
根根根根    室室室室    市市市市    のののの    ああああ    ゆゆゆゆ    みみみみ    
    

    根室根室根室根室のののの開拓開拓開拓開拓はははは元禄年間元禄年間元禄年間元禄年間にににに始始始始まりまりまりまり、、、、明治明治明治明治２２２２年年年年にににに開拓使松本判官開拓使松本判官開拓使松本判官開拓使松本判官がががが属僚属僚属僚属僚１３０１３０１３０１３０    

人人人人をををを連連連連れれれれ来往来往来往来往しししし、、、、根室市根室市根室市根室市のののの基礎基礎基礎基礎をををを築築築築きましたきましたきましたきました。。。。    

    明治明治明治明治１３１３１３１３年年年年にににに郡役所郡役所郡役所郡役所とととと戸長役場戸長役場戸長役場戸長役場がががが置置置置かれかれかれかれ、、、、更更更更にににに同同同同１５１５１５１５年年年年にはにはにはには北海道三県北海道三県北海道三県北海道三県のののの    

一一一一つとしてつとしてつとしてつとして根室県庁根室県庁根室県庁根室県庁がががが設置設置設置設置されされされされ、、、、根室根室根室根室のののの開拓開拓開拓開拓がががが進進進進みましたみましたみましたみました。。。。蟹蟹蟹蟹、、、、昆布昆布昆布昆布、、、、鮭鮭鮭鮭なななな

どのどのどのどの北方領土近海北方領土近海北方領土近海北方領土近海のののの豊豊豊豊かなかなかなかな資源資源資源資源にににに恵恵恵恵まれまれまれまれ、、、、水産業水産業水産業水産業をををを中心中心中心中心にににに発展発展発展発展しししし、、、、同同同同３３３３３３３３年年年年

にはにはにはには人口人口人口人口１４１４１４１４，，，，００００００００００００人余人余人余人余りをりをりをりを数数数数ええええ、、、、道東一道東一道東一道東一のののの活況活況活況活況をををを見見見見せましたせましたせましたせました。。。。    

    昭和昭和昭和昭和２０２０２０２０年年年年のののの戦災戦災戦災戦災によりマチのによりマチのによりマチのによりマチの大半大半大半大半をををを焼失焼失焼失焼失しししし、、、、更更更更にににに北方領土北方領土北方領土北方領土をソをソをソをソ連邦連邦連邦連邦にににに不不不不

法占領法占領法占領法占領されたためされたためされたためされたため人口人口人口人口はははは減少減少減少減少しししし、、、、産産産産業業業業、、、、経済経済経済経済のののの復興復興復興復興もももも一時一時一時一時はははは危危危危ぶまれましたぶまれましたぶまれましたぶまれました

がががが北洋漁業北洋漁業北洋漁業北洋漁業をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした水産業水産業水産業水産業でででで立立立立ちちちち直直直直りりりり、、、、我我我我がががが国有数国有数国有数国有数のののの水産都市水産都市水産都市水産都市としてとしてとしてとして発発発発    

    展展展展してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。    

    昭和昭和昭和昭和３２３２３２３２年年年年、、、、根室町根室町根室町根室町とととと和田村和田村和田村和田村がががが合併合併合併合併してしてしてして根室市根室市根室市根室市がががが誕生誕生誕生誕生、、、、更更更更にににに同同同同３４３４３４３４年年年年にににに歯歯歯歯    

舞村舞村舞村舞村をををを編入編入編入編入、、、、同同同同４２４２４２４２年年年年にはにはにはには人口人口人口人口４９４９４９４９，，，，００００００００００００人人人人をををを超超超超えましたがえましたがえましたがえましたが、、、、同同同同５２５２５２５２年年年年のののの    

経済専管水域経済専管水域経済専管水域経済専管水域２００２００２００２００カイリカイリカイリカイリ施行施行施行施行さらにさらにさらにさらに平成平成平成平成４４４４年年年年からはからはからはからは公海公海公海公海でのでのでのでの鮭鮭鮭鮭・・・・鱒沖取鱒沖取鱒沖取鱒沖取りりりり

禁止禁止禁止禁止などによりなどによりなどによりなどにより、、、、漁獲高漁獲高漁獲高漁獲高がががが減少減少減少減少しししし厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況にににに置置置置かれていますかれていますかれていますかれています。。。。    

    新新新新しいしいしいしい海洋時代海洋時代海洋時代海洋時代にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、沿岸漁業資源沿岸漁業資源沿岸漁業資源沿岸漁業資源のののの増養殖及増養殖及増養殖及増養殖及びびびび水産資源水産資源水産資源水産資源のののの高高高高    

次加工次加工次加工次加工などのなどのなどのなどの振興策振興策振興策振興策をををを積極的積極的積極的積極的にににに行行行行っていますっていますっていますっています。。。。またまたまたまた、、、、北方領土返還要求運動北方領土返還要求運動北方領土返還要求運動北方領土返還要求運動    

のののの原点原点原点原点のののの地地地地としてとしてとしてとして、、、、北方領土返還実現北方領土返還実現北方領土返還実現北方領土返還実現によるによるによるによる日日日日ロロロロ両国両国両国両国のののの平和条約平和条約平和条約平和条約がががが、、、、早期早期早期早期にににに    

締結締結締結締結されるようされるようされるようされるよう全国民全国民全国民全国民のののの先頭先頭先頭先頭にににに立立立立ってってってって返還運動返還運動返還運動返還運動をををを展開展開展開展開していますしていますしていますしています。。。。    
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・ 松前藩松前藩松前藩松前藩、、、、蝦夷島蝦夷島蝦夷島蝦夷島をををを探検探検探検探検。。。。国後国後国後国後、、、、択捉択捉択捉択捉やややや北方北方北方北方

のののの島島島島々々々々のののの地図地図地図地図ができるができるができるができる。。。。    

・ 松前藩松前藩松前藩松前藩がががが自藩領地図自藩領地図自藩領地図自藩領地図をををを幕府幕府幕府幕府にににに献上献上献上献上、、、、そのそのそのその中中中中    

にににに郷調郷調郷調郷調（（（（くるむせくるむせくるむせくるむせ））））としてとしてとしてとして 39393939 のののの島島島島々々々々がががが描描描描    

かれているかれているかれているかれている。。。。    

・ 珸瑤瑁海峡珸瑤瑁海峡珸瑤瑁海峡珸瑤瑁海峡のののの航路航路航路航路をををを開開開開きききき、、、、根室根室根室根室にににに運上屋運上屋運上屋運上屋をををを    

置置置置くくくく。。。。    

・ 松前藩松前藩松前藩松前藩がががが国後場所国後場所国後場所国後場所をををを開開開開きききき、、、、択捉択捉択捉択捉、、、、得撫得撫得撫得撫までまでまでまで

のののの交易場所交易場所交易場所交易場所とするとするとするとする。。。。    

・・・・穂香穂香穂香穂香、、、、幌茂尻幌茂尻幌茂尻幌茂尻のののの二部落二部落二部落二部落にににに本番屋本番屋本番屋本番屋がががが置置置置かれるかれるかれるかれる。。。。

・ 露帝露帝露帝露帝エカテリーナエカテリーナエカテリーナエカテリーナ二世二世二世二世、、、、近衛中尉近衛中尉近衛中尉近衛中尉、、、、ラクスラクスラクスラクス

マンをマンをマンをマンを通商通商通商通商のためのためのためのため根室根室根室根室にににに派遣派遣派遣派遣。。。。    

・ 近藤重蔵近藤重蔵近藤重蔵近藤重蔵、、、、択捉択捉択捉択捉にににに渡渡渡渡りりりり「「「「大日本恵登呂府大日本恵登呂府大日本恵登呂府大日本恵登呂府」」」」

のののの標柱標柱標柱標柱をををを建建建建てるてるてるてる。。。。    

・ 幕府幕府幕府幕府のののの属地属地属地属地となりとなりとなりとなり奉行庁舎奉行庁舎奉行庁舎奉行庁舎をををを根室根室根室根室にににに置置置置くくくく。。。。    

そのそのそのその後後後後はははは松前藩松前藩松前藩松前藩、、、、仙台藩仙台藩仙台藩仙台藩のののの所轄所轄所轄所轄となるとなるとなるとなる。。。。    

・ 日露通好条約日露通好条約日露通好条約日露通好条約をををを結結結結ぶぶぶぶ。。。。国境国境国境国境をををを択捉島択捉島択捉島択捉島とととと得撫得撫得撫得撫    

島島島島のののの間間間間としとしとしとし、、、、択捉以南択捉以南択捉以南択捉以南をををを日本領日本領日本領日本領とととと確認確認確認確認。。。。樺樺樺樺

太太太太はこれまではこれまではこれまではこれまで通通通通りりりり境界境界境界境界をををを設設設設けないけないけないけない。。。。    

・・・・東京府東京府東京府東京府のののの属地属地属地属地となるとなるとなるとなる。。。。    

・・・・箱根村箱根村箱根村箱根村のののの管轄管轄管轄管轄となるとなるとなるとなる。（。（。（。（和田地区和田地区和田地区和田地区））））    

・ 開拓使開拓使開拓使開拓使のののの開設開設開設開設によりそのによりそのによりそのによりその所轄所轄所轄所轄となりとなりとなりとなり、、、、９９９９月月月月    

開拓使松本判官開拓使松本判官開拓使松本判官開拓使松本判官がががが属僚属僚属僚属僚とともにとともにとともにとともに移住民移住民移住民移住民130130130130

人人人人をををを率率率率いていていていて来住来住来住来住しししし、、、、開拓使役所開拓使役所開拓使役所開拓使役所をををを根室根室根室根室にににに置置置置

くくくく。。。。    

・・・・根室開拓使役所根室開拓使役所根室開拓使役所根室開拓使役所のののの管下管下管下管下となるとなるとなるとなる。（。（。（。（和田地区和田地区和田地区和田地区））））

・ 根根根根室国室国室国室国をををを置置置置きききき郡郡郡郡をををを分分分分けけけけ、、、、今今今今のののの歯舞地区歯舞地区歯舞地区歯舞地区をををを花花花花    

咲郡咲郡咲郡咲郡とするとするとするとする。。。。    

・ 北米航路測量北米航路測量北米航路測量北米航路測量のののの際際際際にににに標木標木標木標木をををを建立建立建立建立。（。（。（。（納沙布納沙布納沙布納沙布

灯台灯台灯台灯台のののの起源起源起源起源））））    

・ 根室郡役所根室郡役所根室郡役所根室郡役所をををを根室支庁根室支庁根室支庁根室支庁とととと改改改改めめめめ、、、、管内要所管内要所管内要所管内要所にににに

出張所出張所出張所出張所をををを置置置置くくくく。。。。    

・ 官立根室病院創設官立根室病院創設官立根室病院創設官立根室病院創設。。。。    

・ 花咲郡花咲郡花咲郡花咲郡をををを四村四村四村四村にににに分分分分けけけけ、、、、花咲花咲花咲花咲、、、、友知友知友知友知、、、、沖根婦沖根婦沖根婦沖根婦、、、、    

珸瑤瑁珸瑤瑁珸瑤瑁珸瑤瑁とするとするとするとする。（。（。（。（歯舞地区歯舞地区歯舞地区歯舞地区））））    

・・・・弁天島灯台点灯弁天島灯台点灯弁天島灯台点灯弁天島灯台点灯。。。。    

・・・・納沙布灯台点灯納沙布灯台点灯納沙布灯台点灯納沙布灯台点灯。。。。    

・ 根室町区画完成根室町区画完成根室町区画完成根室町区画完成、、、、町名町名町名町名をををを定定定定めるめるめるめる。。。。郵便局開郵便局開郵便局開郵便局開    

設設設設。。。。邏卒屯所創設邏卒屯所創設邏卒屯所創設邏卒屯所創設されるされるされるされる。。。。花咲郡花咲郡花咲郡花咲郡のののの中中中中にににに沖沖沖沖

根辺根辺根辺根辺、、、、歯舞歯舞歯舞歯舞、、、、婦羅理婦羅理婦羅理婦羅理のののの三村三村三村三村をををを追加追加追加追加。。。。    

・ 松松松松ヶヶヶヶ枝町枝町枝町枝町１１１１丁目丁目丁目丁目にににに根室測量所根室測量所根室測量所根室測量所（（（（測候所測候所測候所測候所））））をををを

創設創設創設創設しししし気象観測気象観測気象観測気象観測をををを開始開始開始開始。。。。    

・・・・各出張所各出張所各出張所各出張所をををを廃廃廃廃しししし、、、、郡役所郡役所郡役所郡役所、、、、戸長役場戸長役場戸長役場戸長役場をををを置置置置くくくく。。。。    

・・・・落石落石落石落石、、、、昆布盛昆布盛昆布盛昆布盛のののの二村二村二村二村をををを花咲郡花咲郡花咲郡花咲郡にににに編入編入編入編入したがしたがしたがしたが、、、、

    行政区画行政区画行政区画行政区画のためのためのためのため現在現在現在現在のののの和田地区和田地区和田地区和田地区にににに編入編入編入編入。。。。    

    花咲村以下花咲村以下花咲村以下花咲村以下７７７７ヵヵヵヵ村村村村がががが根室支庁直轄根室支庁直轄根室支庁直轄根室支庁直轄となるとなるとなるとなる。。。。    

    （（（（歯舞地区歯舞地区歯舞地区歯舞地区））））    

・ 開拓使役所開拓使役所開拓使役所開拓使役所をををを廃廃廃廃しししし根室県根室県根室県根室県をををを置置置置くくくく。（。（。（。（札幌札幌札幌札幌、、、、    

函館函館函館函館とともにとともにとともにとともに北海道三県分立時代北海道三県分立時代北海道三県分立時代北海道三県分立時代））））    

・ 根室屯田兵仮事務所根室屯田兵仮事務所根室屯田兵仮事務所根室屯田兵仮事務所をををを根室県庁内根室県庁内根室県庁内根室県庁内にににに設設設設けけけけ、、、、    

屯田兵移住地屯田兵移住地屯田兵移住地屯田兵移住地としてとしてとしてとして本隊本部本隊本部本隊本部本隊本部をををを置置置置くくくく。。。。    （（（（和和和和    

田地区田地区田地区田地区））））    

・・・・廃県置庁廃県置庁廃県置庁廃県置庁とともにとともにとともにとともに根室支庁根室支庁根室支庁根室支庁となるとなるとなるとなる。。。。    

・ 屯田兵屯田兵屯田兵屯田兵 440440440440 戸入地戸入地戸入地戸入地、、、、和田村和田村和田村和田村をををを建設建設建設建設。。。。落石村落石村落石村落石村、、、、

昆布村昆布村昆布村昆布村をををを管轄管轄管轄管轄としてとしてとしてとして和田村和田村和田村和田村ほかほかほかほか二二二二ヵヵヵヵ所戸所戸所戸所戸

長役場長役場長役場長役場をををを設設設設けけけけ事務開始事務開始事務開始事務開始。（。（。（。（和田地区和田地区和田地区和田地区））））    

・ 支庁支庁支庁支庁をををを廃廃廃廃しししし、、、、根室根室根室根室ほかほかほかほか９９９９郡役所郡役所郡役所郡役所をををを置置置置くくくく。。。。根根根根

室港波止場築設室港波止場築設室港波止場築設室港波止場築設、、、、花咲港花咲港花咲港花咲港検潮所創立検潮所創立検潮所創立検潮所創立。。。。    

・・・・落石灯台点灯落石灯台点灯落石灯台点灯落石灯台点灯。。。。    

・・・・花咲灯台点灯花咲灯台点灯花咲灯台点灯花咲灯台点灯。。。。    

・ 官制官制官制官制のののの改正改正改正改正によりによりによりにより根室根室根室根室ほかほかほかほか９９９９郡役所郡役所郡役所郡役所をををを廃廃廃廃    

    しししし、、、、根室支庁根室支庁根室支庁根室支庁をををを置置置置くくくく。。。。税務署開設税務署開設税務署開設税務署開設。。。。    

・・・・一級町村制一級町村制一級町村制一級町村制がががが施行施行施行施行されされされされ根室町根室町根室町根室町となるとなるとなるとなる。。。。    

・・・・穂香村穂香村穂香村穂香村、、、、厚別村厚別村厚別村厚別村、、、、幌茂尻村幌茂尻村幌茂尻村幌茂尻村をををを入入入入れれれれ和田村和田村和田村和田村ほほほほ    

    かかかか５５５５ヵヵヵヵ村戸長役場村戸長役場村戸長役場村戸長役場とととと改改改改めるめるめるめる。（。（。（。（和田地区和田地区和田地区和田地区））））    

・・・・初初初初めてめてめてめて戸長役場戸長役場戸長役場戸長役場をををを友知村友知村友知村友知村にににに置置置置きききき、、、、花咲村花咲村花咲村花咲村をををを    

    分離分離分離分離してしてしてして友知以下友知以下友知以下友知以下６６６６ヵヵヵヵ村村村村をををを区域区域区域区域とするとするとするとする。。。。    

    （（（（歯舞地区歯舞地区歯舞地区歯舞地区））））        
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                    5555 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

・・・・戸長役場歯戸長役場歯戸長役場歯戸長役場歯舞村舞村舞村舞村にににに移転移転移転移転しししし、、、、歯舞村歯舞村歯舞村歯舞村ほかほかほかほか５５５５    

    ヵヵヵヵ村戸長村戸長村戸長村戸長とするとするとするとする。（。（。（。（歯舞地区歯舞地区歯舞地区歯舞地区））））    

・ 二級町村制二級町村制二級町村制二級町村制がががが施行施行施行施行されされされされ、、、、従来従来従来従来のののの村名村名村名村名をををを大大大大    

字村名字村名字村名字村名としてとしてとしてとして和田村和田村和田村和田村とするとするとするとする。。。。同日同日同日同日、、、、大字大字大字大字    

和田村和田村和田村和田村のののの基本財産基本財産基本財産基本財産をををを兵村関係上兵村関係上兵村関係上兵村関係上、、、、東和田東和田東和田東和田    

西和田西和田西和田西和田のののの特有部落財産制特有部落財産制特有部落財産制特有部落財産制をををを設設設設けるけるけるける。。。。    

                                                （（（（和田地区和田地区和田地区和田地区））））    

・・・・根室町役場庁舎新築落成根室町役場庁舎新築落成根室町役場庁舎新築落成根室町役場庁舎新築落成。。。。    

・・・・落石無線電信局送信所開設落石無線電信局送信所開設落石無線電信局送信所開設落石無線電信局送信所開設。。。。    

・ 歯舞局電信事務開設歯舞局電信事務開設歯舞局電信事務開設歯舞局電信事務開設。。。。歯舞村歯舞村歯舞村歯舞村にににに駅逓所設駅逓所設駅逓所設駅逓所設

置置置置。（。（。（。（当時唯一当時唯一当時唯一当時唯一のののの交通機関交通機関交通機関交通機関））））    

・ 根室港開港場根室港開港場根室港開港場根室港開港場にににに指定指定指定指定。。。。    

・ 根室漁業組合設立根室漁業組合設立根室漁業組合設立根室漁業組合設立。。。。    

・・・・二級町村制二級町村制二級町村制二級町村制がががが施行施行施行施行されされされされ、、、、歯舞村歯舞村歯舞村歯舞村、、、、友知村友知村友知村友知村、、、、    

    沖根婦村沖根婦村沖根婦村沖根婦村、、、、沖根辺村沖根辺村沖根辺村沖根辺村、、、、婦羅理村婦羅理村婦羅理村婦羅理村、、、、珸瑤瑁珸瑤瑁珸瑤瑁珸瑤瑁    

    村村村村をををを大字大字大字大字とするとするとするとする。。。。    

・・・・初代村長藤惣治氏就任初代村長藤惣治氏就任初代村長藤惣治氏就任初代村長藤惣治氏就任。（。（。（。（歯舞地区歯舞地区歯舞地区歯舞地区））））    

・・・・北海道水産試験場根室支所設置北海道水産試験場根室支所設置北海道水産試験場根室支所設置北海道水産試験場根室支所設置。。。。    

・ 国鉄厚床駅開業国鉄厚床駅開業国鉄厚床駅開業国鉄厚床駅開業    

・ 鉄道開通鉄道開通鉄道開通鉄道開通、、、、国鉄根室駅開業国鉄根室駅開業国鉄根室駅開業国鉄根室駅開業。。。。    

・ 落石電報局及落石電報局及落石電報局及落石電報局及びびびび根室受信所落成根室受信所落成根室受信所落成根室受信所落成。。。。    

・ 根室拓殖鉄道株式会社根室拓殖鉄道株式会社根室拓殖鉄道株式会社根室拓殖鉄道株式会社のののの経営経営経営経営によりによりによりにより歯舞歯舞歯舞歯舞    

～～～～根室根室根室根室をををを結結結結ぶぶぶぶ軌道軌道軌道軌道がががが開通開通開通開通。。。。    

・ 根室公会堂建設根室公会堂建設根室公会堂建設根室公会堂建設。。。。    

・ リンドバーグリンドバーグリンドバーグリンドバーグ夫婦夫婦夫婦夫婦、、、、クリルクリルクリルクリル各島各島各島各島にににに着陸着陸着陸着陸、、、、    

日本本土日本本土日本本土日本本土へへへへ向向向向かうかうかうかう。。。。    

・ 貝殻島灯台点灯貝殻島灯台点灯貝殻島灯台点灯貝殻島灯台点灯。。。。    

・ 戦災戦災戦災戦災によりによりによりにより中心部中心部中心部中心部８８８８割割割割をををを焼失焼失焼失焼失するするするする。。。。    

・ 太平洋戦争太平洋戦争太平洋戦争太平洋戦争（（（（第二次世界大戦第二次世界大戦第二次世界大戦第二次世界大戦））））終戦終戦終戦終戦によによによによ

りクリルりクリルりクリルりクリル諸島諸島諸島諸島、、、、国後島国後島国後島国後島、、、、択捉島択捉島択捉島択捉島、、、、色丹島色丹島色丹島色丹島、、、、    

歯舞群島歯舞群島歯舞群島歯舞群島をソをソをソをソ連連連連にににに占領占領占領占領されるされるされるされる。。。。    

・ 安藤石典根室町長安藤石典根室町長安藤石典根室町長安藤石典根室町長（（（（故人故人故人故人））））はははは、、、、北方領土北方領土北方領土北方領土    

    をををを米軍米軍米軍米軍のののの保障占領下保障占領下保障占領下保障占領下にににに置置置置いていていていてほしいとほしいとほしいとほしいと連連連連    

    合軍司令官合軍司令官合軍司令官合軍司令官マッカーサーマッカーサーマッカーサーマッカーサー元帥元帥元帥元帥にににに陳情陳情陳情陳情。。。。    

                                                （（（（陳情第一号陳情第一号陳情第一号陳情第一号））））    

・・・・渡辺雄吉氏所有渡辺雄吉氏所有渡辺雄吉氏所有渡辺雄吉氏所有のののの第二暁丸第二暁丸第二暁丸第二暁丸（（（（16161616 トントントントン））））    

    がががが多楽島付近多楽島付近多楽島付近多楽島付近でソでソでソでソ連連連連にだにだにだにだ捕捕捕捕されるされるされるされる。。。。    

                                                （（（（だだだだ捕第一号捕第一号捕第一号捕第一号））））    

・・・・根室町警察署根室町警察署根室町警察署根室町警察署をををを維持維持維持維持しないことについてしないことについてしないことについてしないことについて    

    のののの住民投票住民投票住民投票住民投票がががが行行行行われわれわれわれ、、、、圧倒的多数圧倒的多数圧倒的多数圧倒的多数でででで廃止廃止廃止廃止    

    とととと決決決決まりまりまりまり、、、、道警道警道警道警だけとなるだけとなるだけとなるだけとなる。。。。    

・ 対日平和条約発効対日平和条約発効対日平和条約発効対日平和条約発効とともにとともにとともにとともに根室近海根室近海根室近海根室近海のマのマのマのマ    

    ッカーサーラインッカーサーラインッカーサーラインッカーサーライン消滅消滅消滅消滅。。。。以後以後以後以後、、、、日本日本日本日本のののの危危危危    

    険推定線険推定線険推定線険推定線とととと変変変変わるがわるがわるがわるが法的根拠法的根拠法的根拠法的根拠なくだなくだなくだなくだ捕事捕事捕事捕事    

    件件件件がががが続続続続くくくく。。。。    

・ 花咲灯台霧信号所鳴笛開始花咲灯台霧信号所鳴笛開始花咲灯台霧信号所鳴笛開始花咲灯台霧信号所鳴笛開始。。。。    

・ 根室地方根室地方根室地方根室地方にににに暴風雨暴風雨暴風雨暴風雨、、、、漁船乗組員漁船乗組員漁船乗組員漁船乗組員 191191191191 人人人人    

遭難死亡遭難死亡遭難死亡遭難死亡、、、、管内管内管内管内のののの被害額被害額被害額被害額７７７７億円億円億円億円。。。。５５５５月月月月３３３３

００００日乗組員日乗組員日乗組員日乗組員 191191191191 人人人人のののの合同葬儀合同葬儀合同葬儀合同葬儀がががが花咲小学花咲小学花咲小学花咲小学

校校校校でででで行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 和田村開基和田村開基和田村開基和田村開基 70707070 周年記念行事開催周年記念行事開催周年記念行事開催周年記念行事開催。。。。    

・ 市制施行市制施行市制施行市制施行。。。。    

・ 根室町根室町根室町根室町とととと和田村和田村和田村和田村がががが合併合併合併合併してしてしてして根室市根室市根室市根室市がががが誕生誕生誕生誕生

（（（（全道全道全道全道 23232323 番目番目番目番目、、、、全国全国全国全国 501501501501 番目番目番目番目））））西田前和西田前和西田前和西田前和

田村村長田村村長田村村長田村村長がががが市長職務執行者市長職務執行者市長職務執行者市長職務執行者となるとなるとなるとなる。。。。    

・ 市制施行記念式典実施市制施行記念式典実施市制施行記念式典実施市制施行記念式典実施。。。。    

・ 根室市役所厚床根室市役所厚床根室市役所厚床根室市役所厚床、、、、和田支所開設和田支所開設和田支所開設和田支所開設。。。。    

・ 市長市長市長市長、、、、市議会議員選挙市議会議員選挙市議会議員選挙市議会議員選挙がががが行行行行われわれわれわれ、、、、初代市初代市初代市初代市

長長長長にににに西村久雄氏当選西村久雄氏当選西村久雄氏当選西村久雄氏当選。。。。    

・ 市制施行記念式典実施市制施行記念式典実施市制施行記念式典実施市制施行記念式典実施。。。。    

・ 貝殻島灯台貝殻島灯台貝殻島灯台貝殻島灯台ソソソソ連側連側連側連側でででで修理試験点灯修理試験点灯修理試験点灯修理試験点灯。。。。    

・ 根室市役所和田支所閉鎖根室市役所和田支所閉鎖根室市役所和田支所閉鎖根室市役所和田支所閉鎖。。。。    

・ 市制施行記念行事市制施行記念行事市制施行記念行事市制施行記念行事としてとしてとしてとして第第第第１１１１回根室回根室回根室回根室～～～～厚厚厚厚

床間走行床間走行床間走行床間走行 36363636 キロキロキロキロ駅伝競争駅伝競争駅伝競争駅伝競争をををを実施実施実施実施。。。。    

・ 歯舞村歯舞村歯舞村歯舞村をををを根室市根室市根室市根室市にににに編入合併編入合併編入合併編入合併。。。。    

・ 根室市建設根室市建設根室市建設根室市建設５５５５ヵヵヵヵ年計画年計画年計画年計画・・・・根室市総合開発根室市総合開発根室市総合開発根室市総合開発    

５５５５ヵヵヵヵ年計画策定年計画策定年計画策定年計画策定。。。。    

・・・・労働会館開設労働会館開設労働会館開設労働会館開設。。。。    
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西西西西    暦暦暦暦    年年年年            号号号号    主主主主        なななな        出出出出        来来来来        事事事事    西西西西    暦暦暦暦    年年年年            号号号号    主主主主        なななな        出出出出        来来来来        事事事事    

1959195919591959 年年年年    

    

    

    

1960196019601960 年年年年    

    

    

    

    

    

    

1961196119611961 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    
    

1962196219621962 年年年年    

    

    

    

    

1963196319631963 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1964196419641964 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1965196519651965 年年年年    

    

    

    

1966196619661966 年年年年    

    

    

1967196719671967 年年年年    

    

    

1968196819681968 年年年年    

    

    

    

1969196919691969 年年年年    

    

    

    

    

    

1970197019701970 年年年年    

    

    

1971197119711971 年年年年    

    

1919191972727272 年年年年    

    

    

1973197319731973 年年年年    

    

昭和昭和昭和昭和    34343434 年年年年    8888 月月月月    3 3 3 3 日日日日    

                    9999 月月月月    5 5 5 5 日日日日    

                        10101010 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

                        11111111 月月月月    2 2 2 2 日日日日    

                    35353535 年年年年    5555 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

                    

                    5555 月月月月 10101010 日日日日    

                    7777 月月月月 19191919 日日日日    

                    7777 月月月月 20202020 日日日日    

            12121212 月月月月    7777 日日日日    

                        12121212 月月月月 18181818 日日日日    

    36363636 年年年年    1111 月月月月 13131313 日日日日    

                    4444 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

                    6666 月月月月 30303030 日日日日    

                    8888 月月月月    9 9 9 9 日日日日    

                    8888 月月月月 28282828 日日日日    

    
                    9999 月月月月 10101010 日日日日    

    

        37373737 年年年年    1111 月月月月 17171717 日日日日    

                            2222 月月月月 17171717 日日日日    

                                        5555 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

                                        11111111 月月月月 10101010 日日日日    

                                        12121212 月月月月 27272727 日日日日    

            38383838 年年年年    1111 月月月月 18181818 日日日日    

    

                    6666 月月月月 18181818 日日日日    

    

    

                    6666 月月月月 19191919 日日日日    

    

                    7777 月月月月 16161616 日日日日    

    

                    8888 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

                    9999 月月月月    4 4 4 4 日日日日    

    

                        10101010 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

                                        10101010 月月月月 21212121 日日日日    

        39393939 年年年年    4444 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

                            6666 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

                            6666 月月月月    2 2 2 2 日日日日    

    

    

                            8888 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

                                10101010 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

                                    10101010 月月月月    3 3 3 3 日日日日    

    

                                        10101010 月月月月 20202020 日日日日    

                            11111111 月月月月 14141414 日日日日    

        40404040 年年年年    3333 月月月月 30303030 日日日日    

                            4444 月月月月 27272727 日日日日    

                                            9999 月月月月 12121212 日日日日    

                                        12121212 月月月月 10101010 日日日日    

        41414141 年年年年    6666 月月月月 24242424 日日日日    

                                            8888 月月月月 28282828 日日日日    

    

        42424242 年年年年    1111 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

                                            1111 月月月月 10101010 日日日日    

                                        11111111 月月月月 13131313 日日日日    

        43434343 年年年年    1111 月月月月 23232323 日日日日    

                    8888 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

                        9999 月月月月 29292929 日日日日    

        44444444 年年年年    4444 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

                                        
                        5555 月月月月 31313131 日日日日    

                    9999 月月月月    7 7 7 7 日日日日    

                    11111111 月月月月 19191919 日日日日    

        45454545 年年年年    4444 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

                    12121212 月月月月 20202020 日日日日    

                        12121212 月月月月 25252525 日日日日    

        46464646 年年年年    4444 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

                    10101010 月月月月 30303030 日日日日    

        47474747 年年年年    7777 月月月月    7 7 7 7 日日日日    

                        9999 月月月月 17171717 日日日日    

                    11111111 月月月月 14141414 日日日日    

            48484848 年年年年    6666 月月月月 17171717 日日日日    

    

    

・ 根室駅舎改築落成根室駅舎改築落成根室駅舎改築落成根室駅舎改築落成。。。。    

・ 根室港開港根室港開港根室港開港根室港開港 50505050 周年周年周年周年。。。。    

・ 落石落石落石落石ロランロランロランロラン局開局局開局局開局局開局。。。。    

・ 市立根室病院新築落成市立根室病院新築落成市立根室病院新築落成市立根室病院新築落成。。。。    

・ 根室根室根室根室～～～～沖縄沖縄沖縄沖縄１１１１万万万万㌔㌔㌔㌔国民平和大行進根室国民平和大行進根室国民平和大行進根室国民平和大行進根室をををを

出発出発出発出発。。。。    

・ 48484848 度以南鮭鱒漁業危機突破全国大会開催度以南鮭鱒漁業危機突破全国大会開催度以南鮭鱒漁業危機突破全国大会開催度以南鮭鱒漁業危機突破全国大会開催。。。。    

