
    利尻富士町広報紙 
 

お知らせ『りしり富士』 
  
３月 27 日発行のお知らせりしり富士の訂正～「ゴールデンウィーク中の窓口対応について」 

企画調整係 

３月 27 日発行のお知らせりしり富士（第 550 号）の「ゴールデンウィーク中の窓口対応につ

いて」の中で、曜日が４月 30 日（月）、５月２日（水）となっておりましたが、正しくは４月 30

日（火）、５月２日（木）ですので、訂正してお詫びいたします。 

 

役場本庁 4 月 30 日（火）と 5 月 2 日（木） 8：30～17：00 まで 
 
鬼脇支所 4 月 30 日（火）と 5 月 2 日（木） 8：30～12：00 まで 

 
※住民票や戸籍、納税証明書などの発行を行います 

 

 

沼浦地区遺跡調査について 

利尻富士町教育委員会 

沼浦地区の遺跡調査については、自治会および土地所有者の方々の

ご協力により、今年で４年目を迎えます。 

今回の調査が最終回であり、貴重な体験調査に協力いただけるボラ

ンティアを募集します。わたしたちが住んでいる利尻島の古代史に興

味のある方、発掘や土器にふれてみたいという方、下記の日程で調査

を行ないますので、申込みお待ちしております。 
 

・日 程 ４月２６日（金）～５月１５日（水） 

時間帯は、午前９時～午後５時で、ＧＷ中も毎日の予定ですが、変更もあり。 
 
・場 所 沼浦地区 
 
・内 容 調査者の指示に従い、決められた場所を、スコップ等で掘削する。また測量

等、調査の補助を行なう。雨天時などは、出土物の洗浄などを行なう。 
 
・持 ち 物 軍手、水分、食事、汚れてもよい服装、帽子、タオルなど 

      携帯・カメラ等での撮影もご自由にどうぞ 
 
・参加条件 現地まで、自身で来られる方。 

      時間や日にちの制限などは、特に設けていません。 
 
＊くわしい場所や内容、申込みにつきましては、教育委員会 山谷（電話８２－１３７０）

までご連絡ください（申込〆切は、４月２２日まで）。 

＊保険未加入のため、ケガや事故は各自の自己責任となります。 
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後期高齢者医療制度の見直しについて 

福祉課国保衛生住民係 

■均等割２割・５割軽減の範囲が見直しされました 
●保険料均等割軽減のうち、２割・５割軽減に係る所得判定基準が、次のとおり見直しさ
れました。 
 

軽減割合 所得が次の金額以下の世帯 

【平成３０年度】 【平成３１年度から】 

５割軽減 ３３万円＋（２７万５千円×世帯の被保険者数） ３３万円＋（２８万円×世帯の被保険者数） 

２割軽減 ３３万円＋（５０万円×世帯の被保険者数） ３３万円＋（５１万円×世帯の被保険者数） 

■均等割の軽減割合が見直しされました 
●保険料所得割軽減の割合が、次のとおり見直しされました。  
       

所得が次の金額以下の方 【平成３０年度】  【平成３１年度】 

３３万円（かつ、被保険者全員が所得 0 円） 
※年金収入のみの場合、受給額 80 万円以下 

９割軽減  ８割軽減 

  

 ※８割軽減への変更にあわせて、介護保険料については、今年度、所得の低い高齢者への 
保険料の負担軽減が強化されます。 
また、所得の低い年金受給者の方へは、今年 10 月から、老齢年金生活者支援給付金（金 
額は保険料を納めた期間等により異なります）の制度が始まります。 

■被用者保険の被扶養者だった方の軽減割合が見直しされます 
●この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方の軽減割合が次のとおり見直
しされます。 
     

    
 
 
 

  
▼所得割はかかりません。所得の状況により、均等割の軽減割合が 9 割、または 8.5 割に 
該当することがあります。 

 
◆保険料の計算方法（平成３１年度） 
●保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担 
する「所得割額」の合計で計算します。 

 

※ 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。 

 

                      

 

 

 

 

 

区    分 【平成３０年度】 

被用者保険の被扶養者だった方 ５割軽減 

区    分 【平成３１年度から】 

被用者保険の被扶養者だった方 
制度加入から２年を経過する月までの期間のみ 

５割軽減 



「空き缶ゼロの日」における回収活動にご協力お願いします！  
産業振興課商工観光係 

例年実施しております「空き缶ゼロの日」における回収活動を行いますので、町内の美化運動にぜ

ひ！ご協力をお願いいたします。 
 

   

鴛泊・鬼脇両地区 

平成３１年４月２７日（土） 午後１時～２時３０分 

※雨天の場合は翌日４月２８日（日）に延期し、当日ＩＰ告知端末で連絡いたします。 

 

空き缶とペットボトル（ビン）は分別して回収し、下記の指定された箇所へ集積して下さい。当日

のうちにトラックで巡回し積み込みいたします。 

※白（半透明）ゴミ袋～空き缶、緑ゴミ袋～ペットボトル（ビン） 

※各自治会及び各団体へのゴミ袋配布については、後日別途配布致します。 

 

