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 議員各位におかれましては、去る 6 月 27 日に執行され

ました議会議員選挙におきまして、町民皆様からの力強いご

支持と大きな期待を担われ、めでたくご当選されましたこと

を心からお祝い申し上げます。 

本日、ここに、令和 3 年第 4 回礼文町議会臨時会を開催

するにあたり、今後四年間の私の町政に対する所信を申し述

べ、議員各位並びに町民皆様のご理解とご協力を賜りたいと

思います。 私は、この度の任期満了に伴う礼文町長選挙に

おきまして、町民の皆様のご支持を賜り、本町初の五期連続

無投票当選の栄に浴することができました。 心から光栄に

思っていると同時に、今まで以上に責任の重大さを感じてい

るところでございます。 町民の皆様からお寄せいただいた

信頼と期待をしっかりと受け止め、その責任の重さを力とし

て、礼文町のたゆまない発展のため、誠心誠意、その職務に

全力で務める決意であります。 

まず、本町の重要課題は人口減少対策であり、若者定住に

つなげる産業の振興とすべての人が健康で安心して暮らせ

るまちづくりにあると考えています。 
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また、長期に及んでいるコロナ禍への対策も喫緊の課題と

なっていますので、感染防止対策と経済の立て直しを同時に

進めていかなければなりません。 そのためには、議員皆様

方のご意見を町民皆様のお声として町政に反映させていた

だき、議会と行政が両輪のごとく、「元気な礼文づくり」に

向かって力強く前進することが大事でありますので、議員各

位のご指導をいただきながら私も全力を傾けてまいります。

何卒、格別なるご支援ご鞭撻をいただけますよう切にお願い

申し上げます。 

 

さて、これまでの 16年は、若い人たちが安心できる礼文

島にしたいという目的に向かって、種をまき、芽を育み、元

気な礼文づくりの実現に向けて挑戦し続けてきた 16 年で

あり、私の思いは、「地域で稼ぎ、誰もが健康で活躍する元

気な礼文町をつくる」ことであり、「島の絆～地域の結びつ

きと支えあいによる島の更なる発展をめざす」ことでありま

す。 まずは、地方創生総合戦略を町民皆さんと共有しなが

ら、必要とされることには優先して取組み、島の未来は自ら
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切り拓くと云う強い意志と熱いふるさとへの思い、そして、

先人が切り開いてこられた気概を持ち、たくさんのご縁を大

切にして、課題解決のために果敢に挑戦してまいります。 

その上で、私が考える今後のまちづくりの考え方を申し上

げます。 

一、 誰もが健康で安心して暮らせるまち、 

生涯活躍できるまちづくり… 

町民の皆様が豊かに、安心して暮らすことができるために

は、町民皆様の「健康寿命」を伸ばしていくことが必要です。 

人生 100 年時代を迎えるにあたっては、元気で自分らしく

長生きすることが重要で、食べるものを美味しく感じること、

自分の意思で行きたいところへ行けることなどは、生きるこ

との大きな喜びだと思います。 誰であっても、豊かな暮ら

しの根源は、「健康」であり、より重要なのが、いつでも自

分が思い描くことができるようになる「健康寿命」の維持増

進であると思います。 その基本となるかけがえのない「い

のち」と「健康」の大切さと同時に、人と人、人と地域の「絆」

を強めてまいります。  
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外出機会を増加させることにより賑わいと健康増進につ

なげ、生活支援体制の整備、認知症施策、在宅医療・介護連

携の充実を図り、地域包括ケアシステムの更なる推進を図っ

て、高齢者の健康を支えます。  

また、近年の医療の進展に伴い、がんは「不治の病」から

「治る病気」へと変化してきており、予防による早期発見・

早期治療によって多くの町民皆さんの命を救うことができ

るようになってきましたが、今なお一度もがん検診等を受け

ていない方がおられるようでありますので、国のがん対策基

本法や北海道のがん対策基本条例の趣旨を踏まえ、がんに対

する普及啓発を深め、検診率を向上させるなど、町民皆様が

「がん」で家族を亡くして、悲しむことがないよう、予防対

策に努め、誰もが、家庭で、地域で、職場で、それぞれの能

力を発揮して健康で生きがいを感じる社会を実現して「生涯

活躍できるまち」をめざします。 

 

また、近年、全国各地で大規模な自然災害が発生し、被災

地に甚大な被害をもたらしています。  
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本町においても「50年に１度」と云われる豪雨災害が頻

