は3月13日招
集され、条例の改正案、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。

︻条 例 制 定︼
◆利尻町商工業応援基本条
例案
○本条例は︑利尻町の発展
に大きく関わる商工業の重
要性に鑑み︑商工業に向け
ての施策の基本方針を定め︑
町全体で商工業者を応援し
地域経済の活性化から豊か
で暮らしやすいまちを実現
するため︑本条例を新たに
制定するものです︒

︻条 例 改 正︼
◆利尻町職員の勤務時間︑
休暇等に関する条例の一部
を改正する条例
○本条例は︑長時間労働の
是正のための措置として
﹁働き方改革を推進するた
めの関係法律の整備に関す
る法律﹂が本年四月施行さ
れ︑時間外労働の上限規制
が導入されるため︑国家公
務員において︑超過勤務命

令を行うことができる上限
などを定める措置が講じら
れることとなり︑地方公務
員についても同様の措置が
必要となったため︑条例を
改正し具体的措置を規則に
委任するものです︒
◆利尻町災害弔慰金の支給
等に関する条例の一部を改
正する条例
○本条例は︑根拠法令であ
ります﹁災害弔慰金の支給
等に関する法律﹂の一部が
改正されたことに伴い︑本
町の条例の一部を改正する
ものです︒
主な内容としては︑災害
により被害を受けた被災者
への支援充実・強化と︑返
済負担の軽減を図るため︑
返済利率と償還方法等につ
いて改正するものです︒

︻専 決 処 分︼

◆北海道市町村総合事務組
合規約の制定並びに廃止に
ついて

○本規約は︑北海道市町村
総合事務組合より石狩東部
広域水道企業団︑石狩西部
広域水道企業団及び北海道
市町村職員退職手当組合の
3団体が現行の規約では構
成団体となることができな
いため︑当該団体の非常勤
職員に対する公務災害補償
等の事務を処理できるよう
定める規約を新たに制定し︑
現行の規約を廃止しようと
するものです︒規約の施行
については︑地方自治法第
二八六条の規定により︑北
海道知事の許可のあった日
から施行されることとなり
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。
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【平成30年度補正予算】
補

正

額（増減）

予

算

※△は減額です。

総

額

一般会計補正予算（第９号）

△ 4,937万3,000円

37億1,291万1,000円

国民健康保険事業
特別会計補正予算（第４号）

3,836万7,000円

3億9,813万8,000円

後期高齢者医療
特別会計補正予算（第２号）

148万8,000円

5,183万5,000円

簡 易 水 道
特別会計補正予算（第４号）

△ 31万0,000円

9,038万0,000円

下 水 道 事 業
特別会計補正予算（第３号）

△ 20万0,000円

1億5,863万9,000円

特別養護老人ホーム
特別会計補正予算（第１号）

△ 244万1,000円

2億1,868万1,000円

利尻町宿泊施設
特別会計補正予算（第２号）

△ 1,990万0,000円

2億1,450万9,000円

砕 石 事 業
会 計 補 正 予 算（第２号）

196万8,000円

2億5,546万4,000円

平成31年度
一般会計他11会計予算は
55億2,227万円で
原案のとおり可決
※詳細は広報りしり4月号をご覧ください。

平成31年度の一般会計予算は、第1回町議会定例会において一般会計予算審査特別
委員会（委員長：遠藤 忠）が設置され、これに付託、審査されました。
同委員会の審査は、3月13日から3月14日までの実質2日間にわたり、慎重に審議さ
れ、3月13日本会議において上程され一般会計他11会計が原案のとおり可決されました。
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利尻町監査委員について

江 戸
議選

22

30

10 10

任期 平成 年 月8日〜
監査委員制度
監査委員の選任
令和4年 月7日
監査委員は︑地方自治法
町長が議会の同意を得て︑
195条第1項の規定によ
人格が高潔で行政運営に関 監査の種類と内容
り︑地方公共団体が行政の
し優れた識見を有する者1 ⑴例月出納検査︵地方自治
公正と能率を確保すること
名︵識見監査委員︶と議会 法第235条の2第1項︶
会計管理者が管理する現
を目的に設けられた機関で︑ 議員のなかから1名︵議選
町長の指揮監督を受けずに
監査委員︶を選任していま 金の出納保管状況及び町の
独立した立場で監査を行い
す︒また︑地方自治法第19 財政支出の動態について︑
ます︒
9条の3の規定により︑識 毎月検査を実施します︒
監査等の実施にあたって
見を有する者から﹁代表監 ⑵決算審査︵地方自治法第
は︑地方自治の本旨に基づ
査委員﹂を選任しています︒ 233条第2項及び地方公
き︑町の財務事務や事務・
任期は︑識見選任委員が 営企業法第 条第2項︶
町長から審査に付された
事業の執行が︑法令等に従
4年で︑議員選任委員は議
って適正に行われているか︑ 員の任期とされています︒ 決算書類等が法令に基づい
また︑合理的かつ効率的に
利尻町の監査委員は︑次 て作成されているか︑係数
が正確であるか︑予算の執
行われているかどうかとい
の2名です︒
行または事業の経営が適正
った観点から監査を実施し
すが
わら
ひと
し
氏名 菅 原 一 志
かなどについて審査し︑決
ています︒
選出 識見
算状況について分析します︒
定数は︑地方自治法19
任期 平成 年 月 日〜 ⑶健 全 化 判 断 比 率 等 審 査
5条第1項及び利尻町監査
令和3年 月 日
︵地方公共団体の財政の健
委員条例で2人と定めてい
備考 代表監査委員
全化に関する法律第3条及
ます︒
び 条︶
え
ど
かつ
ひろ
克 廣
町長から審査に付された健
全化判断の各比率が関係法
氏名
選出