・ 厚床農事厚床農事厚床農事厚床農事センターセンターセンターセンター落成落成落成落成。。。。    

・ 市役所納沙布出張所市役所納沙布出張所市役所納沙布出張所市役所納沙布出張所をををを開設開設開設開設。。。。    

・ ユルリユルリユルリユルリ島灯台点灯島灯台点灯島灯台点灯島灯台点灯。。。。    

・ 根室高等学校新築落成根室高等学校新築落成根室高等学校新築落成根室高等学校新築落成。。。。    

・ 根室営林署庁舎落成根室営林署庁舎落成根室営林署庁舎落成根室営林署庁舎落成。。。。    

・ 市立柏陵中学校新市立柏陵中学校新市立柏陵中学校新市立柏陵中学校新設開校設開校設開校設開校。（。（。（。（市立根室中学市立根室中学市立根室中学市立根室中学

校校校校はははは光洋中学校光洋中学校光洋中学校光洋中学校とととと改称改称改称改称））））    

・ 武德殿落成武德殿落成武德殿落成武德殿落成。。。。    

・ 金刀比羅神社創祀金刀比羅神社創祀金刀比羅神社創祀金刀比羅神社創祀 150150150150 年祭年祭年祭年祭。。。。    

・ 大量大量大量大量だだだだ捕緊急対策住民大会捕緊急対策住民大会捕緊急対策住民大会捕緊急対策住民大会をををを納沙布岬納沙布岬納沙布岬納沙布岬でででで

開催開催開催開催。。。。    

・ 市長市長市長市長、、、、市議会議員選挙市議会議員選挙市議会議員選挙市議会議員選挙がががが行行行行われわれわれわれ、、、、市長市長市長市長にににに西西西西

村久雄氏再選村久雄氏再選村久雄氏再選村久雄氏再選。。。。    

・ 根室支庁庁舎新築落成根室支庁庁舎新築落成根室支庁庁舎新築落成根室支庁庁舎新築落成。。。。    

・ 法務合同庁舎落成法務合同庁舎落成法務合同庁舎落成法務合同庁舎落成。。。。    

・ 釧路釧路釧路釧路、、、、根室線一級国道根室線一級国道根室線一級国道根室線一級国道にににに昇格昇格昇格昇格。。。。    

・ 市立柏陵中学校新築落成市立柏陵中学校新築落成市立柏陵中学校新築落成市立柏陵中学校新築落成。。。。    

・ 野付野付野付野付、、、、風蓮道立自然公園風蓮道立自然公園風蓮道立自然公園風蓮道立自然公園にににに指定指定指定指定されるされるされるされる。。。。    

・ 安全操業陳情団一行出発安全操業陳情団一行出発安全操業陳情団一行出発安全操業陳情団一行出発。（。（。（。（西村市長西村市長西村市長西村市長ほかほかほかほか

４４４４人人人人））））    

・ 貝殻島水域貝殻島水域貝殻島水域貝殻島水域コンブコンブコンブコンブ採取協定締結交渉訪採取協定締結交渉訪採取協定締結交渉訪採取協定締結交渉訪ソソソソ

代表団現地報告会及代表団現地報告会及代表団現地報告会及代表団現地報告会及びびびび操業証明書伝達式操業証明書伝達式操業証明書伝達式操業証明書伝達式

並並並並びにびにびにびに協定締結感謝根室市民大会開催協定締結感謝根室市民大会開催協定締結感謝根室市民大会開催協定締結感謝根室市民大会開催。。。。    

・ コンブコンブコンブコンブ漁船漁船漁船漁船 18181818 年年年年ぶりのぶりのぶりのぶりの安全協定安全協定安全協定安全協定水域水域水域水域へへへへ出出出出

漁漁漁漁。（。（。（。（280280280280 隻隻隻隻））））    

・ ローザノフローザノフローザノフローザノフ駐日駐日駐日駐日ソソソソ連公使一行当市視察連公使一行当市視察連公使一行当市視察連公使一行当市視察のののの

ためためためため来根来根来根来根。。。。    

・ 浜中町浜中町浜中町浜中町のののの一部根室市一部根室市一部根室市一部根室市にににに編入編入編入編入。。。。    

・ だだだだ捕抑留漁船員全員帰国捕抑留漁船員全員帰国捕抑留漁船員全員帰国捕抑留漁船員全員帰国。（。（。（。（根室市関係帰根室市関係帰根室市関係帰根室市関係帰

還者還者還者還者 89898989 人人人人））））    

・ ビノグラードフソビノグラードフソビノグラードフソビノグラードフソ連大使連大使連大使連大使、、、、高碕大日本水産高碕大日本水産高碕大日本水産高碕大日本水産

会会長一行視察会会長一行視察会会長一行視察会会長一行視察のためのためのためのため来根来根来根来根。。。。    

・ 低開発地域工業開発地域低開発地域工業開発地域低開発地域工業開発地域低開発地域工業開発地域にににに指定指定指定指定されるされるされるされる。。。。    

・ ノツカマップノツカマップノツカマップノツカマップ灯台点灯灯台点灯灯台点灯灯台点灯。。。。    

・ 第第第第２２２２期根室市総合開発計画策定期根室市総合開発計画策定期根室市総合開発計画策定期根室市総合開発計画策定。（。（。（。（７７７７ヵヵヵヵ年年年年））））

・ しししし尿処理場運転開始尿処理場運転開始尿処理場運転開始尿処理場運転開始。。。。    

・ 根室農協根室農協根室農協根室農協、、、、歯舞農協歯舞農協歯舞農協歯舞農協、、、、和田主農協和田主農協和田主農協和田主農協、、、、厚床農厚床農厚床農厚床農

協協協協がががが合併合併合併合併、「、「、「、「根室農業共同組合根室農業共同組合根室農業共同組合根室農業共同組合」」」」としてとしてとしてとして発発発発

足足足足。。。。    

・ 「「「「根室市根室市根室市根室市のののの歌歌歌歌」」」」制定制定制定制定。。。。    

・ ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ根室根室根室根室テレビテレビテレビテレビ中継局開局中継局開局中継局開局中継局開局。。。。    

・ 市長選挙市長選挙市長選挙市長選挙がががが行行行行われわれわれわれ、、、、２２２２代目市長代目市長代目市長代目市長にににに横横横横田俊夫田俊夫田俊夫田俊夫    

氏当選氏当選氏当選氏当選。。。。    

・ 納沙布岬納沙布岬納沙布岬納沙布岬にににに故高碕達之助氏顕彰碑建立故高碕達之助氏顕彰碑建立故高碕達之助氏顕彰碑建立故高碕達之助氏顕彰碑建立。。。。    

・ 千島会館落成千島会館落成千島会館落成千島会館落成。。。。    

・ 都市計画用途地域都市計画用途地域都市計画用途地域都市計画用途地域のののの指定指定指定指定をををを受受受受けるけるけるける。。。。    

・ 根室日根室日根室日根室日ソソソソ友好親善協会設立友好親善協会設立友好親善協会設立友好親善協会設立。。。。    

・ 市議会議員選挙行市議会議員選挙行市議会議員選挙行市議会議員選挙行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 北方資料館落成北方資料館落成北方資料館落成北方資料館落成。。。。    

・ ソソソソ連邦連邦連邦連邦イシコフイシコフイシコフイシコフ漁業大臣一行来根漁業大臣一行来根漁業大臣一行来根漁業大臣一行来根。。。。    

・ 横田市長横田市長横田市長横田市長、、、、ソソソソ連本国連本国連本国連本国をををを親善訪問親善訪問親善訪問親善訪問のためのためのためのため根室根室根室根室

をををを出発出発出発出発。。。。    

・ 和田地区和田地区和田地区和田地区のののの地番改正実施地番改正実施地番改正実施地番改正実施。。。。    

・ 勤労青少年勤労青少年勤労青少年勤労青少年ホームホームホームホーム落成開館落成開館落成開館落成開館。。。。    

・ ＨＢＣ，ＳＴＶＨＢＣ，ＳＴＶＨＢＣ，ＳＴＶＨＢＣ，ＳＴＶテレビテレビテレビテレビ根室中継局開局根室中継局開局根室中継局開局根室中継局開局。。。。    

・ 成央小学校落成成央小学校落成成央小学校落成成央小学校落成。。。。    

・ 開基開基開基開基 100100100100 年記念事業年記念事業年記念事業年記念事業をををを実施実施実施実施、、、、市民憲章及市民憲章及市民憲章及市民憲章及びびびび

市旗制定市旗制定市旗制定市旗制定、、、、根室市史刊行根室市史刊行根室市史刊行根室市史刊行。。。。    

・ 市長選挙市長選挙市長選挙市長選挙がががが行行行行われわれわれわれ、、、、横田俊夫氏再選横田俊夫氏再選横田俊夫氏再選横田俊夫氏再選。。。。    

・ 根室市根室市根室市根室市のシンボルのシンボルのシンボルのシンボル制定制定制定制定。（。（。（。（花花花花、、、、木木木木、、、、鳥鳥鳥鳥、、、、スススス

ポポポポーツーツーツーツ））））    

・ 第第第第３３３３期根室市総合開発計画策定期根室市総合開発計画策定期根室市総合開発計画策定期根室市総合開発計画策定。。。。    

・ 文化文化文化文化センターセンターセンターセンター落成落成落成落成。。。。    

・ 市議会議員選挙行市議会議員選挙行市議会議員選挙行市議会議員選挙行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 根室郵便局庁舎落成根室郵便局庁舎落成根室郵便局庁舎落成根室郵便局庁舎落成。。。。    

・ 私立私立私立私立根室西高等学校開校根室西高等学校開校根室西高等学校開校根室西高等学校開校。。。。    

・ 青少年青少年青少年青少年センターセンターセンターセンター落成落成落成落成。。。。    

・ 火葬場新築落成火葬場新築落成火葬場新築落成火葬場新築落成。（。（。（。（穂香穂香穂香穂香））））    

・ 根室市役所落石支所廃止根室市役所落石支所廃止根室市役所落石支所廃止根室市役所落石支所廃止。。。。    

・ 釧路地方裁判所根室支部庁舎落成釧路地方裁判所根室支部庁舎落成釧路地方裁判所根室支部庁舎落成釧路地方裁判所根室支部庁舎落成。。。。    

・ 根室商工会館落成根室商工会館落成根室商工会館落成根室商工会館落成。。。。    

・ 市長選挙市長選挙市長選挙市長選挙がががが行行行行われわれわれわれ市長市長市長市長にににに横田俊夫氏再選横田俊夫氏再選横田俊夫氏再選横田俊夫氏再選。。。。    

・ 老人福祉老人福祉老人福祉老人福祉センターセンターセンターセンター落成落成落成落成。。。。    

・ 根室半島沖地震根室半島沖地震根室半島沖地震根室半島沖地震、（、（、（、（震度震度震度震度５５５５、、、、マグニチューマグニチューマグニチューマグニチュー

ドドドド 7.47.47.47.4））））花咲港津波花咲港津波花咲港津波花咲港津波にににに襲襲襲襲われるわれるわれるわれる。。。。    

被害総額約被害総額約被害総額約被害総額約 18181818 億円億円億円億円。。。。    

1973197319731973 年年年年    

    

1974197419741974 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    

1975197519751975 年年年年    

    

    

    

1976197619761976 年年年年    

    

    

1977197719771977 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    

1978197819781978 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1979197919791979 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1980198019801980 年年年年    

昭和昭和昭和昭和 48484848 年年年年    7777 月月月月 13131313 日日日日    

9999 月月月月    9 9 9 9 日日日日    

                49494949 年年年年    4444 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

                                9999 月月月月 29292929 日日日日    

    

                    10101010 月月月月 15151515 日日日日    

    

                        10101010 月月月月 30303030 日日日日    

        12121212 月月月月 7 7 7 7 ～～～～    9999 日日日日    

                50505050 年年年年    2222 月月月月    9 9 9 9 日日日日    

                                    8888 月月月月 30303030 日日日日    

    

                                12121212 月月月月 19191919 日日日日    

            51515151 年年年年    4444 月月月月 24242424 日日日日    

                                10101010 月月月月 19191919 日日日日    

                                12121212 月月月月 19191919 日日日日    

            52525252 年年年年    3333 月月月月 10101010 日日日日    

                                    4444 月月月月 22222222 日日日日    

    

                                    7777 月月月月 10101010 日日日日    

    

                                    9999 月月月月 11111111 日日日日    

                                10101010 月月月月 10101010 日日日日    

                                11111111 月月月月    6 6 6 6 日日日日    

                    53535353 年年年年    3333 月月月月 12121212 日日日日    

                                    4444 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

                                    4444 月月月月 10101010 日日日日    

                                    4444 月月月月 26262626 日日日日    

                                    5555 月月月月    4 4 4 4 日日日日    

    

    

                                    8888 月月月月 20202020 日日日日    

    

                                    9999 月月月月 10101010 日日日日    

                                10101010 月月月月    8 8 8 8 日日日日    

    

                    54545454 年年年年    1111 月月月月 30303030 日日日日    

                                    2222 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

                                    3333 月月月月    4 4 4 4 日日日日    

    

                                    3333 月月月月 25252525 日日日日    

    

                                    4444 月月月月 22222222 日日日日    

    

    

                                    5555 月月月月 30303030 日日日日    

                                    6666 月月月月    3 3 3 3 日日日日    

    
                                    6666 月月月月 20202020 日日日日    

                                    7777 月月月月    7 7 7 7 日日日日    

    

    

                                    9999 月月月月    8 8 8 8 日日日日    

                                    9999 月月月月 26262626 日日日日    

    

    

    

                10101010 月月月月 8 8 8 8 ～～～～    9999 日日日日    

    

    

    

                    55555555 年年年年    3333 月月月月 20202020 日日日日    

    

                                    3333 月月月月 26262626 日日日日    

    

                                    4444 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

                                    5555 月月月月 13131313 日日日日    

    

                                    6666 月月月月 24242424 日日日日    

    

                                    8888 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

    

    

                                    9999 月月月月 17171717 日日日日    

                                10101010 月月月月    5 5 5 5 日日日日    

    

    

                                10101010 月月月月 16161616 日日日日    

    

・ 市役所庁舎落成市役所庁舎落成市役所庁舎落成市役所庁舎落成。。。。    

・ 市議会議員選挙行市議会議員選挙行市議会議員選挙行市議会議員選挙行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 第第第第４４４４期根室市総合開発計画策定期根室市総合開発計画策定期根室市総合開発計画策定期根室市総合開発計画策定。。。。    

・ 私立私立私立私立根室西高等学校根室西高等学校根室西高等学校根室西高等学校、、、、道立移管道立移管道立移管道立移管。。。。    

・ 市長選挙行市長選挙行市長選挙行市長選挙行われわれわれわれ、、、、３３３３代目市長代目市長代目市長代目市長にににに寺嶋伊弉寺嶋伊弉寺嶋伊弉寺嶋伊弉

雄氏当選雄氏当選雄氏当選雄氏当選。。。。    

・ 前根室市長横田俊夫氏死去前根室市長横田俊夫氏死去前根室市長横田俊夫氏死去前根室市長横田俊夫氏死去、、、、10101010 月月月月 27272727 日日日日

市民葬行市民葬行市民葬行市民葬行うううう。。。。    

・ 根室市公民館落成根室市公民館落成根室市公民館落成根室市公民館落成。。。。    

・ 第第第第１１１１回回回回ソビエトソビエトソビエトソビエト友好展開催友好展開催友好展開催友好展開催。（。（。（。（公民館公民館公民館公民館））））    

・ 市立厚床中学校落成市立厚床中学校落成市立厚床中学校落成市立厚床中学校落成。。。。    

・ 第第第第１１１１回北方領土復帰促進少年弁論大会開回北方領土復帰促進少年弁論大会開回北方領土復帰促進少年弁論大会開回北方領土復帰促進少年弁論大会開    

    催催催催。。。。    

・ アラスカアラスカアラスカアラスカ州州州州・シトカ・シトカ・シトカ・シトカ市市市市とととと姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携。。。。    

・ 落石会館落成落石会館落成落石会館落成落石会館落成。。。。    

・ 富山県黒部市富山県黒部市富山県黒部市富山県黒部市とととと姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携。。。。    

・ 別当賀小学校落成別当賀小学校落成別当賀小学校落成別当賀小学校落成。。。。    

・ 昆布盛小学校昆布盛小学校昆布盛小学校昆布盛小学校落成落成落成落成。。。。    

・ 200200200200 カイリカイリカイリカイリ危機突破対策決起集会危機突破対策決起集会危機突破対策決起集会危機突破対策決起集会。。。。    

    （（（（青少年青少年青少年青少年センターセンターセンターセンター））））    

・ 第第第第１１１１回回回回ねむろあやめねむろあやめねむろあやめねむろあやめ祭祭祭祭りりりり開催開催開催開催。（。（。（。（北方原北方原北方原北方原

生花園生花園生花園生花園））））    

・ 市議会議員選挙行市議会議員選挙行市議会議員選挙行市議会議員選挙行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 第第第第１１１１回望郷回望郷回望郷回望郷マラソンマラソンマラソンマラソン開催開催開催開催。（。（。（。（納沙布岬納沙布岬納沙布岬納沙布岬））））    

・ 市営市営市営市営テニスコートオープンテニスコートオープンテニスコートオープンテニスコートオープン。。。。    

・ 和田小学校落成和田小学校落成和田小学校落成和田小学校落成。。。。    

・ 第第第第５５５５期根室市総合計画策定期根室市総合計画策定期根室市総合計画策定期根室市総合計画策定。。。。    

・ 市立啓雲中学校開校式市立啓雲中学校開校式市立啓雲中学校開校式市立啓雲中学校開校式。（。（。（。（生徒生徒生徒生徒 537537537537 人人人人））））    

・ 北洋鮭北洋鮭北洋鮭北洋鮭・・・・鱒漁獲量大幅減少鱒漁獲量大幅減少鱒漁獲量大幅減少鱒漁獲量大幅減少。（。（。（。（42424242，，，，500500500500 ㌧）㌧）㌧）㌧）    

・ 北洋鮭北洋鮭北洋鮭北洋鮭・・・・鱒漁船出漁鱒漁船出漁鱒漁船出漁鱒漁船出漁、、、、中型船中型船中型船中型船はははは 30303030％％％％のののの減減減減

船船船船、、、、小型鮭小型鮭小型鮭小型鮭・・・・鱒船鱒船鱒船鱒船はははは減減減減トントントントン問題問題問題問題でさみだでさみだでさみだでさみだ

れれれれ出漁出漁出漁出漁。。。。    

・ 全国全国全国全国からからからから 3333，，，，000000000000 人人人人がががが集集集集まりまりまりまり、「、「、「、「全国民全国民全国民全国民    

参加参加参加参加によるによるによるによる北方領土返還要求大会北方領土返還要求大会北方領土返還要求大会北方領土返還要求大会」」」」開催開催開催開催。。。。    

・ 市長選挙行市長選挙行市長選挙行市長選挙行わわわわれれれれ、、、、寺嶋伊弉雄氏寺嶋伊弉雄氏寺嶋伊弉雄氏寺嶋伊弉雄氏がががが再選再選再選再選。。。。    

・ 第第第第１１１１回農業祭開催回農業祭開催回農業祭開催回農業祭開催、、、、8888，，，，000000000000 人人人人のののの市民市民市民市民でにでにでにでに

ぎわうぎわうぎわうぎわう。。。。    

・ 国後島国後島国後島国後島、、、、択捉島択捉島択捉島択捉島にソにソにソにソ連軍連軍連軍連軍がががが常備軍常備軍常備軍常備軍をををを配置配置配置配置。。。。    

・ 根室市水産加工技術研修根室市水産加工技術研修根室市水産加工技術研修根室市水産加工技術研修センターオープセンターオープセンターオープセンターオープ

ンンンン。。。。    

・ 市立厚床小学校校舎落成式市立厚床小学校校舎落成式市立厚床小学校校舎落成式市立厚床小学校校舎落成式、、、、開校開校開校開校 60606060 周年周年周年周年

記念式典開催記念式典開催記念式典開催記念式典開催。。。。    

・ 市立別当賀中学校閉校式市立別当賀中学校閉校式市立別当賀中学校閉校式市立別当賀中学校閉校式。（。（。（。（昭和昭和昭和昭和 26262626 年開年開年開年開

校校校校））））    

・ 日日日日ソソソソ鮭鮭鮭鮭・・・・鱒漁業交渉鱒漁業交渉鱒漁業交渉鱒漁業交渉はははは、、、、漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量 42424242，，，，500500500500    

    ㌧（㌧（㌧（㌧（昨年昨年昨年昨年とととと同同同同じじじじ）、）、）、）、漁業協力費漁業協力費漁業協力費漁業協力費はははは、、、、32323232 億億億億 5555    

    千万円千万円千万円千万円。（。（。（。（昨年昨年昨年昨年 17171717 億億億億 6666 千万円千万円千万円千万円））））妥結妥結妥結妥結。。。。    

・ 根室保健所庁舎落成式行根室保健所庁舎落成式行根室保健所庁舎落成式行根室保健所庁舎落成式行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 20202020 年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりに金刀比羅神社境内金刀比羅神社境内金刀比羅神社境内金刀比羅神社境内でででで「「「「さくらさくらさくらさくら

祭祭祭祭りりりり」」」」開開開開かれるかれるかれるかれる。。。。    

・ 市営温水市営温水市営温水市営温水プールオープンプールオープンプールオープンプールオープン。。。。    

・ 寺嶋市長寺嶋市長寺嶋市長寺嶋市長、、、、萬屋市萬屋市萬屋市萬屋市議会議長議会議長議会議長議会議長らららら９９９９人人人人がががが姉妹姉妹姉妹姉妹

都市都市都市都市シトカシトカシトカシトカ市訪問市訪問市訪問市訪問にににに出発出発出発出発、、、、友好友好友好友好をををを深深深深めめめめ 15151515

日日日日にににに帰国帰国帰国帰国。。。。    

・ 園田外務大臣来根園田外務大臣来根園田外務大臣来根園田外務大臣来根、、、、９９９９日北方領土日北方領土日北方領土日北方領土をををを視察視察視察視察。。。。    

・ 色丹島色丹島色丹島色丹島にソにソにソにソ連地上軍連地上軍連地上軍連地上軍がががが配置配置配置配置されているとされているとされているとされていると

のののの報道報道報道報道にににに寺嶋市長寺嶋市長寺嶋市長寺嶋市長、、、、萬谷市議会議長名萬谷市議会議長名萬谷市議会議長名萬谷市議会議長名でででで

大平総理大臣大平総理大臣大平総理大臣大平総理大臣、、、、園田外務大臣園田外務大臣園田外務大臣園田外務大臣らにソらにソらにソらにソ連軍連軍連軍連軍

のののの撤退撤退撤退撤退をををを求求求求めるめるめるめる要請文要請文要請文要請文をををを打電打電打電打電。。。。    

・ 北方領土返還要求国際北方領土返還要求国際北方領土返還要求国際北方領土返還要求国際アピールアピールアピールアピール委員会国委員会国委員会国委員会国

連要請団連要請団連要請団連要請団（（（（一行一行一行一行 250250250250 人人人人））））がニューヨークがニューヨークがニューヨークがニューヨーク

でででで国連本部国連本部国連本部国連本部とととと各国国連代表各国国連代表各国国連代表各国国連代表にににに領土返還領土返還領土返還領土返還をををを

要請要請要請要請。。。。    

・ 根室文化服装専門学校根室文化服装専門学校根室文化服装専門学校根室文化服装専門学校がががが閉校閉校閉校閉校（（（（昭和昭和昭和昭和 15151515

年開校年開校年開校年開校））））    

・ シトカシトカシトカシトカ市市市市のバラノフのバラノフのバラノフのバラノフ：：：：ブルーグラフブルーグラフブルーグラフブルーグラフ：：：：ババババ

ンドがンドがンドがンドが来根来根来根来根、、、、演奏会演奏会演奏会演奏会をををを開開開開きききき市民市民市民市民とととと交流交流交流交流。。。。    

・ 根室市厚床会館根室市厚床会館根室市厚床会館根室市厚床会館がががが開館開館開館開館。。。。    

・ 初初初初のののの根室市名誉市民根室市名誉市民根室市名誉市民根室市名誉市民にににに川端元治氏川端元治氏川端元治氏川端元治氏（（（（根室根室根室根室

漁業協同組合長漁業協同組合長漁業協同組合長漁業協同組合長））））にににに決決決決まるまるまるまる。。。。    

・ 姉妹都市荻野黒部市長姉妹都市荻野黒部市長姉妹都市荻野黒部市長姉妹都市荻野黒部市長、、、、伊東同市議会議伊東同市議会議伊東同市議会議伊東同市議会議

長長長長らがらがらがらが来根来根来根来根、、、、友好友好友好友好をををを深深深深めるめるめるめる。。。。    

・ 市民市民市民市民 2222，，，，500500500500 人人人人がががが参加参加参加参加してしてしてして北方領土返還要北方領土返還要北方領土返還要北方領土返還要

求根室市民総決起大会求根室市民総決起大会求根室市民総決起大会求根室市民総決起大会がときわがときわがときわがときわ台公園台公園台公園台公園でででで

開開開開かれるかれるかれるかれる。。。。    

・ 北方館北方館北方館北方館（（（（納沙布納沙布納沙布納沙布））））落成落成落成落成。。。。    

・ 名誉市民川端元治氏死去名誉市民川端元治氏死去名誉市民川端元治氏死去名誉市民川端元治氏死去。。。。    

・ 関係者関係者関係者関係者やややや市民市民市民市民 1111，，，，200200200200 人人人人がががが参列参列参列参列してしてしてして、、、、故川故川故川故川

端元治氏端元治氏端元治氏端元治氏のののの市葬市葬市葬市葬（（（（市市市市とととと根室漁業協同組合根室漁業協同組合根室漁業協同組合根室漁業協同組合、、、、

道水産会道水産会道水産会道水産会のののの合同葬合同葬合同葬合同葬））））がががが行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 寺嶋市長寺嶋市長寺嶋市長寺嶋市長はははは参議院外務委員会参議院外務委員会参議院外務委員会参議院外務委員会のののの「「「「国際情国際情国際情国際情

勢等勢等勢等勢等にににに関関関関するするするする件件件件についてについてについてについて」」」」のののの参考人参考人参考人参考人としとしとしとし

てててて出席出席出席出席。。。。    
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西西西西    暦暦暦暦    年年年年            号号号号    主主主主        なななな        出出出出        来来来来        事事事事    西西西西    暦暦暦暦    年年年年            号号号号    主主主主        なななな        出出出出        来来来来        事事事事    

1980198019801980 年年年年    

    

    

    

    

1981198119811981 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1982198219821982 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1983198319831983 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1984198419841984 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1985198519851985 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    

昭和昭和昭和昭和    55555555 年年年年 10101010 月月月月 18181818 日日日日    

    

10101010 月月月月 25252525 日日日日    

                

11111111 月月月月 21212121 日日日日    

    56565656 年年年年    1111 月月月月 12121212 日日日日    

    

3333 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

                        5555 月月月月 11111111 日日日日    

    6666 月月月月 26262626 日日日日    

    7777 月月月月 27272727 日日日日    

    

    

    8888 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

        

    8888 月月月月 25252525 日日日日    

    

    9999 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

    9999 月月月月    6 6 6 6 日日日日    

    9999 月月月月 12121212 日日日日    

    

    9999 月月月月 27272727 日日日日    

    

    

    9999 月月月月 28282828 日日日日    

    

    

    11111111 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

    11111111 月月月月 14141414 日日日日    

    12121212 月月月月 12121212 日日日日    

    

    12121212 月月月月 13131313 日日日日    

    57575757 年年年年    2222 月月月月 23232323 日日日日    

    5555 月月月月 22222222 日日日日    

    5555 月月月月 26262626 日日日日    

    

    6666 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    7777 月月月月 25252525 日日日日    

    

    8888 月月月月 31313131 日日日日    

    

    

    9999 月月月月 19191919 日日日日    

    10101010 月月月月    4 4 4 4 日日日日    

    

    58585858 年年年年    3333 月月月月 31313131 日日日日    

    

    5555 月月月月    2 2 2 2 日日日日    

    7777 月月月月    5 5 5 5 日日日日    

    

    8888 月月月月 20202020 日日日日    

    9999 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

    9999 月月月月 30303030 日日日日    

    10101010 月月月月 19191919 日日日日    

    59595959 年年年年    1111 月月月月 28282828 日日日日    

    

    3333 月月月月 20202020 日日日日    

    

    4444 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

    7777 月月月月    7 7 7 7 日日日日    

    8888 月月月月 30303030 日日日日    

    

            9999 月月月月    8888・・・・    9999 日日日日    

    14141414・・・・11115555 日日日日    

    

    10101010 月月月月 31313131 日日日日    

    

    60606060 年年年年    5555 月月月月    2 2 2 2 日日日日    

    

    5555 月月月月 25252525 日日日日    

    

    5555 月月月月 26262626 日日日日    

    7777 月月月月 12121212 日日日日    

    8888 月月月月    4 4 4 4 日日日日    

    

    

    8888 月月月月 22222222 日日日日    

8888 月月月月 25252525 日日日日    

    

・ 戦後初戦後初戦後初戦後初のののの第第第第１１１１回根室種馬共進会回根室種馬共進会回根室種馬共進会回根室種馬共進会がががが開開開開かれかれかれかれ、、、、

120120120120 頭頭頭頭がががが参加参加参加参加。（。（。（。（川口馬事公園川口馬事公園川口馬事公園川口馬事公園））））    

・ 伊東外務大臣伊東外務大臣伊東外務大臣伊東外務大臣がががが北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察。（。（。（。（外務外務外務外務    

大臣大臣大臣大臣としてとしてとしてとして３３３３人目人目人目人目））））    

・ 根室市上水道牧根室市上水道牧根室市上水道牧根室市上水道牧のののの内内内内ダムダムダムダム完成完成完成完成。。。。    

・ 資源保護資源保護資源保護資源保護のためのためのためのため花咲花咲花咲花咲ガニのガニのガニのガニの３３３３年間禁漁年間禁漁年間禁漁年間禁漁がががが

決決決決まるまるまるまる。。。。    

・ 共和小学校校舎落成式共和小学校校舎落成式共和小学校校舎落成式共和小学校校舎落成式とととと開校開校開校開校 83838383 周年記念周年記念周年記念周年記念

式典式典式典式典がががが行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 根室市根室市根室市根室市じんじんじんじん芥焼却場完成芥焼却場完成芥焼却場完成芥焼却場完成。。。。竣工式竣工式竣工式竣工式をををを行行行行うううう。。。。    

・ 道議会議長道議会議長道議会議長道議会議長にににに地元選出地元選出地元選出地元選出のののの松浦義信氏就任松浦義信氏就任松浦義信氏就任松浦義信氏就任。。。。    

・ 衆議院衆議院衆議院衆議院のののの沖縄及沖縄及沖縄及沖縄及びびびび北方問題北方問題北方問題北方問題にににに関関関関するするするする特別特別特別特別    

委員会委員会委員会委員会のののの小沢貞考委員長小沢貞考委員長小沢貞考委員長小沢貞考委員長らららら７７７７人人人人がががが北方領北方領北方領北方領    

土土土土をををを視察視察視察視察。。。。    

・ 北方領土返還要求根室市民大会北方領土返還要求根室市民大会北方領土返還要求根室市民大会北方領土返還要求根室市民大会がときわがときわがときわがときわ

台公園台公園台公園台公園でででで開催開催開催開催されるされるされるされる。。。。    

・ ソソソソ連邦連邦連邦連邦とととと民間交渉中民間交渉中民間交渉中民間交渉中だっただっただっただった貝殻島周辺貝殻島周辺貝殻島周辺貝殻島周辺ココココ

ンブンブンブンブ漁交渉漁交渉漁交渉漁交渉がががが妥結妥結妥結妥結。。。。    

・ 貝殻島周辺貝殻島周辺貝殻島周辺貝殻島周辺コンブコンブコンブコンブ漁漁漁漁にににに 300300300300 隻隻隻隻がががが出漁出漁出漁出漁。。。。    

（（（（５５５５年年年年ぶりぶりぶりぶり））））    

・ 市議会議員選挙行市議会議員選挙行市議会議員選挙行市議会議員選挙行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 民社党北方領土調査団民社党北方領土調査団民社党北方領土調査団民社党北方領土調査団（（（（佐佐佐佐々々々々木良作委員木良作委員木良作委員木良作委員

長長長長））））19191919 人人人人がががが北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察。。。。    

・ 納沙布岬納沙布岬納沙布岬納沙布岬のののの北方領土返還祈念北方領土返還祈念北方領土返還祈念北方領土返還祈念シンボルシンボルシンボルシンボル像像像像

「「「「四島四島四島四島のかけのかけのかけのかけ橋橋橋橋」」」」がががが完成完成完成完成、、、、除幕点火式除幕点火式除幕点火式除幕点火式をををを行行行行

うううう。。。。    

・ 寺嶋市長寺嶋市長寺嶋市長寺嶋市長がががが北方領土復帰促進民間使節団北方領土復帰促進民間使節団北方領土復帰促進民間使節団北方領土復帰促進民間使節団

のののの団長団長団長団長としてとしてとしてとして、、、、ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク、、、、ワシントンワシントンワシントンワシントン、、、、

国連本部訪問国連本部訪問国連本部訪問国連本部訪問のためのためのためのため出発出発出発出発。。。。    

・ 千島歯舞諸千島歯舞諸千島歯舞諸千島歯舞諸島居住者連盟理事長島居住者連盟理事長島居住者連盟理事長島居住者連盟理事長のののの山下亮山下亮山下亮山下亮

輔氏輔氏輔氏輔氏がががが死去死去死去死去（（（（82828282 歳歳歳歳））））    

・ 雇用促進事業団雇用促進事業団雇用促進事業団雇用促進事業団のののの望洋宿舎望洋宿舎望洋宿舎望洋宿舎がががが完成完成完成完成。。。。    

・ 道道根室半島線道道根室半島線道道根室半島線道道根室半島線のののの舗装工事舗装工事舗装工事舗装工事（（（（延長延長延長延長 46464646 ㌔）㌔）㌔）㌔）

のののの完成式完成式完成式完成式がががが行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 市立温根元小学校落成式市立温根元小学校落成式市立温根元小学校落成式市立温根元小学校落成式。。。。    

