
 
    利尻富士町広報紙 

 

お知らせ『りしり富士』 
 
「地域お買いもの券」事業の実施について     

福祉課 
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による消費の回復及び住民の感染予防への一層の
注意喚起を図るため、下記による「地域お買いもの券」事業（配布）を実施します。 
事前に申請書を送付いたしますので、下記の日時で受領の手続きを済まされますようご案

内いたします。 
 
1． 名称 利尻富士町「地域お買いもの券」 

2． 支給対象者 
1１月 1 日（基準日）時点において本町住民基本台帳に記載され現に居住されている方 

３．内 容 
 一人当たり額面 10,000 円の「お買いもの券」（一冊１，０００円券×１０枚綴） 

４．取扱い店舗と使用期間 
  「利尻富士町プレミアム商品券」（別途案内）を取り扱う店舗 

令和 2 年 1１月 20 日から令和 3 年２月２８日まで使用可能 

５．配布期間と方法 
下記の場所と時間において、職員が車両にて待機しています。申請書（世帯員を記入
済み）を持参のうえお越しください。（※気象状況等により時間が前後する場合があ
ります） 

お住まいの地域 場   所 日   時 

野中 吉田自治会長宅前 11 月 16 日 

（月） 

19：00～19：30 

南浜 自治会館前 19：35～10：10 

沼浦 自治会館前 10：15～11：00 

金崎 セイコーマート鬼脇店駐車場 11：05～11：40 

鬼脇  福祉の家駐車場 13：00～14：00 

鬼脇公民館駐車場 14：05～15：00 

清川 給食センター駐車場 15：05～15：40 

二石 川村自治会長宅前 15：45～16：15 

石崎 自治会館前 11 月 17 日 

（火） 

19：00～19：30 

旭浜  自治会館前 19：35～10：10 

サケふ化場前駐車場 10：15～10：50 

鰊泊  自治会館入口町道 10：55～11：30 

佐々木自治会長宅前 11：35～12：15 

雄忠志内 高橋操子様宅前 13：30～14：10 

自治会館前 14：15～14：50 

野塚 山本自治会長宅前 14：55～15：40 

うに集荷所前 15：45～16：20 
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湾内 発電所前 11 月 18 日 

（水） 

19：00～19：40 

長岡自治会長宅前 19：45～10：20 

港町 くみあいストアー駐車場 10：50～12：00 

本町 稚内信金駐車場 13：00～14：00 

栄町 セイコーマート利尻店駐車場 14：05～15：00 

りぷら駐車場 15：05～16：00 

富士野 総合体育館駐車場 11 月 19 日 

（木） 

19：00～19：40 

富士岬 自治会館前 19：45～10：30 

米谷自治会長宅前 10：35～11：15 

本泊 本泊郵便局前 11：20～12：00 

本泊消防格納庫前 13：00～13：40 

大磯 自治会館前 13：45～14：30 

大磯漁港入口町道 14：35～15：10 

 

当日都合のつかない方は、土日・祝日を除き役場または鬼脇支所で受付しています。 

※不明な点がありましたら、役場福祉課（82-1113）までお問い合わせください。 
 
 

 インフルエンザ流行期における発熱患者への対応について 

鴛泊診療所・道立鬼脇診療所 
 

 これから冬を迎え、季節性インフルエンザの流行が心配される季節となりましたが、今年

は新型コロナウイルスの同時流行が心配されています。これに備え鴛泊診療所・道立鬼脇診

療所では、発熱患者の診療・検査を検討しましたが、院内感染防止の動線の確保や体制の整

備ができないことから、次のとおりかかりつけ患者への電話相談は受け付けますが、診療・

検査は実施しないこととなりました。つきましては、発熱等の症状が生じた場合には、今ま

でどおり利尻島国保中央病院での受診となりますので、町民の皆様には、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のためにもご協力をお願い致します。 

【発熱患者の電話相談】 

 ○鴛泊診療所（82－1038）、道立鬼脇診療所（83－1341）では、平日の診療時間 

内のみ、かかりつけ患者の発熱に際し電話での相談を受け付けます。 

 ○休日・夜間の場合は、「北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター」（0800 
  －222－0018）又は、利尻島国保中央病院へご相談ください。 

