
 

    利尻富士町広報紙 
 

お知らせ『りしり富士』 
 

令和２年度就学予定者について 

教育委員会企画管理係 

今年、小学校へ入学されるお子さんの人数をお知らせします。 

 地域で育ち、地域で生きる新１年生への温かいご支援と通学路等における安全確保にご

協力をお願いいたします。 
 

鴛泊小学校   １０名 

利尻小学校    ７名  新入学児童合計 １７名 
 

※ 児童の氏名、住所については個人情報保護の観点より、大変申し訳ございませんが掲

載を控えさせていただきます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

※ 対象の児童がいる家庭で、就学に関わる文書が届いていない場合は、教育委員会 

（電話 82-1370）までご連絡くださいますようお願いいたします。 
 

2 月 24 日のごみ収集の中止について 

利尻郡清掃施設組合 

2 月 24 日（月）は天皇誕生日振替休日のため、ごみ収集を中止といたします。 

なお、24 日（月）中止といたしました燃やせるごみの収集につきましては、25 日（火）

に収集いたします。また、25 日（火）のペットボトル収集を 26 日（水）に収集いたしま

すので、町民の皆様方には大変ご迷惑をおかけいたしますが、お間違えのないようご協力

よろしくお願いいたします。 

利尻富士町 2020 年 2 月 ごみ収集カレンダー 

＜変更前＞ 

日 月 火 水 木 金 土 

23 24 

町内 

燃やせるごみ 

25 

町内 

ペットボトル 

26 

町内 

燃やせるごみ 

27 

鴛泊地区 

燃やせないごみ 

28 

町内 

燃やせるごみ 

29 

鴛泊地区 

紙 類 
 

＜変更後＞ 

日 月 火 水 木 金 土 

23 

天皇誕生日 

24 

振替休日 

25 

町内 

燃やせるごみ 

26 

町内 

ペットボトル 

27 

鴛泊地区 

燃やせないごみ 

28 

町内 

燃やせるごみ 

29 

鴛泊地区 

紙 類 
 

配食サービス事業の実施について 

利尻富士町社会福祉協議会 

社会福祉協議会では、ひとり暮らし世帯又は高齢者世帯の方々へ少しでも温かい気持ち

になっていただくため【配食サービス】を実施いたします。 

この事業は共同募金配分金により実施され、町内各団体の協力により実施されます。 

（料理：利尻富士町食生活改善協議会、配達：利尻富士町青年ボランティアクラブ） 

記 

 ＊日 時  令和２年 3 月 ７日（土）午前 11 時～12 時までに配達します。 
 

 ＊対象世帯 ・75 歳以上高齢者ひとり暮らし世帯 ・75 歳以上高齢者世帯 
 

 ●申込みを希望される世帯は 3 月 3 日（火）までに下記申込先へご連絡ください。 

申込先（社会福祉協議会 電話８２－２７９１） 

利尻富士町役場 
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（編集：総務課企画調整係） 



「第 5 回フィールド発表会」の開催について 

利尻富士町教育委員会・利尻町立博物館 

わたしたちが住んでいる利尻島について、日頃調査していることや興味関心をいだいて

いることはありませんか。自分が調べたことについて、ほかの人たちにもぜひ教えたい・

教わりたい、情報交流したい、などどんなことでも構いませんので、ぜひこの機会に発表

してみませんか。また、聴講のみの参加もお待ちしております。 
 

■日 程 令和 2 年３月１５日（日）午後１時３０分～３時００分 ＊途中入場・退場可。 
 

■場 所 鬼脇公民館１階小会議室 
 

■エントリー・発表方法  

・発表時間は１人１０分程度とします。発表テーマ数に制限はありません。 

・発表者の年齢は問いません。 

・発表スタイルは、口頭や資料配付、パワーポイントなど形式は問いません。 

・発表テーマなどを記入する用紙がありますので、エントリーの際にお渡しします。 

エントリーは、３月６日まで。当日の発表内容については、ＩＰ端末で周知します。 
 

■テーマ例 

・見慣れない鳥を調べてみた ・家にある古そうなものが、何だかわからないのでみんなに見てほしいなど 

 