・ アラスカアラスカアラスカアラスカ州州州州スワードスワードスワードスワード市貿易使節団市貿易使節団市貿易使節団市貿易使節団がががが来根来根来根来根。。。。    

・ 田辺国男総理府総務長官田辺国男総理府総務長官田辺国男総理府総務長官田辺国男総理府総務長官がががが北方領土視察北方領土視察北方領土視察北方領土視察。。。。    

・ 松野幸泰北海道開発庁長官松野幸泰北海道開発庁長官松野幸泰北海道開発庁長官松野幸泰北海道開発庁長官がががが市内市内市内市内、、、、北方領北方領北方領北方領

土視察土視察土視察土視察。。。。    

・ 貝殻島周辺貝殻島周辺貝殻島周辺貝殻島周辺コンブコンブコンブコンブ漁出漁漁出漁漁出漁漁出漁。。。。    

・ 札幌交響楽団札幌交響楽団札幌交響楽団札幌交響楽団のグリーンコンサートがのグリーンコンサートがのグリーンコンサートがのグリーンコンサートが明明明明

治公園治公園治公園治公園でででで開開開開かれるかれるかれるかれる。。。。    

・ 北方領土問題等北方領土問題等北方領土問題等北方領土問題等のののの解決解決解決解決のののの促進促進促進促進のためののためののためののための特特特特

別設置別設置別設置別設置にににに関関関関するするするする法律法律法律法律（（（（北方領土隣接地域振北方領土隣接地域振北方領土隣接地域振北方領土隣接地域振

興基金興基金興基金興基金））））がががが公布公布公布公布。。。。    

・ 根室市長選挙根室市長選挙根室市長選挙根室市長選挙でででで寺嶋伊弉雄氏寺嶋伊弉雄氏寺嶋伊弉雄氏寺嶋伊弉雄氏３３３３選選選選されるされるされるされる。。。。    

・ 参参参参議院沖縄及議院沖縄及議院沖縄及議院沖縄及びびびび北方問題北方問題北方問題北方問題にににに関関関関するするするする特別委特別委特別委特別委

員員員員がががが北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察。。。。    

・ 明治公園完成明治公園完成明治公園完成明治公園完成。。。。    

・ あさひあさひあさひあさひ保育所閉所保育所閉所保育所閉所保育所閉所。。。。    

・ 落石落石落石落石へきへきへきへき地保育所開所地保育所開所地保育所開所地保育所開所    

・ 衆議院沖縄及衆議院沖縄及衆議院沖縄及衆議院沖縄及びびびび北方問題北方問題北方問題北方問題にににに関関関関するするするする特別委特別委特別委特別委

員会員会員会員会がががが北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察。。。。    

・ 安倍外務大臣北方領土安倍外務大臣北方領土安倍外務大臣北方領土安倍外務大臣北方領土をををを視察視察視察視察。。。。    

・ 北海道市長会秋季助役会議総会北海道市長会秋季助役会議総会北海道市長会秋季助役会議総会北海道市長会秋季助役会議総会、、、、根室市根室市根室市根室市でででで

開催開催開催開催。。。。    

・ ときわときわときわときわ台公園台公園台公園台公園にににに、、、、モニュメントモニュメントモニュメントモニュメント像設置像設置像設置像設置。。。。    

・ 友知漁港完成友知漁港完成友知漁港完成友知漁港完成、、、、通水式行通水式行通水式行通水式行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 落石小学校校舎落成式落石小学校校舎落成式落石小学校校舎落成式落石小学校校舎落成式とととと開校開校開校開校 90909090 周年記念周年記念周年記念周年記念

式式式式がががが落石小学校落石小学校落石小学校落石小学校でででで行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ ヘリコプターによるヘリコプターによるヘリコプターによるヘリコプターによる初初初初のののの遊覧飛行遊覧飛行遊覧飛行遊覧飛行がががが行行行行わわわわ

れるれるれるれる。。。。    

・ 根室市観光物産根室市観光物産根室市観光物産根室市観光物産センターがセンターがセンターがセンターが納沙布岬納沙布岬納沙布岬納沙布岬にオにオにオにオ

ープンープンープンープン。。。。    

・ 「「「「あけぼのゲートボールコートあけぼのゲートボールコートあけぼのゲートボールコートあけぼのゲートボールコート」」」」がががが完成完成完成完成。。。。    

・ 民法民法民法民法ラジオラジオラジオラジオ局局局局（ＨＢＣ、ＳＴＶ）（ＨＢＣ、ＳＴＶ）（ＨＢＣ、ＳＴＶ）（ＨＢＣ、ＳＴＶ）相次相次相次相次いでいでいでいで

開局開局開局開局。。。。    

・ 「「「「長節湖水祭長節湖水祭長節湖水祭長節湖水祭りりりり」」」」がががが 11111111 年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりに開催開催開催開催。。。。    

・ 「「「「根室根室根室根室かにまつりかにまつりかにまつりかにまつり」」」」がががが４４４４年年年年ぶりにときわぶりにときわぶりにときわぶりにときわ台台台台

公園公園公園公園でででで開催開催開催開催。。。。    

・ 重要港湾根室港重要港湾根室港重要港湾根室港重要港湾根室港のののの本格着工本格着工本格着工本格着工にににに伴伴伴伴うううう修祓式修祓式修祓式修祓式

がががが花咲岬花咲岬花咲岬花咲岬でででで行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 北洋鮭鱒漁業危機突破緊急根室市民大会北洋鮭鱒漁業危機突破緊急根室市民大会北洋鮭鱒漁業危機突破緊急根室市民大会北洋鮭鱒漁業危機突破緊急根室市民大会

がががが根室漁協市場根室漁協市場根室漁協市場根室漁協市場でででで開開開開かれるかれるかれるかれる。。。。    

・ 「「「「議員定数議員定数議員定数議員定数をををを減少減少減少減少するするするする条例条例条例条例についてのについてのについてのについての公公公公

聴会聴会聴会聴会」」」」がががが商工会館商工会館商工会館商工会館でででで開開開開かれるかれるかれるかれる。。。。    

・ 北方館北方館北方館北方館のののの入館者入館者入館者入館者 200200200200 万人達成万人達成万人達成万人達成。。。。    

・ 後藤田総務庁長官北方領土視察後藤田総務庁長官北方領土視察後藤田総務庁長官北方領土視察後藤田総務庁長官北方領土視察。（～。（～。（～。（～13131313 日日日日    

・ 作曲家作曲家作曲家作曲家（（（（故故故故））））高橋掬太郎氏高橋掬太郎氏高橋掬太郎氏高橋掬太郎氏とととと作曲家飯田三作曲家飯田三作曲家飯田三作曲家飯田三

郎氏郎氏郎氏郎氏のののの業績業績業績業績をたたえるをたたえるをたたえるをたたえる音楽碑音楽碑音楽碑音楽碑「「「「ここにここにここにここに幸幸幸幸ああああ

りりりり」」」」のののの除幕式除幕式除幕式除幕式がががが行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 古屋自治古屋自治古屋自治古屋自治大臣大臣大臣大臣がががが北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察。。。。    

・ 北方領土返還要求根室管内住民大会北方領土返還要求根室管内住民大会北方領土返還要求根室管内住民大会北方領土返還要求根室管内住民大会がががが望望望望

郷郷郷郷のののの岬公園岬公園岬公園岬公園でででで開催開催開催開催。。。。    
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昭和昭和昭和昭和 60606060 年年年年 8888 月月月月 28282828 日日日日    

    

9999 月月月月 29292929 日日日日    

    

10101010 月月月月    5 5 5 5 日日日日    

                61616161 年年年年    1111 月月月月 16161616 日日日日    

    

3333 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

4444 月月月月 18181818 日日日日    

    

6666 月月月月    8 8 8 8 日日日日    

    

7777 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

9999 月月月月    4 4 4 4 日日日日    

    

9999 月月月月 16161616 日日日日    

9999 月月月月 21212121 日日日日    

    

    62626262 年年年年    1111 月月月月 11111111 日日日日    

3333 月月月月    9 9 9 9 日日日日    

    

5555 月月月月 15151515 日日日日    

    

8888 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

8888 月月月月 26262626 日日日日    

    

    

9999 月月月月 14141414 日日日日    

    

11111111 月月月月 21212121 日日日日    

    

63636363 年年年年    3333 月月月月 31313131 日日日日    

    

                                    4 4 4 4 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

4 4 4 4 月月月月 10101010 日日日日    

    

    

4444 月月月月    17171717・・・・18181818 日日日日    

7 7 7 7 月月月月 15151515 日日日日    

    

11111111 月月月月 22222222 日日日日    

    

平成元年平成元年平成元年平成元年    2222 月月月月 19191919 日日日日    

    

4 4 4 4 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

4 4 4 4 月月月月 29292929 日日日日    

4 4 4 4 月月月月 30303030 日日日日    

    

7 7 7 7 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

9 9 9 9 月月月月    3 3 3 3 日日日日    

11111111 月月月月    2 2 2 2 日日日日    

    

    

12121212 月月月月    7 7 7 7 日日日日    

                    2222 年年年年    2222 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

3333 月月月月 21212121 日日日日    

    

    

3333 月月月月 27272727 日日日日    

    

4444 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

    

    

5555 月月月月    8 8 8 8 日日日日    

    

6666 月月月月 14141414 日日日日    

    

8888 月月月月 8 8 8 8 ～～～～10101010 日日日日    

    

9999 月月月月    9 9 9 9 日日日日    

9999 月月月月 11111111 日日日日    

9999 月月月月 13131313 日日日日    

9999 月月月月 14141414～～～～16161616 日日日日    

    

9999 月月月月 17171717 日日日日    

10101010 月月月月    7777～～～～    8888 日日日日    

10101010 月月月月 23232323 日日日日    

・ 下水終末処理場下水終末処理場下水終末処理場下水終末処理場のののの通水式通水式通水式通水式がががが行行行行われわれわれわれ、、、、下水下水下水下水

道道道道がががが供用開始供用開始供用開始供用開始されるされるされるされる。。。。    

・ 第第第第１１１１回根室市小学生陸上競技大会開回根室市小学生陸上競技大会開回根室市小学生陸上競技大会開回根室市小学生陸上競技大会開かれかれかれかれ

るるるる。。。。    

・ 第第第第１１１１回根室産業回根室産業回根室産業回根室産業フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル開催開催開催開催。。。。    

・ 日日日日ソソソソ漁業交渉危機突破緊急根室市民大会漁業交渉危機突破緊急根室市民大会漁業交渉危機突破緊急根室市民大会漁業交渉危機突破緊急根室市民大会

開催開催開催開催。。。。    

・ 納沙布岬納沙布岬納沙布岬納沙布岬でででで千葉県千葉県千葉県千葉県のカップルがのカップルがのカップルがのカップルが初初初初のののの流氷流氷流氷流氷

結婚式結婚式結婚式結婚式をををを挙挙挙挙げるげるげるげる。。。。    

・ 羽田農林水産大臣羽田農林水産大臣羽田農林水産大臣羽田農林水産大臣がががが北洋漁業危機現地視北洋漁業危機現地視北洋漁業危機現地視北洋漁業危機現地視        

察察察察。。。。    

・ 和田屯田開基和田屯田開基和田屯田開基和田屯田開基 100100100100 年記念式典年記念式典年記念式典年記念式典がががが和田小学和田小学和田小学和田小学

校校校校でででで行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 市役所内市役所内市役所内市役所内にににに北洋漁業対策室北洋漁業対策室北洋漁業対策室北洋漁業対策室をををを設置設置設置設置。。。。    

・ 観測開始以来観測開始以来観測開始以来観測開始以来のののの大雨大雨大雨大雨。。。。    

    （（（（被害額被害額被害額被害額１１１１億億億億７７７７千千千千２２２２百万円百万円百万円百万円））））    

・ 根室市根室市根室市根室市環境環境環境環境センターオープンセンターオープンセンターオープンセンターオープン。。。。    

・ 市長選挙市長選挙市長選挙市長選挙がががが行行行行われわれわれわれ、、、、４４４４代目市長代目市長代目市長代目市長にににに大矢快大矢快大矢快大矢快

治氏当選治氏当選治氏当選治氏当選。。。。    

・ 沖縄派遣団沖縄派遣団沖縄派遣団沖縄派遣団のののの少年少女少年少女少年少女少年少女がががが根室根室根室根室をををを出発出発出発出発。。。。    

・ 重要港湾花咲港区重要港湾花咲港区重要港湾花咲港区重要港湾花咲港区がががが貿易指定開港貿易指定開港貿易指定開港貿易指定開港（（（（４４４４月月月月

１１１１日日日日））））にににに決定決定決定決定となるとなるとなるとなる。。。。    

・ 北方領土特別設置法北方領土特別設置法北方領土特別設置法北方領土特別設置法のののの一部改正案一部改正案一部改正案一部改正案、、、、衆議衆議衆議衆議

院院院院でででで可決可決可決可決されるされるされるされる。（。（。（。（振興基金振興基金振興基金振興基金５５５５ヵヵヵヵ年延長年延長年延長年延長））））    

・ 市制施行市制施行市制施行市制施行 30303030 周年記念式典周年記念式典周年記念式典周年記念式典がががが公民館公民館公民館公民館でででで開開開開

催催催催。。。。    

・ 「「「「国土開発幹線自動車道建設法国土開発幹線自動車道建設法国土開発幹線自動車道建設法国土開発幹線自動車道建設法」」」」がががが一部一部一部一部

改正改正改正改正、、、、釧路釧路釧路釧路、、、、根室間高規格幹線道路根室間高規格幹線道路根室間高規格幹線道路根室間高規格幹線道路がががが国国国国

土開発幹線自動車道土開発幹線自動車道土開発幹線自動車道土開発幹線自動車道にににに編入編入編入編入されるされるされるされる。。。。    

・ 皇太子殿下御夫妻皇太子殿下御夫妻皇太子殿下御夫妻皇太子殿下御夫妻がががが初初初初のののの根室地方根室地方根室地方根室地方をををを御視御視御視御視

察察察察。。。。    

・ 貝殻島周辺貝殻島周辺貝殻島周辺貝殻島周辺ウニウニウニウニ漁漁漁漁のののの日日日日ソソソソ民間協定交渉妥民間協定交渉妥民間協定交渉妥民間協定交渉妥

結結結結。。。。    

・ 初田牛小学校廃校初田牛小学校廃校初田牛小学校廃校初田牛小学校廃校となるとなるとなるとなる。（。（。（。（昭和昭和昭和昭和 22222222 年開年開年開年開

校校校校））））    

・ 第第第第６６６６期根室市総合計画策定期根室市総合計画策定期根室市総合計画策定期根室市総合計画策定。。。。    

・ 濱谷公宏氏濱谷公宏氏濱谷公宏氏濱谷公宏氏がががが初初初初のののの市民栄誉賞市民栄誉賞市民栄誉賞市民栄誉賞をををを受賞受賞受賞受賞。。。。    

・ 根室市温水根室市温水根室市温水根室市温水プールプールプールプール新築新築新築新築オープンオープンオープンオープン。。。。    

・ 「「「「スポーツスポーツスポーツスポーツ：：：：健康都市健康都市健康都市健康都市」」」」をををを宣言宣言宣言宣言。。。。    

・ 宇野外務大臣北方領土視察宇野外務大臣北方領土視察宇野外務大臣北方領土視察宇野外務大臣北方領土視察。。。。    

・ 日日日日ソソソソ合弁事業見返合弁事業見返合弁事業見返合弁事業見返りソりソりソりソ連連連連 200200200200 カイリカイリカイリカイリ内鮭内鮭内鮭内鮭

鱒出漁鱒出漁鱒出漁鱒出漁。（。（。（。（32323232 隻隻隻隻））））    

・ 「「「「サイロのあるサイロのあるサイロのあるサイロのある明治公園明治公園明治公園明治公園」」」」がががが、、、、北海道北海道北海道北海道まままま

ちづくりちづくりちづくりちづくり 100100100100 選選選選にににに選定選定選定選定されるされるされるされる。。。。    

・ 花咲港小学校校舎新築落成及花咲港小学校校舎新築落成及花咲港小学校校舎新築落成及花咲港小学校校舎新築落成及びびびび開校開校開校開校93939393周周周周

年記念式典年記念式典年記念式典年記念式典がががが行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 根室市第二老人福祉根室市第二老人福祉根室市第二老人福祉根室市第二老人福祉センターセンターセンターセンター及及及及びびびび西浜児西浜児西浜児西浜児

童会館童会館童会館童会館のののの複合施設複合施設複合施設複合施設がオープンがオープンがオープンがオープン。。。。    

・ ＪＲＪＲＪＲＪＲ標津線標津線標津線標津線がががが廃止廃止廃止廃止されるされるされるされる。。。。    

・ 標津線標津線標津線標津線のののの代替代替代替代替バスがバスがバスがバスが運行開始運行開始運行開始運行開始。（。（。（。（厚床厚床厚床厚床～～～～

標津間標津間標津間標津間））））    

・ 根室市根室市根室市根室市キャンプキャンプキャンプキャンプ場場場場がががが温根沼温根沼温根沼温根沼にオープンにオープンにオープンにオープン。。。。    

・ 市議会議員選挙行市議会議員選挙行市議会議員選挙行市議会議員選挙行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 厚床駅厚床駅厚床駅厚床駅、、、、厚床厚床厚床厚床バスバスバスバス待合所待合所待合所待合所、、、、厚床駅前広場厚床駅前広場厚床駅前広場厚床駅前広場

のののの完成完成完成完成をををを祝祝祝祝うオープンセレモニーがうオープンセレモニーがうオープンセレモニーがうオープンセレモニーが行行行行わわわわ

れるれるれるれる。。。。    

・ ＮＨＫ－ＦＭＮＨＫ－ＦＭＮＨＫ－ＦＭＮＨＫ－ＦＭラジオラジオラジオラジオ根室中継局根室中継局根室中継局根室中継局がががが開局開局開局開局。。。。    

・ 「「「「根室市総合住民情報根室市総合住民情報根室市総合住民情報根室市総合住民情報システムシステムシステムシステム」」」」がスタがスタがスタがスタ

ートートートート。。。。    

・ ソソソソ連連連連からからからから提案提案提案提案されているされているされているされている「「「「1992199219921992 年以降年以降年以降年以降のののの

沖獲沖獲沖獲沖獲りりりり禁止禁止禁止禁止」」」」のののの撤回撤回撤回撤回をををを求求求求めるめるめるめる。。。。≪≪≪≪北洋鮭北洋鮭北洋鮭北洋鮭

鱒漁業危機突破根室大会鱒漁業危機突破根室大会鱒漁業危機突破根室大会鱒漁業危機突破根室大会≫≫≫≫開催開催開催開催。。。。    

・ 北方領土北方領土北方領土北方領土「「「「四島四島四島四島のののの開発開発開発開発プランプランプランプラン」」」」表彰式表彰式表彰式表彰式がががが

行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 根室市文化根室市文化根室市文化根室市文化センターがセンターがセンターがセンターが「「「「根室市図書館根室市図書館根室市図書館根室市図書館」」」」

にににに名称変更名称変更名称変更名称変更。。。。    

・ 根室市郷土資料保存根室市郷土資料保存根室市郷土資料保存根室市郷土資料保存センターがセンターがセンターがセンターが花咲港花咲港花咲港花咲港にににに

オープンオープンオープンオープン。。。。    

・ 根室市東京事務所開設根室市東京事務所開設根室市東京事務所開設根室市東京事務所開設。（。（。（。（東京都千代田東京都千代田東京都千代田東京都千代田

区区区区））））    

・ 大矢市長大矢市長大矢市長大矢市長、「、「、「、「ロロロロシアシアシアシア連邦共和国訪問北海連邦共和国訪問北海連邦共和国訪問北海連邦共和国訪問北海

道代表団道代表団道代表団道代表団」」」」のののの一員一員一員一員としてとしてとしてとして訪訪訪訪ソソソソ。。。。    

・ 姉妹都市黒部市生地小学校姉妹都市黒部市生地小学校姉妹都市黒部市生地小学校姉妹都市黒部市生地小学校がががが親善訪問親善訪問親善訪問親善訪問のののの

ためためためため来根来根来根来根。。。。    

・ 大矢快治氏大矢快治氏大矢快治氏大矢快治氏がががが市長市長市長市長にににに再選再選再選再選されるされるされるされる。。。。    

・ 市立落石診療所市立落石診療所市立落石診療所市立落石診療所がががが９９９９年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりに診療再開診療再開診療再開診療再開。。。。    

・ 市立厚床診療所市立厚床診療所市立厚床診療所市立厚床診療所がががが６６６６年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりに診療再開診療再開診療再開診療再開。。。。    

・ 第第第第５５５５回回回回ソビエトソビエトソビエトソビエト友好展友好展友好展友好展がががが 11111111 年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりに開開開開

催催催催。（。（。（。（公民館公民館公民館公民館））））    

・ 「（「（「（「（仮称仮称仮称仮称））））根室市総合文化会館根室市総合文化会館根室市総合文化会館根室市総合文化会館」」」」着工着工着工着工。。。。    

・ 姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市シトカシトカシトカシトカ市親善訪問団来根市親善訪問団来根市親善訪問団来根市親善訪問団来根。。。。    

・ 北方領土国際北方領土国際北方領土国際北方領土国際セミナーセミナーセミナーセミナー開催開催開催開催。（。（。（。（根室根室根室根室グラグラグラグラ

ンドホテルンドホテルンドホテルンドホテル））））    
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西西西西    暦暦暦暦    年年年年            号号号号    主主主主        なななな        出出出出        来来来来        事事事事    西西西西    暦暦暦暦    年年年年            号号号号    主主主主        なななな        出出出出        来来来来        事事事事    

1990199019901990 年年年年    

    

    

1991199119911991 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1992199219921992 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1993199319931993 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1994199419941994 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    平成平成平成平成    2222 年年年年 11111111 月月月月 21212121 日日日日    

    

12121212 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

3333 年年年年    2222 月月月月 25252525 日日日日    

                                        4444 月月月月 12121212 日日日日    

        5555 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

    

5555 月月月月    3 3 3 3 日日日日    

    

    

5555 月月月月 14141414～～～～17171717 日日日日    

    

6666 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

7777 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

7777 月月月月    6 6 6 6 日日日日    

    

    

8888 月月月月 17171717～～～～22222222 日日日日    

                    9999 月月月月    1111 日日日日～～～～    

                10101010 月月月月    3 3 3 3 日日日日    

10101010 月月月月 28282828 日日日日    

    

4444 年年年年 4444 月月月月 15151515～～～～17171717 日日日日    

    

    

4444 月月月月 22222222～～～～27272727 日日日日    

    

    

5555 月月月月    2 2 2 2 日日日日    

    

5555 月月月月 11111111～～～～17171717 日日日日    

    

    

7777 月月月月    4 4 4 4 日日日日    

    

8888 月月月月 14141414 日日日日    

    

9999 月月月月 11111111 日日日日    

    

10101010 月月月月 20202020 日日日日    

    

5555 年年年年    １１１１月月月月 15151515 日日日日    

    

4444 月月月月    3 3 3 3 日日日日    

    

6666 月月月月 30303030 日日日日    

7777 月月月月 27272727～～～～29292929 日日日日    

    

9999 月月月月    9 9 9 9 日日日日    

    

    

9999 月月月月 19191919～～～～23232323 日日日日    

    

    

10101010 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

6666 年年年年    1111 月月月月 27272727 日日日日    

    

4444 月月月月    2 2 2 2 日日日日    

    

5555 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

5555 月月月月 14141414 日日日日    

    

5555 月月月月 24242424 日日日日    

    

    

5555 月月月月 30303030 日日日日    

6666 月月月月 12121212 日日日日    

    

6666 月月月月 29292929 日日日日    

    

8888 月月月月    5 5 5 5 日日日日    

    

                    8888 月月月月 31313131 日日日日～～～～    

9999 月月月月    3 3 3 3 日日日日    

    

9999 月月月月 11111111 日日日日    

10101010 月月月月    4 4 4 4 日日日日    

    

    

・ 花咲港地域花咲港地域花咲港地域花咲港地域テレビテレビテレビテレビ放送中継局開局放送中継局開局放送中継局開局放送中継局開局。（。（。（。（民報民報民報民報

４４４４局局局局ととととＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ））））千島会館千島会館千島会館千島会館がががが新築落成新築落成新築落成新築落成。。。。    

・ 千島会館千島会館千島会館千島会館がががが新築落成新築落成新築落成新築落成。。。。    

・ 「「「「根室市根室市根室市根室市ウニウニウニウニ種苗生産種苗生産種苗生産種苗生産センターセンターセンターセンター」」」」落成落成落成落成。。。。    

・ 根室市東京事務所移転根室市東京事務所移転根室市東京事務所移転根室市東京事務所移転。（。（。（。（東京都台東区東京都台東区東京都台東区東京都台東区））））    

・ 「「「「根室市根室市根室市根室市フィールドアスレチックフィールドアスレチックフィールドアスレチックフィールドアスレチック＝＝＝＝根室根室根室根室

国探検広場国探検広場国探検広場国探検広場」」」」がががが明治公園隣接地明治公園隣接地明治公園隣接地明治公園隣接地にオープにオープにオープにオープ

ンンンン。。。。    

・ 四極交流盟約書締結四極交流盟約書締結四極交流盟約書締結四極交流盟約書締結。（。（。（。（本土東西南北端本土東西南北端本土東西南北端本土東西南北端のののの

市町市町市町市町、、、、東東東東＝＝＝＝根室市根室市根室市根室市、、、、西西西西＝＝＝＝長崎県小佐長崎県小佐長崎県小佐長崎県小佐々々々々町町町町、、、、

南南南南＝＝＝＝鹿児島県佐多町鹿児島県佐多町鹿児島県佐多町鹿児島県佐多町、、、、北北北北＝＝＝＝稚内市稚内市稚内市稚内市））））    

・ 姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市シトカシトカシトカシトカ市市市市からマウントエジカムからマウントエジカムからマウントエジカムからマウントエジカム

高校生高校生高校生高校生らららら一行一行一行一行７７７７人人人人がががが来根来根来根来根。。。。    

・ 根室湾沖根室湾沖根室湾沖根室湾沖「「「「新新新新ホタテホタテホタテホタテ漁場漁場漁場漁場」」」」のホタテけたのホタテけたのホタテけたのホタテけた網網網網

漁解禁漁解禁漁解禁漁解禁。。。。    

・ ＪＲＪＲＪＲＪＲ釧路釧路釧路釧路～～～～根室間根室間根室間根室間のののの愛称愛称愛称愛称をををを「ＪＲ「ＪＲ「ＪＲ「ＪＲ花咲線花咲線花咲線花咲線」」」」

とととと決定決定決定決定。。。。    

・ 根室観光汽船根室観光汽船根室観光汽船根室観光汽船「「「「高速旅客船高速旅客船高速旅客船高速旅客船ペニンスラペニンスラペニンスラペニンスラ号号号号」」」」

がががが根根根根室港室港室港室港とととと尾岱沼間尾岱沼間尾岱沼間尾岱沼間にににに就航就航就航就航。（。（。（。（平成平成平成平成６６６６年年年年にににに

運行廃止運行廃止運行廃止運行廃止））））    

・ サハリンサハリンサハリンサハリン州州州州のののの子供子供子供子供たちたちたちたち一行一行一行一行 67676767 人人人人がががが来根来根来根来根。。。。    

・ 第第第第１１１１回根室市回根室市回根室市回根室市ねんりんピックねんりんピックねんりんピックねんりんピック””””91919191 開幕開幕開幕開幕。。。。    

    （（（（高齢者高齢者高齢者高齢者 2222，，，，625625625625 人参加人参加人参加人参加））））    

・ 根室市根室市根室市根室市ウニウニウニウニ種苗生産種苗生産種苗生産種苗生産センターからウニセンターからウニセンターからウニセンターからウニ種種種種

苗苗苗苗のののの初出荷初出荷初出荷初出荷。（。（。（。（ウニウニウニウニ種苗種苗種苗種苗 58585858 万粒出荷万粒出荷万粒出荷万粒出荷））））    

・ ラクスマンラクスマンラクスマンラクスマン根室来航根室来航根室来航根室来航 200200200200 年記念映画年記念映画年記念映画年記念映画「「「「おろおろおろおろ

しやしやしやしや国酔夢譚国酔夢譚国酔夢譚国酔夢譚」」」」鑑賞会鑑賞会鑑賞会鑑賞会。（。（。（。（全国一斉封切全国一斉封切全国一斉封切全国一斉封切りりりり

にににに先駆先駆先駆先駆けけけけ上映上映上映上映））））    

・ 北方四島在住島民北方四島在住島民北方四島在住島民北方四島在住島民ビザなしビザなしビザなしビザなし交流団花咲港交流団花咲港交流団花咲港交流団花咲港

にににに歴史的歴史的歴史的歴史的なななな第第第第１１１１歩歩歩歩。（。（。（。（北方四島北方四島北方四島北方四島からのからのからのからの第第第第１１１１

陣陣陣陣 19191919 人来道人来道人来道人来道））））    

・ 「「「「根室市営根室市営根室市営根室市営ゲートボールゲートボールゲートボールゲートボール場場場場」」」」がががが駒場町駒場町駒場町駒場町にオにオにオにオ

ープンープンープンープン。。。。    

・ 北方四島北海道訪問団北方四島北海道訪問団北方四島北海道訪問団北方四島北海道訪問団ビザなしビザなしビザなしビザなし渡航渡航渡航渡航。（。（。（。（日日日日

本本本本からのからのからのからの第第第第１１１１陣陣陣陣 45454545 人人人人、、、、国後島国後島国後島国後島、、、、色丹島色丹島色丹島色丹島、、、、

択捉島択捉島択捉島択捉島））））をををを訪問訪問訪問訪問。。。。    

・ 根室港花咲港区東地区大型岸壁完成記念根室港花咲港区東地区大型岸壁完成記念根室港花咲港区東地区大型岸壁完成記念根室港花咲港区東地区大型岸壁完成記念

式典式典式典式典。。。。    

・ 日日日日ロロロロ交流拠点交流拠点交流拠点交流拠点「「「「根室根室根室根室インフォメーションセインフォメーションセインフォメーションセインフォメーションセ

ンターンターンターンター」」」」がががが花咲港花咲港花咲港花咲港にオープンにオープンにオープンにオープン。。。。    

・ 台風台風台風台風 17171717 号号号号によりによりによりにより記録的記録的記録的記録的なななな大雨大雨大雨大雨。（。（。（。（観測史上観測史上観測史上観測史上

最高最高最高最高／／／／１１１１日日日日でででで 211.5211.5211.5211.5 ㎜）㎜）㎜）㎜）    

・ ラクスマンラクスマンラクスマンラクスマン（（（（ロシアロシアロシアロシア最初最初最初最初のののの遣日使節遣日使節遣日使節遣日使節））））来航来航来航来航    

200200200200 年記念講演会及年記念講演会及年記念講演会及年記念講演会及びびびび記念記念記念記念パーティーパーティーパーティーパーティー。。。。    

・ 釧路沖地震発生釧路沖地震発生釧路沖地震発生釧路沖地震発生。（。（。（。（根室市内根室市内根室市内根室市内／／／／震度震度震度震度４４４４、、、、住住住住

宅一部損壊等宅一部損壊等宅一部損壊等宅一部損壊等のののの被害被害被害被害））））    

・ 根室市総合文化会館落成記念式典根室市総合文化会館落成記念式典根室市総合文化会館落成記念式典根室市総合文化会館落成記念式典。。。。    

    （（（（同会館同会館同会館同会館））））    

・ 落石落石落石落石ロランロランロランロラン局閉局局閉局局閉局局閉局。（。（。（。（34343434 年間年間年間年間のののの歴史歴史歴史歴史にににに幕幕幕幕））））    

・ 第第第第 32323232 回日本海洋少年団北海道大会回日本海洋少年団北海道大会回日本海洋少年団北海道大会回日本海洋少年団北海道大会がががが 25252525 年年年年

ぶりにぶりにぶりにぶりに開催開催開催開催。（。（。（。（根室根室根室根室港港港港ほかほかほかほか））））    

・ 根室地方合同庁舎根室地方合同庁舎根室地方合同庁舎根室地方合同庁舎（（（（税務署税務署税務署税務署、、、、法務局法務局法務局法務局、、、、測候測候測候測候

所所所所などなどなどなど５５５５官庁入居官庁入居官庁入居官庁入居））））落成式開催落成式開催落成式開催落成式開催。（。（。（。（根室商根室商根室商根室商

工会館工会館工会館工会館））））    

・ 根室市初根室市初根室市初根室市初のののの国際会議国際会議国際会議国際会議「「「「北太平洋北太平洋北太平洋北太平洋のののの海洋科学海洋科学海洋科学海洋科学

にににに関関関関するねむろするねむろするねむろするねむろ国際会議国際会議国際会議国際会議””””93939393」」」」開催開催開催開催。。。。    

（（（（根室市総合文化会館根室市総合文化会館根室市総合文化会館根室市総合文化会館））））    

・ 「「「「小樽検疫所花咲出張所小樽検疫所花咲出張所小樽検疫所花咲出張所小樽検疫所花咲出張所」」」」開所開所開所開所。。。。    

・ セベロクリリスクセベロクリリスクセベロクリリスクセベロクリリスク市市市市（（（（ロシアロシアロシアロシア連邦連邦連邦連邦サハリンサハリンサハリンサハリン

州州州州））））とととと姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携。。。。    

・ 市立市立市立市立こまばこまばこまばこまば保育所新設保育所新設保育所新設保育所新設（（（（しおみしおみしおみしおみ保育所及保育所及保育所及保育所及びびびび

つきみつきみつきみつきみ保育所保育所保育所保育所のののの統合統合統合統合））））    

・ 「「「「根室市観光根室市観光根室市観光根室市観光インフォメーションセンタインフォメーションセンタインフォメーションセンタインフォメーションセンタ

ーーーー」」」」新築落成式開催新築落成式開催新築落成式開催新築落成式開催。。。。    

・ 根室市図書館根室市図書館根室市図書館根室市図書館オープンオープンオープンオープン。（。（。（。（旧公民館旧公民館旧公民館旧公民館をををを転用転用転用転用

改造改造改造改造））））    

・ 根室市水産研究所根室市水産研究所根室市水産研究所根室市水産研究所がががが温根元温根元温根元温根元にオープンにオープンにオープンにオープン。。。。

（（（（所長所長所長所長／／／／東京理科大学総合東京理科大学総合東京理科大学総合東京理科大学総合研究所研究所研究所研究所、、、、橘高二橘高二橘高二橘高二

郎教授就任郎教授就任郎教授就任郎教授就任））））    

・ 市役所第市役所第市役所第市役所第２２２２庁舎業務開始庁舎業務開始庁舎業務開始庁舎業務開始。（。（。（。（大正町大正町大正町大正町 1111－－－－30303030））））    