発するようになっています。 周りを海に囲まれた離島で、

「安心して暮らせるまち」の実現のため、いつ発生するかわ

からない災害に備え、人命を守ることを最優先にして、今後

も地域に「防災避難センター」や冬季でも高台に避難できる

「シェルター型避難階段」等を計画的に整備して町民皆様を

災害から守ってまいります。 

 

 

二、子育て・教育環境の充実と移住定住を促進するまちづく

り… 

二つ目が、未来を担う子供たちを育み、礼文高校の魅力化

等を進める「子育て環境・教育環境の充実」と「移住定住を

促進するまちづくり」であります。 

わが国が抱える「人口減少」と「少子化・高齢化」、また、

「大都市への人口一極集中」と「地方の過疎化」は、国の将

来にとって深刻な問題として、かってない危機感をもって地

方創生の取り組みが全国的に展開されています。  
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本町の人口も半世紀以上にわたって減少の一途にあり、歴

代さまざまな施策を講じてまいりましたが、依然として厳し

い人口減の状況が続いています。 地方創生の最大のテーマ

は、人口減少の克服であり、中でも、定住促進及び少子化対

策で大切なことは、第一に「働く場所の確保」、第二に「子

育て環境の充実」、第三が「住宅環境の整備」など総合的な

まちづくり、魅力的なまちづくりを進めてまいります。  

「子育て環境の充実」については、家庭、学校、地域が一

体となった子育てネットワークをつくり、妊娠期から子育て

までの多岐にわたるニーズを総合的に支援する拠点「子育て

支援包括支援センター(仮称)」の設置や、もっと「子どもの

遊び場」等を整備し、「さらに子育てがしやすく、住みやす

いまち」をめざしてまいります。 

 

さらに、「教育」は礼文町の存亡にかかわる重要な課題で

あり、加速する人口減少を如何に食い止めるかに「礼文町」

の未来がかかっているといっても過言ではないほど、子育て

世代にとって「教育環境の充実」は重要と考えています。  
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「まちづくり」は「人づくり」であり、礼文町の将来を担

うあらゆる分野の人づくり、人材育成がわが町の喫緊の課題

で、今年 3 月に改正された新しい過疎法「過疎地域の持続

的発展の支援に関する特別措置法」でも、過疎地域の価値を

持続しさらに発展させるのは、そこに住む人であり、故に「人

材育成」が最も大事な課題と記されています。 「人材育成」

は”まち”の宝である子供たちの教育にも通じるものがあり、

次の世代のリーダーとなるべく人材を育成するため「礼文町

島おこし基金」等を活用し、安定的な財源のもと、５年～10

年先を見据えて、これからの礼文町を背負っていく若い人た

ちに研修の機会を持っていただいて、自分の目で見て耳で聞

いて肌で感じてもらい、五感を通して学ぶことで礼文町の発

展のために、自ら考え行動し実践していただく人材の育成を

図ってまいります。 特に、礼文高校の海外留学事業は来年

10周年を迎えますし、礼文高校に島外からの生徒を受け入

れる「最北れぶん留学」も 2年目となりましたので、さらに

推進したいと考えています。 また、「礼文検定」と「礼文

学」の実践を通して町の未来を担う子どもたちを育てるとい



8 
 

う「礼文型の保育所から小、中、高連携教育」についても、

さらに進めて、「教育環境の整備」に努めます。  

  

次に、移住定住対策には「住宅環境の整備」も重要な取組

みです。 人口が減少し、賑わいがなくなれば、まちの元気

が失われていきます。 人口減少時代における今こそ、わが

町の魅力をもっと発信し、人口の定着化を進めることが必要

です。 すでに「子育て世代マイホーム新築助成制度」や「持

ち家住宅支援助成制度」、「住宅リフォーム支援助成制度」、

「土砂災害特別警戒地域」への新築や改修への支援など、他

の町村にはない「住宅建設」への手厚い支援を行ってきまし

たが、今、これら住宅建設に対する補助制度の改善をしなけ

ればならない時期になってきたと感じており、これらをもっ

と大胆な制度に変えていくことが必要と考えています。  

また、「民間賃貸住宅建設への補助制度」についても、補

助金の引き上げや補助要件の緩和、さらに固定資産税の免除

期間の設定や軽減等を検討するなどの改善を加え、早急に

「住宅環境の改善整備」を図ってまいります。 
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さらに、今、新型コロナのまん延等もあり、新しい生活や