29

30

令等に基づき算定されてい
るか︑また︑算定の基礎と
なる事項を記載した書類が
適正に作成されているかど
うかを主眼として実施しま
す︒
⑷その他
上記以外に地方自治法に
より定期監査︑基金運用状
況審査︑行政監査︑財政援

助団体等監査︑随時監査︑
住民監査請求などがありま
す︒

●お問い合わせ
利尻町議会事務局
監査委員事務局
☎0163︱84︱23
45︵町代表︶
内線301︑302

4

ふ

①利尻町役場
まち環境整備課
②利尻町沓形字泉町
③サッカー、釣り、スノ
ーボード
④みなさんが生活しやす
い町となるように力を
尽くしていきますので
よろしくお願いいたし
ひさし
ます。
寿 さん

わ

不 破

わた

なべ

なお

ゆき

渡 邉 直 幸

ひら

の

こう

①利尻町役場
まち環境整備課
港湾漁港係
②札幌市
③寝ること
④一日でも早く皆様のお
力になれるように頑張
りますのでよろしくお
願いいたします。
さん

①利尻町役場
まち産業推進課
水産農林振興係
②網走市
③読書、散歩
④一生懸命頑張りますの
で、よろしくお願いし
ます。

た

平 野 康 太

介
紹
員
職
用
採
新
よろしくお願いします！
〜笑顔で一生懸命
がんばります〜
①勤務先 ②出身地 ③趣味 ④抱負（
（一言）
言）

①沓形保育所
②島根県
③読書
④一生懸命頑張ります。
よろしくお願いいたし
ます。
もり

あずさ

森

梓

まつ

なが

に

①利尻町役場
まちづくり政策課
定住移住推進係
②狭山市（埼玉県）
③登山、読書
④歩くのが好きなので見
かけたら声をかけてく
れるとありがたいで
す！

らい

松 永 仁 来

さん

さん

さん

駐 在 所 だ より
稚内警察署
仙法志駐在所

稚内警察署
沓形駐在所

巡査部長

巡査長

く

どう

はる

ひ

工藤開陽

おか

さん

本年４月に北海道警察本部機動隊から異動して参
りました。
家族は妻と１歳の長女との３人暮らしです。
駐在所勤務は初めてで、分からないことも多々あ
りますが、皆様が安心して暮らせるよう、事件・事
故の防止に努めていきます。
また、利尻山において遭難事故があった際も山岳
遭難救助隊員として救助活動に取り組んでいきます
ので、２年間という短い期間ではありますが、どう
ぞよろしくお願いします。
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やま

しゅう

へい

岡山周平

さん

本年４月に札幌方面北警察署から異動して参りま
した。
前任地では、石狩駐在所に４年間勤務しておりま
した。
駐在所での勤務は地域の方との距離も近く、住民
の皆様とも密接な関係を築けるので、すごくやりが
いを感じております。
家族は妻と４歳と２歳の息子の４人暮らしです。
島民の皆様が安全に安心して暮らせるよう努めて
いきますので、家族共々よろしくお願いします。

利尻島国保中央病院
ほそ

ぐち

しょう

診療部長

へい

細 口 翔 平

さん

本年４月に赴任しました細口と申します。これまでは、市立札幌病院、
留萌市立病院、道立羽幌病院、旭川医科大学病院で勤務していました。
羽幌にいた頃には、晴れた日には利尻富士が綺麗に見えており、「いつ
かあそこで働くのかな。」と漠然と考えていました。専門は循環器内科
で、昨年はカテーテル治療やアブレーション治療を行なっていました。
循環器疾患に限らず、色々とご相談ください。よろしく御願い致します。

利尻島国保中央病院
すぎ

はら

のぶ

医長

あき

杉 原 伸 明

さん

４月から赴任しました。北海道出身、自治医大卒です。江別、帯広、
寿都と赴任しつつ、北海道家庭医療学センターという組織で総合診療／
家庭医療を専門に学んでおります。分かりやすいお話を心掛けておりま
すので、お子さんからご年配の方まで、困ったお身体の悩みや薬の見直
し、介護の相談など何でもお気軽にご相談下さい。また、今年度は胃カ
メラと大腸カメラを私が担当致します。こちらも腫瘍の早期発見のため
定期的な検査をお受け頂くよう宜しくお願い致します。