・ 根室市根室市根室市根室市パークゴルフパークゴルフパークゴルフパークゴルフ場場場場オープンオープンオープンオープン。（。（。（。（宝林町宝林町宝林町宝林町

４４４４丁目丁目丁目丁目））））    

・ 落石岬地球環境落石岬地球環境落石岬地球環境落石岬地球環境モニタリングスステーシモニタリングスステーシモニタリングスステーシモニタリングスステーシ

ョンのョンのョンのョンの竣工式典開催竣工式典開催竣工式典開催竣工式典開催。。。。    

・ 根室市根室市根室市根室市でででで初初初初めてのめてのめてのめての「「「「４４４４極交流首長極交流首長極交流首長極交流首長、、、、子供子供子供子供ササササ

ミットミットミットミット」」」」開催開催開催開催。。。。    

・ 姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市セベロクリリスクセベロクリリスクセベロクリリスクセベロクリリスク市市市市のののの青少年親青少年親青少年親青少年親

善訪問団善訪問団善訪問団善訪問団（（（（18181818 人人人人））））がががが来根来根来根来根、、、、根室西高校根室西高校根室西高校根室西高校とととと交交交交

流流流流。。。。    

・ 市長選挙市長選挙市長選挙市長選挙でででで大矢快治氏大矢快治氏大矢快治氏大矢快治氏３３３３選選選選されるされるされるされる。。。。    

・ 北海道東方沖地震発生北海道東方沖地震発生北海道東方沖地震発生北海道東方沖地震発生（（（（震度震度震度震度５５５５、、、、マグニチマグニチマグニチマグニチ

ュードュードュードュード 8.28.28.28.2））））家屋半壊家屋半壊家屋半壊家屋半壊、、、、花咲港津波被害花咲港津波被害花咲港津波被害花咲港津波被害、、、、

総合文化会館総合文化会館総合文化会館総合文化会館などなどなどなど被害甚大被害甚大被害甚大被害甚大。。。。    
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平成平成平成平成 6666 年年年年 10101010 月月月月 15151515    

～～～～24242424 日日日日    

10101010 月月月月 20202020 日日日日    

    

    

12121212 月月月月 27272727 日日日日    

    

                    7777 年年年年    4444 月月月月    3 3 3 3 日日日日    

    

4444 月月月月 14141414 日日日日    

    

    

    

4444 月月月月 28282828 日日日日    

    

5555 月月月月 25252525 日日日日    

    

    

    

6666 月月月月 20202020 日日日日    

7777 月月月月 15151515 日日日日    

    

9999 月月月月    8 8 8 8 日日日日    

9999 月月月月 30303030 日日日日    

    

10101010 月月月月 26262626 日日日日    

    

    

11111111 月月月月 18181818～～～～22222222 日日日日    

    

8888 年年年年    1111 月月月月    6 6 6 6 日日日日    

    

    

4444 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

5555 月月月月 15151515 日日日日    

    

    

5555 月月月月 21212121 日日日日    

    

6666 月月月月 23232323～～～～28282828 日日日日    

    

7777 月月月月 30303030 日日日日    

8888 月月月月    6666    日日日日    

    

9999 月月月月    5 5 5 5 日日日日    

    

9999 月月月月 27272727 日日日日    

    

    

10101010 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

10101010 月月月月 16161616 日日日日    

    

    

11111111 月月月月 30303030 日日日日    

    

12121212 月月月月 18181818 日日日日    

12121212 月月月月 26262626 日日日日    

9999 年年年年    3333 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

3333 月月月月 23232323 日日日日    

    

4444 月月月月    8 8 8 8 日日日日    

    

5555 月月月月 27272727 日日日日    

6666 月月月月    8 8 8 8 日日日日    

    

8888 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

8888 月月月月 27272727 日日日日    

9999 月月月月    8 8 8 8 日日日日    

    

11111111 月月月月    4 4 4 4 日日日日    

11111111 月月月月 15151515 日日日日    

    

12121212 月月月月 15151515 日日日日    

10101010 年年年年    1111 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

1111 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

1111 月月月月 26262626 日日日日    

    

2222 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

・ 海洋科学海洋科学海洋科学海洋科学にににに関関関関するするするする国際会議国際会議国際会議国際会議「「「「第第第第３３３３回回回回パイパイパイパイ

セスセスセスセス年次会合年次会合年次会合年次会合」」」」開催開催開催開催。（。（。（。（図書館図書館図書館図書館ほかほかほかほか））））    

・ アダムアダムアダムアダム、、、、ラクスマンラクスマンラクスマンラクスマン（（（（ロシアロシアロシアロシア初初初初のののの遣日使遣日使遣日使遣日使

節節節節））））のののの根室来航記念碑根室来航記念碑根室来航記念碑根室来航記念碑「「「「歴史歴史歴史歴史のののの然然然然（（（（ぜんぜんぜんぜん）」）」）」）」

のののの除幕式除幕式除幕式除幕式。（。（。（。（ときわときわときわときわ台公園台公園台公園台公園））））    

・ 根室市温根沼会館根室市温根沼会館根室市温根沼会館根室市温根沼会館（（（（コミュニティみずとコミュニティみずとコミュニティみずとコミュニティみずと

りりりり））））オープンオープンオープンオープン。。。。    

・ 「「「「札幌入国管理局釧路出張所根室分室札幌入国管理局釧路出張所根室分室札幌入国管理局釧路出張所根室分室札幌入国管理局釧路出張所根室分室」」」」

がががが花咲港花咲港花咲港花咲港にににに開所開所開所開所。。。。    

・ 根室市春国岱原生野鳥公園根室市春国岱原生野鳥公園根室市春国岱原生野鳥公園根室市春国岱原生野鳥公園ネイチャーセネイチャーセネイチャーセネイチャーセ

ンターがオープンンターがオープンンターがオープンンターがオープン。（。（。（。（東梅東梅東梅東梅））））    

・ 根室市福祉会館根室市福祉会館根室市福祉会館根室市福祉会館オープンオープンオープンオープン。（。（。（。（旧図書館旧図書館旧図書館旧図書館をををを

転用改造転用改造転用改造転用改造））））    

・ 「「「「ふれあいふれあいふれあいふれあい広場広場広場広場」」」」がががが旧臨港線跡地旧臨港線跡地旧臨港線跡地旧臨港線跡地にオーにオーにオーにオー

プンプンプンプン。。。。    

・ 「「「「市老人市老人市老人市老人デイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンター」」」」とととと「「「「市市市市

在宅介護支援在宅介護支援在宅介護支援在宅介護支援センターセンターセンターセンター」」」」がががが有磯町有磯町有磯町有磯町にににに完成完成完成完成。。。。

（（（（特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームはまなすホームはまなすホームはまなすホームはまなす園園園園にににに併併併併

設設設設））））    

・ 根室市総合計画根室市総合計画根室市総合計画根室市総合計画（（（（第第第第７７７７期期期期））））策定策定策定策定。。。。    

・ 「「「「根室空襲根室空襲根室空襲根室空襲、、、、戦後戦後戦後戦後 50505050 年年年年」」」」関連行事開催関連行事開催関連行事開催関連行事開催。。。。    

（（（（根室市総合文化会館根室市総合文化会館根室市総合文化会館根室市総合文化会館ほかほかほかほか））））    

・ 外国船貿易船入港外国船貿易船入港外国船貿易船入港外国船貿易船入港２２２２千隻達成千隻達成千隻達成千隻達成。（。（。（。（花咲港花咲港花咲港花咲港））））    

・ 姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携 20202020 周年周年周年周年、、、、シトカシトカシトカシトカ市友好親善市友好親善市友好親善市友好親善

訪問団来根訪問団来根訪問団来根訪問団来根。。。。    

・ 大地震大地震大地震大地震にもにもにもにも耐耐耐耐えられるようえられるようえられるようえられるよう免震支承工法免震支承工法免震支承工法免震支承工法

をををを道内道内道内道内でででで初初初初めてめてめてめて採用採用採用採用したしたしたした、（、（、（、（新新新新））））温根沼大温根沼大温根沼大温根沼大

橋橋橋橋がががが完成完成完成完成。。。。    

・ 「「「「根室海洋根室海洋根室海洋根室海洋、、、、水産国際水産国際水産国際水産国際ワークショッワークショッワークショッワークショッ

ププププ””””95959595 ロブスターロブスターロブスターロブスター」」」」開催開催開催開催。。。。    

・ 根室市総合運動公園建設事業根室市総合運動公園建設事業根室市総合運動公園建設事業根室市総合運動公園建設事業のののの初初初初めてのめてのめてのめての

施設施設施設施設「「「「新新新新・・・・根室市根室市根室市根室市スケートリンクスケートリンクスケートリンクスケートリンク」」」」がががが市市市市

内西浜町内西浜町内西浜町内西浜町にににに落成落成落成落成。。。。    

・ 根室税関支所根室税関支所根室税関支所根室税関支所「「「「花咲分庁舎花咲分庁舎花咲分庁舎花咲分庁舎」」」」設置設置設置設置。。。。    

    （（（（花咲港花咲港花咲港花咲港））））    

・ 13131313 年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりに５５５５月月月月にににに降雪降雪降雪降雪をををを観測観測観測観測（（（（同日降雪同日降雪同日降雪同日降雪

のののの中中中中ロシアロシアロシアロシア 200200200200 カイリカイリカイリカイリ内内内内サケサケサケサケ、、、、マスマスマスマス流流流流しししし

網漁出漁網漁出漁網漁出漁網漁出漁）。）。）。）。    

・ 釧路市釧路市釧路市釧路市、、、、帯広市帯広市帯広市帯広市、、、、北見市北見市北見市北見市、、、、網走市網走市網走市網走市、、、、紋別紋別紋別紋別

市市市市、、、、根室市根室市根室市根室市のののの道東六市間道東六市間道東六市間道東六市間でででで防防防防災協定締結災協定締結災協定締結災協定締結。。。。    

・ 「「「「パイセスパイセスパイセスパイセス、、、、グローベックグローベックグローベックグローベック国際会議国際会議国際会議国際会議」」」」開開開開

催催催催。。。。    

・ （（（（新新新新））））葬斎場葬斎場葬斎場葬斎場「「「「蒼香苑蒼香苑蒼香苑蒼香苑」」」」がががが落成落成落成落成。（。（。（。（穂香穂香穂香穂香））））    

・ 姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携 20202020 周年記念周年記念周年記念周年記念、、、、黒部市少年少黒部市少年少黒部市少年少黒部市少年少

女親善交歓大会開催女親善交歓大会開催女親善交歓大会開催女親善交歓大会開催。。。。    

・ 「「「「根室市水産研究所根室市水産研究所根室市水産研究所根室市水産研究所」」」」がががが市内温根元市内温根元市内温根元市内温根元にににに新新新新

築落成築落成築落成築落成。。。。    

・ 北方四島交流北海道推進委員会北方四島交流北海道推進委員会北方四島交流北海道推進委員会北方四島交流北海道推進委員会「「「「みんなみんなみんなみんな

でででで考考考考えようビザなしえようビザなしえようビザなしえようビザなし交流交流交流交流ｉｎｉｎｉｎｉｎねむろねむろねむろねむろ」」」」をををを

開催開催開催開催。。。。    

・ ツールドツールドツールドツールド北海道北海道北海道北海道がががが根室市入根室市入根室市入根室市入りりりり。。。。    

・ 根室高等学校根室高等学校根室高等学校根室高等学校がががが姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市シトカシトカシトカシトカ市市市市シトカシトカシトカシトカ

高校高校高校高校とととと姉妹提携姉妹提携姉妹提携姉妹提携をををを結結結結ぶためぶためぶためぶため、、、、同校長同校長同校長同校長とととと生生生生

徒徒徒徒２２２２名名名名らがシトカらがシトカらがシトカらがシトカ市市市市をををを訪問訪問訪問訪問。。。。    

・ 市内市内市内市内でででで最最最最もももも古古古古いいいい歴史歴史歴史歴史をもつをもつをもつをもつ花咲小学校花咲小学校花咲小学校花咲小学校がががが

創立創立創立創立 120120120120 周年記念式典開催周年記念式典開催周年記念式典開催周年記念式典開催。。。。    

・ 貿易船入港貿易船入港貿易船入港貿易船入港１１１１千隻記念千隻記念千隻記念千隻記念セレモニーセレモニーセレモニーセレモニー開催開催開催開催。。。。    

・ 根室市防災根室市防災根室市防災根室市防災ヘリポートヘリポートヘリポートヘリポート開港開港開港開港。（。（。（。（穂香穂香穂香穂香））））    

・ ねむろねむろねむろねむろ情報情報情報情報ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル 2626262626262626 のののの運用開始運用開始運用開始運用開始。。。。    

・ 飯田三郎資料展示室飯田三郎資料展示室飯田三郎資料展示室飯田三郎資料展示室がががが市図書館市図書館市図書館市図書館にオープにオープにオープにオープ

ンンンン。。。。    

・ まつもとまつもとまつもとまつもと保育所保育所保育所保育所・・・・子育子育子育子育てててて相談所相談所相談所相談所がががが市内松市内松市内松市内松

本町本町本町本町にににに新築落成新築落成新築落成新築落成。。。。    

・ 根室警察署新庁舎落成式根室警察署新庁舎落成式根室警察署新庁舎落成式根室警察署新庁舎落成式をををを挙行挙行挙行挙行。。。。    

・ 根室青年会議所創立根室青年会議所創立根室青年会議所創立根室青年会議所創立 35353535 周年記念式典周年記念式典周年記念式典周年記念式典をををを

総合文化会館総合文化会館総合文化会館総合文化会館でででで開催開催開催開催。。。。    

・ 根室市制施行根室市制施行根室市制施行根室市制施行 40404040 周年記念式典周年記念式典周年記念式典周年記念式典をををを市総合市総合市総合市総合

文化会館文化会館文化会館文化会館でででで開催開催開催開催。。。。    

・ 市議会議員選挙行市議会議員選挙行市議会議員選挙行市議会議員選挙行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 「「「「’’’’97979797 パイセスパイセスパイセスパイセス 12121212 カニカニカニカニ類類類類とエビとエビとエビとエビ類類類類にににに関関関関

するするするする根室国際会議根室国際会議根室国際会議根室国際会議」」」」開催開催開催開催。。。。    

・ 根室市根室市根室市根室市のｲﾝﾀｰﾈｯﾄのｲﾝﾀｰﾈｯﾄのｲﾝﾀｰﾈｯﾄのｲﾝﾀｰﾈｯﾄ    ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞがﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞがﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞがﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞが開設開設開設開設。。。。    

・ 根室市社会福祉協議会根室市社会福祉協議会根室市社会福祉協議会根室市社会福祉協議会 40404040 周年記念周年記念周年記念周年記念・・・・根室根室根室根室

共同募金共同募金共同募金共同募金 50505050 周周周周年記念社会福祉大会年記念社会福祉大会年記念社会福祉大会年記念社会福祉大会。。。。    

・ 自航式自航式自航式自航式はしけはしけはしけはしけ「「「「希望丸希望丸希望丸希望丸」」」」進水式進水式進水式進水式。。。。    

・ ロサ・ルゴサによるロサ・ルゴサによるロサ・ルゴサによるロサ・ルゴサによる初日初日初日初日のののの出出出出クルーズをクルーズをクルーズをクルーズを

実施実施実施実施。（。（。（。（１１１１月月月月１１１１日日日日～～～～１１１１月月月月３３３３日日日日））））    

・ 「「「「仮称仮称仮称仮称・コミュニティー・コミュニティー・コミュニティー・コミュニティーＦＭＦＭＦＭＦＭねむろねむろねむろねむろ設立設立設立設立

準備会準備会準備会準備会」」」」がががが 24242424 時間時間時間時間デモデモデモデモ放送放送放送放送をををを実施実施実施実施。。。。    

・ 北方領土問題検討北方領土問題検討北方領土問題検討北方領土問題検討プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト会議会議会議会議をををを市市市市

役所内役所内役所内役所内にににに設置設置設置設置。。。。    

・ 外務省欧亜局外務省欧亜局外務省欧亜局外務省欧亜局ＮＩＳＮＩＳＮＩＳＮＩＳ支援室支援室支援室支援室がががが北方四島住北方四島住北方四島住北方四島住    

民民民民へのへのへのへの緊急人道支援緊急人道支援緊急人道支援緊急人道支援としてとしてとしてとして新造新造新造新造したしたしたした自航自航自航自航    

式式式式はしけはしけはしけはしけ「「「「希望丸希望丸希望丸希望丸」」」」のののの引渡引渡引渡引渡しししし式典式典式典式典をををを実施実施実施実施。。。。    
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西西西西    暦暦暦暦    年年年年            号号号号    主主主主        なななな        出出出出        来来来来        事事事事    西西西西    暦暦暦暦    年年年年            号号号号    主主主主        なななな        出出出出        来来来来        事事事事    

1998199819981998 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1999199919991999 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2000200020002000 年年年年    

    

    

    

    

平成平成平成平成 10101010 年年年年 3333 月月月月    6 6 6 6 日日日日    

    

3333 月月月月 15151515 日日日日    

    

4444 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

4444 月月月月    3 3 3 3 日日日日    

    

    

5555 月月月月    3 3 3 3 日日日日    

7777 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

7777 月月月月 21212121 日日日日    

    

8888 月月月月 19191919 日日日日    

    

    

9999 月月月月    7 7 7 7 日日日日    

    

    

9999 月月月月 13131313 日日日日    

    

10101010 月月月月 16161616 日日日日    

    

10101010 月月月月 19191919 日日日日    

    

    

10101010 月月月月 21212121 日日日日    

    

    

10101010 月月月月 27272727 日日日日    

    

    

    

11111111 月月月月 10101010 日日日日    

    

    

11111111 月月月月 12121212 日日日日    

    

    

    

    

12121212 月月月月    8 8 8 8 日日日日    

11111111 年年年年    1111 月月月月 18181818 日日日日    

    

    

3333 月月月月 10101010 日日日日    

4444 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

4444 月月月月 11114444 日日日日    

5555 月月月月    4 4 4 4 日日日日    

5555 月月月月 26262626 日日日日    

    

7777 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

    7777 月月月月 29292929～～～～    8888 月月月月 5555 日日日日    

    

8888 月月月月 6666～～～～12121212 日日日日    

8888 月月月月 20202020 日日日日    

    

9999 月月月月    9 9 9 9 日日日日    

    

9999 月月月月 11111111～～～～12121212 日日日日    

    

    

10101010 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

    

10101010 月月月月 16161616 日日日日    

    

    

10101010 月月月月 24242424 日日日日    

    

    

11111111 月月月月 11111111 日日日日    

    

11111111 月月月月 18181818 日日日日    

    

    

12121212 月月月月 31313131 日日日日    

    

12121212 年年年年    2222 月月月月    7 7 7 7 日日日日    

2222 月月月月 25252525 日日日日    

    

4444 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

・ 根室市根室市根室市根室市がががが「「「「地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり自治大臣表彰自治大臣表彰自治大臣表彰自治大臣表彰」」」」のののの    

世界世界世界世界にににに開開開開かれたまちかれたまちかれたまちかれたまち部門部門部門部門をををを受賞受賞受賞受賞。。。。    

・ 別当賀小学校別当賀小学校別当賀小学校別当賀小学校がががが開校以来開校以来開校以来開校以来、、、、92929292 年年年年のののの歴史歴史歴史歴史にににに幕幕幕幕

をををを閉閉閉閉じるじるじるじる。。。。    

・ ごみごみごみごみ処理手数料処理手数料処理手数料処理手数料にににに変変変変わるわるわるわる重量重量重量重量制制制制がががが4444月月月月１１１１日日日日

からスタートからスタートからスタートからスタート。。。。    

・ 昭和昭和昭和昭和 62626262 年年年年４４４４月月月月にににに貿易港貿易港貿易港貿易港のののの指定指定指定指定をををを受受受受けたけたけたけた重重重重

要港湾要港湾要港湾要港湾のののの根室港根室港根室港根室港・・・・花咲港区花咲港区花咲港区花咲港区でででで、、、、貿易港貿易港貿易港貿易港のののの入入入入

港港港港５５５５千隻千隻千隻千隻をををを達成達成達成達成。。。。    

・ 初田牛開基初田牛開基初田牛開基初田牛開基 100100100100 年記念式典年記念式典年記念式典年記念式典をををを挙行挙行挙行挙行。。。。    

・ ペットボトルのペットボトルのペットボトルのペットボトルの無料回収無料回収無料回収無料回収をスタートをスタートをスタートをスタート。。。。    

・ 北海道北海道北海道北海道のののの事業事業事業事業、、、、北方四島交流施設北方四島交流施設北方四島交流施設北方四島交流施設がががが市内穂市内穂市内穂市内穂

香香香香でででで着工着工着工着工されるされるされるされる。。。。    

・ 2000200020002000 年年年年まであとまであとまであとまであと 500500500500 日日日日にににに迫迫迫迫りりりり、、、、市市市市・・・・観光協観光協観光協観光協

会会会会がががが市役所前市役所前市役所前市役所前にカウントダウンボードをにカウントダウンボードをにカウントダウンボードをにカウントダウンボードを

設置設置設置設置、、、、除幕式除幕式除幕式除幕式をををを行行行行うううう。。。。    

・ 米海兵隊米海兵隊米海兵隊米海兵隊のののの矢臼別実弾訓練矢臼別実弾訓練矢臼別実弾訓練矢臼別実弾訓練にににに使用使用使用使用されるされるされるされる

りゅうりゅうりゅうりゅう弾砲弾砲弾砲弾砲やややや車両車両車両車両などがなどがなどがなどが、、、、根室港区花咲港根室港区花咲港根室港区花咲港根室港区花咲港    

    でででで陸揚陸揚陸揚陸揚げされるげされるげされるげされる。。。。    

・ 第第第第 12121212 回根室市長選挙回根室市長選挙回根室市長選挙回根室市長選挙がががが実施実施実施実施されされされされ、、、、新人新人新人新人のののの

藤原弘氏藤原弘氏藤原弘氏藤原弘氏がががが初当選初当選初当選初当選をををを果果果果たすたすたすたす。。。。    

・ 第第第第３３３３回根室市市議会定例会回根室市市議会定例会回根室市市議会定例会回根室市市議会定例会がががが開催開催開催開催されされされされ、、、、藤藤藤藤

原市長原市長原市長原市長がががが初初初初のののの所信表明所信表明所信表明所信表明をををを行行行行うううう。。。。    

・ 根室市根室市根室市根室市でででで撮影撮影撮影撮影されていたされていたされていたされていた映画映画映画映画「「「「故郷故郷故郷故郷」」」」のロのロのロのロ

ケにケにケにケに根室市民約根室市民約根室市民約根室市民約300300300300人人人人がががが参加参加参加参加してしてしてして撮影撮影撮影撮影がががが行行行行

われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 北方四島周辺水域北方四島周辺水域北方四島周辺水域北方四島周辺水域でのでのでのでの「「「「安全操業安全操業安全操業安全操業」」」」でででで太平太平太平太平

洋側洋側洋側洋側ＡＡＡＡ水域水域水域水域でタコでタコでタコでタコ空釣漁空釣漁空釣漁空釣漁がががが市内落石港市内落石港市内落石港市内落石港、、、、花花花花

咲港咲港咲港咲港にににに初水揚初水揚初水揚初水揚げげげげ。。。。    

・ 全国全国全国全国からからからから海上保安部海上保安部海上保安部海上保安部とととと社会法人燈光会社会法人燈光会社会法人燈光会社会法人燈光会がががが

募集募集募集募集していたしていたしていたしていた「「「「貴方貴方貴方貴方がががが選選選選ぶぶぶぶ日本灯台日本灯台日本灯台日本灯台 50505050 選選選選」」」」

にににに根室根室根室根室のののの納沙布岬納沙布岬納沙布岬納沙布岬、、、、花咲港花咲港花咲港花咲港、、、、落石岬落石岬落石岬落石岬がががが選選選選ばばばば

れるれるれるれる。。。。    

・ ’’’’98989898 パイセス・オホーツクパイセス・オホーツクパイセス・オホーツクパイセス・オホーツク海根室国際会議海根室国際会議海根室国際会議海根室国際会議

がががが市総合文化会館市総合文化会館市総合文化会館市総合文化会館でででで開催開催開催開催されるされるされるされる。（。（。（。（科学者科学者科学者科学者

４４４４カカカカ国国国国からからからから 40404040 人参加人参加人参加人参加））））    

・ 日日日日ロロロロ首脳会談首脳会談首脳会談首脳会談がロシアモスクワでがロシアモスクワでがロシアモスクワでがロシアモスクワで開催開催開催開催ささささ

れれれれ、「、「、「、「日日日日ロロロロ政府間政府間政府間政府間にににに国境画定委員会国境画定委員会国境画定委員会国境画定委員会をををを新新新新たたたた

にににに設置設置設置設置。。。。北方領土北方領土北方領土北方領土のののの元島民元島民元島民元島民にににによるよるよるよる自由往来自由往来自由往来自由往来

をををを認認認認めるめるめるめる。」。」。」。」とのとのとのとの合意合意合意合意がなされがなされがなされがなされ、、、、歴史的成歴史的成歴史的成歴史的成

果果果果をををを得得得得るるるる。。。。    

・ 根室市厚床消防分遣所落成式根室市厚床消防分遣所落成式根室市厚床消防分遣所落成式根室市厚床消防分遣所落成式。。。。    

・ 根室根室根室根室とととと国後島間国後島間国後島間国後島間でででで設置設置設置設置されていたされていたされていたされていた通信用通信用通信用通信用

のののの「「「「海底海底海底海底ケーブルケーブルケーブルケーブル」」」」のののの一部一部一部一部がががが引引引引きききき揚揚揚揚げられげられげられげられ

るるるる。。。。    

・ 新新新新ゴミゴミゴミゴミ埋立処理場完成式埋立処理場完成式埋立処理場完成式埋立処理場完成式。。。。    

・ 根室市根室市根室市根室市のののの情報公開制度情報公開制度情報公開制度情報公開制度がスタートするがスタートするがスタートするがスタートする。。。。    

・ 根室市農業会館完成根室市農業会館完成根室市農業会館完成根室市農業会館完成。。。。    

・ 太田誠一総務庁長官太田誠一総務庁長官太田誠一総務庁長官太田誠一総務庁長官がががが北方領土視察北方領土視察北方領土視察北方領土視察。。。。    

・ 藤原市長藤原市長藤原市長藤原市長「「「「ビザなしビザなしビザなしビザなし交流訪問団団長交流訪問団団長交流訪問団団長交流訪問団団長」」」」としとしとしとし

てビザなしてビザなしてビザなしてビザなし交流交流交流交流にににに初参加初参加初参加初参加。。。。    

・ 東宝映画東宝映画東宝映画東宝映画・ゴジラ・ゴジラ・ゴジラ・ゴジラ２０００２０００２０００２０００ミレニアムのミレニアムのミレニアムのミレニアムの撮撮撮撮

影影影影がががが根室市内根室市内根室市内根室市内でででで行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 「「「「北方領土北方領土北方領土北方領土・・・・国後国後国後国後・・・・『『『『爺爺岳爺爺岳爺爺岳爺爺岳』』』』専門家交流専門家交流専門家交流専門家交流

訪問団出港訪問団出港訪問団出港訪問団出港。。。。    

・ 「「「「択捉島択捉島択捉島択捉島ラッコラッコラッコラッコ専門家交流訪問団専門家交流訪問団専門家交流訪問団専門家交流訪問団」」」」出港出港出港出港。。。。    

・ 「「「「株式会社株式会社株式会社株式会社ねむろねむろねむろねむろ市民市民市民市民ラジオラジオラジオラジオ」」」」創立総会創立総会創立総会創立総会がががが

市総合文化会館市総合文化会館市総合文化会館市総合文化会館でででで開開開開かれるかれるかれるかれる。。。。    

・ スワンスワンスワンスワン４４４４４４４４ねむろねむろねむろねむろ（（（（白鳥台白鳥台白鳥台白鳥台センターセンターセンターセンター））））がががが建建建建

設省設省設省設省のののの『『『『道道道道のののの駅駅駅駅』』』』のののの指定指定指定指定をををを受受受受けるけるけるける。。。。    

・ ９８９８９８９８年年年年のののの日日日日ロロロロ首脳会談首脳会談首脳会談首脳会談でででで合意合意合意合意されたされたされたされた。。。。元島元島元島元島

民民民民、、、、家族家族家族家族によるによるによるによる初初初初のののの「「「「北方四島自由訪問団北方四島自由訪問団北方四島自由訪問団北方四島自由訪問団」」」」

第第第第 1111 陣陣陣陣がががが志初島志初島志初島志初島をををを訪問訪問訪問訪問するするするする。。。。    

・ 根室市初根室市初根室市初根室市初のののの道立施設道立施設道立施設道立施設「「「「北方四島交流北方四島交流北方四島交流北方四島交流センタセンタセンタセンタ

ーーーー」」」」のののの管理運営委託契約調印式管理運営委託契約調印式管理運営委託契約調印式管理運営委託契約調印式がががが行行行行われわれわれわれ

るるるる。。。。    

・ 根室市民根室市民根室市民根室市民によるによるによるによる初初初初のののの親善訪問団親善訪問団親善訪問団親善訪問団「「「「イーストイーストイーストイースト

ポイント・ジャズオーケストラポイント・ジャズオーケストラポイント・ジャズオーケストラポイント・ジャズオーケストラ」」」」がががが姉妹都姉妹都姉妹都姉妹都

市市市市のシトカのシトカのシトカのシトカ市市市市をををを訪問訪問訪問訪問。。。。    

・ 国後古釜布国後古釜布国後古釜布国後古釜布にににに緊急避難所兼宿泊施設緊急避難所兼宿泊施設緊急避難所兼宿泊施設緊急避難所兼宿泊施設「「「「日本日本日本日本

人人人人とロシアとロシアとロシアとロシア人人人人のののの友好友好友好友好のののの家家家家」」」」がががが完成完成完成完成。。。。現地現地現地現地でででで

完成式典完成式典完成式典完成式典がががが行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 落石漁協落石漁協落石漁協落石漁協「「「「臨港道路臨港道路臨港道路臨港道路」（」（」（」（しおしおしおしお風風風風ロードロードロードロード））））開開開開

通式通式通式通式がががが行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 根室市根室市根室市根室市とととと姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市のののの黒部市黒部市黒部市黒部市とのとのとのとの間間間間でででで「「「「災害災害災害災害

時時時時におけるにおけるにおけるにおける姉妹都市相互姉妹都市相互姉妹都市相互姉妹都市相互のののの応援応援応援応援にににに関関関関するするするする

協定協定協定協定」」」」締結締結締結締結。。。。    

・ 世紀越世紀越世紀越世紀越えイベントえイベントえイベントえイベント「「「「日出日出日出日出づるづるづるづる国国国国フェスティフェスティフェスティフェスティ

バルバルバルバル」」」」がががが開催開催開催開催されるされるされるされる。。。。    

・ 「「「「道立北方四島交流道立北方四島交流道立北方四島交流道立北方四島交流センターセンターセンターセンター」」」」オープンオープンオープンオープン。。。。    

・ 市内西浜町市内西浜町市内西浜町市内西浜町のののの海岸海岸海岸海岸にににに沿岸氷沿岸氷沿岸氷沿岸氷がががが積積積積みみみみ重重重重なりなりなりなり

「「「「氷山脈氷山脈氷山脈氷山脈」」」」がががが出来上出来上出来上出来上がるがるがるがる。。。。    

・ 市立根室病院医師派遣大学市立根室病院医師派遣大学市立根室病院医師派遣大学市立根室病院医師派遣大学をををを東京医科大東京医科大東京医科大東京医科大

学学学学からからからから旭川医科大学旭川医科大学旭川医科大学旭川医科大学にににに切切切切りりりり替替替替えるえるえるえる。。。。    
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平成平成平成平成 12121212 年年年年 4444 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

5555 月月月月 12121212 日日日日    

7777 月月月月 24242424 日日日日    

    

8888 月月月月 23232323 日日日日    

    

8888 月月月月 23232323 日日日日    

    

    

8888 月月月月 24242424 日日日日    

    

9999 月月月月    3 3 3 3 日日日日    

    

    

    

9999 月月月月 10101010 日日日日    

    

    

9999 月月月月 14141414 日日日日    

    

9999 月月月月 15151515 日日日日    

    

10101010 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

11111111 月月月月 15151515 日日日日    

    

    

13131313 年年年年    1111 月月月月 22222222 日日日日    

    

2222 月月月月 17171717 日日日日    

    

2222 月月月月 25252525 日日日日    

    

4444 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

    

4444 月月月月    7 7 7 7 日日日日    

    

6666 月月月月 14141414 日日日日    

    

    

7777 月月月月 17171717 日日日日    

    

8888 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

8888 月月月月 11111111 日日日日    

    

    

8888 月月月月 28282828 日日日日    

    

    

9999 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

9999 月月月月    9 9 9 9 日日日日    

12121212 月月月月 24242424 日日日日    

    

14141414 年年年年    1111 月月月月 16161616 日日日日    

    

1111 月月月月 28282828 日日日日    

    

4444 月月月月    2 2 2 2 日日日日    

    

5555 月月月月 29292929 日日日日    

    

6666 月月月月 13131313 日日日日    

    

    

7777 月月月月    9 9 9 9 日日日日    

    

    

7777 月月月月 12121212 日日日日    

8888 月月月月 23232323 日日日日    

    

9999 月月月月 16161616 日日日日    

    

10101010 月月月月    6666 日日日日    

    

    

10101010 月月月月 18181818 日日日日    

    

10101010 月月月月 26262626 日日日日    

    
12121212 月月月月    4444 日日日日    

    