空き缶・ペットボトル（ビン）以外の粗大ごみなどは回収いたしませんので、お間違いのないよう 

ご注意・ご理解願います。 

※尚、４月２７日（土）については、ごみ収集カレンダーのとおり「燃やせるごみ」はごみ収集 

車にて通常どおり回収致します。 

（鴛泊地区） 
実  施  箇  所 実  施  団  体 集合場所 集  積  箇  所 
雄忠志内地区道々沿い 雄忠志内自治会 代表より通知 道々沿い、または自治会館前 
野塚地区道道沿い（野塚バイパスも含む） 野塚自治会 代表より通知 道々沿い、野塚バイパス沿い 
湾内地区道々沿い 湾内自治会 代表より通知 道々沿い 
港町地区道々沿い及び市街地 港町自治会 代表より通知 道々沿い 
本町地区道々沿い及び市街地 本町自治会 代表より通知 道々沿い、バイパス沿い 
栄町１地区道々沿い及び市街地 栄町第１自治会 代表より通知 道々沿い、バイパス沿い 
栄町２地区道々沿い及び市街地 栄町第 2 自治会 代表より通知 道々沿い、バイパス沿い 
富士岬地区町道（バス通り）沿い 富士岬自治会 代表より通知 町道（バス通り）沿い 
本泊地区道々沿い 本泊自治会 代表より通知 道々沿い、または自治会館前 
大磯地区道々沿い 大磯自治会 代表より通知 道々沿い、または自治会館前 

姫沼入口より姫沼周辺 
ふるさと運動グループ、 
役場（産業振興課、建設課） 

姫沼入口 姫沼入口 

富士野園地入口から本泊入口までの道々
沿い 

観光協会（鴛泊）、宿泊業組合、
消防支署 

富士野園地入口 道々沿い 

旧鴛泊駅周辺、臨港公園周辺及び灯台山 
商工会青年部、宗谷支庁合同庁
舎、鴛泊駅、利尻漁業協同組合、 
利尻ロータリークラブ 

各代表責任者よ
り通知 

臨港公園、灯台山入口 

鴛泊バイパス沿い 
役場（総務課、会計課、議会事
務局） 

役場前 バイパス沿い 

富士野園地、夕日ヶ丘周辺 
建設協会（鴛泊）、役場（福祉
課）、鴛泊診療所 

富士野園地入口 ぐりーんひる inn 前、富士野園地入口 

野球場周辺及び登山道入口～自然休養林 
体育協会、利尻森林事務所、役
場（教育委員会）、清掃施設組
合 

鴛泊登山道入口 野営場、管理棟前 

 

 

実施月日 

作業方法 

注意事項 



（鬼脇地区） 

実施箇所 実施団体 集合場所 集積箇所 
鰊泊地区道々沿い 鰊泊自治会 代表より通知 道々沿い、または自治会館前 

旭浜地区道々沿い 旭浜自治会 代表より通知 道々沿い、または自治会館前 
石崎地区道々沿い 石崎自治会 代表より通知 道々沿い、または自治会館前 
二石地区道々沿い 二石自治会 代表より通知 道々沿い、または自治会館前 
清川地区道々沿い (鬼脇第２自治会）※旧 清川自治会 代表より通知 道々沿い 
鬼脇１地区道々沿い及び市街地 鬼脇第 1 自治会 代表より通知 道々沿い 
鬼脇２地区道々沿い及び市街地 鬼脇第 2 自治会 代表より通知 道々沿い 
金崎地区道々沿い 
（金崎下通りも含む） 

(鬼脇第１自治会)※旧 金崎自治会 代表より通知 
道々沿い、金崎下通り沿い、 
または自治会館前 

沼浦地区道々沿い 
（沼浦下通りも含む） 

沼浦自治会 代表より通知 
道々沿い、沼浦下通り沿い、 
または自治会館前 

南浜地区道々沿い 
（南浜湿原、南浜下通りも含む） 

南浜自治会 代表より通知 
道々沿い、南浜下通り沿い、 
または自治会館前 

野中地区道々沿い 
（野中下通りも含む） 

野中自治会 代表より通知 
道々沿い、野中下通り沿い、 
または自治会館前 

 

 
高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種について 

総合保健福祉センター 

肺炎は日本人の死因の第 3 位となっており、肺炎による死亡者の約 95％は 65 歳以上
の方です。肺炎を予防するには、細菌やウイルスが身体に入り込まないようにすること、
身体の抵抗力を高めること、そして予防接種が大切です。 
利尻富士町では予防接種法に基づき下記のとおり、予防接種を実施していますので、肺

炎予防のためにご活用ください。 
 

● 対 象 者（定期接種） 
 平成 31 年度（平成 31 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日）に下記の年齢になる方
で、今までこのワクチンを接種したことがない方 
 

65 歳 70 歳 75 歳 80 歳 

85 歳 90 歳 95 歳 100歳以上 
 
● 料 金   ２，0００円 
● 接種場所   鴛泊診療所 ・ 道立鬼脇診療所 
● 申込み・問い合わせ  総合保健福祉センター（☎８２－２３２０） 
        （※ワクチン確保のため、２週間前にご予約下さい。） 
● そ の 他  ＊６５歳以上の町民の方で、上記の定期接種の対象者以外の方は任意接種と 

なり、料金は３，０００円です。ただし、2 回目以降の接種は、全額自己 
負担となります。 

     ＊肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、また重
症化を防ぎます。 

     ＊このワクチンは、毎年接種するインフルエンザワクチンとは異なり、再接
種には５年以上の十分な間隔を空ける必要があります。再接種を希望する
方は、主治医にご確認ください。 

     ＊１年のうち、どの時期に接種してもよいワクチンです。 
      （肺炎は季節を問わず発症する可能性があります。） 



 

 

 