 
 

令和２年度自衛官等採用試験のご案内 

自衛隊稚内地域事務所 

●自衛隊幹部候補生（一般）大卒程度試験 

資  格 
令和３年４月１日現在、日本国籍を有し、２２歳以上２６歳未満の者 

（２０歳以上２２歳未満の者は大卒（見込み含む）） 

受付期間 令和２年３月１日（日）～５月１日（金） 

試験期日 １次試験：５月９日（土）・１０日（日）（１２日は飛行要員のみ） 

試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町） 
 

●予備自衛官補（第１回目） 

資  格 
（一般）採用予定月の１日現在、１８歳以上３４歳未満の男女 

（技能）１８歳以上で特定の国家資格等を有する者 

受付期間 令和２年１月６日（月）～４月１０日（金） 

試験期日 ４月１８日（土）～２２日（水）の中で指定された１日 

試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町） 
 

●一般曹候補生（第１回目） 

資 格 日本国籍を有し、採用予定月の１日現在、１８歳以上３２歳以下の男女 

受付期間 令和２年３月１日（日）～５月１５日（金） 

試験期日 第１次試験：５月２３日（土） 

試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町） 
 

●自衛官候補生 

資  格 日本国籍を有し、採用予定月の１日現在、１８歳以上３２歳以下の男女 

受付期間 年間を通じて行っております。 

試験期日 受付時にお知らせします。 

試験会場 受付時にお知らせします。 
 

●お問い合わせ先 

自衛隊稚内地域事務所 TEL(0162）23－2721(稚内市大黒 4 丁目 6-34 バス通り沿い) 

＊発表内容や方法などその他ご不明な点については、教育委員会山谷までご連絡ください。 

電話：８２－１３７０ または メール：kyoui-shakyo@town.rishirifuji.hokkaido.jp 



令和 2 年度 認知機能検査の日程について 

北海道警察 

～７5 歳以上の運転免許保有者の方へ～ 

平成 30 年 4 月から「認知機能検査」を利尻島内の会場で受検することとなっておりま

す。つきましては、令和 2 年度の日程等が決定しましたので、下記のとおりお知らせします。 
 

～認知機能検査の対象者～ 

運転免許証の更新を受けようとする方で、有効期限が満了する日の年齢が 75 歳以上の

方は、有効期限が満了する日の前 6 ヶ月以内に「認知機能検査」を受け、その結果に基づ

いた「高齢者講習」を受ける必要があります。対象となる方には、旭川運転免許試験場か

ら、日時・場所について、別途はがきでお知らせいたします。 
 

～日程～ 

日  時 場  所 

4 月 16 日（木） ＊受付 

15 時 30 分～ 

 