・ 「「「「根室市白鳥台根室市白鳥台根室市白鳥台根室市白鳥台センターセンターセンターセンター」」」」とととと「「「「総合運動総合運動総合運動総合運動

公園公園公園公園テニスコートテニスコートテニスコートテニスコート」」」」がオープンがオープンがオープンがオープン。。。。    

・ 続訓弘総務庁長官続訓弘総務庁長官続訓弘総務庁長官続訓弘総務庁長官がががが北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察。。。。    

・ 市立根室病院市立根室病院市立根室病院市立根室病院とととと旭川医大遠隔医療旭川医大遠隔医療旭川医大遠隔医療旭川医大遠隔医療センタセンタセンタセンタ

ーをーをーをーを結結結結ぶぶぶぶ遠隔医療遠隔医療遠隔医療遠隔医療システムがスタートシステムがスタートシステムがスタートシステムがスタート。。。。

森田一運輸大臣森田一運輸大臣森田一運輸大臣森田一運輸大臣・・・・北海道開発庁長官北海道開発庁長官北海道開発庁長官北海道開発庁長官がががが北北北北

方領土方領土方領土方領土をををを視察視察視察視察。。。。    

・ 市内温根沼市内温根沼市内温根沼市内温根沼のオンネベツのオンネベツのオンネベツのオンネベツ川河口近川河口近川河口近川河口近くでカくでカくでカくでカ

レイのレイのレイのレイの刺刺刺刺しししし網網網網にににに絡絡絡絡まりまりまりまり、、、、水死水死水死水死しているヒしているヒしているヒしているヒ

グマがグマがグマがグマが発見発見発見発見されるされるされるされる。。。。    

・ 羽田孜幹民主党幹事長羽田孜幹民主党幹事長羽田孜幹民主党幹事長羽田孜幹民主党幹事長がビがビがビがビザなしザなしザなしザなし交流交流交流交流にににに

参加参加参加参加（（（（首相経験者首相経験者首相経験者首相経験者としてとしてとしてとして初初初初めてめてめてめて））））    

・ プーチンロシアプーチンロシアプーチンロシアプーチンロシア大統領大統領大統領大統領がががが来日来日来日来日。。。。日日日日ロロロロ首脳首脳首脳首脳

会談会談会談会談がががが開開開開かれるかれるかれるかれる。。。。領土問題解決領土問題解決領土問題解決領土問題解決によるによるによるによる日日日日

ロロロロ平和条約平和条約平和条約平和条約のののの締結締結締結締結についてについてについてについて交渉継続交渉継続交渉継続交渉継続するするするする

としたとしたとしたとした共同声明共同声明共同声明共同声明をををを発表発表発表発表。。。。    

・ ギネスブックギネスブックギネスブックギネスブック公認記録公認記録公認記録公認記録にににに挑戦挑戦挑戦挑戦するするするする「「「「チャチャチャチャ

レンジ・ザ・ギネスレンジ・ザ・ギネスレンジ・ザ・ギネスレンジ・ザ・ギネス」」」」がががが行行行行われわれわれわれ、、、、風船風船風船風船でででで

根室根室根室根室ををををＰＲＰＲＰＲＰＲするするするする造形物造形物造形物造形物をををを制作制作制作制作。。。。    

・ 続訓弘総務庁長官続訓弘総務庁長官続訓弘総務庁長官続訓弘総務庁長官がビザなしがビザなしがビザなしがビザなし交流交流交流交流にににに参参参参

加加加加。。。。    

・ 根室市歯舞根室市歯舞根室市歯舞根室市歯舞コミュニティセンターがオーコミュニティセンターがオーコミュニティセンターがオーコミュニティセンターがオー

プンするプンするプンするプンする。。。。    

・ 北方四島返還要求国民集会北方四島返還要求国民集会北方四島返還要求国民集会北方四島返還要求国民集会ｉｎＮＥＭＵｉｎＮＥＭＵｉｎＮＥＭＵｉｎＮＥＭＵ

ＲＯＲＯＲＯＲＯがががが納沙布岬望郷納沙布岬望郷納沙布岬望郷納沙布岬望郷のののの岬公園岬公園岬公園岬公園でででで行行行行われるわれるわれるわれる    

・ 「「「「衆議院衆議院衆議院衆議院のののの沖縄及沖縄及沖縄及沖縄及びびびび北方問題北方問題北方問題北方問題にににに関関関関するするするする特特特特

別委員会別委員会別委員会別委員会」」」」にににに藤原根室市長藤原根室市長藤原根室市長藤原根室市長らららら３３３３人人人人がががが意見意見意見意見

陳述陳述陳述陳述をするをするをするをする。。。。    

・ 花咲港花咲港花咲港花咲港へのへのへのへの貿易船貿易船貿易船貿易船のののの入港隻数入港隻数入港隻数入港隻数がががが１１１１万隻万隻万隻万隻をををを    

        突破突破突破突破するするするする。。。。    

・ 橋本沖縄橋本沖縄橋本沖縄橋本沖縄・・・・北方対策大臣北方対策大臣北方対策大臣北方対策大臣がががが北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視視視視    

        察察察察するするするする。。。。    

・ 「「「「日日日日ロロロロ地先沖合地先沖合地先沖合地先沖合マダラマダラマダラマダラ漁業危機突破根室漁業危機突破根室漁業危機突破根室漁業危機突破根室    

        市民総決起大会市民総決起大会市民総決起大会市民総決起大会」」」」がががが開開開開かれるかれるかれるかれる。。。。    

・ 市立根室病院市立根室病院市立根室病院市立根室病院のののの副院長副院長副院長副院長がががが２２２２名名名名となりとなりとなりとなり、、、、産産産産

婦人科医師婦人科医師婦人科医師婦人科医師がががが常勤化常勤化常勤化常勤化。。。。固定医固定医固定医固定医もももも１５１５１５１５名体名体名体名体

制制制制とととと充実充実充実充実するするするする。。。。    

・ 森首相森首相森首相森首相がががが北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察。。。。現職総理現職総理現職総理現職総理としとしとしとし

てのてのてのての視察視察視察視察はははは２０２０２０２０年年年年ぶりぶりぶりぶり。。。。    

・ 根室市根室市根室市根室市とととと市内市内市内市内１５１５１５１５郵便局郵便局郵便局郵便局のののの「「「「子子子子どもどもどもども１１１１１１１１

００００番郵便局連絡所設置番郵便局連絡所設置番郵便局連絡所設置番郵便局連絡所設置」」」」覚書調印式覚書調印式覚書調印式覚書調印式がががが市市市市

役所役所役所役所でででで行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 北方四島交流北方四島交流北方四島交流北方四島交流センターでセンターでセンターでセンターで第第第第４２４２４２４２期王位戦期王位戦期王位戦期王位戦

がががが行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 尾身沖縄尾身沖縄尾身沖縄尾身沖縄・・・・北方対策担当大臣北方対策担当大臣北方対策担当大臣北方対策担当大臣がががが北方北方北方北方領土領土領土領土

をををを視察視察視察視察するするするする。。。。    

・ 姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携姉妹都市提携２５２５２５２５周年周年周年周年のののの節目節目節目節目をををを迎迎迎迎ええええ黒部黒部黒部黒部

市市市市とととと友好都市盟約書友好都市盟約書友好都市盟約書友好都市盟約書「「「「友好友好友好友好のののの絆絆絆絆」」」」のののの調印調印調印調印

式式式式がががが行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 明治公園明治公園明治公園明治公園のシンボルとなっているのシンボルとなっているのシンボルとなっているのシンボルとなっている３３３３基基基基のののの

レンガレンガレンガレンガ造造造造りのサイロがりのサイロがりのサイロがりのサイロが国国国国のののの有形文化財有形文化財有形文化財有形文化財にににに

登録登録登録登録されるされるされるされる。。。。    

・ 「「「「味覚観光都市味覚観光都市味覚観光都市味覚観光都市ねむろねむろねむろねむろ」」」」をををを宣言宣言宣言宣言。。。。    

・ 市議会議員選挙行市議会議員選挙行市議会議員選挙行市議会議員選挙行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 広小路商店街商業近代化事業竣工式広小路商店街商業近代化事業竣工式広小路商店街商業近代化事業竣工式広小路商店街商業近代化事業竣工式がががが行行行行

われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 能代内閣府副大臣能代内閣府副大臣能代内閣府副大臣能代内閣府副大臣がががが北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察すすすす

るるるる。。。。    

・ １１１１月月月月としてはとしてはとしてはとしては、、、、根室観測史上最大根室観測史上最大根室観測史上最大根室観測史上最大のののの瞬間瞬間瞬間瞬間

風速風速風速風速３６３６３６３６メートルをメートルをメートルをメートルを記録記録記録記録するするするする。。。。    

・ 水産総合研究水産総合研究水産総合研究水産総合研究センターのセンターのセンターのセンターの柏井誠氏柏井誠氏柏井誠氏柏井誠氏がががが根室根室根室根室

市初市初市初市初のののの水産専門水産専門水産専門水産専門アドバイザーとなるアドバイザーとなるアドバイザーとなるアドバイザーとなる。。。。    

・ 尾身沖縄尾身沖縄尾身沖縄尾身沖縄・・・・北方対策担当大臣北方対策担当大臣北方対策担当大臣北方対策担当大臣がががが北方領土北方領土北方領土北方領土

をををを視察視察視察視察するするするする。。。。    

・ 根室市内根室市内根室市内根室市内のののの４４４４郵便局郵便局郵便局郵便局とととと根室市根室市根室市根室市でででで、「、「、「、「廃棄廃棄廃棄廃棄

物等物等物等物等のののの不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄にににに関関関関するするするする情報提供情報提供情報提供情報提供のののの業務業務業務業務

委託委託委託委託」」」」をををを締結締結締結締結するするするする。。。。    

・ 根室商工会議所企画根室商工会議所企画根室商工会議所企画根室商工会議所企画によるによるによるによる「「「「ロシア・カロシア・カロシア・カロシア・カ

ムチャッカムチャッカムチャッカムチャッカ州経済訪問団州経済訪問団州経済訪問団州経済訪問団」」」」がががが同州同州同州同州をををを訪問訪問訪問訪問

するするするする。。。。    

・ 納沙布岬灯台納沙布岬灯台納沙布岬灯台納沙布岬灯台がががが生誕生誕生誕生誕１３０１３０１３０１３０年年年年をををを迎迎迎迎えるえるえるえる。。。。    

・ 外務大臣外務大臣外務大臣外務大臣としてはとしてはとしてはとしては１４１４１４１４年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりに川口外務川口外務川口外務川口外務

大臣大臣大臣大臣がががが北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察するするするする。。。。    

・ 根室市長選挙根室市長選挙根室市長選挙根室市長選挙がががが行行行行われわれわれわれ、、、、藤原弘氏藤原弘氏藤原弘氏藤原弘氏がががが再選再選再選再選

されるされるされるされる。。。。    

・ 姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市のののの黒部市黒部市黒部市黒部市・・・・根室市根室市根室市根室市のののの親善親善親善親善バトミバトミバトミバトミ

ントンントンントンントン大会大会大会大会がががが市青少年市青少年市青少年市青少年センターでセンターでセンターでセンターで開催開催開催開催ささささ

れるれるれるれる。。。。    

・ 日本弁護士連合会日本弁護士連合会日本弁護士連合会日本弁護士連合会がががが根室市内根室市内根室市内根室市内にににに公設弁護公設弁護公設弁護公設弁護

士事務所士事務所士事務所士事務所をををを設置設置設置設置することをすることをすることをすることを発表発表発表発表するするするする。。。。    

・ 根室市薬物乱用防止決起大会根室市薬物乱用防止決起大会根室市薬物乱用防止決起大会根室市薬物乱用防止決起大会がががが市総合文市総合文市総合文市総合文    

化会館化会館化会館化会館でででで開催開催開催開催されるされるされるされる。。。。    

・ 第三種第三種第三種第三種・・・・落石漁港浜松分区落石漁港浜松分区落石漁港浜松分区落石漁港浜松分区（（（（浜松地区浜松地区浜松地区浜松地区））））

供用開始供用開始供用開始供用開始されるされるされるされる。。。。    
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2005200520052005 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    

平成平成平成平成 14141414 年年年年 12121212 月月月月 26262626 日日日日    

    

15151515 年年年年    1111 月月月月 14141414 日日日日    

    

2222 月月月月    9 9 9 9 日日日日    

    

3333 月月月月    7 7 7 7 日日日日    

    

    

3333 月月月月 26262626 日日日日    

4444 月月月月 24242424 日日日日    

4444 月月月月 26262626 日日日日    

    

5555 月月月月 11111111 日日日日    

    

8888 月月月月 23232323 日日日日    

    

8888 月月月月 31313131 日日日日    

    

9999 月月月月 18181818 日日日日    

    

9999 月月月月 26262626 日日日日    

    

    

10101010 月月月月 21212121 日日日日    

    

11111111 月月月月 14141414 日日日日    

    

12121212 月月月月 15151515 日日日日    

    

12121212 月月月月 20202020 日日日日    

    

16161616 年年年年    1111 月月月月 21212121 日日日日    

    

2222 月月月月 10101010 日日日日    

    

4444 月月月月 23232323 日日日日    

    

5555 月月月月    6 6 6 6 日日日日    

    

5555 月月月月 23232323 日日日日    

    

    

6666 月月月月 30303030 日日日日    

    

    

7777 月月月月    6 6 6 6 日日日日    

    

8888 月月月月 28282828 日日日日    

9999 月月月月    2 2 2 2 日日日日    

    

10101010 月月月月 1111 日日日日    

    

    

    

    

    

11111111 月月月月    5 5 5 5 日日日日    

    

11111111 月月月月    7 7 7 7 日日日日    

    

11111111 月月月月 29292929 日日日日    

    

17171717 年年年年    2222 月月月月 21212121 日日日日    

3333 月月月月    6 6 6 6 日日日日    

    

3333 月月月月 27272727 日日日日    

4444 月月月月 25252525 日日日日    

    

5555 月月月月 30303030 日日日日    

    

7777 月月月月    7 7 7 7 日日日日    

    

7777 月月月月 14141414 日日日日    

    

8888 月月月月    1 1 1 1 日日日日    

    

9999 月月月月 11111111 日日日日    

    

9999 月月月月 25252525 日日日日    

    

9999 月月月月 28282828 日日日日    

    

11110000 月月月月    2 2 2 2 日日日日    

・細田沖縄細田沖縄細田沖縄細田沖縄・・・・北方対策担当大臣北方対策担当大臣北方対策担当大臣北方対策担当大臣がががが北方領土北方領土北方領土北方領土をををを

視察視察視察視察するするするする。。。。    

・ 参院参院参院参院・・・・沖縄及沖縄及沖縄及沖縄及びびびび北方領土北方領土北方領土北方領土にににに関関関関するするするする特別委員特別委員特別委員特別委員

会会会会がががが北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察するするするする。。。。    

・ 根室味覚観光大使根室味覚観光大使根室味覚観光大使根室味覚観光大使のののの委嘱状交付式委嘱状交付式委嘱状交付式委嘱状交付式がががが白鳥白鳥白鳥白鳥

台台台台センターでセンターでセンターでセンターで行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・ 根室根室根室根室ひまわりひまわりひまわりひまわり基金法律事務所基金法律事務所基金法律事務所基金法律事務所がががが開設開設開設開設されされされされ

るるるる。。。。道内道内道内道内ではではではでは、、、、網走網走網走網走、、、、紋別紋別紋別紋別にににに次次次次ぐぐぐぐ３３３３番目番目番目番目のののの

開設開設開設開設となるとなるとなるとなる。。。。    

・ 市立市立市立市立はなさきはなさきはなさきはなさき港保育所港保育所港保育所港保育所のののの閉所式挙行閉所式挙行閉所式挙行閉所式挙行。。。。    

・ 根室市出身根室市出身根室市出身根室市出身のののの作曲家作曲家作曲家作曲家    飯田三郎氏飯田三郎氏飯田三郎氏飯田三郎氏がががが死去死去死去死去。。。。    

・ 旧別当賀小学校旧別当賀小学校旧別当賀小学校旧別当賀小学校をををを改修改修改修改修したしたしたした生涯学習施設生涯学習施設生涯学習施設生涯学習施設    

「「「「別当賀夢原館別当賀夢原館別当賀夢原館別当賀夢原館」」」」がオープンがオープンがオープンがオープン。。。。    

・ 根室根室根室根室ロシアフェスティバルロシアフェスティバルロシアフェスティバルロシアフェスティバル 2003200320032003 がががが北方四北方四北方四北方四

島交流島交流島交流島交流センターでセンターでセンターでセンターで開催開催開催開催されるされるされるされる。。。。    

・ 高橋高橋高橋高橋はるみはるみはるみはるみ北海道知事北海道知事北海道知事北海道知事がががが知事就任後初知事就任後初知事就任後初知事就任後初めめめめ

てててて北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察するするするする。。。。    

・ 細田沖縄及細田沖縄及細田沖縄及細田沖縄及びびびび北方対策担当大臣北方対策担当大臣北方対策担当大臣北方対策担当大臣がビザながビザながビザながビザな

しししし交流交流交流交流にににに参加参加参加参加。。。。国後島国後島国後島国後島をををを訪問訪問訪問訪問するするするする。。。。    

・ 市立根室病院市立根室病院市立根室病院市立根室病院でででで北方四島人道支援択捉患北方四島人道支援択捉患北方四島人道支援択捉患北方四島人道支援択捉患

者者者者をををを受受受受けけけけ入入入入れするれするれするれする。。。。    

・ 平成平成平成平成 15151515 年度十勝沖地震年度十勝沖地震年度十勝沖地震年度十勝沖地震がががが発生発生発生発生するするするする。。。。根室根室根室根室

市市市市のののの震度震度震度震度はははは４４４４。。。。港湾施設港湾施設港湾施設港湾施設などをなどをなどをなどを中心中心中心中心にににに大大大大きききき

なななな被害被害被害被害がでるがでるがでるがでる。。。。    

・ 市立厚床小学校市立厚床小学校市立厚床小学校市立厚床小学校がががが前田一歩園財団設立前田一歩園財団設立前田一歩園財団設立前田一歩園財団設立 20202020

周年記念特別賞周年記念特別賞周年記念特別賞周年記念特別賞をををを受賞受賞受賞受賞。。。。    

・ 大改修大改修大改修大改修（（（（排排排排ガスガスガスガス高度処理対応高度処理対応高度処理対応高度処理対応））））のののの市市市市じんじんじんじん芥芥芥芥

焼却場焼却場焼却場焼却場がががが完成完成完成完成しししし、、、、火入火入火入火入れれれれ式挙行式挙行式挙行式挙行。。。。    

・ 茂木敏充沖縄及茂木敏充沖縄及茂木敏充沖縄及茂木敏充沖縄及びびびび北方対策担当大臣北方対策担当大臣北方対策担当大臣北方対策担当大臣がががが北北北北

方領土方領土方領土方領土をををを視察視察視察視察するするするする。。。。    

・ 野村在野村在野村在野村在ロシアロシアロシアロシア特命全権大使特命全権大使特命全権大使特命全権大使がががが北方領土北方領土北方領土北方領土をををを

視察視察視察視察するするするする。。。。    

・ 北方同盟北方同盟北方同盟北方同盟がががが公募公募公募公募したしたしたした、、、、北方領土返還要求北方領土返還要求北方領土返還要求北方領土返還要求シシシシ

ンボルのンボルのンボルのンボルの花花花花としてとしてとしてとして「「「「千島桜千島桜千島桜千島桜」」」」がががが決定決定決定決定するするするする。。。。    

・ 根室市根室市根室市根室市のののの交通事故死交通事故死交通事故死交通事故死ゼロゼロゼロゼロ 500500500500 日達成日達成日達成日達成。。。。道内道内道内道内

3333 万人以上以上万人以上以上万人以上以上万人以上以上のののの都市都市都市都市ではではではでは最長最長最長最長。。。。    

・ 水産系廃棄物処理場水産系廃棄物処理場水産系廃棄物処理場水産系廃棄物処理場としてとしてとしてとして根室再生利用根室再生利用根室再生利用根室再生利用

事業所事業所事業所事業所がががが完成完成完成完成。。。。    

・ 根室資源再生根室資源再生根室資源再生根室資源再生センターのセンターのセンターのセンターの開所式開所式開所式開所式がががが行行行行われわれわれわれ

るるるる。。。。    

・ 日本日本日本日本でででで一番遅一番遅一番遅一番遅いいいい花見花見花見花見とととと味覚味覚味覚味覚をををを合体合体合体合体させたさせたさせたさせた

「「「「さくらさくらさくらさくら＆＆＆＆マスマスマスマス祭祭祭祭りりりり inininin ニムオロニムオロニムオロニムオロ」」」」がががが初初初初めめめめ

てててて開開開開かれるかれるかれるかれる。。。。    

・ 根室市根室市根室市根室市とととと北海道教育大学北海道教育大学北海道教育大学北海道教育大学とのとのとのとの間間間間でででで、、、、教育教育教育教育・・・・

文化文化文化文化・・・・学術学術学術学術・・・・地域振興等地域振興等地域振興等地域振興等のののの分野分野分野分野でででで相互相互相互相互にににに援援援援

助助助助、、、、協力協力協力協力するするするする「「「「総合協力協定総合協力協定総合協力協定総合協力協定」」」」がががが結結結結ばれるばれるばれるばれる。。。。    

・ 漁船海難防止漁船海難防止漁船海難防止漁船海難防止・・・・水難救済水難救済水難救済水難救済センターセンターセンターセンター全道大会全道大会全道大会全道大会

がががが開催開催開催開催されるされるされるされる。。。。    

・ 根室市根室市根室市根室市のののの交通事故死交通事故死交通事故死交通事故死ゼロゼロゼロゼロ707070700000日日日日をををを達成達成達成達成するするするする    

・ 小泉純一郎総理大臣小泉純一郎総理大臣小泉純一郎総理大臣小泉純一郎総理大臣がががが北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察すすすす

るるるる。。。。現職総理現職総理現職総理現職総理としてとしてとしてとして 3333 人目人目人目人目のののの視察視察視察視察。。。。    

・市郷土資料保存市郷土資料保存市郷土資料保存市郷土資料保存センターがセンターがセンターがセンターが博物館相当施設博物館相当施設博物館相当施設博物館相当施設

としてとしてとしてとして「「「「根室市歴史根室市歴史根室市歴史根室市歴史とととと自然自然自然自然のののの資料館資料館資料館資料館」」」」とととと名名名名

称称称称をををを改改改改めるめるめるめる（（（（11/1211/1211/1211/12 開設式典開設式典開設式典開設式典））））    

・旧職業訓練旧職業訓練旧職業訓練旧職業訓練センターセンターセンターセンター（（（（花園町花園町花園町花園町））））をををを改修改修改修改修したしたしたした、、、、

根室市児童根室市児童根室市児童根室市児童デイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンター「「「「愛称愛称愛称愛称：：：：

ひだまりひだまりひだまりひだまり」」」」がオープンがオープンがオープンがオープン。。。。    

・ 姉妹都市黒部市市制施行姉妹都市黒部市市制施行姉妹都市黒部市市制施行姉妹都市黒部市市制施行５０５０５０５０周年記念訪周年記念訪周年記念訪周年記念訪

問団問団問団問団がががが黒部市黒部市黒部市黒部市へへへへ。。。。    

・ 小池百合子内閣府特命担当大臣小池百合子内閣府特命担当大臣小池百合子内閣府特命担当大臣小池百合子内閣府特命担当大臣（（（（沖縄及沖縄及沖縄及沖縄及びびびび

北方対策北方対策北方対策北方対策））））がががが北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察するするするする。。。。    

・ 釧路沖地震発生釧路沖地震発生釧路沖地震発生釧路沖地震発生 M7.1M7.1M7.1M7.1。。。。根室市震度根室市震度根室市震度根室市震度 4444。。。。花咲花咲花咲花咲

港区港区港区港区のののの段差被災段差被災段差被災段差被災、、、、西浜墓地西浜墓地西浜墓地西浜墓地のののの墓倒壊墓倒壊墓倒壊墓倒壊などなどなどなど。。。。    

・ 根根根根室市立海星小中学校屋内体育館室市立海星小中学校屋内体育館室市立海星小中学校屋内体育館室市立海星小中学校屋内体育館がががが完成完成完成完成。。。。    

・ 「「「「道道道道のののの駅駅駅駅スワンスワンスワンスワン 44444444 ねむろねむろねむろねむろ」」」」がががが入館入館入館入館 100100100100 万万万万

人人人人をををを達成達成達成達成。。。。    

・ 自民党自民党自民党自民党「「「「北方領土研修会北方領土研修会北方領土研修会北方領土研修会」」」」がががが開催開催開催開催されるされるされるされる。。。。    

・ 根室市総合運動公園根室市総合運動公園根室市総合運動公園根室市総合運動公園にコンビネーションにコンビネーションにコンビネーションにコンビネーション

遊具遊具遊具遊具がオープンするがオープンするがオープンするがオープンする。。。。    

・ 高橋高橋高橋高橋はるみはるみはるみはるみ北海道知事北海道知事北海道知事北海道知事がビザなしがビザなしがビザなしがビザなし交流交流交流交流にににに

参加参加参加参加するするするする。。。。    

・ 小池百合子沖縄小池百合子沖縄小池百合子沖縄小池百合子沖縄・・・・北方対策担当大臣北方対策担当大臣北方対策担当大臣北方対策担当大臣がビザがビザがビザがビザ

なしなしなしなし交流交流交流交流にににに参加参加参加参加するするするする。。。。    

・ 市内酪農家有志市内酪農家有志市内酪農家有志市内酪農家有志によるによるによるによる築拓築拓築拓築拓キャンプキャンプキャンプキャンプ場場場場がががが

オープンオープンオープンオープン。。。。    

・ 市内若者市内若者市内若者市内若者たちがたちがたちがたちが制作制作制作制作したしたしたした無料情報誌無料情報誌無料情報誌無料情報誌「ＮＥ「ＮＥ「ＮＥ「ＮＥ

ＸＴ」ＸＴ」ＸＴ」ＸＴ」がががが創刊創刊創刊創刊。。。。    

・ 衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙でででで民主党民主党民主党民主党のののの仲野博子氏仲野博子氏仲野博子氏仲野博子氏がががが当選当選当選当選

するするするする。。。。    

・ 「「「「北方領土返還要求運動北方領土返還要求運動北方領土返還要求運動北方領土返還要求運動 60606060 年国民集会年国民集会年国民集会年国民集会 inininin    

ＮＥＭＵＲＯ」ＮＥＭＵＲＯ」ＮＥＭＵＲＯ」ＮＥＭＵＲＯ」開催開催開催開催。。。。    

・ 根室沖根室沖根室沖根室沖でサンマでサンマでサンマでサンマ漁船漁船漁船漁船「「「「新生丸新生丸新生丸新生丸」」」」がイスラエがイスラエがイスラエがイスラエ

ルルルル船船船船とととと衝突衝突衝突衝突、、、、転覆転覆転覆転覆しししし 7777 人人人人がががが死亡死亡死亡死亡。。。。    

・ 根室女工節根室女工節根室女工節根室女工節のののの歌碑歌碑歌碑歌碑がときわがときわがときわがときわ台公園台公園台公園台公園にににに完成完成完成完成。。。。    
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・ 花咲港花咲港花咲港花咲港にににに根室初根室初根室初根室初のエゾシカのエゾシカのエゾシカのエゾシカ解体処理加工解体処理加工解体処理加工解体処理加工

施設施設施設施設がががが完成完成完成完成するするするする。。。。    

・ ラムサールラムサールラムサールラムサール条約条約条約条約のののの登録湿地登録湿地登録湿地登録湿地にににに風蓮湖風蓮湖風蓮湖風蓮湖・・・・春春春春

国岱国岱国岱国岱がががが新新新新たにたにたにたに追加登録追加登録追加登録追加登録されるされるされるされる。。。。    

・ 市内関係市内関係市内関係市内関係 17171717 団体団体団体団体によるによるによるによる「「「「北方領土返還要北方領土返還要北方領土返還要北方領土返還要

求運動再構築懇談会求運動再構築懇談会求運動再構築懇談会求運動再構築懇談会」」」」がががが千島会館千島会館千島会館千島会館でででで開開開開かかかか

れるれるれるれる。。。。    

・花咲港湾合花咲港湾合花咲港湾合花咲港湾合同庁舎同庁舎同庁舎同庁舎（（（（根室税関支署根室税関支署根室税関支署根室税関支署、、、、根室根室根室根室

海保花咲分室海保花咲分室海保花咲分室海保花咲分室、、、、小樽検疫所花咲出張所小樽検疫所花咲出張所小樽検疫所花咲出張所小樽検疫所花咲出張所、、、、

札幌入国管理局釧路出張所根室分室札幌入国管理局釧路出張所根室分室札幌入国管理局釧路出張所根室分室札幌入国管理局釧路出張所根室分室））））がががが

完成完成完成完成しししし順次入居開始順次入居開始順次入居開始順次入居開始。。。。    

・「「「「高等学校対抗北方領土高等学校対抗北方領土高等学校対抗北方領土高等学校対抗北方領土クイズクイズクイズクイズ大会大会大会大会」」」」がががが

ニ・ホ・ロでニ・ホ・ロでニ・ホ・ロでニ・ホ・ロで開催開催開催開催されされされされ根室高校根室高校根室高校根室高校がががが優勝優勝優勝優勝。。。。    

・英国英国英国英国のののの探鳥探鳥探鳥探鳥ツアーツアーツアーツアー第第第第 1111 陣陣陣陣がががが春国岱春国岱春国岱春国岱やややや風連風連風連風連

湖湖湖湖でででで野鳥観察野鳥観察野鳥観察野鳥観察をををを堪能堪能堪能堪能。。。。    

・「「「「北方領土北方領土北方領土北方領土のののの日日日日」」」」根室管内住民大会根室管内住民大会根室管内住民大会根室管内住民大会においにおいにおいにおい

てててて、、、、厳寒厳寒厳寒厳寒のののの中中中中、、、、領土早期返還領土早期返還領土早期返還領土早期返還をををを街頭行進街頭行進街頭行進街頭行進

でででで訴訴訴訴えるえるえるえる。。。。    

・北隣協北隣協北隣協北隣協はははは「「「「北方領土問題北方領土問題北方領土問題北方領土問題のののの解決解決解決解決にににに向向向向けたけたけたけた

取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの再構築提言書再構築提言書再構築提言書再構築提言書」」」」をまとめをまとめをまとめをまとめ、、、、国国国国

などへなどへなどへなどへ最初最初最初最初のののの要請活動要請活動要請活動要請活動をををを行行行行うううう。。。。    

・大地大地大地大地みらいみらいみらいみらい信用金庫信用金庫信用金庫信用金庫がががが創立創立創立創立90909090周年周年周年周年をををを迎迎迎迎ええええ、、、、

来店者来店者来店者来店者にににに花花花花をプレゼントをプレゼントをプレゼントをプレゼント。。。。    

・市総合運動公園市総合運動公園市総合運動公園市総合運動公園のサッカー・ラグビーのサッカー・ラグビーのサッカー・ラグビーのサッカー・ラグビー場場場場

のオープンをのオープンをのオープンをのオープンを記念記念記念記念しししし、、、、サッカーフェスサッカーフェスサッカーフェスサッカーフェス開開開開

催催催催。。。。    

・金刀比羅神社金刀比羅神社金刀比羅神社金刀比羅神社のののの創祀創祀創祀創祀 200200200200 年年年年をををを祝祝祝祝うううう記念大記念大記念大記念大

祭祭祭祭（（（（社殿社殿社殿社殿））））とととと記念式典記念式典記念式典記念式典（（（（文化会館文化会館文化会館文化会館））））がががが開開開開

かれるかれるかれるかれる。。。。    

・貝殻島周辺貝殻島周辺貝殻島周辺貝殻島周辺コンブコンブコンブコンブ漁漁漁漁がロシアがロシアがロシアがロシア側側側側のののの手続手続手続手続のののの

遅遅遅遅れかられかられかられから過去最過去最過去最過去最もももも遅遅遅遅いいいい出漁出漁出漁出漁となるとなるとなるとなる。。。。    

・映画映画映画映画「「「「遥遥遥遥かなるかなるかなるかなる島影島影島影島影」」」」のクランクインのクランクインのクランクインのクランクイン祝祝祝祝

賀会賀会賀会賀会がががが市内市内市内市内ホテルでホテルでホテルでホテルで開催開催開催開催。。。。    

・創祀創祀創祀創祀 200200200200 年年年年のののの金刀比羅神社例大祭開幕金刀比羅神社例大祭開幕金刀比羅神社例大祭開幕金刀比羅神社例大祭開幕。。。。

20202020 年年年年ぶりのぶりのぶりのぶりの時代武者行列時代武者行列時代武者行列時代武者行列やややや姉妹都市黒部姉妹都市黒部姉妹都市黒部姉妹都市黒部

市市市市のののの郷土芸能郷土芸能郷土芸能郷土芸能「「「「下立獅子舞下立獅子舞下立獅子舞下立獅子舞」」」」もももも参加参加参加参加。。。。    

・根室湾中部漁協所属根室湾中部漁協所属根室湾中部漁協所属根室湾中部漁協所属のののの「「「「第第第第 31313131 吉進丸吉進丸吉進丸吉進丸」」」」がががが、、、、