利尻島国保中央病院
紹介コーナー
①勤務先
③趣 味

①利尻島国保中央病院
診療放射線技師
②浦河町
③尺八
④地域医療の一員として、
一生懸命頑張ります。
よろしくお願いします。
こん

どう

かず

ま

近 藤 数 磨

みず

たに

まき

②出身地
④抱負（一言）

こ

水 谷 牧 子

さん

①利尻島国保中央病院
看護師
②北斗市（旧上磯町）
③野球観戦、温泉めぐり、楽
しく料理して食べること
④利尻に来て、もうすぐ一
年半になります。病院ス
タッフや患者さんにも助
けていただき、仕事が出
来ていることに感謝して
います。これからも多く
さん
の経験の中で学び、仕事
に励んでいきたいと思い
ます。どうぞよろしくお
願いします。

みぞ

え

こう

①利尻島国保中央病院
臨床検査技師
②札幌市
③釣り・カラオケ
④島の医療に貢献するた
め、技術を研鑽して行
きたいと思います。よ
ろしくお願いします。

へい

溝 江 広 平

さん

6

りしり元気塾

今月の気になる数値

男性

女性

85 90

〜幸福は健康なカラダから〜

（保健指導係）

今月の気になる数値は男性85㎝、女性90㎝です。メタボリックシンドロームの診断
基準とされる腹囲の値です。この値を超えると、内臓脂肪がたまりすぎ、脂肪組織から
悪玉物質が分泌され、血圧が上がりやすくなります。さらに、尿中に塩分を排出する働
きも悪くなり、体内の塩分が多すぎる状態になるため、塩分を薄めるために水分が多く
なり、血圧が上がってしまいます。血圧を管理するためには腹囲も重要な指標となりま
すので、腹囲を増やさないよう生活習慣には気をつけたいですね。

内臓脂肪が
血圧にも
関係している
なんて！

生活習慣による主な原因

血管壁のしなやかさを保つ
アディボネクチンが減少
血管を収縮させるアンジオテンシゲーノンが増加
インスリンの働きが低下し、腎臓での塩分の排泄が低下
（体内のナトリウム濃度を一定に保つために血液量が増加）

血 圧 上 昇 ！

血圧

塩分の摂り過ぎ

血液量の
増加

肥満・食べ過ぎ・運動不足

血管の質の
劣化

たばこ

血管の収縮

過労･睡眠不足･ストレス 血管の収縮
内臓脂肪

血液濃度の
上昇

酒の飲み過ぎ

血圧を上げる悪玉物質を増やさない
ように生活習慣には注意しましょう

保健師のつぶやき

保健師

鎌 田 美 鈴

春の総合健診が終わりました。年々、この健診を受けて下さる方が増えてきています。健診の結
果が出ると、数年の経過を見ながら、改善できていること、できていないことを一緒に考える場を
持っています。やはり、受診後『異常なし』だけを見て安心するのでは、もったいない。よくでき
たこと、できなかったことを振り返ることがさらに次の健康づくりに役立ちます。
毎年皆さんのお顔を見ると、『今年も受けていただけた』とうれしくなります。
ぜひ、皆様の健康づくりにお役立ていただける活動をしていきたいと思いますので、
春に健診を受けられなかった方は、9月29日、30日に秋の健診を予定しております
ので、ぜひご利用下さい。
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後期高齢者医療制度
のお知らせ
●保険証（被保険者証）の一斉更新について
保険証が新しくなります
現在ご使用の保険証の有効期限が2019年7月31日をもって満
了となるため、８月以降は使用できなくなります。
７月中に新しい保険証を送付しますので、お手元に届きました
ら、橙色の保険証をご使用ください。
●新しい保険証の有効期限は、2020年7月31日までです。
●紛失したときや汚れたときは再交付しますので、利尻町役場
くらし支援課保健係までご連絡願います。

新しい保険証の色は橙色です

減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）も新しくなります
現在ご使用の減額認定証の有効期限が2019年7月31日をもって満了となるため、8月以
降は使用できなくなります。有効期限は保険証と同じく1年間です。
引き続き交付対象に該当する方は７月中に減額認定証を送付しますので、８月１日から
は黄緑色の減額認定証をご使用ください。
新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、利尻町役場くら
し支援課保健係へご連絡願います。
区分Ⅱ
区分Ⅰ

世帯全員が住民税非課税である方
世帯全員が住民税非課税である方のうち、
次のいずれかに該当する方
世帯全員の所得が0円の方
（公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の方）

老齢福祉年金を受給されている方

減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方

新しい減額認定証は黄緑色です
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限度証（限度額適用認定証）も新しくなります
現在ご使用の限度証の有効期限が2019年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使
用できなくなります。有効期限は保険証と同じく１年間です。
引き続き交付対象に該当する方は７月中に限度証を送付しますので、８月１日からは黄緑
色の限度証をご使用ください。
新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、利尻町役場くらし
支援課保健係へご連絡願います。
現役並みⅢ