 

【利尻島国保中央病院より】 

発熱・感染症外来について 

 発熱・カゼ症状・だるさなどの症状で受診を希望される方は、事前に利尻島国保中央

病院（84－2626）へ必ず電話連絡願います。 

○受付時間： 平日 14 時～15 時 

※休日、夜間も事前に電話願います。 

 なお、受付の際、病院駐車場にて待機していただくこととなりますので、できるだけ

車両での来院をお願いいたします。 

 



 
利尻富士町地域振興券（第３弾）事業について 

産業振興課商工観光係 
 

町では、新型コロナウイルス感染症により、影響を受けた地域経済の回復を目的に＜島民

向け 地域振興券事業（とくとく商品券）＞及び＜来島者向け（プレミアム観光商品券）＞

を実施してきましたが、いまだ地域の経済回復には至っていない状況ですので、第３弾とな

る＜地域振興券事業（プレミアム商品券）＞を、町民皆さまの生活支援や地元消費拡大によ

る地域経済及び商店街の活性化を目的に実施いたします。 

  事業内容については、下記のとおりとなっておりますのでお知らせいたします。 

 

１．販売期間：令和２年１１月１６日（月）～完売まで 

２．販売場所：① 利尻富士町役場産業振興課窓口  ② 鬼脇支所窓口 

              ※ 土・日・祝は販売しません。 

３．販売時間：午前９時～午後５時まで 

              ※１１月１６日（月）～２０日（金）までは、午後７時まで役場ロビーにて

販売します！ 

４．利用期間：令和２年１１月２０日（金）～令和３年  2 月 28 日（日） 

５．販売対象：利尻富士町民に限る 

６．販売内容：５，０００円で１セット購入。商品券は７，０００円分（５００円券×１４

枚）となっております。 

お一人様最大４セットまで購入可能です。（販売数：５，０００セット） 

７．使用方法：町内の取扱加盟店にて現金同様に使用できます。（ただし、商品券での釣銭

はでません。） 

              購入時に、取扱加盟店一覧をお配りします。 

取扱加盟店一覧については、準備ができ次第、町 HP に掲載します。 

取扱加盟店の店頭に張り紙で表示されております。 

８．注意事項：購入者の年齢制限はございません。 

       代理の方が購入される場合も利尻富士町民に限ります。 

              その他「注意事項」については、町ＨＰ等をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



消防職員募集について 

利尻礼文消防事務組合 

利尻礼文消防事務組合 消防署並びに利尻富士支署では、消防職員を募集しております。 

１．受 付 期 間   令和２年１１月９日(月)～１１月３０日(月) 
２．試験実施日   消防署採用は令和２年１２月１３日９時００分～１５時００分 

利尻富士支署採用は後日連絡します。 
３．採用年月日   令和３年４月 1 日 
４．募 集 人 員   消防署１名 利尻富士支署１名 計２名 
５．勤 務 先    利尻礼文消防事務組合 

消防署(利尻町)・利尻富士支署(利尻富士町) 
６．資 格  
（１）資格要件  高校を卒業した者 

普通自動車以上の運転免許取得者 
（２）年 齢  ３０歳以下の者 

７．必要な書類 
（１）申 込 書   １通（別記様式１） 

ア．消防署又は利尻富士支署にあります。 
イ．当組合ホームページよりダウンロード 

http://www.town.rishiri.hokkaido.jp/shoubou/ 
（２）履 歴 書   履歴書１通(別記様式２) 

３か月以内に撮影した脱帽の上半身を貼付け 
（３）各種証明  高校卒業証明書・救急救命士資格証明書の写し(救命士資格保持者) 

           普通自動車以上の運転免許証の写し一通 
（４）健康診断書   １通(一年以内のもの) 

８．試 験 方 法   教養試験・適性検査 SPI3（ｲﾝﾊｳｽ CBT）、面接試験 
※町村職員採用資格試験（第一次）合格者は面接試験のみ。 

９．申 込 先    〒097-0401 利尻郡利尻町沓形字泉町６８番地 
  （問合せ先）   利尻礼文消防事務組合 消防本部 総務課（0163-84-2742） 
 