北方領土北方領土北方領土北方領土・・・・貝殻島付近貝殻島付近貝殻島付近貝殻島付近でロシアでロシアでロシアでロシア警備艇警備艇警備艇警備艇のののの

銃撃銃撃銃撃銃撃をををを受受受受けけけけ、、、、乗乗乗乗組員組員組員組員 1111 人人人人がががが死亡死亡死亡死亡、、、、拿捕拿捕拿捕拿捕ささささ

れるれるれるれる。。。。    

・幌茂尻小幌茂尻小幌茂尻小幌茂尻小、、、、和田小和田小和田小和田小、、、、和田中和田中和田中和田中のののの統合統合統合統合でででで誕生誕生誕生誕生

したしたしたした「「「「市立海星小中学校市立海星小中学校市立海星小中学校市立海星小中学校」」」」のののの開校式開校式開校式開校式がががが開開開開

催催催催されるされるされるされる。。。。    

・根室商工会議所青年部根室商工会議所青年部根室商工会議所青年部根室商工会議所青年部「「「「創陽創陽創陽創陽クラブクラブクラブクラブ」」」」等等等等

のののの共同開発共同開発共同開発共同開発によるによるによるによる「「「「花咲花咲花咲花咲がにラーメンがにラーメンがにラーメンがにラーメン」」」」

がががが、、、、大手大手大手大手コンビニからコンビニからコンビニからコンビニから全国発売全国発売全国発売全国発売されるこされるこされるこされるこ

ととなりととなりととなりととなり、、、、かにかにかにかに祭祭祭祭りりりり会場会場会場会場でででで先行販売先行販売先行販売先行販売。。。。    

・無投票当選無投票当選無投票当選無投票当選でででで、、、、第第第第 6666 代市長代市長代市長代市長にににに長谷川俊輔長谷川俊輔長谷川俊輔長谷川俊輔

氏就任氏就任氏就任氏就任。。。。    

・台風並台風並台風並台風並みにみにみにみに発達発達発達発達したしたしたした低気圧低気圧低気圧低気圧によるによるによるによる暴風雨暴風雨暴風雨暴風雨

（（（（最大瞬間風速最大瞬間風速最大瞬間風速最大瞬間風速 42.242.242.242.2 メートルメートルメートルメートル））））によりによりによりにより被被被被

害害害害    続出続出続出続出。。。。    

・北方領土北方領土北方領土北方領土ロシアロシアロシアロシア人島民人島民人島民人島民 57575757 人人人人がががが市立根室病市立根室病市立根室病市立根室病

院院院院でででで初初初初のののの健康診断健康診断健康診断健康診断。。。。    

・北海道根室高等学校創立北海道根室高等学校創立北海道根室高等学校創立北海道根室高等学校創立 100100100100 周年記念式周年記念式周年記念式周年記念式

典典典典がががが総合文化総合文化総合文化総合文化会館会館会館会館でででで開催開催開催開催。。。。    

・珸瑤瑁獅子神楽保存会珸瑤瑁獅子神楽保存会珸瑤瑁獅子神楽保存会珸瑤瑁獅子神楽保存会がががが北海道文化財保北海道文化財保北海道文化財保北海道文化財保

護功労者護功労者護功労者護功労者（（（（団体団体団体団体））））受賞受賞受賞受賞。。。。    

・都市公園法施行都市公園法施行都市公園法施行都市公園法施行 50505050 周年記念事業実行委員周年記念事業実行委員周年記念事業実行委員周年記念事業実行委員

会会会会のののの「「「「日本日本日本日本のののの歴史公園百選歴史公園百選歴史公園百選歴史公園百選」」」」にににに明治町公明治町公明治町公明治町公

園園園園がががが選定選定選定選定されるされるされるされる。。。。    

・桂木地区桂木地区桂木地区桂木地区「「「「カツラムイカツラムイカツラムイカツラムイ街道街道街道街道」」」」のののの舗装舗装舗装舗装がががが完完完完

了了了了しししし供用開始供用開始供用開始供用開始。。。。    

・参議員沖縄及参議員沖縄及参議員沖縄及参議員沖縄及びびびび北方問題北方問題北方問題北方問題にににに関関関関するするするする特別委特別委特別委特別委

員会一行員会一行員会一行員会一行がががが、、、、現地実情調査現地実情調査現地実情調査現地実情調査のためのためのためのため来根来根来根来根。。。。    

・北隣協北隣協北隣協北隣協がががが「「「「北方領土問題北方領土問題北方領土問題北方領土問題のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ再構再構再構再構

築築築築におけるにおけるにおけるにおける重点事項重点事項重点事項重点事項」」」」のののの実現実現実現実現のためのためのためのため、、、、国国国国へへへへ

のののの要請行動要請行動要請行動要請行動をををを行行行行うううう。。。。    

・北海道発北海道発北海道発北海道発のののの子育子育子育子育てててて支援支援支援支援スペーススペーススペーススペース「「「「根室市根室市根室市根室市

つどいのつどいのつどいのつどいの広場広場広場広場““““クルクルクルクルクルクルクルクル””””」」」」がオープンがオープンがオープンがオープン。。。。    

・「「「「北方領土北方領土北方領土北方領土のののの日日日日」」」」をををを前前前前にににに、、、、北隣協主催北隣協主催北隣協主催北隣協主催のののの北北北北

方領土返還行進方領土返還行進方領土返還行進方領土返還行進がががが東京都新宿区東京都新宿区東京都新宿区東京都新宿区でででで行行行行われわれわれわれ

るるるる。。。。    

・「「「「ニムオロニムオロニムオロニムオロ冬冬冬冬のののの祭典祭典祭典祭典」」」」ハートランドフェスハートランドフェスハートランドフェスハートランドフェス

ティバルがティバルがティバルがティバルが、、、、暖冬小雪暖冬小雪暖冬小雪暖冬小雪のためのためのためのため中止決定中止決定中止決定中止決定。。。。    

・「「「「北方領土北方領土北方領土北方領土のののの日日日日」」」」根室管内住民大会根室管内住民大会根室管内住民大会根室管内住民大会でででで、、、、シシシシ

ュプレヒコールュプレヒコールュプレヒコールュプレヒコール「「「「返還返還返還返還のののの叫叫叫叫びびびび」」」」がががが行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・神戸市神戸市神戸市神戸市外国語大学北方領土学生研究会外国語大学北方領土学生研究会外国語大学北方領土学生研究会外国語大学北方領土学生研究会がががが

主催主催主催主催したしたしたした「「「「フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム    フォーラブフォーラブフォーラブフォーラブ    北方北方北方北方

四島四島四島四島」」」」がががが、、、、神戸市神戸市神戸市神戸市でででで開催開催開催開催されるされるされるされる。。。。    

・古都古都古都古都保存法施行保存法施行保存法施行保存法施行 40404040 周年記念周年記念周年記念周年記念「「「「美美美美しいしいしいしい日本日本日本日本

のののの歴史的風土百選歴史的風土百選歴史的風土百選歴史的風土百選」」」」にににに、「、「、「、「根室半島根室半島根室半島根室半島のののの灯台灯台灯台灯台

群群群群」」」」がががが準百選準百選準百選準百選にににに選定選定選定選定されるされるされるされる。。。。    
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西西西西    暦暦暦暦    年年年年            号号号号    主主主主        なななな        出出出出        来来来来        事事事事    西西西西    暦暦暦暦    年年年年            号号号号    主主主主        なななな        出出出出        来来来来        事事事事    

2007200720072007 年年年年    

    

    

    

    

    

平成平成平成平成 19191919 年年年年    

4444 月月月月 12121212 日日日日～～～～28282828 日日日日    

    

5555 月月月月 1111 日日日日    

    

5555 月月月月 24242424 日日日日～～～～25252525 日日日日    

    

6666 月月月月 1111 日日日日    

    

6666 月月月月 3333 日日日日    

    

    

    

    

6666 月月月月 5555 日日日日    

    

    

8888 月月月月 1111 日日日日    

    

    

    

    

    

    

    

8888 月月月月 1111 日日日日～～～～4444 日日日日    

    

    

8888 月月月月 19191919 日日日日    

    

    

8888 月月月月 21212121 日日日日～～～～22222222 日日日日    

    

9999 月月月月 5555 日日日日    

    

9999 月月月月 9999 日日日日    

    

    

9999 月月月月 12121212 日日日日    

    

    

9999 月月月月 15151515 日日日日    

    

9999 月月月月 15151515 日日日日～～～～16161616 日日日日    

    

    

    

9999 月月月月 17171717 日日日日    

    

    

9999 月月月月 22222222 日日日日    

    

    

    

9999 月月月月 26262626 日日日日    

    

    

10101010 月月月月 4444 日日日日    

    

    

10101010 月月月月 10101010 日日日日    

    

    

10101010 月月月月 11111111 日日日日    

    

    

    

10101010 月月月月 12121212 日日日日    

    

    

    

10101010 月月月月 28282828 日日日日    

    

    

    

10101010 月月月月 29292929 日日日日    

    

    

    

10101010 月月月月 31313131 日日日日    

    

・・・・根室根室根室根室ゆかゆかゆかゆかりのりのりのりの映画作家松村浩行氏映画作家松村浩行氏映画作家松村浩行氏映画作家松村浩行氏((((監督監督監督監督))))

がががが、、、、短編映画短編映画短編映画短編映画「「「「トーチカトーチカトーチカトーチカ」」」」製作製作製作製作のためのためのためのため根室入根室入根室入根室入

りしりしりしりし、、、、友知周辺友知周辺友知周辺友知周辺などでなどでなどでなどで撮影撮影撮影撮影をををを行行行行うううう。。。。    

・・・・納沙布岬納沙布岬納沙布岬納沙布岬でででで観光関連事業観光関連事業観光関連事業観光関連事業をををを営営営営むむむむ有志有志有志有志7777人人人人がががが、、、、

納沙布岬観光協会納沙布岬観光協会納沙布岬観光協会納沙布岬観光協会をををを発足発足発足発足。。。。    

・・・・姉妹都市黒部市姉妹都市黒部市姉妹都市黒部市姉妹都市黒部市「「「「くろべくろべくろべくろべ輪踊輪踊輪踊輪踊りりりり同好会同好会同好会同好会（（（（どどどど

うもならんうもならんうもならんうもならん会会会会）」）」）」）」がががが交流訪問交流訪問交流訪問交流訪問。。。。    

・・・・貝殻島周辺貝殻島周辺貝殻島周辺貝殻島周辺コンブコンブコンブコンブ漁漁漁漁がががが 2222 年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりに解禁日解禁日解禁日解禁日のののの

出漁出漁出漁出漁となるとなるとなるとなる。。。。    

・・・・市制施行市制施行市制施行市制施行 50505050 周年記念周年記念周年記念周年記念のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり協働事協働事協働事協働事

業業業業としてとしてとしてとして「「「「明治公園明治公園明治公園明治公園さくらのさくらのさくらのさくらの森森森森づくりづくりづくりづくり植樹事植樹事植樹事植樹事

業業業業」」」」がががが行行行行われわれわれわれ、、、、市民約市民約市民約市民約 230230230230 人人人人がががが参加参加参加参加。。。。    

・マリンポートフェスティバル・マリンポートフェスティバル・マリンポートフェスティバル・マリンポートフェスティバル「「「「第第第第 1111 回落石回落石回落石回落石・・・・

味味味味まつりまつりまつりまつり」」」」がががが、、、、落石漁港落石漁港落石漁港落石漁港でででで開催開催開催開催されるされるされるされる。。。。    

・・・・市制施行市制施行市制施行市制施行 50505050 周年周年周年周年記念事業記念事業記念事業記念事業のののの皮切皮切皮切皮切りにりにりにりに、「、「、「、「ほほほほ

くでんファミリーコンサートくでんファミリーコンサートくでんファミリーコンサートくでんファミリーコンサート」」」」がががが、、、、総合文化総合文化総合文化総合文化

会館会館会館会館でででで開催開催開催開催されるされるされるされる。。。。    

・・・・市制施行市制施行市制施行市制施行 50505050 周年記念式典周年記念式典周年記念式典周年記念式典がががが総合文化会館総合文化会館総合文化会館総合文化会館

でででで開催開催開催開催されされされされ、、、、姉妹都市黒部市姉妹都市黒部市姉妹都市黒部市姉妹都市黒部市からのからのからのからの訪問団訪問団訪問団訪問団 52525252

名名名名をををを含含含含めめめめ、、、、市内外市内外市内外市内外からからからから 850850850850 名名名名がががが出席出席出席出席しししし、、、、市民市民市民市民

とととと行政行政行政行政がががが一体一体一体一体となったとなったとなったとなった記念式典記念式典記念式典記念式典となるとなるとなるとなる。。。。    

・・・・市制施行市制施行市制施行市制施行 50505050 周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業「「「「北海道警察音北海道警察音北海道警察音北海道警察音

楽隊演奏会楽隊演奏会楽隊演奏会楽隊演奏会」」」」がががが、、、、総合文化会館総合文化会館総合文化会館総合文化会館でででで開催開催開催開催されるされるされるされる。。。。    

・・・・姉妹都市提携記念姉妹都市提携記念姉妹都市提携記念姉妹都市提携記念「「「「黒部市長杯黒部市長杯黒部市長杯黒部市長杯ゲートボーゲートボーゲートボーゲートボー

ルルルル大会大会大会大会」」」」がががが開催開催開催開催されるされるされるされる。。。。    

・・・・市制施行市制施行市制施行市制施行 50505050 周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業「「「「根室市歴史根室市歴史根室市歴史根室市歴史とととと

自然自然自然自然のののの資料館企画展資料館企画展資料館企画展資料館企画展」」」」がががが、、、、総合文化会館総合文化会館総合文化会館総合文化会館でででで開開開開

催催催催されるされるされるされる。。。。    

・・・・根室市建設協会主催根室市建設協会主催根室市建設協会主催根室市建設協会主催のののの初初初初めめめめてのてのてのての夏夏夏夏のイベンのイベンのイベンのイベン

トトトト「「「「家族家族家族家族でででで遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう、、、、集集集集まれまれまれまれ！！！！こどもランドこどもランドこどもランドこどもランド

にににに！！」！！」！！」！！」がががが総合運動公園総合運動公園総合運動公園総合運動公園でででで開催開催開催開催されるされるされるされる。。。。    

・・・・衆議院沖縄及衆議院沖縄及衆議院沖縄及衆議院沖縄及びびびび北方問題北方問題北方問題北方問題にににに関関関関するするするする特別委員特別委員特別委員特別委員

会一行会一行会一行会一行がががが、、、、現地実情調査現地実情調査現地実情調査現地実情調査のためのためのためのため来根来根来根来根。。。。    

・・・・岸田内閣府特命担当大臣岸田内閣府特命担当大臣岸田内閣府特命担当大臣岸田内閣府特命担当大臣（（（（沖縄及沖縄及沖縄及沖縄及びびびび北方対北方対北方対北方対

策策策策））））がががが来根来根来根来根しししし、、、、納沙布岬納沙布岬納沙布岬納沙布岬からからからから北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察。。。。    

・・・・歯舞地区歯舞地区歯舞地区歯舞地区マリンビジョンマリンビジョンマリンビジョンマリンビジョン協議会主催協議会主催協議会主催協議会主催のののの「「「「歯歯歯歯

舞昆布舞昆布舞昆布舞昆布まつりまつりまつりまつり」」」」がががが、、、、初初初初めてめてめてめて納沙布望郷納沙布望郷納沙布望郷納沙布望郷のののの岬公岬公岬公岬公

園園園園でででで開催開催開催開催されるされるされるされる。。。。    

・・・・市制施行市制施行市制施行市制施行 50505050 周年記念事業周年記念事業周年記念事業周年記念事業「「「「海上自衛隊大海上自衛隊大海上自衛隊大海上自衛隊大

湊音楽隊演奏会湊音楽隊演奏会湊音楽隊演奏会湊音楽隊演奏会」」」」がががが、、、、総合文化会館総合文化会館総合文化会館総合文化会館でででで開催開催開催開催ささささ

れるれるれるれる。。。。    

・・・・準公共施設準公共施設準公共施設準公共施設としてとしてとしてとして 48484848 番目番目番目番目のののの、、、、友知第一町友知第一町友知第一町友知第一町

会会館落成式会会館落成式会会館落成式会会館落成式がががが行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・・・・沖縄県与沖縄県与沖縄県与沖縄県与那国町那国町那国町那国町でででで開催開催開催開催されたされたされたされた日本島嶼学会日本島嶼学会日本島嶼学会日本島嶼学会

与那国大会与那国大会与那国大会与那国大会のののの国境国境国境国境フォーラムにフォーラムにフォーラムにフォーラムに長谷川市長長谷川市長長谷川市長長谷川市長

がががが招招招招かれかれかれかれ、、、、根室根室根室根室とととと北方四島北方四島北方四島北方四島・ロシアとの・ロシアとの・ロシアとの・ロシアとの関係関係関係関係

についてについてについてについて発表発表発表発表。。。。    

・・・・市制施行市制施行市制施行市制施行 50505050 周年記念周年記念周年記念周年記念、、、、NHKNHKNHKNHK 釧路放送局開局釧路放送局開局釧路放送局開局釧路放送局開局

70707070 周年記念周年記念周年記念周年記念「「「「BSBSBSBS ふるさとふるさとふるさとふるさと皆様劇場皆様劇場皆様劇場皆様劇場」」」」のののの公開公開公開公開

録画録画録画録画がががが総合文化会館総合文化会館総合文化会館総合文化会館でででで行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・・・・根室青年会議所創立根室青年会議所創立根室青年会議所創立根室青年会議所創立 45454545 周年周年周年周年をををを記念記念記念記念しししし、、、、北北北北

方領土返還運動方領土返還運動方領土返還運動方領土返還運動のののの大切大切大切大切さをさをさをさを訴訴訴訴えたえたえたえた子子子子どもミどもミどもミどもミ

ュージカルュージカルュージカルュージカル「「「「フミとポックフミとポックフミとポックフミとポック～～～～もうひとつのもうひとつのもうひとつのもうひとつの 9999

月月月月 5555 日日日日」」」」がががが、、、、総合文化会館総合文化会館総合文化会館総合文化会館でででで公演公演公演公演されるされるされるされる。。。。    

・・・・北海道大学北海道大学北海道大学北海道大学スラブスラブスラブスラブ研究研究研究研究センターのセンターのセンターのセンターの岩下明裕岩下明裕岩下明裕岩下明裕

教授教授教授教授からのからのからのからの寄付寄付寄付寄付でででで、「、「、「、「エトピリカエトピリカエトピリカエトピリカ文庫文庫文庫文庫」」」」がががが北北北北

方四島交流方四島交流方四島交流方四島交流センターにセンターにセンターにセンターに開設開設開設開設。。。。    

・・・・平平平平成成成成 12121212 年開館年開館年開館年開館からからからから 7777 周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えたえたえたえた道立北道立北道立北道立北

方四島交流方四島交流方四島交流方四島交流センターセンターセンターセンター（（（（ニ・ホ・ロニ・ホ・ロニ・ホ・ロニ・ホ・ロ））））のののの入館者入館者入館者入館者

がががが 30303030 万人万人万人万人をををを達成達成達成達成しししし、、、、記念品記念品記念品記念品がががが贈贈贈贈られるられるられるられる。。。。    

・・・・全国全国全国全国さんまさんまさんまさんま漁業協会漁業協会漁業協会漁業協会がまとめたがまとめたがまとめたがまとめた全国全国全国全国のののの総水総水総水総水

揚揚揚揚げげげげ量量量量からからからから、、、、花咲港花咲港花咲港花咲港のののの 10101010 年連続年連続年連続年連続さんまさんまさんまさんま水揚水揚水揚水揚

げげげげ日本一日本一日本一日本一がががが確実確実確実確実となるとなるとなるとなる。。。。    

・・・・市立根室病院市立根室病院市立根室病院市立根室病院やややや市内医療機関市内医療機関市内医療機関市内医療機関にににに勤務勤務勤務勤務するするするする医医医医

師師師師とととと、、、、根室市民根室市民根室市民根室市民とがとがとがとが交流交流交流交流をををを深深深深めることをめることをめることをめることを目的目的目的目的

にににに、「、「、「、「ねむろねむろねむろねむろ医心伝信医心伝信医心伝信医心伝信ネットワークネットワークネットワークネットワーク会議会議会議会議」」」」がががが

発足発足発足発足しししし、、、、会長会長会長会長にににに北村信人氏北村信人氏北村信人氏北村信人氏がががが就任就任就任就任。。。。    

・ユジノサハリンスク・ユジノサハリンスク・ユジノサハリンスク・ユジノサハリンスク市開基市開基市開基市開基 120120120120 年年年年をををを記念記念記念記念しししし

たたたた同市同市同市同市でのコンサートにでのコンサートにでのコンサートにでのコンサートに、、、、イースト・ポインイースト・ポインイースト・ポインイースト・ポイン

ト・ジャズ・オーケストラト・ジャズ・オーケストラト・ジャズ・オーケストラト・ジャズ・オーケストラ（（（（EPJOEPJOEPJOEPJO））））がががが招待招待招待招待ささささ

れれれれ喝采喝采喝采喝采をををを浴浴浴浴びびびびるるるる。。。。    

・ねむろ・ねむろ・ねむろ・ねむろ医心伝信医心伝信医心伝信医心伝信ネットワークネットワークネットワークネットワーク会議会議会議会議のののの「「「「第第第第 1111

回医師回医師回医師回医師とととと市民市民市民市民のつどいのつどいのつどいのつどい」」」」がががが根室湾中部漁協特根室湾中部漁協特根室湾中部漁協特根室湾中部漁協特

設会場設会場設会場設会場でででで行行行行われわれわれわれ、、、、約約約約 120120120120 人人人人がががが参加参加参加参加しししし医師医師医師医師とのとのとのとの

交流交流交流交流をををを深深深深めるめるめるめる。。。。    

・・・・厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省のののの地域医療支援中央会議地域医療支援中央会議地域医療支援中央会議地域医療支援中央会議でででで、、、、第第第第

2222 回緊急臨時医師派遣回緊急臨時医師派遣回緊急臨時医師派遣回緊急臨時医師派遣としてとしてとしてとして、、、、来年来年来年来年 4444 月月月月からからからから

市立根室病院市立根室病院市立根室病院市立根室病院にににに産婦人科医師産婦人科医師産婦人科医師産婦人科医師1111名名名名のののの派遣派遣派遣派遣がががが決決決決

定定定定。。。。    

・・・・薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師としてとしてとしてとして地域地域地域地域のののの子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの健健健健やかなやかなやかなやかな

成長成長成長成長をををを見守見守見守見守ってきたってきたってきたってきた、、、、学校薬剤師学校薬剤師学校薬剤師学校薬剤師のののの山本哲弘山本哲弘山本哲弘山本哲弘

氏氏氏氏のののの文部科学大臣表彰受賞文部科学大臣表彰受賞文部科学大臣表彰受賞文部科学大臣表彰受賞がががが決定決定決定決定。。。。    
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・・・・中川内閣府副大臣中川内閣府副大臣中川内閣府副大臣中川内閣府副大臣がががが、、、、納沙布岬納沙布岬納沙布岬納沙布岬からからからから北方北方北方北方

領土領土領土領土をををを視察視察視察視察。。。。    

・・・・姉妹都市黒部市姉妹都市黒部市姉妹都市黒部市姉妹都市黒部市のののの黒部市民病院黒部市民病院黒部市民病院黒部市民病院にににに、、、、市立市立市立市立

根室病院根室病院根室病院根室病院からからからから第第第第 1111 号号号号となるとなるとなるとなる看護師看護師看護師看護師のののの長期研長期研長期研長期研

修派遣修派遣修派遣修派遣がががが行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・・・・「「「「地球温暖化対策推進実行計画地球温暖化対策推進実行計画地球温暖化対策推進実行計画地球温暖化対策推進実行計画」（」（」（」（根室市根室市根室市根室市

役所役所役所役所エエエエコオフィスコオフィスコオフィスコオフィス推進計画推進計画推進計画推進計画））））をををを策定策定策定策定。。。。    

・・・・北方領土早期返還北方領土早期返還北方領土早期返還北方領土早期返還をををを求求求求めるめるめるめる「「「「原点原点原点原点のののの声声声声」」」」

をををを訴訴訴訴えるえるえるえる中央行動中央行動中央行動中央行動アピールアピールアピールアピール行動行動行動行動がががが、、、、東京都東京都東京都東京都

心心心心でででで行行行行われわれわれわれ 280280280280 人人人人がががが参加参加参加参加。。。。    

・・・・道道道道がががが公表公表公表公表したしたしたした「「「「新新新新しいしいしいしい支庁支庁支庁支庁のののの姿姿姿姿（（（（原案原案原案原案）」）」）」）」

でででで、、、、根室支庁根室支庁根室支庁根室支庁をををを振興局振興局振興局振興局とするとするとするとする支庁制度改革支庁制度改革支庁制度改革支庁制度改革

にににに反対反対反対反対するするするする「「「「根室支庁存続根室支庁存続根室支庁存続根室支庁存続をををを求求求求めるめるめるめる根室市根室市根室市根室市

連絡協議会連絡協議会連絡協議会連絡協議会」」」」がががが市内市内市内市内 26262626 団体団体団体団体によりによりによりにより設立設立設立設立されされされされ

るるるる。。。。    

・・・・急激急激急激急激なななな原油価格原油価格原油価格原油価格のののの高騰高騰高騰高騰にににに伴伴伴伴うううう灯油灯油灯油灯油のののの値上値上値上値上

がりでがりでがりでがりで、、、、生活弱者生活弱者生活弱者生活弱者にににに対対対対するするするする緊急措置緊急措置緊急措置緊急措置としてとしてとしてとして

「「「「福祉灯油券福祉灯油券福祉灯油券福祉灯油券」」」」のののの給付給付給付給付をををを開始開始開始開始するするするする。。。。    

・・・・「「「「新新新新しいしいしいしい支庁支庁支庁支庁のののの姿姿姿姿（（（（原案原案原案原案）」）」）」）」にににに反対反対反対反対するするするする「「「「支支支支

庁存続庁存続庁存続庁存続をををを求求求求めるめるめるめる総決起集会総決起集会総決起集会総決起集会」」」」がががが総合文化会総合文化会総合文化会総合文化会

館館館館でででで開催開催開催開催されされされされ、、、、市民市民市民市民 950950950950 人人人人がががが支庁存続支庁存続支庁存続支庁存続にににに向向向向

けけけけ気勢気勢気勢気勢をををを上上上上げるげるげるげる。。。。    

・・・・根室管内根室管内根室管内根室管内のののの貴重貴重貴重貴重なななな自然自然自然自然をををを守守守守りりりり後世後世後世後世にににに引引引引きききき

継継継継ぐことをぐことをぐことをぐことを目的目的目的目的としたとしたとしたとした「「「「ねむろねむろねむろねむろ自然自然自然自然のののの番人番人番人番人

宣言宣言宣言宣言」」」」がががが中標津町中標津町中標津町中標津町でででで行行行行われわれわれわれ、、、、根室市長根室市長根室市長根室市長をはをはをはをは

じめじめじめじめ一市四町一市四町一市四町一市四町のののの首長首長首長首長によるによるによるによる調印調印調印調印がががが行行行行われわれわれわれ

るるるる。。。。    

・・・・初初初初となるとなるとなるとなる「「「「ねむろバードランドフェステねむろバードランドフェステねむろバードランドフェステねむろバードランドフェステ

ィバルィバルィバルィバル 2008200820082008」」」」がががが風連湖風連湖風連湖風連湖をををを中心中心中心中心にににに開催開催開催開催されされされされ、、、、

「「「「日本有数日本有数日本有数日本有数のののの野鳥野鳥野鳥野鳥のののの楽園楽園楽園楽園」」」」根室根室根室根室のののの魅力魅力魅力魅力がががが国国国国

内外内外内外内外にににに発信発信発信発信されるされるされるされる。。。。    

・・・・「「「「初田牛初田牛初田牛初田牛 20202020 遺跡遺跡遺跡遺跡」」」」からからからから出土出土出土出土したしたしたした縄文時代縄文時代縄文時代縄文時代

後期後半後期後半後期後半後期後半のののの土偶土偶土偶土偶とととと副葬品副葬品副葬品副葬品 77777777 点点点点がががが、、、、40404040 年年年年ぶりぶりぶりぶり

2222 例目例目例目例目のののの道有形文化財道有形文化財道有形文化財道有形文化財にににに指定指定指定指定されるされるされるされる。。。。    

・・・・根室市議会嶋津隆之議長根室市議会嶋津隆之議長根室市議会嶋津隆之議長根室市議会嶋津隆之議長のののの辞任辞任辞任辞任にににに伴伴伴伴うううう議議議議

長選挙長選挙長選挙長選挙のののの結果結果結果結果、、、、遠藤輝宣氏遠藤輝宣氏遠藤輝宣氏遠藤輝宣氏がががが就任就任就任就任。。。。    

・・・・国土地理院国土地理院国土地理院国土地理院はははは、「、「、「、「歯舞諸島歯舞諸島歯舞諸島歯舞諸島」」」」とととと標記標記標記標記してきしてきしてきしてき

たたたた地名地名地名地名をををを、、、、3333 月月月月 12121212 日付日付日付日付けでけでけでけで「「「「歯舞群島歯舞群島歯舞群島歯舞群島」」」」とととと

変更変更変更変更することをすることをすることをすることを発表発表発表発表。。。。教育現場教育現場教育現場教育現場でのでのでのでの地名統地名統地名統地名統

一一一一がががが図図図図られるられるられるられる。。。。    

・・・・昭和昭和昭和昭和 42424242 年年年年にににに開館開館開館開館したしたしたした「「「「根室市青少年根室市青少年根室市青少年根室市青少年ホーホーホーホー

ムムムム」」」」がががが、、、、施設老朽化施設老朽化施設老朽化施設老朽化とととと利用者利用者利用者利用者のののの減少減少減少減少によりによりによりにより

閉館閉館閉館閉館。。。。    

・・・・寄付金寄付金寄付金寄付金をををを財源財源財源財源にににに寄付者寄付者寄付者寄付者のののの意向意向意向意向をををを反映反映反映反映したしたしたした

施策施策施策施策のののの展開展開展開展開をををを図図図図るるるる「「「「根室市根室市根室市根室市ふるさとふるさとふるさとふるさと応援寄応援寄応援寄応援寄

付条例付条例付条例付条例」」」」がががが施行施行施行施行されるされるされるされる。。。。    

・・・・「「「「活力活力活力活力をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす産業振興産業振興産業振興産業振興」」」」にににに向向向向けけけけ、、、、市役市役市役市役

所水産経済部所水産経済部所水産経済部所水産経済部にににに産業活性化推進室産業活性化推進室産業活性化推進室産業活性化推進室をををを設置設置設置設置。。。。    

・・・・釧路地方法務局垂石局長釧路地方法務局垂石局長釧路地方法務局垂石局長釧路地方法務局垂石局長からのからのからのからの「「「「根室支根室支根室支根室支

局統廃合案局統廃合案局統廃合案局統廃合案」」」」のののの説明説明説明説明にににに反対反対反対反対のののの姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示すすすす。。。。    

・・・・野付半島野付半島野付半島野付半島のオオハクチョウののオオハクチョウののオオハクチョウののオオハクチョウの死死死死骸骸骸骸からからからから、、、、

鳥鳥鳥鳥インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ陽性反応陽性反応陽性反応陽性反応がでたとのがでたとのがでたとのがでたとの発表発表発表発表

にににに感染拡大感染拡大感染拡大感染拡大がががが懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる。。。。    

・・・・地元産業地元産業地元産業地元産業をををを活性化活性化活性化活性化させるためのさせるためのさせるためのさせるための課題課題課題課題とととと問問問問

題点題点題点題点をさぐるためをさぐるためをさぐるためをさぐるため、、、、長谷川市長長谷川市長長谷川市長長谷川市長とととと根室水産根室水産根室水産根室水産

協会協会協会協会とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会がががが商工会館商工会館商工会館商工会館でででで開催開催開催開催されされされされ

るるるる。（。（。（。（22222222 日日日日にはにはにはには、、、、水産加工関連水産加工関連水産加工関連水産加工関連のののの運輸運輸運輸運輸・・・・製函製函製函製函

業界業界業界業界とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会がががが総合文化会館総合文化会館総合文化会館総合文化会館でででで開開開開かかかか

れるれるれるれる。）。）。）。）    

・・・・構想構想構想構想からからからから 13131313 年年年年をかけをかけをかけをかけ、、、、東和田東和田東和田東和田にににに整備整備整備整備をををを進進進進

めていためていためていためていた「「「「市民市民市民市民のののの森森森森」」」」がががが正式正式正式正式オープンオープンオープンオープン。。。。テテテテ

ープカットのープカットのープカットのープカットの後後後後、、、、市民約市民約市民約市民約 100100100100 人人人人がががが 37373737 ヘクタヘクタヘクタヘクタ

ールのールのールのールの森森森森をををを巡巡巡巡るるるる遊歩道遊歩道遊歩道遊歩道でででで散策散策散策散策をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ。。。。    

・・・・支庁制度改革案支庁制度改革案支庁制度改革案支庁制度改革案にににに反対反対反対反対しししし「「「「拙速拙速拙速拙速なななな支庁制支庁制支庁制支庁制

度改革度改革度改革度改革にににに反対反対反対反対するするするする」」」」ネットワークネットワークネットワークネットワーク 4444 市町住市町住市町住市町住

民民民民組織組織組織組織のののの合同総決起集会合同総決起集会合同総決起集会合同総決起集会がががが札幌市内札幌市内札幌市内札幌市内でででで行行行行わわわわ

れれれれ、、、、根室市根室市根室市根室市のののの関係者関係者関係者関係者 56565656 人人人人がががが参加参加参加参加しししし支庁廃止支庁廃止支庁廃止支庁廃止

