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国民健康保険被保険者証の更新について
福祉課国保衛生住民係

現在使用している国民健康保険被保険者証（保険証）は、平成３０年７月３１日までの有
効期限となっており、期限を過ぎると医療機関での診療を受けることができなくなります。
次の日程で被保険者証の更新を行いますので、指定された日時にご参集願います。
なお、下記日程で旅行などにより都合が悪く更新を受けられない方は、随時役場福祉課
窓口又は鬼脇支所にて更新します（７月１４日～１６日、２１日～２２日、２８～２９日
を除く）ので、７月３１日までに必ず手続きするよう願います。
また、７５歳以上の「後期高齢者医療被保険者
証」をお持ちの方は、今回の更新手続きの対象で
はありませんのでお間違いのないようお願いいた
します。

持参するもの
・印 鑑
・現在使用している保険証（カード様式
月

日

実施場所

右の見本）
時間

対象地域

大磯自治会館

１３：００ ～ １３：１５

大磯

本泊自治会館

１３：２５ ～ １３：５５

本泊

富士岬自治会館

１４：０５ ～ １４：２０

富士岬

湾内自治会館

１４：３０ ～ １４：４５

湾内

野塚自治会館

１４：５５ ～ １５：１５

野塚

雄忠志内自治会館

１５：２５ ～ １５：４０

雄忠志内

野中自治会館

１３：００ ～ １３：１０

野中

南浜自治会館

１３：２０ ～ １３：３０

南浜

沼浦自治会館

１３：４０ ～ １３：５０

沼浦

７月１２日（木） 二石自治会館

１４：００ ～ １４：１０

二石

石崎自治会館

１４：２０ ～ １４：３０

石崎

旭浜自治会館

１４：４０ ～ １４：５０

旭浜

鰊泊自治会館

１５：００ ～ １５：１０

鰊泊

鬼脇支所

１０：００ ～ １５：００

金崎・鬼脇・清川・
鬼脇全域

役場１F ロビー

１０：００ ～ １５：００

富士野・栄町・本町・
港町・鴛泊全域

7 月１1 日（水）

７月１３日（金）

旭ヶ丘プールが利用休止中のため鬼脇地区から湯泳館までバスで送迎します。
利尻富士町教育委員会
旭ヶ丘プールの利用休止により、地域の皆様には大変ご不便をおかけしております。
鬼脇地区のプール利用者の利便性を図るため、以下のとおりバスによる送迎を実施しますので、
是非ご利用願います。
○バス運行期間：7 月～8 月（2 ヶ月間）
○対
象 者：鬼脇地区町民（子ども・保護者・大人を問いません。）
○利用申込方法：前日の 17 時までに公民館（電話 83-1321）又は教育委員会（電話 82-1370）
まで連絡をお願いします。
○出発・到着地：鬼脇公民館と湯泳館の往復
○バス運行日程：夏休み以外：毎週土曜日（週 1 回）
夏休み期間：火・木・土曜日（週 3 回）（お盆の週の 8/14・8/16 を除く）
○バス運行時間：14：30 公民館出発
17：30 湯泳館出発（18：00 公民館到着）

※夏休み期間：7/27-8/20（25 日間）

看護職員（看護師）を募集しています！
利尻富士町デイサービスセンター

利尻富士町デイサービスセンターでは、下記により看護職員（正職員・地方公務員）を
募集しています。希望の方は、下記の提出書類を郵送又は持参して下さい。
・募集人員
・勤務場所
・業務内容

看護師又は准看護師
１名
利尻富士町デイサービスセンター
看護業務全般・介護業務全般（入浴介助含む）
、機能訓練業務全般
送迎介助
・給
与
利尻富士町規定による
・勤務時間
月～金曜日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（休憩６０分）
・加入保険
公務員共済・労災
・提出書類
履歴書（写真付）、健康診断書、資格免許の写し
・採用月日
委細面談により決定
・申込み先（問い合わせ先）
〒097-0211
利尻富士町鬼脇字鬼脇 205-1
利尻富士町立特別養護老人ホーム秀峰園（電話８３－１313）
利尻富士町デイサービスセンター（電話８３－１０８８）

耳鼻咽喉科検診について
総合保健福祉センター

耳鼻咽喉科検診が次の日程で実施されます。
名寄市吉田病院の専門医師が診察にあたりますので、日頃から「のど」
「耳」
「鼻」に不
安や心配のある方は、この機会をぜひご利用されますようお知らせいたします。
日