所得が690万円以上の被保険者とその方と同一
世帯にいる被保険者の方

現役並みⅡ

現役Ⅲに該当せず、所得が380万円以上の被保
険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅠ

現役Ⅲ・Ⅱに該当しない３割負担の方とその方
と同一世帯にいる被保険者の方

限度証の交付対象…上記の現役並みⅠ、現役並みⅡに該当する方

新しい限度証は黄緑色です

お 問 い
合わせ先

北海道後期高齢者医療広域連合

利尻町役場 くらし支援課 保健係

〒060-0062
札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館6階
電話 011−290−5601

利尻町沓形字緑町14番地1
電 話 84−2345
IP電話 84−0117

町政懇談会を実施しました
平成31年度町政懇談会を、4月16日（火）〜29日（月）にかけて、町内各地区において開
催しました。
全地区合わせて130名程の方が参加され、町民の皆様から貴重なご意見やご指摘を頂く
ことができました。
頂いたご意見やご指摘は、今後の施策や事務事業等の見直しに反映させていきたいと思
います。
時節柄お忙しい時期の開催となりましたが、多数のご出席を頂き、ありがとうございま
した。
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特別養護老人ホーム「ほのぼの荘」から

ご報告とお礼を申し上げます
●利尻中学校（生活委員会）から「車イス1台」を寄贈していただきました
利尻中学校では、統合前の仙法志中学校で実施されて
いた車イスと交換するための空缶リングプル収集活動を
「生活委員会」で継続しており、この度、交換に必要な
リングプル600㎏の収集目標を達成され、本年3月25日、
車イス1台をほのぼの荘に寄贈していただきました。
利尻中学校みなさんの日頃からの活動と温かな善意に
対しまして、感謝を申し上げます。

●「特別養護老人ホーム備品基金」を活用して、
『大容量加湿器』、
『ハン
ドレール付き体重計』を整備させていただきました

大容量加湿器

ハンドレール付き体重計

ほのぼの荘では、備品購入資金としていただきましたご寄附は「特別養護老人
ホーム備品基金」に積み立て、施設に必要な備品を購入する財源として必要に応
じて活用させていただいております。当施設に対する金品の寄附、またボランテ
ィア訪問など、皆様の日ごろからの温かな善意に対しまして、あらためて感謝を
申し上げます。

ふるさと定住促進
転入奨励金を
お渡ししました！
利尻町では、ふるさと定住を促進する目的
で、「転入奨励金」「児童養育奨励金」「出産
祝金」を支給する事業を行っています。
おおて き
この度、ご家族で利尻町に移住された樗木
まさ たか
正隆さんご家族に、保野町長から転入奨励金
が手渡されました。
10

利尻町開基12 0周年
ＰＲロゴマークが決定しました
利尻町開基120周年を記念して、ＰＲロゴ
マークを制作しました。
利尻島の象徴である利尻山と利尻町の公式
マスコットのりしりんをモチーフに海藻押し
葉を用いてデザインされています。りしりん
のガッツポーズは、開基120周年の記念と喜
び、そして未来へと挑む姿を表現しています。

利尻町開基120周年ＰＲロゴマークを使用した
い方は、役場まちづくり政策課企画振興係までお
問合せ下さい。
※画像の使用については、令和2年3月31日まで
「利尻町開基120周年PRロゴマーク使用取扱要綱」に基づき使用することができます。
※使用にあたっては、使用できない場合（要綱第２条）や使用承諾申請が必要な場合（要綱第
３条）がありますので、ご留意ください。
【お問合せ先】役場まちづくり政策課企画振興係

☎0163ー84ー2345

記念祝歌が完成しました
☨ൖߦাͽР⇝⇞⇜ܞл݉͂☨

ْْ☍ڮҶ☎൪
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☾ࣿ⛘⚰⛉☿

利尻町の開基120周年記念祝歌が完成しました。
今後、記念式典など様々な場面で活用されていくことになりますので、皆さんぜひ
覚えて頂き、利尻町の開基120周年を一緒にお祝いしましょう！

利 尻 町 移 住 定 住
アドバイス隊 募 集 中！
〜わが町の過疎化に歯止めをかけるために〜
利尻町へ移住し、定住を希望される方に対し、新生活に関する情報提供や相談、地域
の紹介や仲立ち等の支援を行う「利尻町移住定住アドバイス隊」を募集中です。

アドバイス隊になるには？
利尻町へ移住経験があり、定住支援に関し知識
及び経験のある方
利尻町内在住で移住定住に興味及び関心があり、
町長が利尻町移住定住アドバイス隊に必要と認
める方

アドバイス隊の任期は？
原則として３年を経過した最初の年度末までで
す。

アドバイス隊の「任務」
「報告」
「義務」は？
（任務）
利尻町へ移住を希望される方との移住交流会の開催や利尻町に定住するために必要
な仕事・地域の生活習慣に関する助言、利尻町に定住するために必要な空き家等の
居住情報に関する助言などをしていただきます。
（報告）
任務を実施した後、任務報告書（様式指定）を作成し、町長に報告します。但し、
町職員と協働で任務を実施する等、任務の実施が明らかであるときは、報告不要で
す。
※任務を実施したアドバイス隊には規定の範囲内で謝礼をお支払いします。
（義務）
利尻町移住定住アドバイス隊の任務の遂行上、知り得た秘密を漏らしてはいけませ
ん。
利尻町ホームページ（http://www.town.rishiri.hokkaido.jp/rishiri/1066.htm）
でも、募集しています。
【お問い合わせ・申し込み先】