案案案案のののの撤回撤回撤回撤回をををを訴訴訴訴えるえるえるえる。。。。    

旅行情報誌旅行情報誌旅行情報誌旅行情報誌「「「「北海道北海道北海道北海道じゃらんじゃらんじゃらんじゃらん」」」」のヒロのヒロのヒロのヒロ中田中田中田中田

編集長編集長編集長編集長プロデュースでプロデュースでプロデュースでプロデュースで、、、、落石落石落石落石・・・・歯舞両地区歯舞両地区歯舞両地区歯舞両地区

マリンビジョンマリンビジョンマリンビジョンマリンビジョン協議会協議会協議会協議会とととと市内飲食店市内飲食店市内飲食店市内飲食店がががが開発開発開発開発

をををを進進進進めていためていためていためていた「「「「根室根室根室根室さんまロールさんまロールさんまロールさんまロール寿司寿司寿司寿司」」」」がががが

完成完成完成完成しししし、、、、開発参加店開発参加店開発参加店開発参加店 7777 店舗店舗店舗店舗でででで一斉発売一斉発売一斉発売一斉発売されされされされ

るるるる。。。。    

・・・・北海道洞爺湖北海道洞爺湖北海道洞爺湖北海道洞爺湖サミットのサミットのサミットのサミットの開催開催開催開催にににに向向向向けけけけ北方北方北方北方

領土問題領土問題領土問題領土問題をををを国内外国内外国内外国内外にににに発信発信発信発信しようとしようとしようとしようと、、、、毎年毎年毎年毎年 8888

月開催月開催月開催月開催のののの北方領土返還要求根室市民大会北方領土返還要求根室市民大会北方領土返還要求根室市民大会北方領土返還要求根室市民大会」」」」

がががが 6666 月月月月のののの開催開催開催開催となりとなりとなりとなり、、、、会場会場会場会場のののの北方四島交流北方四島交流北方四島交流北方四島交流

センターセンターセンターセンター特設会場特設会場特設会場特設会場にににに約約約約 1,7001,7001,7001,700 人人人人がががが詰詰詰詰めめめめ掛掛掛掛けけけけ

るるるる。。。。    

・・・・昭和昭和昭和昭和 32323232 年年年年にににに設置設置設置設置さささされれれれ、、、、厚床厚床厚床厚床・・・・初田牛初田牛初田牛初田牛などなどなどなど

のののの地域地域地域地域をををを所管所管所管所管していたしていたしていたしていた厚床支所厚床支所厚床支所厚床支所がががが廃止廃止廃止廃止となとなとなとな

るるるる。。。。    
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2008200820082008 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2009200920092009 年年年年    

    

平成平成平成平成 20202020 年年年年 7777 月月月月 10101010 日日日日    

    

    

7777 月月月月 15151515 日日日日    

    

    

    

7777 月月月月 25252525 日日日日～～～～28282828 日日日日    

    

    

    

8888 月月月月 1111 日日日日    

    

    

8888 月月月月 18181818 日日日日    

    

8888 月月月月 21212121 日日日日～～～～25252525 日日日日    

    

    

9999 月月月月 18181818 日日日日    

    

    

10101010 月月月月 21212121 日日日日    

    

    

    

11111111 月月月月 15151515 日日日日    

    

11111111 月月月月 22222222 日日日日    

    

12121212 月月月月 29292929 日日日日    

    

21212121 年年年年 1111 月月月月 12121212 日日日日    

    

    

1111 月月月月 28282828 日日日日    

    

    

2222 月月月月 8888 日日日日    

    

    

2222 月月月月 10101010 日日日日    

    

2222 月月月月 24242424 日日日日    

    

    

    

    

3333 月月月月 2222 日日日日    

    

    

    

    

    

    

3333 月月月月 31313131 日日日日    

    

4444 月月月月 1111 日日日日    

4444 月月月月 10101010 日日日日    

4444 月月月月 16161616 日日日日    

    

5555 月月月月 12121212 日日日日    

    

    

5555 月月月月 14141414 日日日日    

    

5555 月月月月 15151515 日日日日    

    

    

    

    

    

6666 月月月月 7777 日日日日    

    

    

    

    

6666 月月月月 27272727 日日日日    

    

    

    

・・・・42424242 年間年間年間年間のののの歴史歴史歴史歴史をををを持持持持つつつつ「「「「根室市子根室市子根室市子根室市子どもどもどもども会野球会野球会野球会野球

大会大会大会大会」」」」がががが参加参加参加参加チームチームチームチーム減少減少減少減少によりによりによりにより今年度以降今年度以降今年度以降今年度以降のののの

開催中止開催中止開催中止開催中止をををを決定決定決定決定。。。。    

・・・・燃油高騰燃油高騰燃油高騰燃油高騰によるによるによるによる漁業経営漁業経営漁業経営漁業経営のののの窮状窮状窮状窮状をををを訴訴訴訴えるえるえるえる全全全全

国漁民集会国漁民集会国漁民集会国漁民集会・・・・全国一斉休漁全国一斉休漁全国一斉休漁全国一斉休漁にににに呼応呼応呼応呼応しししし、「、「、「、「根室根室根室根室

管内漁業者緊急集会管内漁業者緊急集会管内漁業者緊急集会管内漁業者緊急集会」」」」がががが総合文化会館総合文化会館総合文化会館総合文化会館でででで開催開催開催開催

されるされるされるされる。。。。    

・・・・北方四島北方四島北方四島北方四島をををを訪訪訪訪れるれるれるれる「「「「自由訪問自由訪問自由訪問自由訪問」」」」がががが 10101010 年目年目年目年目

をををを迎迎迎迎ええええ、、、、今年第今年第今年第今年第 3333 回目回目回目回目のののの訪問訪問訪問訪問ではではではでは初初初初めてめてめてめて女性女性女性女性

のののの元島民元島民元島民元島民がががが団長団長団長団長をををを務務務務めめめめ、、、、参加対象枠参加対象枠参加対象枠参加対象枠のののの拡大拡大拡大拡大にににに

よりよりよりより元島民三世元島民三世元島民三世元島民三世のののの 3333 名名名名がががが参加参加参加参加。。。。    

・・・・落石計画実行委員会落石計画実行委員会落石計画実行委員会落石計画実行委員会によるによるによるによる現代現代現代現代アートプロアートプロアートプロアートプロ

ジェクトジェクトジェクトジェクト「「「「落石計画落石計画落石計画落石計画」」」」がががが、、、、三年計画三年計画三年計画三年計画でスターでスターでスターでスター

ﾄﾄﾄﾄ。。。。    

・・・・林内閣府特命担当大臣林内閣府特命担当大臣林内閣府特命担当大臣林内閣府特命担当大臣（（（（沖縄及沖縄及沖縄及沖縄及びびびび北方対策北方対策北方対策北方対策））））

がががが来根来根来根来根しししし、、、、納沙布岬納沙布岬納沙布岬納沙布岬からからからから北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察。。。。    

・・・・姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市・・・・堀内黒部市長堀内黒部市長堀内黒部市長堀内黒部市長がががが、、、、全国全国全国全国のののの北方領北方領北方領北方領

土返還要求運動県民会議土返還要求運動県民会議土返還要求運動県民会議土返還要求運動県民会議をををを主体主体主体主体にににに実施実施実施実施されされされされ

たビザなしたビザなしたビザなしたビザなし交流交流交流交流にににに参加参加参加参加。。。。    

・・・・根室市根室市根室市根室市がががが、、、、滞納処分差押滞納処分差押滞納処分差押滞納処分差押ええええ物件物件物件物件をををを 10101010 月月月月のののの

インターネットインターネットインターネットインターネット公売公売公売公売にににに初出品初出品初出品初出品することをすることをすることをすることを発発発発

表表表表。。。。    

・・・・市長市長市長市長とととと産業経済界産業経済界産業経済界産業経済界のトップがのトップがのトップがのトップが意見意見意見意見をををを交交交交わすわすわすわす

「「「「ふるさとふるさとふるさとふるさと再興懇話会再興懇話会再興懇話会再興懇話会」」」」がががが市役所市役所市役所市役所でででで開催開催開催開催ささささ

れれれれ、、、、産業活性化策産業活性化策産業活性化策産業活性化策などのなどのなどのなどの意見交換意見交換意見交換意見交換がががが行行行行われわれわれわれ

るるるる。。。。    

・・・・歯舞漁協歯舞漁協歯舞漁協歯舞漁協がががが、、、、冬期間限定冬期間限定冬期間限定冬期間限定のののの北方領土北方領土北方領土北方領土・・・・貝殻貝殻貝殻貝殻

島島島島をををを望望望望むむむむ遊覧船遊覧船遊覧船遊覧船のののの運航運航運航運航をををを開始開始開始開始。。。。    

・・・・佐藤内閣府特命担当大臣佐藤内閣府特命担当大臣佐藤内閣府特命担当大臣佐藤内閣府特命担当大臣（（（（沖縄及沖縄及沖縄及沖縄及びびびび北方対北方対北方対北方対

策策策策））））がががが来根来根来根来根しししし、、、、納沙布岬納沙布岬納沙布岬納沙布岬からからからから北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察。。。。    

・・・・防災行政用固定無線防災行政用固定無線防災行政用固定無線防災行政用固定無線をををを利用利用利用利用しししし、、、、行政情報行政情報行政情報行政情報をををを

伝伝伝伝えるえるえるえる試験放送試験放送試験放送試験放送がががが開始開始開始開始されるされるされるされる。。。。    

・・・・根室市成人式根室市成人式根室市成人式根室市成人式にににに 244244244244 人人人人がががが参加参加参加参加。。。。京都京都京都京都でででで芸妓芸妓芸妓芸妓

となりとなりとなりとなり活躍活躍活躍活躍しているしているしているしている菅野里咲菅野里咲菅野里咲菅野里咲さんがさんがさんがさんが新成人新成人新成人新成人

のののの仲間仲間仲間仲間にににに舞舞舞舞をををを披露披露披露披露。。。。    

・・・・外務省外務省外務省外務省はははは、、、、北方領土四島北方領土四島北方領土四島北方領土四島にににに対対対対するするするする人道支援人道支援人道支援人道支援

物資供与物資供与物資供与物資供与にににに出入国出入国出入国出入国カードのカードのカードのカードの提供提供提供提供をををを求求求求められめられめられめられ、、、、

今年度今年度今年度今年度のののの中止中止中止中止をををを発表発表発表発表。。。。    

・・・・「「「「2009200920092009 二二二二ムオロムオロムオロムオロ冬冬冬冬のののの祭典祭典祭典祭典ハートランドフェハートランドフェハートランドフェハートランドフェ

スティバルスティバルスティバルスティバル」」」」がががが、、、、3333 年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりに総合運動公園総合運動公園総合運動公園総合運動公園でででで

開催開催開催開催されるされるされるされる。。。。    

・・・・経営経営経営経営のののの健全化健全化健全化健全化にににに向向向向けたけたけたけた「「「「市立根室病院事業市立根室病院事業市立根室病院事業市立根室病院事業

改革改革改革改革プランプランプランプラン」」」」のののの素案素案素案素案をををを公表公表公表公表。。。。    

・・・・北隣協会長北隣協会長北隣協会長北隣協会長のののの長谷川市長長谷川市長長谷川市長長谷川市長がががが、、、、自民党内閣部自民党内閣部自民党内閣部自民党内閣部

会北方領土会北方領土会北方領土会北方領土にににに関関関関するするするする小委員会小委員会小委員会小委員会でででで北特法北特法北特法北特法（（（（北方北方北方北方

領土問題等領土問題等領土問題等領土問題等のののの解決解決解決解決のののの促進促進促進促進のためののためののためののための特別措置特別措置特別措置特別措置

法法法法にににに関関関関するするするする法律法律法律法律））））のののの改正改正改正改正にににに向向向向けたけたけたけた意見陳述意見陳述意見陳述意見陳述をををを

行行行行うううう。。。。    

・・・・市長市長市長市長がががが市議会市議会市議会市議会のののの市立根室病院特別委員会市立根室病院特別委員会市立根室病院特別委員会市立根室病院特別委員会

でででで、、、、新病院建設計画新病院建設計画新病院建設計画新病院建設計画のののの再着手再着手再着手再着手にににに向向向向けけけけ、、、、現在地現在地現在地現在地

にににに改築改築改築改築するするするする新新新新たなたなたなたな建設計画建設計画建設計画建設計画のののの検討検討検討検討をををを進進進進めるめるめるめる

方針方針方針方針をををを示示示示すすすす。。。。    

・・・・（（（（社社社社））））千島歯舞諸島居住者連盟千島歯舞諸島居住者連盟千島歯舞諸島居住者連盟千島歯舞諸島居住者連盟がががが、、、、元島民元島民元島民元島民

のののの北方領土返還要求運動北方領土返還要求運動北方領土返還要求運動北方領土返還要求運動のののの取取取取りりりり組組組組みをまとみをまとみをまとみをまと

めためためためた「「「「千島連盟千島連盟千島連盟千島連盟 55550000 年年年年のあゆみのあゆみのあゆみのあゆみ」」」」をををを発刊発刊発刊発刊。。。。    

・・・・支庁再編問題支庁再編問題支庁再編問題支庁再編問題でででで、、、、地方四団体地方四団体地方四団体地方四団体のののの合意合意合意合意のもとのもとのもとのもと

道議会道議会道議会道議会にににに提出提出提出提出されたされたされたされた修正案修正案修正案修正案がががが可決可決可決可決されるされるされるされる。。。。    

・・・・根室市根室市根室市根室市パブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメント制度制度制度制度をををを制定制定制定制定。。。。    

・・・・定額給付金定額給付金定額給付金定額給付金のののの申請受付申請受付申請受付申請受付がががが開始開始開始開始。。。。    

・・・・平成平成平成平成 20202020 年年年年 8888 月月月月からからからから建設建設建設建設をををを進進進進めていためていためていためていた「「「「花花花花

咲製氷咲製氷咲製氷咲製氷・・・・冷凍第一工場冷凍第一工場冷凍第一工場冷凍第一工場」」」」がががが完成完成完成完成。。。。    

・・・・来日中来日中来日中来日中のプーチンのプーチンのプーチンのプーチン首相首相首相首相とととと麻生首相麻生首相麻生首相麻生首相とのとのとのとの会談会談会談会談

でででで、、、、具体的具体的具体的具体的なななな北方領土問題北方領土問題北方領土問題北方領土問題のののの進展進展進展進展はなくはなくはなくはなく、、、、7777

月開催月開催月開催月開催のサミットでののサミットでののサミットでののサミットでの会談会談会談会談へへへへ期待期待期待期待をををを向向向向けるけるけるける。。。。    

・・・・愛嬌愛嬌愛嬌愛嬌をををを振振振振りまくりまくりまくりまく「「「「ラッコラッコラッコラッコ」」」」がががが納沙布岬納沙布岬納沙布岬納沙布岬にににに現現現現

われわれわれわれ、、、、話題話題話題話題をををを呼呼呼呼ぶぶぶぶ。。。。    

・・・・平成平成平成平成 21212121 年度年度年度年度のののの第第第第 1111 回回回回ビザなしビザなしビザなしビザなし交流交流交流交流がががが、、、、ロロロロ

シアシアシアシア側側側側のののの内部手続内部手続内部手続内部手続きのきのきのきの遅遅遅遅れでれでれでれで中止中止中止中止となるとなるとなるとなる。。。。    

・・・・市市市市がががが推進推進推進推進するするするする「「「「ねむろねむろねむろねむろ産業元気産業元気産業元気産業元気づくりづくりづくりづくり事業事業事業事業」」」」

のののの一環一環一環一環でででで、、、、根室根室根室根室のサンマをのサンマをのサンマをのサンマを PRPRPRPR するラッピンするラッピンするラッピンするラッピン

グバスがグバスがグバスがグバスが札幌都心札幌都心札幌都心札幌都心からからからから新千歳空港間新千歳空港間新千歳空港間新千歳空港間でででで運行運行運行運行

をををを開始開始開始開始。。。。    

・・・・明治公園明治公園明治公園明治公園をををを桜桜桜桜のののの名所名所名所名所にとにとにとにと進進進進められているめられているめられているめられている

「「「「明治公園明治公園明治公園明治公園さくらのさくらのさくらのさくらの森森森森づくりづくりづくりづくり」」」」のののの植樹植樹植樹植樹がががが

1,0001,0001,0001,000 本本本本をををを超超超超えるえるえるえる。。。。    

・・・・新新新新ごごごご当地当地当地当地グルメグルメグルメグルメ「「「「根室根室根室根室さんまロールさんまロールさんまロールさんまロール寿司寿司寿司寿司」」」」

がががが、、、、販売目標販売目標販売目標販売目標のののの１１１１万本万本万本万本をををを突破突破突破突破。。。。    

・・・・落石地区落石地区落石地区落石地区マリンビジョンがマリンビジョンがマリンビジョンがマリンビジョンが整備整備整備整備をををを進進進進めていめていめていめてい

たたたた落石落石落石落石シーサイドウェイシーサイドウェイシーサイドウェイシーサイドウェイ「「「「浜松浜松浜松浜松パスパスパスパス」」」」がオーがオーがオーがオー

プンプンプンプン。。。。    
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9999 月月月月 28282828 日日日日    

    

    

10101010 月月月月 5555 日日日日    

    

10101010 月月月月 16161616 日日日日    
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平成平成平成平成 22222222 年年年年 1111 月月月月 1111 日日日日    

    

1111 月月月月 15151515 日日日日    

    

    

    

2222 月月月月 7777 日日日日    

    

    

    

2222 月月月月 17171717 日日日日    

    

・・・・参議院本会議参議院本会議参議院本会議参議院本会議でででで北方領土問題等北方領土問題等北方領土問題等北方領土問題等のののの解決解決解決解決のののの

促進促進促進促進のためののためののためののための特別措特別措特別措特別措置置置置にににに関関関関するするするする法律法律法律法律（（（（北特北特北特北特

法法法法））））のののの改正法案改正法案改正法案改正法案がががが全会一致全会一致全会一致全会一致でででで可決成立可決成立可決成立可決成立。。。。昭昭昭昭

和和和和 57575757 年年年年のののの制定以来制定以来制定以来制定以来 27272727 年年年年ぶりのぶりのぶりのぶりの抜本的改革抜本的改革抜本的改革抜本的改革

となりとなりとなりとなり、、、、北方領土北方領土北方領土北方領土がががが我我我我がががが国国国国のののの領土領土領土領土であるこであるこであるこであるこ

とがとがとがとが明記明記明記明記されるされるされるされる。。。。    

・・・・第第第第 2222 弾弾弾弾となるとなるとなるとなる新鮮新鮮新鮮新鮮サンマをプリントしたサンマをプリントしたサンマをプリントしたサンマをプリントした

ラッピングラッピングラッピングラッピング電車電車電車電車がががが登場登場登場登場しししし、、、、札幌市内札幌市内札幌市内札幌市内をををを運行運行運行運行

するするするする。。。。    

・・・・「「「「飯田三郎先生飯田三郎先生飯田三郎先生飯田三郎先生をををを偲偲偲偲ぶぶぶぶ音楽会音楽会音楽会音楽会」」」」がががが、、、、歌手歌手歌手歌手のののの

大津美子大津美子大津美子大津美子さんをさんをさんをさんを招招招招きききき総合文化会館総合文化会館総合文化会館総合文化会館でででで開催開催開催開催ささささ

れるれるれるれる。。。。    

・・・・中曽根外務大臣中曽根外務大臣中曽根外務大臣中曽根外務大臣がががが来根来根来根来根しししし、、、、納沙布岬納沙布岬納沙布岬納沙布岬からからからから

北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察。。。。    

・・・・根室市根室市根室市根室市ではじめてではじめてではじめてではじめて、、、、新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ

感染者感染者感染者感染者がががが発生発生発生発生。。。。24242424 日日日日にはにはにはには、、、、根室市根室市根室市根室市はははは「「「「新型新型新型新型

インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ対策本部対策本部対策本部対策本部」」」」をををを設置設置設置設置。。。。    

・・・・第第第第 45454545 回衆議院議員回衆議院議員回衆議院議員回衆議院議員総選挙総選挙総選挙総選挙とととと第第第第 14141414 回市議回市議回市議回市議

会議員選挙会議員選挙会議員選挙会議員選挙がががが行行行行われわれわれわれ、、、、市議会議員選挙市議会議員選挙市議会議員選挙市議会議員選挙 52525252 年年年年

のののの歴史歴史歴史歴史でででで初初初初めてのダブルめてのダブルめてのダブルめてのダブル選挙選挙選挙選挙となるとなるとなるとなる。。。。    

・・・・今年今年今年今年でででで「「「「生誕生誕生誕生誕 50505050 年年年年」」」」をををを迎迎迎迎えたえたえたえた「「「「根室根室根室根室かにかにかにかに

祭祭祭祭りりりり」」」」がががが根室港特設会場根室港特設会場根室港特設会場根室港特設会場でででで開催開催開催開催されるされるされるされる。（～。（～。（～。（～

6666 日日日日））））    

・・・・根室支庁存続根室支庁存続根室支庁存続根室支庁存続をををを求求求求めるめるめるめる根室市連絡協議会根室市連絡協議会根室市連絡協議会根室市連絡協議会

のののの山下洋司会長山下洋司会長山下洋司会長山下洋司会長がががが、、、、道庁道庁道庁道庁のののの北方領土対策本北方領土対策本北方領土対策本北方領土対策本

部部部部のののの移転移転移転移転をををを望望望望まずまずまずまず、、、、運動運動運動運動のののの原点原点原点原点にあるにあるにあるにある根室根室根室根室

支庁支庁支庁支庁のののの北方領土対策室北方領土対策室北方領土対策室北方領土対策室のののの存続存続存続存続とととと体制強化体制強化体制強化体制強化をををを

求求求求めるめるめるめる考考考考えをえをえをえを示示示示すすすす。。。。    

・・・・第第第第 3333 回臨時市議会本会議回臨時市議会本会議回臨時市議会本会議回臨時市議会本会議でででで議長議長議長議長にににに波多雄波多雄波多雄波多雄

志氏志氏志氏志氏、、、、副議長副議長副議長副議長にににに竹内正利氏竹内正利氏竹内正利氏竹内正利氏がががが選出選出選出選出されるされるされるされる。。。。    

・・・・8888 年間年間年間年間にわたるにわたるにわたるにわたる継続事業継続事業継続事業継続事業であったであったであったであった重要港湾重要港湾重要港湾重要港湾

根室港花咲港区根室港花咲港区根室港花咲港区根室港花咲港区「「「「南埠頭南埠頭南埠頭南埠頭」」」」のののの完成式典完成式典完成式典完成式典がががが行行行行

われるわれるわれるわれる。。。。    

・・・・釧根地区釧根地区釧根地区釧根地区でのでのでのでの救命救急救命救急救命救急救命救急をををを担担担担うドクターヘうドクターヘうドクターヘうドクターヘ

リのリのリのリの運航運航運航運航がががが開始開始開始開始されるされるされるされる。。。。    

・・・・前原内閣府特命担当大臣前原内閣府特命担当大臣前原内閣府特命担当大臣前原内閣府特命担当大臣（（（（沖縄及沖縄及沖縄及沖縄及びびびび北方北方北方北方

対策対策対策対策））））がががが来根来根来根来根しししし、、、、領土問題領土問題領土問題領土問題のののの早期解決早期解決早期解決早期解決にににに向向向向

けてけてけてけて意欲意欲意欲意欲をををを見見見見せせせせ、、、、翌日翌日翌日翌日にはにはにはには納沙布岬納沙布岬納沙布岬納沙布岬とととと洋上洋上洋上洋上

からからからから北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察するするするする。（～。（～。（～。（～17171717 日日日日））））    

振興局振興局振興局振興局となるとなるとなるとなる他他他他のののの地域地域地域地域にににに先駆先駆先駆先駆けてけてけてけて地元意見地元意見地元意見地元意見

交換会交換会交換会交換会がががが開開開開かれかれかれかれ、、、、支庁制度改革支庁制度改革支庁制度改革支庁制度改革のののの広域事務広域事務広域事務広域事務

のののの基本基本基本基本フレームフレームフレームフレーム修正案修正案修正案修正案とととと組織機構見直組織機構見直組織機構見直組織機構見直しししし案案案案

がががが示示示示されされされされ了承了承了承了承となるとなるとなるとなる。。。。    

・・・・大地大地大地大地みらいみらいみらいみらい信用金庫本店信用金庫本店信用金庫本店信用金庫本店のののの新築竣工式新築竣工式新築竣工式新築竣工式がががが

行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・・・・（（（（社社社社））））根室青年会議所根室青年会議所根室青年会議所根室青年会議所がががが制作制作制作制作をををを進進進進めていためていためていためていた

北方領土返還運動北方領土返還運動北方領土返還運動北方領土返還運動のののの若者向若者向若者向若者向けテーマソングけテーマソングけテーマソングけテーマソング

がががが完成完成完成完成しししし、「、「、「、「みんなのココみんなのココみんなのココみんなのココロロロロ」」」」のののの合唱合唱合唱合唱パートパートパートパート

のののの収録収録収録収録がががが北方四島交流北方四島交流北方四島交流北方四島交流センターでセンターでセンターでセンターで行行行行われわれわれわれ

るるるる。（～。（～。（～。（～11/111/111/111/1））））    

・・・・APECAPECAPECAPEC（（（（シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール））））でででで開開開開かれたロシアかれたロシアかれたロシアかれたロシア

のメドヴェージェフのメドヴェージェフのメドヴェージェフのメドヴェージェフ大統領大統領大統領大統領とのとのとのとの会談会談会談会談でででで、、、、北北北北

方領土問題方領土問題方領土問題方領土問題のののの解決解決解決解決へのへのへのへの具体的進展具体的進展具体的進展具体的進展がなかっがなかっがなかっがなかっ

たもののたもののたもののたものの、、、、今後今後今後今後のののの首脳間首脳間首脳間首脳間でのでのでのでの緊密緊密緊密緊密なななな協議協議協議協議にににに

期待期待期待期待。。。。    

・・・・旧和田村出身旧和田村出身旧和田村出身旧和田村出身のののの日本書人連盟会長日本書人連盟会長日本書人連盟会長日本書人連盟会長などをなどをなどをなどを

歴任歴任歴任歴任したしたしたした故故故故・・・・石田栖湖石田栖湖石田栖湖石田栖湖（（（（本名本名本名本名・・・・公夫公夫公夫公夫））））氏氏氏氏のののの

大作大作大作大作「「「「菜来侯刻石菜来侯刻石菜来侯刻石菜来侯刻石」」」」のののの臨書臨書臨書臨書がががが、、、、日本書人連日本書人連日本書人連日本書人連

盟会長盟会長盟会長盟会長をををを務務務務めるめるめるめる渡部半瞑氏渡部半瞑氏渡部半瞑氏渡部半瞑氏よりよりよりより根室市根室市根室市根室市にににに寄寄寄寄

贈贈贈贈されるされるされるされる。。。。    

・・・・4444 度目度目度目度目となるとなるとなるとなる北方領土北方領土北方領土北方領土のののの早期返還早期返還早期返還早期返還をををを訴訴訴訴えるえるえるえる

中央中央中央中央アピールアピールアピールアピール行進行進行進行進がががが東京都心東京都心東京都心東京都心でででで行行行行われわれわれわれ、、、、全全全全

国各地国各地国各地国各地からからからから 500500500500 人人人人がががが参加参加参加参加するするするする。。。。2222・・・・3333 日日日日にはにはにはには

新宿駅西口地下広場新宿駅西口地下広場新宿駅西口地下広場新宿駅西口地下広場 でででで 、、、、 北方領土展北方領土展北方領土展北方領土展

「「「「2009InTOKYO2009InTOKYO2009InTOKYO2009InTOKYO」」」」がががが開催開催開催開催されるされるされるされる。。。。    

・・・・国境国境国境国境フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム ININININ 根室根室根室根室がががが総合文化会館総合文化会館総合文化会館総合文化会館でででで

開催開催開催開催されされされされ、、、、根室根室根室根室・・・・与那国与那国与那国与那国・・・・対馬対馬対馬対馬・・・・小笠原小笠原小笠原小笠原のののの

市町村長市町村長市町村長市町村長によるによるによるによる国境国境国境国境とととと島島島島しょしょしょしょのののの問題問題問題問題についについについについ

てのてのてのての意見交換意見交換意見交換意見交換がががが行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・・・・FMFMFMFM ねむろがねむろがねむろがねむろが開局開局開局開局 10101010 周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えるえるえるえる。。。。    

・・・・市立根室病院新院長市立根室病院新院長市立根室病院新院長市立根室病院新院長にににに、、、、東浦勝浩副院長東浦勝浩副院長東浦勝浩副院長東浦勝浩副院長

がががが就任就任就任就任。。。。    

・・・・市市市市はははは障害者障害者障害者障害者とととと 65656565 歳以上歳以上歳以上歳以上のののの高齢者高齢者高齢者高齢者にににに、、、、救急救急救急救急

出動出動出動出動したしたしたした救急隊員等救急隊員等救急隊員等救急隊員等にににに本人本人本人本人にににに係係係係るるるる医療情報医療情報医療情報医療情報

等等等等をををを速速速速やかにやかにやかにやかに把握把握把握把握できるできるできるできる「「「「救急医療情報救急医療情報救急医療情報救急医療情報キキキキ

ッドッドッドッド」」」」のののの無料配布無料配布無料配布無料配布をををを開始開始開始開始。。。。    

・・・・30303030 回目回目回目回目をををを迎迎迎迎えたえたえたえた北方領土北方領土北方領土北方領土のののの日日日日「「「「2010201020102010 北方北方北方北方

領土領土領土領土のののの日根室管内日根室管内日根室管内日根室管内住民大会住民大会住民大会住民大会」」」」総合文化会館総合文化会館総合文化会館総合文化会館

でででで開催開催開催開催されされされされ、、、、元島民元島民元島民元島民をはじめをはじめをはじめをはじめ館内館内館内館内のののの住民住民住民住民 800800800800

人人人人がががが参加参加参加参加。。。。    

・・・・市市市市はははは平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度からスタートするからスタートするからスタートするからスタートする第第第第 5555 次次次次

行政改革実施要綱行政改革実施要綱行政改革実施要綱行政改革実施要綱のののの素案素案素案素案をををを公表公表公表公表。。。。    
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西西西西    暦暦暦暦    年年年年            号号号号    主主主主        なななな        出出出出        来来来来        事事事事    西西西西    暦暦暦暦    年年年年            号号号号    主主主主        なななな        出出出出        来来来来        事事事事    

2010201020102010 年年年年    平成平成平成平成 22222222 年年年年 2222 月月月月 28282828 日日日日    

    

    

3333 月月月月 7777 日日日日    

    

    

3333 月月月月 17171717 日日日日    

    

3333 月月月月 31313131 日日日日    

    

    

4444 月月月月 1111 日日日日    

    

    

    

4444 月月月月 8888 日日日日    

    

    

    

4444 月月月月 14141414 日日日日    

    

5555 月月月月 14141414 日日日日    

    

    

    

    

    

5555 月月月月 24242424 日日日日    

    

    

    

6666 月月月月 1111 日日日日    

    

    

6666 月月月月 5555 日日日日    

    

    

6666 月月月月 6666 日日日日    

    

    

    

6666 月月月月 8888 日日日日    

    

    

6666 月月月月 10101010 日日日日    

    

    

    

    

7777 月月月月 15151515 日日日日    

    

8888 月月月月 1111 日日日日    

    

    

    

9999 月月月月 5555 日日日日    

    

    

9999 月月月月 22222222 日日日日    

    

    

    

9999 月月月月 30303030 日日日日    

    

    

10101010 月月月月 1111 日日日日    

    

    

10101010 月月月月 4444 日日日日    

    

10101010 月月月月 6666 日日日日    

    

    

    

    

    

10101010 月月月月 13131313 日日日日    

11111111 月月月月 1111 日日日日    

    

    

    

    

    

・・・・日本時間日本時間日本時間日本時間 27272727 日午後日午後日午後日午後 3333 時時時時 34343434 分頃分頃分頃分頃、、、、南米南米南米南米チリチリチリチリ

沿岸沿岸沿岸沿岸でででで発生発生発生発生したマグニチュードしたマグニチュードしたマグニチュードしたマグニチュード 8.68.68.68.6のののの巨大地巨大地巨大地巨大地

震震震震によるによるによるによる津波津波津波津波がががが根室沿岸根室沿岸根室沿岸根室沿岸にににに押押押押しししし寄寄寄寄せるせるせるせる。。。。    

・・・・岡田克也外務大臣岡田克也外務大臣岡田克也外務大臣岡田克也外務大臣がががが、、、、初初初初めてめてめてめて根室市根室市根室市根室市をををを訪問訪問訪問訪問。。。。

納沙布岬納沙布岬納沙布岬納沙布岬からからからから北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察しししし、、、、あらためてあらためてあらためてあらためて

領土問題解決領土問題解決領土問題解決領土問題解決へのへのへのへの決意決意決意決意をををを示示示示すすすす。。。。    

・・・・市市市市のののの住民基本台帳人口住民基本台帳人口住民基本台帳人口住民基本台帳人口がががが 3333 万人万人万人万人をををを割割割割りりりり、、、、

29,99929,99929,99929,999 人人人人となるとなるとなるとなる。。。。    

・・・・海上保安部海上保安部海上保安部海上保安部のののの全国全国全国全国「「「「霧信号所霧信号所霧信号所霧信号所」」」」のののの廃止廃止廃止廃止をををを受受受受

けてけてけてけて、「、「、「、「納沙布岬霧信号所納沙布岬霧信号所納沙布岬霧信号所納沙布岬霧信号所」「」「」「」「花咲霧信号所花咲霧信号所花咲霧信号所花咲霧信号所」」」」

「「「「落石霧信号所落石霧信号所落石霧信号所落石霧信号所」」」」のののの３３３３ヵヵヵヵ所所所所がががが廃止廃止廃止廃止となるとなるとなるとなる。。。。    

・・・・支庁制度改革支庁制度改革支庁制度改革支庁制度改革にににに伴伴伴伴いいいい「「「「根室支庁根室支庁根室支庁根室支庁」」」」がががが「「「「根室根室根室根室

振興局振興局振興局振興局」」」」としてとしてとしてとして新新新新たにスタートたにスタートたにスタートたにスタート。。。。    

・・・・市市市市におけるにおけるにおけるにおける喫緊喫緊喫緊喫緊のののの諸課題諸課題諸課題諸課題にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、