仕事の様式が求められる中で地方が見直されていますので、

「移住体験住宅」や「ふるさと応援体験道場」等を活用した

「移住対策」を進める必要があると考えています。 

都会での「密」を避け、地方での仕事や生活を求める「ふ

るさと回帰」の動きをチャンスととらえ、「関係人口」や「応

援人口」の創出に向け、「地域おこし協力隊」の活用と、今

年整備する「移住定住人材交流拠点施設」を活用して、「空

き家バンク制度」等により、礼文島に移住を考えている方へ

の住宅情報とともに仕事の情報等、島のあらゆる情報を提供

できるしくみづくりと不足する働き手や技術者等の確保を

行うとともに、「お試し暮らし体験」などの「移住体験事業」

と連携し、テレワーク等の ICT を活用したコワーキングス

ペースやシェアオフィスを「礼文町チャレンジオフィス(仮

称)」として、ワーケーション等への対応を進めるなど、島で

の生活を魅力あふれるものとすることで、移住にも魅力ある

環境づくりをするため、未来に元気のタネをまいていきたい

と考えております。 
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三、最後は「新たな元気を創る」まちづくり・・・ 

三つ目は、「新たな元気を創る」まちづくりであります。 

礼文島には三つの宝物があり、「和食を支える高品質の北

の海の幸(海の宝)」「可憐で希少な高山植物(山の宝)」「学術

価値が高い 古
いにしえ

からの貴重な埋蔵文化財(地の宝)」です。 

第一の「海の宝」は、漁業であり、「地域で稼ぐエンジン」

として、生産基盤の整備と保全、担い手の確保に努め、漁業

振興を図らなければなりません。 本町の基幹産業である漁

業の生活基盤、環境を安定させなければ、若い漁業者の皆さ

んが安心して漁業に就くことはできませんので、これからも

「生活支援」「住宅支援」「技術支援」の所謂「漁業支援三本

の矢」をさらに充実発展させて、若い漁業後継者を増やし、

島の漁業基盤を力強いものにしてまいります。 また、今、

漁業を取り巻く情勢は大きく変化しており、新たな資源管理

に伴う漁業者の経営安定対策が必要になる厳しい状況にな

っていますので、「礼𩸽」のような礼文島のブランド品とし

て付加価値を高めるなど関係機関と連携して経営安定対策、

付加価値向上対策に努めます。 
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 また、まちが活性化し、活力あるまちへと発展するために

は水産加工と商店商業の振興も必要です。 島の経済を活性

化させるため、有人国境離島法や離島振興法による新規創業

や事業継承、拡大への支援を行い「稼ぐ地域づくり」を推進

してまいります。 

 さらに、いま、「ふるさと納税」により本町でも全国から

3 億円近いご寄付をいただいております。 この 3 割が返

礼品として町内の水産加工の人たちから返礼品をお送りし

ていますので、毎年 9 千万円くらいのお金が町内の水産加

工の人たちに還元されていますので、もっと力を注いでいく

べき分野だと思っています。 「ふるさと納税」が増えれば、

この返礼品も増え、町内加工業者の皆さんへの収入を増やす

ことができると考えていますので、町内の水産加工の皆さん

には、積極的に良い返礼品の新規開拓を行っていただき、外

貨を稼いでいただきたいと思っています。  

 

 次はふたつ目の宝「山の宝」、所謂可憐で希少な高山植物

などの自然保護と観光の振興であります。  
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利尻礼文サロベツ国立公園の中心的な位置を占める礼文

島の観光は、希少な高山植物をはじめ自然環境の保護と観光

への活用という極めて難しい対応が求められ、高山植物が咲

く花園と人々の生活の場が隣り合っている礼文島では、地球

温暖化の影響を大きく受けやすいため、これからは、地球温

暖化を解消または軽減して持続可能な自然を守る「カーボン

ニュートラル」など SDGs の取組みにも挑戦しなければな

りませんし、そのことが、礼文島を他の観光地とは一味違っ

た礼文島観光をつくり上げることになると考えています。 

さらに、コロナ禍の中で、観光振興は難しい局面を迎えて

いますが、だからこそ、稚内北宗谷利尻と手を携えながら、

民間の人たちの力もいただいて「地域連携 DMO」を設立し、

着地型観光プロモーションを実施するなど、北海道のてっぺ

ん、日本のてっぺんにたくさんのお客様をお迎えしたいと思

っています。 また、コロナ禍の今、わが町においては秋冬

の観光は極めて厳しい取組みになりますが、観光客の皆さん

をお迎えするために力を注いでまいります。 また、「北の

カナリアパーク」も毎年多くの皆さんにご利用いただけるエ
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リアになりました。 ここを、もっとゆったりとときを過ご