まちづくり政策課定住移住推進係（TEL 84−2345）
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地域おこし協力隊員を
紹介します！
地域産業の活性化や町・団体が取り組む地域活性化事業に従事する新たな人材を都市
が
部から受け入れる「地域おこし協力隊」制度。利尻町では、平成22年度からこの制度の
活用を始めました。4月から1名の協力隊員を採用しましたのでご紹介いたします！
とよ

氏名

しま

豊 島

ゆう

友 （教育推進員）

★出身地 北海道釧路市
★これまでの経歴
高校卒業後、地元の教育大学に４年間在籍しておりました。
した。
。
小学校教諭の免許の取得を目指しながら、野外教育や防災
防災
教育などを専門として学んでおりました。
大学在学中には社会教育施設や地元子ども会のボランティ
ティ
アに取り組んでおり、利尻町にも何度か教育委員会の事業
事業
のボランティアでお世話になっていました。
★活動内容
教育委員会の一員として「どんと」で仕事をしています。
す
★島の第一印象
暖かい！風が強い！海の青！山の緑！これが利尻か！！！！
★協力隊としての目標
利尻町のことを知り、利尻町を愛し、町民の方々が協力隊がいてよかったと思っていただ
けるような協力隊員になりたいです。大学で学んだことを思い出し、夢は社会教育士にな
ることですが、社会教育にかかわる仕事についてだけでなく、教育推進員として教育全般
についての学びを深め、夢を叶えられるように３年間学び続けながら仕事をしていきたい
と思います。
★趣味、特技
趣味：歌うこと。カラオケだけでなく、即興で歌を作って歌ったりすることが好きで
す。楽器はできないのでアカペラです。
泳ぐこと。大学在学中に水泳部に入っており、泳ぐことが休日の醍醐味になり
ました。
特技：動画編集。高校時代には放送部に所属しており、ドラマ編集やドキュメンタリ
ー編集、フォトムービーやメッセージビデオなどの編集が得意になりました。
依頼があれば編集作業するので言ってください。
★町民皆様へのメッセージ
島を知り、町を知り、人を知る。を目標に何事にもとにかく一生懸命に取り組んで生きた
いと考えています。４月に地元を出て初の一人暮らしとなりました。寂しさもありますが
皆さんと出会いコミュニケーションをとり、たくさんの方と人間関係を構築していきたい
と思っております。
まずは１年、とにかくがむしゃらに、歯を食いしばって活動していこうと思っております
ので町民の皆様これからよろしくお願いいたします。
座右の銘である「一歩前へ」の精神を忘れず、何があっても最後には最高の笑顔で一歩目
へ突き進んでいきます。
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まなび café Ri-shi
（利尻町公営塾）のご案内
公営塾とは、都市部以外においても生徒に良質な学習環境の場を提供し、教育振興を通
営塾とは 都市部以外においても生徒に良質な学習環境の場を提供し 教育振興
して、地域の発展を目指すことを目的とした公設の塾です。
生徒の自己実現力や学力の向上、また、社会に出た際に役立つ力を身につけるための取
り組みを実施します。

全国で広がる“公営塾”
中山間地域で自治体が設置する“公営塾”が広が てい
全国の離島や中山間地域で自治体が設置する“公営塾”が広がっています。
共通しているのは「これからの社会で求められる力を身に着けること」。大学入試
改革でも「知識」だけでなく「思考力」「判断力」「表現力」などの力が問われます。
地域だからこそできる学びを活かすため、時代のニーズに合わせて、 公営塾 を設置
する自治体が増えているのです。

学習サポート

自己実現サポート

学校の予習・復習・テスト
対策から本格的な大学入試
対策まで個別のニーズに応
える指導

夢や志を見つける、自己を
表現するためのコミュニケ
ーション能力向上など

学ぶ意欲向上
地元の魅力／課題を題材と
した思考力、判断力の向上、
チームで学ぶことによる学
ぶ意欲の向上

『まなび café Ri-shi』
では
★学力の定着・向上のために
映像授業などによる個別・少人数授業 ※カリキュラムに沿って進めていきます
学校の宿題・課題をサポート（随時対応いたします）
定期テスト対策（テスト1〜2週間前）
英検などの資格対策・公務員対策もご相談ください

★多様な価値観に触れるために
（月1程度）
総合学習「まな café Lab」
大学生や他地域の塾生などとの交流（不定期）など
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新 大 学 入 試につ いて

まなびcafé Ri-shi

2020年度の大学入試から、試験制度が変わります
2020年度の大学入試から
2
試験制度が
今ま は 主 高 知識を身
今までは、主に高い知識を身につけている人が求められていました
け
人が求められ
ました
これからは知識に加え、思考力や判断力、表現力、主体性や多様性、
協働性などが求められます
新大学入試で求められる能力は、決して大学に進学する高校生だけ
に必要な能力ではなく、将来社会に出ていく全ての高校生に求め