＊受検開始時間 

16 時 00 分～ 

（30 分程度） 

総合交流促進施設「りぷら」 

※6 月のみ「鬼脇公民館」で実施 

6 月 3 日（水） 

8 月 6 日（木） 

１０月 1 日（木） 

１２月 3 日（木） 

 2 月 4 日（木） 

※利尻富士町交通安全協会では、町内の交通安全旗や各種イベントの際の啓発グッズの 

購入等のために、更新時講習の際に「交通安全協会費」のご協力をお願いしております。

認知機能検査の受検者の方々にもぜひご協力をお願いします。（1,000 円） 
 

【お問い合わせ先】旭川方面本部交通課運転免許試験場 講習係 ☎0166-51-2489 

鴛泊駐在所 ☎82-2110 

運転免許証自主返納者に対する感謝状の贈呈及び移動支援について 

利尻富士町交通安全協会 

 利尻富士町交通安全協会では、運転免許自主返納した方へ、感謝状の贈呈及び移動の支

援を実施しております。 
 

【運転免許証自主返納制度について】 

○運転免許証自主返納とは？ 

 高齢などの理由により、運転をしないため運転免許証を返したいという方が、申請によ

り運転免許証を返納する制度です。（有効期限が切れ失効した場合は対象になりません） 

○免許返納の手続きについて 

 お近くの駐在所で運転免許証の返納手続きを行ってください。 

また、身分証明証として「運転経歴証明書」を発行することができますので、希望する

方は下記の物を持参の上手続きを行ってください。 

＜必要な物＞※手数料と顔写真は運転経歴証明書交付申請の際に必要です。 

１．印鑑 ２．運転免許証 ３．手数料 1,100 円 ４．顔写真（縦３cm×横 2.4cm） 
 

【感謝状贈呈及び移動支援について】 

  ○感謝状 

  利尻富士町民が運転免許証を、有効期限以前に返納した方は、感謝状を贈呈します。 

 ○移動支援 

  交通機関等を利用するための移動支援として、感謝状に添えて記念品１万円を贈呈します。 

  また、町の補助として７０歳以上の方に年間パス（老人バス利用定期券 1,000 円）が

ありますので、ご活用ください。（移動支援として、パス 10 年分の支援となります） 

＜問い合わせ先：利尻富士町交通安全協会事務局 電話 82-1112＞ 



図書のお知らせ 

教育委員会鬼脇公民館 

 

 

 

 

鬼脇公民館では、下記の３８冊の本を新しく購入しました。 

   
 

★むらさきのスカートの女   今村 夏子   ★祝祭と予感       恩田 陸  

★渦 妹背山婦女庭訓 魂結び 大島 真寿美  ★ツナグ 想い人の心得   辻村 深月 

★ノーサイド・ゲーム    池井戸 潤   ★ノースライト      横山 秀夫 

★鹿の王 水底の橋       上橋 菜穂子  ★落日            湊 かなえ 

★Ｉの悲劇         米澤 穂信 

★ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー  ブレイディ みかこ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

★まるまる ぽぽぽん      ★ぷくぷく なあに? 

★Sassy のあかちゃんえほん にこにこ 

★Sassy のあかちゃんえほん がおー！ 

★Sassy のあかちゃんえほん ちゃぷちゃぷ 

★Sassy のあかちゃんえほん ぱくぱく 

★ほんだな 

★スライムぴぴぴ 

★ぽっちゃりマン 

★ねこのずかん 

★大人気!! 親子であそべる かわいい! おりがみ 

★大人気!! 親子であそべる かっこいい! おりがみ 

★ブラックライトでさがせ! 妖怪探偵世界旅行 

★ブラックライトで大調査! 学校の怖～いウワサ 

★からだのしくみを学べる! はたらく細胞 人体のふしぎ図鑑 

★の 

★Michi 

 

※鬼脇公民館にて貸し出した本は、役場ロビーにあります返却ボックスへ返却いただけます。 

※多くの方にご利用いただくため、2 週間の期限で返却をお願いいたします！！ 

 

 

 

 

 

★神メンタル「心が強い人」の人生は思い通り    ★人は話し方が 9 割 

★神トーーク 「伝え方しだい」で人生は思い通り  ★はじめてのやせ筋トレ 

★そうだいすぎて気がとおくなる 宇宙の図鑑    ★バッグ&ポーチ ベストレシピ 

★世界で一番美しい深宇宙図鑑:太陽系から宇宙の果てまで 

★ひと口で人間をダメにするウマさ! リュウジ式 悪魔のレシピ 

★syunkon カフェごはん レンジでもっと! 絶品レシピ 

★数カ月先まで予約でいっぱい!  

訪問調理師ごはんさんのどんどんおかわりする子ども大好きレシピ 78 

★見るだけで勝手に記憶力がよくなるドリル 