せるように整備し、このエリアをトレッキングコースと結ぶ

一大観光エリアにするとともに、トレッキングコースも利用

度の高い一般的なコースから技術度の高いものまで段階的

に管理されているコースづくりを行ない、礼文島でなければ

体験できない「オンリーワン」を備えた滞在体験型観光を推

進して、観光客で賑わう礼文島を復活させてまいります。 

 

三つ目の宝は「地の宝」であり、礼文島のいたるところに

「学術価値が高い 古
いにしえ

からの貴重な埋蔵文化財」があります。 

日本が誇る縄文遺跡として、国の重要文化財に指定された

「船泊遺跡」、古代オホーツク文化発祥の地「香深井Ⅰ遺跡」、

世界が注目する 4000年の歴史を刻む「浜中2遺跡」など、

縄文時代からアイヌ文化期までを語る遺跡遺物が発掘され

ています。 特に、礼文島の冷涼な気候により、良好な保存

状態であることから、その豊富な情報量で、わが国はもとよ

り世界的にも、考古学において極めて重要な位置を占め、日

本人の起源を探る大きな成果に結びついています。 
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これら貴重な遺跡遺物は、観光への活用はもちろん、児童

生徒学生はじめ研究者にとっても「学びの島」として大きな

夢や役割を有していることから、今後、「ミュージアム」や

「見せる埋蔵文化財」など様々な活用を通して、新しい礼文

島の「学びの島」の魅力を世界に発信してまいります。 

いづれにしても、礼文島の中で付加価値を向上させるしく

み、「稼いで投資し続け、継続的に稼げるしくみ」の好循環

をつくるために努力を続けてまいります。  

 

これにもうひとつ、私は「新たな元気を創りたい」と考え

ています。その取組みが「休止中の礼文空港を早期に再開」

させることであります。 高速交通網を整備することにより、

人の流れや物流が活発になり、交通網を活かした離島経済の

活性化やまちの賑わいを創出して、さらに新しい元気を創り

出すことができると考えています。 すでに北海道と「礼文

空港のあり方検討会」で協議を続けておりますが、さらに町

を挙げて取り組んでいきたいと考えていますので、ご理解と

ご支援をお願い申し上げます。 
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おわりに・・・ 

私は、真面目に務める姿は、人を動かす力があると思って

います。  

行政が誠実かつ熱意をもって日々の仕事に取組むことに

よって、町民皆様から信頼をいただき、ともに、町づくりを

進める大きな力になると思うからであります。  

次の 4 年間の町づくりの目標を「地域で稼ぎ、誰もが健

康で活躍する元気な礼文町 ～島の絆～地域の結びつきと

支えあいによる島のさらなる発展をめざして!～」とし、地方

創生がめざす「地域経済の活性化」や「人口減少への挑戦」

を主とした施策を進めたいと考えております。  

「大事
だ い じ

をなさんと欲
ほっ

せば、小
ちいさ

なる事を怠
おこた

らず勤
つとむ

むべし、 

小積もりて大となる」 かの二宮尊徳翁
おう

の言葉であります。 

どんなに大きな偉業も、一つ一つの小さいことの積み重ね

によって成し遂げられるということを説いた言葉でありま

す。 私も、官民共同でつくり上げた「第 2 期礼文町まち・

ひと・しごと創生総合戦略」をひとつひとつ着実に進めてま

いります。 
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そして、これを「次世代につなぐ新たなステージ」として、

これからも、町民の皆様に寄り添う「人の和」「絆」が広が

る「魅力あふれた元気な礼文づくり」を進め、役場を町民皆

様の役に立つ場と思っていただける「愛される役場」になれ

るよう職員一丸となって努めてまいります。 

その先頭に立って誠心誠意礼文町の振興発展に全力を尽

くしてまいりますので、冒頭に申し上げましたように、議員

皆様方のご意見を町民皆様のお声として町政に反映させて

いただきますよう、さらなるご理解とご支援を心からお願い

申し上げ、私の所信表明とさせていただきます。 