られる能力です

★まなび café Ri-shiの総合学習「まな café Lab」では、
アクティブラーニングを中心に、これからの社会に求めら
れる能力を身につける機会を提供します

まなcafé 利用例
例１：週２回授業（月曜英語・水曜数学）＋自習学習（質問自由）＋月１回「まなLab」
例２：週３回授業（火曜英語・水曜英検対策＆公務員試験対策・木曜英語）
＋自習学習（質問自由）＋月１回「まなLab」

まなcafé 基本情報
日時 平日 15:30〜21:00

出入り自由

対象 高校生
月額 1年生 3,000円
新規利用者
料金 2年生 5,000円
1ヶ月間無料！
3年生 7,000円

場所 旧開発宿舎
稚内開発
建設部

まな
café

富士見町

どんと

ふれあい
温泉

『まなび café Ri-shi』
お問合せ：利尻町公営塾『まなび café Ri-shi』
☎0163‑84‑9112（IP） ☎080‑2298‑0912
E-mail：rishirijuku@gmail.com URL：https://manabi-cafe-ri-shi.localinfo.jp/
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利尻町ふるさと応援寄附について
利尻町では、利尻を「心のふるさと」として想う方々に寄附という形でまちづくりに参
画いただき、「協働のまちづくり」を積極的に進め、最北の国立公園の美しい利尻島を守
り育て、個性豊かで活力あるまちづくりを一層推進するため、「利尻町ふるさと応援寄附」
を募っております。
本町の魅力ある政策を全国にＰＲしながら、内からは「誇れる地域」、外からは「憧れる
地域」、「住んでみたい地域」となるよう、今以上の満足度とイメージの良い魅力的な町を
つくってまいります。皆さんのご寄附が利尻町の未来を創ります。皆さんの心温まる応援
を心よりお待ちしております。

●寄附を募集する事業内容
次の７つの応援メニューから選択いただき、寄附金はその応援メニューに関した事業に
充てさせていただきます。
１．環境保全に関する事業

・産業廃棄物有効活用事業、登山道整備事業など

２．保健・医療・福祉に関する事業

・医療技術者、介護福祉士の人材育成及び確保事業

３．教育・文化活動に関する事業

・海藻クラフト普及事業、歴史的建造物保全事業など

４．地場産業及び地域振興に関する事業 ・ウニ、ナマコ人口採苗及び中間育成事業など
５．観光に関する事業

・新たな観光スポット創出事業など

６．国内及び国際交流に関する事業

・都市との交流事業

７．ＮＰＯ法人支援に関する事業

・利尻町内のＮＰＯ法人支援事業

■お問合せ先
利尻町役場 まちづくり政策課企画振興係 0163−84−2345
■利尻町ホームページＵＲＬ
http://www.town.rishiri.hokkaido.jp/rishiri/1079.htm

●寄付の状況について
平成30年4月1日〜平成31年3月31日までにお寄せいただいた寄附の状況をご紹介しま
す。全国の多くの皆様からご寄附いただき心より感謝申し上げます。
寄附金活用事業

件数（件）

金額（円）

2,641

55,431,000

1

環境保全に関する事業

2

保健、医療、福祉に関する事業

733

16,592,947

3

教育、文化活動に関する事業

600

11,873,000

4

地場産業及び地域振興に関する事業

912

18,518,000

5

観光に関する事業

390

8,262,000

6

国内及び国際交流に関する事業

11

172,000

7

ＮＰＯ法人支援に関する事業

19

349,000

8

指定なし

1,580

35,639,000

6,886

146,836,947

合

計
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●運用状況について
利尻町では、「利尻町ふるさと応援寄附」でお寄せいただいた寄附金を各事業に活用さ
せていただいております。
年

度

事

業

の

種

類

事

業

名

金額（円）

環境保全に関する事業

公園維持管理事業

1,500,000

環境保全に関する事業

林業振興事業

2,500,000

保健、医療、福祉に関する事業

健康増進事業

4,504,000

保健、医療、福祉に関する事業

感染症予防対策事業

教育、文化活動に関する事業

体育施設運営事業

2,400,000

小学校校舎維持管理事業

1,700,000

漁業後継者事業

1,500,000

平成30年度 教育、文化活動に関する事業
地場産業及び地域振興に関する事業

地場産業及び地域振興に関する事業 プレミアム付商品券発行支援事業

896,000

3,500,000

地場産業及び地域振興に関する事業

雇用機会拡充事業

8,600,000

観光に関する事業

滞在型観光促進事業

2,000,000

観光に関する事業

観光協会運営費補助事業

2,500,000

稚内地方気象台
施設見学会のお知らせ
日

時

7月27日
（土）午前10時から午後3時まで

場

所

稚内地方気象台（稚内市開運2丁目2−1 稚内港湾合同庁舎）

内

容

気象台の施設見学「わっかないお天気ひろば2019」
地震や津波、気象に関する実験や解説パネルの展示を行います。
観測機器の展示や解説を行います。
気象庁マスコットキャラクター「はれるん」が来ます。