 
空家情報・求人情報の提供のお願い 

企画政策課 

 町では、地方創生・人口減少対策の取組として、現在移住・定住相談窓口（WEB サイト）
の開設に向けて準備を進めており、来年３月からの運用を目指しております。 
 つきましては、移住・定住希望者向けの情報として、空家情報と求人情報を提供したいと
考えておりますので、以下のとおり情報をお寄せいただきますよう、よろしくお願いいたし
ます。 

○空家情報 
 ・町内に、売買可能な物件（そのまま住める物件、修繕・ＤＩＹ等により居住可能な物件）

をお持ちの方。 
 ・親族や知人等、売買可能な町内の物件情報をお持ちの方。 

○求人情報 
 ・島外からの職員採用を希望する、町内の企業・団体・個人事業主等。 
 ・季節労働やリゾートバイト等。 

※特記事項 
 ・町は情報発信と受付窓口の役割を担うだけであり、個人との交渉等については、各自行

っていただきます。 
 ・情報提供があり次第、物件内容や求人内容の基本情報について、担当が聞き取りさせて

いただきます。 
 ・情報については、役場企画政策課（82-1112）までお寄せください。 
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お知らせ『りしり富士』 
 

令和 3 年３･４月採用の自衛官等の採用試験を行います。 

〇陸上自衛隊高等工科学校生徒採用試験 

種 目 推 薦 一 般 

応募条件 

男子で中卒（見込含）１７歳未満の成績優

秀かつ顕著な実績を修め、学校長が推薦でき

る者 

男子で中卒（見込含）１７歳未満

の者 

受付期間 令和２年 11 月１日～11 月 30 日 
令和２年 11 月１日～令和３年１

月６日 

試験日程 令和３年１月 10 日・11 日のいずれか１日 

≪１次試験≫ 

令和３年１月 23 日 

≪２次試験≫ 

令和３年２月４日～７日のいずれ

か１日 

合格発表日 令和３年１月２１日 

≪１次試験合格発表≫ 

令和３年１月 29 日 

≪最終合格発表≫ 

令和３年２月 18 日 

〇自衛官候補生採用試験 

種 目 
推 薦 

応募条件 18 歳以上 33 歳未満 

受付期間 年間を通じて受付 

試験科目 筆記試験、口述試験、適性検査及び身体検査 

試験日程 受付時にお知らせ 

合格発表日 受付時にお知らせ 

★ 問い合わせ先：自衛隊旭川地方協力本部 稚内地域事務所（0162）23-2721 

     

自衛官採用試験のご案内 

自衛隊稚内地域事務所 
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新型コロナウイルス感染防止のための行事・会合等について 

コロナウイルス対策本部 

 北海道における感染拡大により「警戒ステージ」が引き上げられている中、年末年始など

年度内において町が主催する各種行事や会合など感染の拡大を抑え込むため、開催の判断に

ついて以下のような方針を定めたところです。 

自治会や関係団体等においても町に案内する行事等の開催を検討していることと思いま

すが、感染拡大防止に向けて町の方針を参考にして頂きながら、検討いただけますようお願

い致します。 

 

＜町が主催する各種行事等の開催方針＞ 

① 会議等は感染防止対策を徹底のうえ開催可能とし、可能な場合は書面会議とする 

② 飲食を伴う行事は中止とし、出席者数を工夫のうえ式典のみの開催とする 
 

 

 

 

 

 

 

「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（子ども〜大人、定員２０名）も事前受付しております。

参加される方は、マスク着用などの感染症対策をお願いします。 

 

日 程 １２月６日（日）午後１時３０分～３時００分  

 

場 所 鬼脇公民館２階大会議室 

 

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、１１月２７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 ・家にある古い写真を調べてみた ・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 

 

＊発表内容や方法、申込みなどは、教育委員会  山谷（82-1370 かメール：

kyoui-shakyo@town.rishirifuji.hokkaido.jp）までご連絡願います。 

 
 

 

発熱や咳があるなど「体調が悪い場合は外出を控えましょう」 

札幌へのお出かけは感染を回避する行動を心掛けましょう 



 