庁内庁内庁内庁内にににに「「「「総合政策室総合政策室総合政策室総合政策室」」」」をををを創設創設創設創設。。。。    

・・・・ＡＮＡＡＮＡＡＮＡＡＮＡ総合研究所主任研究員総合研究所主任研究員総合研究所主任研究員総合研究所主任研究員でででで、、、、総務省派総務省派総務省派総務省派

遣遣遣遣のののの地域力創造地域力創造地域力創造地域力創造アドバイザーをアドバイザーをアドバイザーをアドバイザーを務務務務めためためためた新谷新谷新谷新谷

耕司氏耕司氏耕司氏耕司氏がががが、、、、根室市観光開発公社常勤管理職根室市観光開発公社常勤管理職根室市観光開発公社常勤管理職根室市観光開発公社常勤管理職にににに

就任就任就任就任。。。。    

・・・・根室市観光協会総会根室市観光協会総会根室市観光協会総会根室市観光協会総会でででで、、、、碓氷碓氷碓氷碓氷ミナミナミナミナ子会長子会長子会長子会長のののの

後任後任後任後任にににに中林直氏中林直氏中林直氏中林直氏がががが選任選任選任選任されるされるされるされる。。。。    

・・・・道内外道内外道内外道内外でででで活躍活躍活躍活躍するするするする根室出身者根室出身者根室出身者根室出身者やややや、、、、ゆかりあゆかりあゆかりあゆかりあ

るるるる人人人人をををを選任選任選任選任するするするする「「「「ねむろねむろねむろねむろ味覚観光大使味覚観光大使味覚観光大使味覚観光大使」」」」にににに演演演演

歌歌手歌歌手歌歌手歌歌手のののの山内山内山内山内惠介氏惠介氏惠介氏惠介氏、、、、首都圏首都圏首都圏首都圏でででで根室食道根室食道根室食道根室食道をををを展展展展

開開開開しているしているしているしている平山徳治氏平山徳治氏平山徳治氏平山徳治氏、、、、元根室高校教諭元根室高校教諭元根室高校教諭元根室高校教諭でネでネでネでネ

ムロ・ホット・ジャズ・クラブムロ・ホット・ジャズ・クラブムロ・ホット・ジャズ・クラブムロ・ホット・ジャズ・クラブ創立創立創立創立メンバーメンバーメンバーメンバー

のののの森田俊一氏森田俊一氏森田俊一氏森田俊一氏のののの 3333 名名名名がががが選任選任選任選任されるされるされるされる。。。。    

・ベトナムへの・ベトナムへの・ベトナムへの・ベトナムへの根室産根室産根室産根室産サンマのサンマのサンマのサンマの輸出推進輸出推進輸出推進輸出推進のたのたのたのた

めめめめ、、、、市市市市とととと根室商工会議所根室商工会議所根室商工会議所根室商工会議所、、、、水産協会水産協会水産協会水産協会、、、、4444 漁協漁協漁協漁協

でででで組織組織組織組織するするするする「「「「根室市根室市根室市根室市アジアアジアアジアアジア圏輸出促進協議圏輸出促進協議圏輸出促進協議圏輸出促進協議

会会会会」」」」がががが設立設立設立設立されるされるされるされる。。。。    

・・・・根室開港根室開港根室開港根室開港 100100100100 周年記念式典周年記念式典周年記念式典周年記念式典がががが総合文化会館総合文化会館総合文化会館総合文化会館

でででで開催開催開催開催されされされされ、、、、重要重要重要重要港湾根室港港湾根室港港湾根室港港湾根室港のののの 1111 世紀世紀世紀世紀にわたにわたにわたにわた

るるるる歩歩歩歩みをみをみをみを振振振振りりりり返返返返るるるる。。。。    

・・・・建替建替建替建替ええええ中中中中のののの市営住宅光洋団地内市営住宅光洋団地内市営住宅光洋団地内市営住宅光洋団地内でででで、、、、ヒグマヒグマヒグマヒグマ

によってによってによってによって窓窓窓窓ガラスがガラスがガラスがガラスが割割割割られられられられ、、、、周辺周辺周辺周辺からからからから足跡足跡足跡足跡がががが

発見発見発見発見されるされるされるされる。。。。    

・・・・明治公園明治公園明治公園明治公園をををを桜桜桜桜のののの名所名所名所名所にとにとにとにと進進進進められているめられているめられているめられている

「「「「さくさくさくさくらのらのらのらの森森森森づくりづくりづくりづくり」」」」事業事業事業事業のののの植樹植樹植樹植樹がががが最後最後最後最後をををを迎迎迎迎

ええええ、、、、市民市民市民市民とのとのとのとの協働協働協働協働でででで行行行行ったったったった植樹等植樹等植樹等植樹等のののの桜桜桜桜のののの総本総本総本総本

数数数数がががが 1,3001,3001,3001,300 本本本本となるとなるとなるとなる。。。。    

・・・・根室市町会連合会会長根室市町会連合会会長根室市町会連合会会長根室市町会連合会会長のののの長谷川敬二氏長谷川敬二氏長谷川敬二氏長谷川敬二氏がががが、、、、

道東道東道東道東からからからから初初初初のののの北海道町内会連合会会長北海道町内会連合会会長北海道町内会連合会会長北海道町内会連合会会長にににに就就就就

任任任任。。。。    

・・・・地元水産業者地元水産業者地元水産業者地元水産業者をををを含含含含めためためためた産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携によるによるによるによる新新新新

産業産業産業産業のののの創設創設創設創設によるによるによるによる地域振興地域振興地域振興地域振興などなどなどなど、、、、相互相互相互相互のののの発展発展発展発展

をををを目指目指目指目指すすすす根室市根室市根室市根室市とととと東海大学海洋学部東海大学海洋学部東海大学海洋学部東海大学海洋学部とのとのとのとの「「「「相相相相

互協力協定書互協力協定書互協力協定書互協力協定書」」」」のののの調印式調印式調印式調印式がががが、、、、北方四島交流北方四島交流北方四島交流北方四島交流セセセセ

ンターでンターでンターでンターで行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・・・・開館開館開館開館 10101010 周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えたえたえたえた北方四島交流北方四島交流北方四島交流北方四島交流センタセンタセンタセンタ

ーがーがーがーが、、、、入館者入館者入館者入館者 40404040 万人万人万人万人をををを達成達成達成達成。。。。    

・・・・北方領土返還要求根室市民大会北方領土返還要求根室市民大会北方領土返還要求根室市民大会北方領土返還要求根室市民大会がががが総合文化総合文化総合文化総合文化

会館大会館大会館大会館大ホールでホールでホールでホールで開催開催開催開催されされされされ、、、、500500500500 人人人人がががが返還返還返還返還運動運動運動運動

原点原点原点原点のののの地地地地のののの市民市民市民市民としてとしてとしてとして痛痛痛痛みとみとみとみと怒怒怒怒りのりのりのりの声声声声をををを発発発発

信信信信。。。。    

・・・・任期満了任期満了任期満了任期満了にににに伴伴伴伴うううう第第第第 15151515 回根室市長選挙回根室市長選挙回根室市長選挙回根室市長選挙でででで、、、、

長谷川俊輔氏長谷川俊輔氏長谷川俊輔氏長谷川俊輔氏がががが市制史上初市制史上初市制史上初市制史上初となるとなるとなるとなる2222期連続無期連続無期連続無期連続無

投票当選投票当選投票当選投票当選をををを果果果果たすたすたすたす。。。。    

・・・・市立根室病院整備市民委員会市立根室病院整備市民委員会市立根室病院整備市民委員会市立根室病院整備市民委員会がががが、、、、着工着工着工着工へのへのへのへの

最大最大最大最大のののの難問難問難問難問だっただっただっただった起債許可起債許可起債許可起債許可のののの見通見通見通見通しがしがしがしが立立立立っっっっ

たことをたことをたことをたことを受受受受けけけけ、、、、7777 年半年半年半年半にににに及及及及ぶぶぶぶ委員会活動委員会活動委員会活動委員会活動をををを終終終終

了了了了しししし解散解散解散解散。。。。    

・・・・「「「「根室測候所根室測候所根室測候所根室測候所」」」」がががが「「「「根室特別地域気象観測根室特別地域気象観測根室特別地域気象観測根室特別地域気象観測

所所所所」」」」とととと名称名称名称名称をををを変変変変えてえてえてえて無人化無人化無人化無人化されされされされ、、、、131131131131 年年年年のののの歴歴歴歴

史史史史にににに幕幕幕幕をををを下下下下ろすろすろすろす。。。。    

・・・・収集収集収集収集ごみのリサイクルごみのリサイクルごみのリサイクルごみのリサイクル品目品目品目品目のののの拡大拡大拡大拡大などなどなどなど循環循環循環循環

型社会型社会型社会型社会とととと埋立処理場埋立処理場埋立処理場埋立処理場のののの延命化延命化延命化延命化をををを目指目指目指目指したしたしたした「「「「ごごごご

みのみのみのみの新分別新分別新分別新分別」」」」がスタートがスタートがスタートがスタート。。。。    

・・・・馬淵澄夫内閣府特命担当大臣馬淵澄夫内閣府特命担当大臣馬淵澄夫内閣府特命担当大臣馬淵澄夫内閣府特命担当大臣がががが根室市根室市根室市根室市をををを訪訪訪訪

れれれれ、、、、納沙布岬納沙布岬納沙布岬納沙布岬やややや洋上洋上洋上洋上からからからから北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察。。。。    

・・・・根室市根室市根室市根室市アジアアジアアジアアジア圏輸出促進協議会圏輸出促進協議会圏輸出促進協議会圏輸出促進協議会がががが招招招招へいしへいしへいしへいし

たたたた「「「「ベトナムベトナムベトナムベトナム政府政府政府政府ミッションミッションミッションミッション」」」」がががが根室市根室市根室市根室市をををを訪訪訪訪

れれれれ、、、、根室産根室産根室産根室産サンマのサンマのサンマのサンマの魅力魅力魅力魅力にににに触触触触れるれるれるれる。。。。13131313 日日日日にはにはにはには、、、、

ベトナムベトナムベトナムベトナム商社商社商社商社バイヤーをバイヤーをバイヤーをバイヤーを中心中心中心中心としたとしたとしたとした「「「「ベトナベトナベトナベトナ

ムムムム民間民間民間民間ミッションミッションミッションミッション」」」」がががが根室市根室市根室市根室市をををを訪問訪問訪問訪問しししし、、、、具体具体具体具体

的的的的なななな商談商談商談商談がががが進進進進められるめられるめられるめられる。。。。    

・・・・第第第第8888期根室市総合計画後期実施計画期根室市総合計画後期実施計画期根室市総合計画後期実施計画期根室市総合計画後期実施計画をををを策定策定策定策定。。。。    

・メドベージェフ・ロシア・メドベージェフ・ロシア・メドベージェフ・ロシア・メドベージェフ・ロシア大統領大統領大統領大統領がががが、、、、ソソソソ連時連時連時連時

代代代代をををを含含含含めてめてめてめて国家元首国家元首国家元首国家元首としてとしてとしてとして初初初初めてめてめてめて国後島国後島国後島国後島をををを

訪問訪問訪問訪問したことにしたことにしたことにしたことに強強強強くくくく抗議抗議抗議抗議するするするする「「「「北方領土返還北方領土返還北方領土返還北方領土返還

原点原点原点原点のののの声緊急集会声緊急集会声緊急集会声緊急集会」」」」がががが納沙布岬納沙布岬納沙布岬納沙布岬でででで行行行行われわれわれわれ、、、、元元元元

島民島民島民島民やややや返還運動関係者約返還運動関係者約返還運動関係者約返還運動関係者約200200200200人人人人がががが怒怒怒怒りのりのりのりの声声声声をををを

発信発信発信発信するするするする。。。。    
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・・・・世界有数世界有数世界有数世界有数のののの野鳥野鳥野鳥野鳥のののの生息地生息地生息地生息地「「「「風蓮湖風蓮湖風蓮湖風蓮湖・・・・春春春春国国国国

岱岱岱岱」」」」にににに「「「「東東東東アジア・オーストラリアアジア・オーストラリアアジア・オーストラリアアジア・オーストラリア地域渡地域渡地域渡地域渡

りりりり性水鳥重要生息地性水鳥重要生息地性水鳥重要生息地性水鳥重要生息地ネットワークネットワークネットワークネットワーク」」」」へのへのへのへの参参参参

加証加証加証加証がががが授与授与授与授与されるされるされるされる。。。。    

・・・・第第第第 2222 回根室市議会臨時会回根室市議会臨時会回根室市議会臨時会回根室市議会臨時会でででで、、、、ロシアロシアロシアロシア大統大統大統大統

領領領領がががが国後島国後島国後島国後島をををを訪問訪問訪問訪問したしたしたした問題問題問題問題にににに対対対対しししし、、、、日本政日本政日本政日本政

府府府府とロシアにとロシアにとロシアにとロシアに対対対対してしてしてして抗議抗議抗議抗議しししし、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府にににに強強強強

力力力力なななな外交交渉外交交渉外交交渉外交交渉をををを求求求求めるめるめるめる決議決議決議決議がががが、、、、全会一致全会一致全会一致全会一致でででで

可決可決可決可決されるされるされるされる。。。。    

・・・・市立根室病院市立根室病院市立根室病院市立根室病院がががが、、、、医療医療医療医療のののの透明性透明性透明性透明性をををを高高高高めめめめ、、、、

安心安心安心安心してしてしてして医療医療医療医療をををを受受受受けられるけられるけられるけられる環境環境環境環境づくりとづくりとづくりとづくりと医医医医

療完全管理体制療完全管理体制療完全管理体制療完全管理体制のののの向上向上向上向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、平成平成平成平成

21212121・・・・22222222 年度年度年度年度のののの医療事故等医療事故等医療事故等医療事故等をををを公表公表公表公表。。。。    

・・・・北方領土北方領土北方領土北方領土のののの早期返還早期返還早期返還早期返還をををを求求求求めるめるめるめる 5555 回目回目回目回目のののの中中中中

央央央央アピールアピールアピールアピール行進行進行進行進がががが東京東京東京東京・・・・銀座銀座銀座銀座でででで行行行行われわれわれわれ、、、、47474747

都道府県旗都道府県旗都道府県旗都道府県旗をなびかせなをなびかせなをなびかせなをなびかせながらがらがらがら元島民元島民元島民元島民をはじをはじをはじをはじ

めめめめ全国全国全国全国からからからから集集集集まったまったまったまった約約約約 500500500500 人人人人がががが参加参加参加参加。。。。    

・・・・花咲港花咲港花咲港花咲港のサンマのサンマのサンマのサンマ水揚水揚水揚水揚げげげげ量量量量がががが、、、、2222 年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりに日日日日

本一本一本一本一になることがになることがになることがになることが確実確実確実確実となるとなるとなるとなる。。。。    

・・・・前原誠司外務大臣前原誠司外務大臣前原誠司外務大臣前原誠司外務大臣はははは、、、、北方領土視察北方領土視察北方領土視察北方領土視察のたのたのたのた

めめめめ来根来根来根来根。。。。上空上空上空上空とととと納沙布岬納沙布岬納沙布岬納沙布岬からのからのからのからの視察視察視察視察のののの後後後後、、、、

元島民元島民元島民元島民やややや関係団体関係団体関係団体関係団体とのとのとのとの懇談懇談懇談懇談をををを行行行行うううう。。。。    

・ふるさと・ふるさと・ふるさと・ふるさと応援基金応援基金応援基金応援基金・・・・市立根室病院新築改市立根室病院新築改市立根室病院新築改市立根室病院新築改

修事業修事業修事業修事業へのへのへのへの寄付寄付寄付寄付がががが、、、、1111 億円億円億円億円をををを突破突破突破突破するするするする。。。。    

    

・・・・根室根室根室根室のののの水産加工会社水産加工会社水産加工会社水産加工会社のののの加工製品加工製品加工製品加工製品がががが、、、、ベトベトベトベト

ナムナムナムナム向向向向けけけけ輸出第輸出第輸出第輸出第 1111 号号号号としてとしてとしてとして出荷出荷出荷出荷されるされるされるされる。。。。    

・・・・全国全国全国全国さんまさんまさんまさんま漁業協会漁業協会漁業協会漁業協会がががが、、、、平成平成平成平成 22222222 年年年年のサンのサンのサンのサン

ママママ水揚水揚水揚水揚げげげげ最終状況最終状況最終状況最終状況をををを発表発表発表発表。。。。花咲港花咲港花咲港花咲港がががが 1111 年年年年でででで

水揚水揚水揚水揚げげげげ日本一日本一日本一日本一にににに返返返返りりりり咲咲咲咲くくくく。。。。    

・・・・鳩山前首相鳩山前首相鳩山前首相鳩山前首相がががが来根来根来根来根しししし、、、、北方四島交流北方四島交流北方四島交流北方四島交流センセンセンセン

ターでターでターでターで行行行行われたわれたわれたわれた講演会講演会講演会講演会でででで領土問題解決領土問題解決領土問題解決領土問題解決のたのたのたのた

めめめめ「「「「二島二島二島二島プラスアルファプラスアルファプラスアルファプラスアルファ」」」」をををを表明表明表明表明。。。。    

・・・・根室市根室市根室市根室市とととと市観光協会市観光協会市観光協会市観光協会はははは、、、、3333 年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりに「「「「流氷流氷流氷流氷

初日初日初日初日」」」」とととと「「「「流氷接岸流氷接岸流氷接岸流氷接岸」」」」をををを発表発表発表発表。。。。    

・・・・根室市根室市根室市根室市のののの戸籍事務戸籍事務戸籍事務戸籍事務のののの電子化作業電子化作業電子化作業電子化作業がががが終了終了終了終了しししし、、、、

戸籍情報戸籍情報戸籍情報戸籍情報システムのシステムのシステムのシステムの運用運用運用運用がががが開始開始開始開始。。。。    

・・・・枝野幸男内閣府特命大臣枝野幸男内閣府特命大臣枝野幸男内閣府特命大臣枝野幸男内閣府特命大臣（（（（沖縄及沖縄及沖縄及沖縄及びびびび北方北方北方北方

対策対策対策対策））））がががが北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察しししし、、、、元島民元島民元島民元島民やややや返還返還返還返還

運動関係団体運動関係団体運動関係団体運動関係団体とのとのとのとの懇談懇談懇談懇談をををを行行行行うううう。。。。    

・・・・午後午後午後午後 2222 時時時時 46464646 分頃分頃分頃分頃、、、、東北地方三陸沖東北地方三陸沖東北地方三陸沖東北地方三陸沖をををを震源震源震源震源

とするマグニチュードとするマグニチュードとするマグニチュードとするマグニチュード 9.09.09.09.0 のののの国内最大規模国内最大規模国内最大規模国内最大規模

のののの巨大地震巨大地震巨大地震巨大地震がががが発生発生発生発生しししし、、、、大津波大津波大津波大津波がががが太平洋沿岸太平洋沿岸太平洋沿岸太平洋沿岸

をををを襲襲襲襲うううう。。。。根室根室根室根室のののの太平洋岸太平洋岸太平洋岸太平洋岸にもにもにもにも 2.82.82.82.8ｍｍｍｍのののの津波津波津波津波がががが

襲来襲来襲来襲来しししし、、、、港港港港やややや船船船船舶舶舶舶、、、、関連施設関連施設関連施設関連施設、、、、周辺民家周辺民家周辺民家周辺民家にににに

浸水浸水浸水浸水などのなどのなどのなどの被害被害被害被害をををを受受受受けるけるけるける。。。。平成平成平成平成 4444 年年年年にににに作作作作らららら

れたれたれたれた花咲港花咲港花咲港花咲港のののの防波堤防波堤防波堤防波堤をををを超超超超えたのはえたのはえたのはえたのは今回今回今回今回のののの津津津津

波波波波がががが初初初初めてとなるめてとなるめてとなるめてとなる。。。。    

・・・・千島連盟根室支部千島連盟根室支部千島連盟根室支部千島連盟根室支部のののの役員改選役員改選役員改選役員改選でででで、、、、5555 期期期期 11111111

年年年年をををを務務務務めためためためた河田弘登志支部長河田弘登志支部長河田弘登志支部長河田弘登志支部長にににに代代代代わりわりわりわり宮谷宮谷宮谷宮谷

内亮一氏内亮一氏内亮一氏内亮一氏がががが選出選出選出選出されるされるされるされる。。。。    

・・・・根室市根室市根室市根室市でででで通信衛星通信衛星通信衛星通信衛星とととと防災行政無線防災行政無線防災行政無線防災行政無線をををを利用利用利用利用

しししし、、、、緊急情報緊急情報緊急情報緊急情報をををを住民住民住民住民にににに瞬時瞬時瞬時瞬時にににに伝達伝達伝達伝達するするするする「「「「全全全全

国瞬時警報国瞬時警報国瞬時警報国瞬時警報システムシステムシステムシステム（（（（ジェイアラジェイアラジェイアラジェイアラ――――トトトト）」）」）」）」がががが

運用運用運用運用をををを開始開始開始開始するするするする。。。。    

・・・・全国公募全国公募全国公募全国公募していたしていたしていたしていた北方四島交流専用船北方四島交流専用船北方四島交流専用船北方四島交流専用船のののの

名称名称名称名称がががが、「、「、「、「えとぴりかえとぴりかえとぴりかえとぴりか」」」」にににに決定決定決定決定。。。。    

・・・・第第第第 2222 回歯舞地区小学校統合回歯舞地区小学校統合回歯舞地区小学校統合回歯舞地区小学校統合・・・・小中併置校小中併置校小中併置校小中併置校

開校準備委員会開校準備委員会開校準備委員会開校準備委員会がががが開開開開かれかれかれかれ、、、、校名校名校名校名をををを「「「「歯舞小歯舞小歯舞小歯舞小

学校学校学校学校」、「」、「」、「」、「歯舞中学校歯舞中学校歯舞中学校歯舞中学校」」」」とすることにとすることにとすることにとすることに決定決定決定決定。。。。    

・・・・「「「「道道道道マリンビジョンマリンビジョンマリンビジョンマリンビジョン 21212121 コンテストコンテストコンテストコンテスト 2010201020102010」」」」

のののの表彰式表彰式表彰式表彰式がががが行行行行われわれわれわれ、、、、落石地区落石地区落石地区落石地区マリンビジョマリンビジョマリンビジョマリンビジョ

ンンンン協議会協議会協議会協議会がががが総合部門総合部門総合部門総合部門のののの最高賞最高賞最高賞最高賞のののの道開発局長道開発局長道開発局長道開発局長

賞賞賞賞をををを初受賞初受賞初受賞初受賞。。。。    

・・・・長谷川市長長谷川市長長谷川市長長谷川市長がががが、、、、衆議院沖縄及衆議院沖縄及衆議院沖縄及衆議院沖縄及びびびび北方領土北方領土北方領土北方領土

問題問題問題問題にににに関関関関するするするする特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会にににに 9999 年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりに参考参考参考参考

人人人人としてとしてとしてとして出席出席出席出席しししし、、、、北方領土問題北方領土問題北方領土問題北方領土問題でででで意見陳述意見陳述意見陳述意見陳述

をををを行行行行うううう。。。。    

・・・・地震地震地震地震・・・・津波研究津波研究津波研究津波研究でででで最大規模最大規模最大規模最大規模とととと予想予想予想予想されるされるされるされる

「「「「五百年間隔地震五百年間隔地震五百年間隔地震五百年間隔地震」」」」がががが引引引引きききき起起起起こすこすこすこす大津波大津波大津波大津波をををを

想定想定想定想定しししし、、、、市市市市がががが作成作成作成作成をををを進進進進めていためていためていためていた「「「「津波津波津波津波ハザハザハザハザ

ードマップードマップードマップードマップ」」」」がががが完成完成完成完成しししし公表公表公表公表されるされるされるされる。。。。    

・・・・根室産根室産根室産根室産サンマをはじめとするサンマをはじめとするサンマをはじめとするサンマをはじめとする水産物水産物水産物水産物のののの輸輸輸輸

入促進入促進入促進入促進にににに向向向向けてけてけてけて、、、、日本貿易振興機構日本貿易振興機構日本貿易振興機構日本貿易振興機構（Ｊ（Ｊ（Ｊ（ＪＥＥＥＥ

ＴＲＯ）ＴＲＯ）ＴＲＯ）ＴＲＯ）やややや根室市根室市根室市根室市、、、、根室市根室市根室市根室市アジアアジアアジアアジア圏輸出促圏輸出促圏輸出促圏輸出促

進協議会進協議会進協議会進協議会がががが招招招招へいしたベトナムへいしたベトナムへいしたベトナムへいしたベトナム企業企業企業企業のバイのバイのバイのバイ

ヤーとベトナムヤーとベトナムヤーとベトナムヤーとベトナム商工会議所国際協力部副部商工会議所国際協力部副部商工会議所国際協力部副部商工会議所国際協力部副部

長長長長をををを団長団長団長団長とするとするとするとする視察団視察団視察団視察団がががが来根来根来根来根しししし、、、、地元水産地元水産地元水産地元水産

加工企業加工企業加工企業加工企業とのとのとのとの商談会商談会商談会商談会をををを行行行行うううう。（～。（～。（～。（～9999 月月月月 1111 日日日日））））    

好評好評好評好評    

・・・・姉妹都市黒部市姉妹都市黒部市姉妹都市黒部市姉妹都市黒部市とのとのとのとの文化交流文化交流文化交流文化交流にににに、、、、創作創作創作創作おおおお

んなんなんなんな太鼓太鼓太鼓太鼓「「「「詩季訪詩季訪詩季訪詩季訪（（（（しきほしきほしきほしきほ）」）」）」）」がががが来根来根来根来根しししし、、、、ささささ

んまんまんまんま祭祭祭祭りりりり会場会場会場会場でででで力強力強力強力強いいいい演奏演奏演奏演奏をををを披露披露披露披露するするするする。。。。    
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西西西西    暦暦暦暦    年年年年            号号号号    主主主主        なななな        出出出出        来来来来        事事事事    西西西西    暦暦暦暦    年年年年            号号号号    主主主主        なななな        出出出出        来来来来        事事事事    

2011201120112011 年年年年    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

平成平成平成平成 23232323 年年年年 9999 月月月月 22222222 日日日日    

    

    

10101010 月月月月 14141414 日日日日    

    

    

    

    

    

    

    

    

11111111 月月月月 3333 日日日日    

    

    

    

    

    

    

11111111 月月月月 20202020 日日日日    

    

    

    

12121212 月月月月 1111 日日日日    

    

    

    

12121212 月月月月 5555 日日日日    

    

    

    

12121212 月月月月 7777 日日日日    

    

    

    

12121212 月月月月 9999 日日日日    

    

    

    

    

    

12121212 月月月月 15151515 日日日日    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

・・・・日本各地日本各地日本各地日本各地でででで大大大大きなきなきなきな被害被害被害被害をもたらしたをもたらしたをもたらしたをもたらした台風台風台風台風 15151515

号号号号がががが根室沖根室沖根室沖根室沖をををを通過通過通過通過しししし、、、、強風強風強風強風によるによるによるによる被害被害被害被害やややや道路道路道路道路

のののの冠水冠水冠水冠水がががが発生発生発生発生。。。。    

・・・・根室市消防本部根室市消防本部根室市消防本部根室市消防本部のののの新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎がががが完成完成完成完成。。。。関係者約関係者約関係者約関係者約

100100100100 人人人人がががが出席出席出席出席してしてしてして落成式落成式落成式落成式がががが行行行行われわれわれわれ、、、、新新新新しいしいしいしい防防防防

災拠点災拠点災拠点災拠点のののの完成完成完成完成をををを祝祝祝祝うううう。（。（。（。（10101010 日日日日よりよりよりより運用開始運用開始運用開始運用開始））））    

・・・・市市市市とととと東海大学海洋学部東海大学海洋学部東海大学海洋学部東海大学海洋学部とのとのとのとの相互協力協定相互協力協定相互協力協定相互協力協定にににに

基基基基づきづきづきづき産業基盤産業基盤産業基盤産業基盤をををを支支支支えるえるえるえる人材人材人材人材のののの育成育成育成育成にかかにかかにかかにかか

わるわるわるわる取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの一環一環一環一環としてとしてとしてとして、、、、2012201220122012 年度年度年度年度のののの入試入試入試入試

からからからから根室高校根室高校根室高校根室高校とととと根室西高校根室西高校根室西高校根室西高校をををを対象対象対象対象にににに計計計計4444人人人人のののの

指定公推薦入学枠指定公推薦入学枠指定公推薦入学枠指定公推薦入学枠をををを設設設設けることがけることがけることがけることが明明明明らかにらかにらかにらかに

なるなるなるなる。。。。    

・・・・根室市根室市根室市根室市のアマチュア・ビックバンドのアマチュア・ビックバンドのアマチュア・ビックバンドのアマチュア・ビックバンド「「「「イーイーイーイー

スト・ポイント・ジャズ・オーケストラスト・ポイント・ジャズ・オーケストラスト・ポイント・ジャズ・オーケストラスト・ポイント・ジャズ・オーケストラ（（（（EPJOEPJOEPJOEPJO））））

がががが、、、、結成結成結成結成 30303030 周年周年周年周年をををを記念記念記念記念してしてしてして姉妹都市富山県姉妹都市富山県姉妹都市富山県姉妹都市富山県

黒部市黒部市黒部市黒部市にににに親善演奏旅行親善演奏旅行親善演奏旅行親善演奏旅行にににに出発出発出発出発。。。。    

・・・・川端達夫内閣府特命大臣川端達夫内閣府特命大臣川端達夫内閣府特命大臣川端達夫内閣府特命大臣（（（（沖縄及沖縄及沖縄及沖縄及びびびび北方対北方対北方対北方対

策策策策））））がががが北方領土北方領土北方領土北方領土をををを視察視察視察視察しししし、、、、元島民元島民元島民元島民やややや返還運動返還運動返還運動返還運動

関係団体関係団体関係団体関係団体とのとのとのとの懇談懇談懇談懇談をををを行行行行うううう。。。。    

・・・・花咲港花咲港花咲港花咲港のサンマののサンマののサンマののサンマの水揚水揚水揚水揚げげげげ量量量量がががが、、、、全国水揚全国水揚全国水揚全国水揚げげげげ

数量数量数量数量のののの 40404040％％％％をををを超超超超えるえるえるえる 7777 万万万万８５３７８５３７８５３７８５３７トンとなトンとなトンとなトンとな

りりりり、、、、1111 シーズンシーズンシーズンシーズンとしてはとしてはとしてはとしては過去最高過去最高過去最高過去最高のののの水揚水揚水揚水揚げとげとげとげと

なるなるなるなる。。。。    

・・・・長谷川市長長谷川市長長谷川市長長谷川市長らららら管内管内管内管内 5555 市町市町市町市町のののの首長首長首長首長がががが首相官邸首相官邸首相官邸首相官邸

でででで野田首相野田首相野田首相野田首相にににに北方領土問題北方領土問題北方領土問題北方領土問題のののの早期解決早期解決早期解決早期解決とととと隣隣隣隣

接地域振興対策接地域振興対策接地域振興対策接地域振興対策、、、、首相首相首相首相のののの北方領土視察北方領土視察北方領土視察北方領土視察などをなどをなどをなどを

要請要請要請要請するするするする。。。。    

・・・・昭和昭和昭和昭和 31313131 年年年年にににに発足発足発足発足したしたしたした根室市母子会根室市母子会根室市母子会根室市母子会がががが会員会員会員会員

減少減少減少減少とととと高齢化高齢化高齢化高齢化などをなどをなどをなどを理由理由理由理由にににに来年来年来年来年のののの3333月月月月をもっをもっをもっをもっ

てててて 56565656 年年年年のののの歴史歴史歴史歴史にににに幕幕幕幕をををを閉閉閉閉じることをじることをじることをじることを長谷川市長谷川市長谷川市長谷川市

長長長長へへへへ報告報告報告報告。。。。    

・・・・東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災のののの影響影響影響影響でででで 5555 月月月月からからからから根室根室根室根室へへへへ移転移転移転移転

してしてしてして操業操業操業操業をををを行行行行っているっているっているっている造船所造船所造船所造船所「「「「ケーヤードケーヤードケーヤードケーヤード」」」」

がががが、、、、根室根室根室根室でででで制作制作制作制作したしたしたした第第第第 1111 号号号号となるとなるとなるとなる船船船船のののの進水式進水式進水式進水式

がががが花咲港花咲港花咲港花咲港でででで行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    

・・・・平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度のののの市市市市ふるさとふるさとふるさとふるさと応援基金応援基金応援基金応援基金がががが 1111 千千千千

万円万円万円万円をををを突破突破突破突破しししし、、、、制度創設制度創設制度創設制度創設からからからから4444年連続年連続年連続年連続となるとなるとなるとなる。。。。    

・・・・昭和昭和昭和昭和５０５０５０５０年年年年にににに発足発足発足発足しししし、、、、３４３４３４３４回回回回にわたってにわたってにわたってにわたって馬馬馬馬

事競技会事競技会事競技会事競技会をををを開催開催開催開催していたしていたしていたしていた市馬事振興会市馬事振興会市馬事振興会市馬事振興会がががが会会会会

員減少員減少員減少員減少、、、、高齢化高齢化高齢化高齢化などをなどをなどをなどを理由理由理由理由にににに３７３７３７３７年年年年のののの歴史歴史歴史歴史にににに

幕幕幕幕をををを閉閉閉閉じるじるじるじる。。。。    

・・・・根室根室根室根室ロータリークラブとロータリークラブとロータリークラブとロータリークラブと根室西根室西根室西根室西ロータリーロータリーロータリーロータリー

クラブからクラブからクラブからクラブから市消防本部市消防本部市消防本部市消防本部にににに消防広報車消防広報車消防広報車消防広報車がががが贈贈贈贈らららら

れれれれ、、、、納車式納車式納車式納車式がががが行行行行われるわれるわれるわれる。。。。    
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