入場無料！
お問い合わせ

事前の申し込みは不要ですので、
ぜひご参加ください。

稚内地方気象台
TEL 0162ー23ー2679（午前8時30分〜午後5時15分）
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「児童手当」
「児童扶養手当」
「特別児童扶養手当」について
ご案内いたします！
児 童 手 当
●支給対象者は…中学校を卒業するまでの児童と生計を同じくする、父または母となります。
父母と別居している場合は、児童と同居している養育者に支給されます。
※所得制限があります。
※公務員は、勤務先から支給されます。
●手当額は………３歳未満の児童
月額 15,000円
３歳以上小学校修了前の児童 第１・２子
月額 10,000円
３歳以上小学校修了前の児童 第３子
月額 15,000円
中学生
月額 10,000円
特例給付（所得制限世帯）
月額 5,000円
●支給月は………原則として 年3回（6月、10月、2月）に、それぞれ前月分までが支給さ
れます。

児童扶養手当
●主な
支給対象者は…離婚等により、ひとり親家庭で生活している児童（18歳到達後の最初の3
月31日までの間にある児童、心身に障害がある場合は20歳未満）を養育し
ている父、母または養育者に支給されます。
ただし、支給を受けるためには前年の所得が一定額未満でなければならず、
その所得額により「全部支給」「一部支給」「支給停止」のいずれかに決定
されます。
※父子家庭の場合も支給対象となります。
※養育費を受けている場合は、その年額の8割相当分も所得に加算されます。
※児童が一定年齢に達すると資格は喪失しますが、父・母の再婚（内縁関
係含む）により、その配偶者に養育される場合も資格は喪失します。
（父・母が重度の障害にある場合を除く）
●手当額は………全部支給 月額 42,910円
一部支給 所得に応じて 月額 42,910円から10,120円まで10円きざみの額
※児童が2人の場合は、第2子全部支給の場合は10,140円、第3子以降は1
人につき、6,080円が加算されます。
※一部支給の場合は、所得に応じて、3,040円から10,130円までの額に
決定されます。
●支給月は………原則として4月、8月、12月にそれぞれ前月分までが支給されます。
※2019年11月から支給回数が〈4カ月分ずつ年3回〉から〈2カ月分ずつ
年6回〉になります。
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特別児童扶養手当
●主な
支給対象者は…身体や精神に障害（この制度で定める1級、2級の障害の状態）のある20
歳未満の児童を養育している父母、または養育者に支給されます。ただし、
前年の所得が一定額以上の場合は、所得制限により支給されません。（支
給停止）
●手当額は………対象児童１人に対し １級で月額 52,200円
２級で月額 34,770円
●支給月は………原則として4月、8月、12月にそれぞれ前月分までが支給されます。
◎6月は児童手当の「現況届」を提出する月です。
利尻町から児童手当を支給されている方は、提出の案内をしておりますので、期限内の
提出をお願いいたします。
◎手当を受けるためには認定請求をしなければなりません。また、支給要件についても各
家庭状況により異なります。
くわしくは、利尻町役場くらし支援課福祉係
電話 84−2345 または、IP電話 84−9019 までお問合せください。

行政相談委員が
交代されました
これまで行政相談委員として委嘱されておりました、
後藤博之氏に代わり、田尻隆志氏が平成31年４月１日
付けで総務大臣から行政相談委員に委嘱されました。

利尻町沓形字泉町

田

尻

隆

志氏

総務大臣感謝状
平成21年４月から平成31年３月までの
永きにわたる行政相談委員としての活動
に対して、総務大臣から後藤博之氏に感
謝状が贈られました。
利尻町沓形字富士見町

後
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藤

博

之氏

利尻町開基120周年 花株植栽事業
利尻町開基1

花 いっぱ
いっ い運
い 動
利尻町みどり豊かなまちづくり推進委
員会では、本年も花がいっぱいの潤いの
あるまちづくりを推進するため20回目
の「花いっぱい運動」を5月25日に実施
しました。
当日は、沓形・仙法志両地区で約420
人の参加をいただきました。
また、今年度は利尻町開基120年事業
とし、「花株配布」と「緑小公園整備」
を実施しました。花株配布につきまして
は、町民皆さまからたくさんのご応募をいただき、花がいっぱいの潤いあるまちづく
りを推進することができ、緑小公園につきましても、大火記念碑の補修をはじめ、観
光客に立ち寄っていただけるようイエロープロジェクトと共同で公園内の整備を行い
ました。
なお、本事業は稚内建設管理部利尻出張所、北辰建設コンサルタント㈱、一般財団
法人セブン イレブン記念財団からの花株等の寄贈や助成金により、11,000株を植栽
することができました。
この運動にご参加、ご協力いただいた方々に深く感謝を申し上げるとともに、今後
も当推進委員会事業に対するご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