時

平成３０年 ７月 １０日（火）

総合保健福祉センター

受付

午後２時３０分～午後４時まで

平成３０年 ７月 １２日（木）

鬼 脇 公 民 館

受付

午 前 ９ 時 ～ 午 前１ ０ 時

〇

検査内容 ：耳鼻咽喉科検診

〇

料

〇

対 象 者 ：こどもから高齢者まで（利尻富士町民の方） 次のような方には受診をお
勧めします。

金 ：５００円

※

事前申し込みはいりません。
は

・声がかすれている方、いつものどが痛い方、首まわりが腫れていたりしこり等のある方
・専門医師の診察、検査を希望される方など
※ 昨年度より甲状腺診察は頸部触診のみでエコー検査は行っていません。
お問合せ・・・総合保健福祉センター（電話８２－２３２０）
津波災害警戒区域の指定について
総務課企画調整係

津波防災地域づくりに関する法律に基づき、北海道より津波災害警戒区域が次のとおり
指定されましたので、お知らせいたします。
なお、図面については利尻富士町役場２階総務課において縦覧できます。
また、北海道のホームページでも公開されております。
（http://www.tsunami-bosai-yellow.com/data_Designation/index2.html）
（１）指 定 日：平成３０年５月８日
（２）指定区域：鬼脇字野中～鴛泊字大磯
・津波災害警戒区域とは
通称イエローゾーンと言い、最大クラスの津波に対して津波被害を防止するため
警戒避難体制の整備を行うことにより、住民等が平常時には通常の日常生活や経
済社会活動を営みつつ、いざというときには津波から「逃げる」ことができるよ
う知事が指定する区域です。
津波災害警戒区域の指定にあたっては、基準水位も併せて公示されています。
・基準水位とは
津波浸水想定に定める水深に係る水位に、建築物等への衝突による津波の水位の
上昇を考慮して必要と認められる値を加えて定めた水位で、津波の発生時におけ
る避難場所の高さの基準になる水位です。
基準水位は、地盤面からの高さ（メートル）で表示しています。

ヒグマに対する町の対応について
総務課企画調整係

5 月 30 日に利尻島内においてヒグマの足あとが発見されてから間もなく１ヶ月が経過
しようとしておりますが、その間ヒグマに関する最新情報や事故防止対策についてＩＰ告
知端末において逐一お知らせしてはいるものの、町民のみなさまにおかれましては今現在
も不安な日々をお過ごしのことと、ご拝察いたします。
つきましては、ヒグマに対する今後の町の対応について以下のとおりお知らせいたしま
すので、何卒ご理解ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

○捕獲について
ワナで捕獲するためにはエサで誘い出さなければならないため、成功すると良い
ですが、失敗するとエサの味を覚えたヒグマは民家へエサを求めに行くようになる
など手が付けられない状況となる危険性があることから、目撃情報がなく民家への
被害もない現時点では、積極的な捕獲行動については予定しておりません。
ただし、特定の場所に居座る状況になった場合にはワナが成功する可能性が高く
なりますので、町としては月曜日・水曜日・金曜日の毎週３回に林道をパトロール
することにより、ヒグマの行動変化や情報収集に引き続き注視していきます。

○捕獲や駆除の準備について
現時点で積極的な捕獲行動については予定していないとしておりますが、突然の
行動変化等による不測の事態に備え、利尻町と宗谷総合振興局環境生活課との連携
により、捕獲するためのワナと駆除するためのハンターの手配についても同時に進
めております。
ワナについては「箱ワナ」を考えておりますが、ヒグマは本州のツキノワグマよ
り大きく市販のものでは捕獲できないことから、現在特注で製作する準備を進めて
おり、また緊急の場合は宗谷管内で箱ワナを保有している自治体から借りるための
協議も同時に進めております。
ハンターについては、稚内の猟友会に捕獲後の駆除についてお願いしている状況
であり、緊急時に備えて島内の狩猟免許を保有している方に対してもお願いしてお
ります。

○これからもお願いしたいこと
町としては不測の事態に備えて早急に準備を進めておりますが、町民のみなさま
におきましてもその不測の事態が起きないよう、引き続き生ごみの始末や入山、外
出時の護身について今一度徹底していただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、不測の事態を起こさないための事故防止対策については、毎日夕方放送し
ておりますＩＰ告知端末画面にてご確認ください。

○足あとやフン等を発見したら
足あとやフン等の目撃情報がありましたら、下記まで連絡ください。
役場総務課（82-1112）

鴛泊駐在所（82-2110）

鬼脇駐在所（83-1004）