（利尻町みどり豊かなまちづくり推進委員会）
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愛
家
や

あい

今回は、
2人のお友達
を紹介するよ！

蝦 名 ゆ あ ちゃん（3さい）
父：隆史 母：未来

歌と踊りが大好きなゆあ。
これからもたくさん覚えて
パパとママに見せてね！
！
元気いっぱいのゆあが大好きだよ！
！

【お母さんから】
ら】

ゆう せい

安 結 星 く ん（3さい）
父：健二 母：梨亜

まだまだ甘えん坊の結星。
流されやすいとこもあるけど、
ママとおとーは結星の笑顔が
大好きなのでこれからも元気で
健康に育ってください★

【お父さん・お母さんから】
】

21

街をひと歩き

5月18日 コーラス島の音定期演奏会

5月19日

競馬大会

5月19日

まちの話題にズームイン！

乗馬体験

分屯基地開庁記念行事「基地一般開放」及び
稚内空港「空の日」イベントのお知らせ
自衛隊稚内分屯基地では、分屯基地開庁第65周年記念行事（一般開放）を行います。また、
今年度は稚内空港と合同でイベントを行います。
皆さんお誘い合わせの上ご来場下さい。

開催日時及び行事内容
開催日

時

間

行 事 名

行事内容（予定）
自衛隊車両体験搭乗

分屯基地一般開放 記念撮影、装備品展示

7／28（日）

10：00〜15：00
（基準）

場

所

稚内分屯基地

稚内市恵比須5−2−1
訓練展示
ウォーターアーチ
稚内空港
稚内空港
管制塔見学
「空の日」イベント フライトシュミレーター 稚内市声問6744

※イベント内容は変更になる場合があります。また、当日 稚内空港〜稚内分屯基地間シャト
ルバスを運行します。皆さまのご利用をお待ちしています。
【お問い合わせ先】航空自衛隊 第18警戒隊 総括班 ☎0162−23−5377（内線203）
稚内空港事務所 総務課 ☎0162−27−2727
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「忘れてない？ サイフにスマホに 火の確認」

消防だより

NO.423

林野火災注意
これからの季節は、空気が乾燥し、火災の発生しやすい日が続きます。畑仕事や山菜採り
などで入林した際は、タバコなど火の取り扱いには十分に注意しましょう。

少年消防クラブ防火夜回り

火災予防運動車両パレード

4月26日に少年消防クラブ員（7名）
が参加し、防火夜回りを実施しました。
クラブ員が拍子木を叩きながら町内を巡
回して町の皆様へ火の用心を呼びかけま
した。

4月20日に春の火災予防運動に伴って
車両パレードを実施しました。消防署４
台、消防団７台の消防車両が町内を行進
し、防火意識の普及啓発を図りました。

利尻町消防団 消防演習実施！
去る5月12日（日）、利尻町消防団による
消防演習が実施されました。消防団員65名
が参加し、訓練では一斉放水、模擬火災出
動を、式典では表彰状の伝達等を行いまし
た。
また、町民の皆様にも駆けつけていただ
き、晴天の中、消防演習を無事行うことが
できました。

出動件数
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火災0件

救急40件（令和元年5月16日現在）

ぴいぷる
（戸籍の動き）2019年5月15日現在

● ご厚情に

はじめまして！ ベイビー

感謝申し上げます ●

み さき

5月2日

中 辻 美 咲ちゃん

新湊〔中辻 清貴・桃華〕

【利尻町社会福祉協議会】

つむ ぎ

5月7日

長谷川紡希くん

緑町〔長谷川真也・愛里〕

はっぴぃ・うぇでぃんぐ
はっぴぃ・うぇでぃん
は
ぴぃ・うぇで
ぴ
う で ん
んぐ
ぐ
4月24日 （仙）本町

齋藤
今井

この
この度、次の方々から愛情銀行に金一封
の
及び物品が預託されましたので、紙上を
及び
び
借りてお礼申し上げます。
借
り

●仙法志字本町 石垣純一 様から、
●仙

拓哉 さん
衿花 さん

妻 石垣哲子 様の香典返しを廃して
●仙
仙
●仙法志字元村
上木京子 様から、

くやみも
くやみも
もうしあげま
しあげます
あげます
げます
す
3月29日

元

夫 上木邦夫 様の香典返しを廃して
●札
札
●札幌市南区藤野
清野昭一 様から、

村

上 木 邦 夫 さん（70歳）

4 月 3 日 （仙）本町

石 垣 哲 子 さん（71歳）

義母 成田貞子 様の香典返しを廃して

4月7日

日出町

澤 谷 ナ ミ さん（93歳）

●利尻富士町鴛泊 神成隆雄 様から、

4月16日

政 泊 成 田 貞 子 さん（94歳）

妻 神成直子 様の香典返しを廃して

●よ

せ ら れ た 善 意●

【指定寄附】
◆利尻町仙法志字元村
上 木 京 子 様より
一金 100,000円（児童福祉資金）

ご厚志に対し
厚くお礼申し上げます

発行：利尻町役場 編集：まちづくり政策課企画振興係 印刷：㈱国境
TEL 0163−84−2345
FAX 0163−84−3553
この広報紙は道産間伐
材を使用しています。

【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。）

2,020人

世帯数 1,066世帯

男 990人

女 1,030人 （令和元年5月15日現在）
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