
 

     利尻富士町広報紙 
 

お知らせ『りしり富士』 
新入学児童への寄贈のお礼について 

教育委員会企画管理係 

下記団体より利尻小学校・鴛泊小学校の新入学児童へ下記品物が寄贈されました。ありが

とうございました。 

  

・帽子            （利尻富士町交通安全協会） 

・啓発用品          （利尻富士町交通安全協会） 

・ランドセルカバー      （稚内安全運転管理者協議会利尻富士支部） 

・ランドセルカバー      （コープさっぽろ） 

・交通安全ワークブック    （稚内地区交通安全協会） 

・黄色いワッペン       （(株)みずほ・損保ジャパン・明治安田生命・第一生命） 

・アンパンマンハンカチ    （稚内しんきん） 

・こくごノート        （稚内しんきん） 

・愛の鈴           （利尻富士町商工会女性部） 

・筆記用具（名入鉛筆）    （利尻富士町商工会青年部） 

・マスク           （富士ハイヤー（株）） 

・図書券           （利尻ロータリークラブ） 

・交通安全消しゴム      （北海道生コンクリート工業組合） 

・スケッチブック       （北海道信用漁業協同組合連合会） 

 

介護支援専門員（ケアマネージャー）を募集します！ 

利尻島老人保健施設 

 利尻島老人保健施設では下記により介護支援専門員（ケアマネージャー）を募集します。

応募される方は下記の提出書類を郵送または持参のうえ、下記までお申込みください。 

 

 ・募 集 人 員  1 名（正職員） 

 ・勤 務 内 容  介護支援業務 

 ・給 料  利尻富士町職員給与条例による 

 ・採用年月日  随 時 

 ・提 出 書 類  履歴書・健康診断書・資格免許のコピー 

 ・採 用 決 定  委細面談により決定 

 ・応 募 締 切  採用決定まで 

 

※ 看護師・介護職員・リハビリ職員・調理員も随時募集していますので、希望される方

は下記までお問い合わせください。 

 

◆申し込み・問い合わせ先  

  〒097-0211 北海道利尻郡利尻富士町鬼脇字金崎 332 番地 

  利尻島老人保健施設管理係（電話 0163-89-3216） 
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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、もう運転をしないので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】 

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） 

※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。  
【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歳以上の方に高齢者バス利用定期券 1,000 円がありますので、 

ご活用ください。（移動支援として、10 年分の支援となります） 

●お問い合わせ先 
利尻富士町交通安全協会事務局（役場企画政策課 電話８２-２８５０） 

 
高齢者運転講習時におけるタクシーチケットの交付について 

利尻富士町交通安全協会 
 
利尻富士町交通安全協会では「北都ハイヤー株式会社（稚内市）」と連携し、運転免許高

齢者（70 歳以上）講習受講時の稚内フェリーターミナル～稚内ドライビングスクール間の

タクシー運賃を貸切料金として、下記料金で乗車できることとなっております。 

 この助成制度は、利尻富士町交通安全協会が発行する「チケット」をお持ちの方に限るも

ので、今後高齢者講習を受講される方はぜひご利用ください。  
【タクシー料金】 

４月 １日 ～ １１月２４日（夏期料金） 片道３，１００円（税込） 

１１月２５日 ～  ３月３１日（冬期料金） 片道３，７００円（税込） 

※夏、冬料金とも通常運賃より 1,000 円程度割引となります。 

【対象区間】 

稚内フェリーターミナル（稚内駅周辺）から自動車学校間 

【利用可能なハイヤー会社】 

北都ハイヤー株式会社（乗車後チケットを渡す） 

【割引チケット交付方法】 

平日役場 2F 企画政策課、鬼脇支所窓口において、希望者へタクシーチケットを交付 

（土日祝祭日は、役場窓口のみ） 
 
●お問い合わせ先 
利尻富士町交通安全協会事務局（役場企画政策課 電話８２-２８５０） 



 
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 令和２年４月２４日（土） 午後１時～２時３０分 

※雨天の場合は翌日４月２５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。 

※ゴミ袋（白（半透明））：空き缶、ゴミ袋（黄色）：ペットボトル（ビン）  
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、「燃えるゴミ」や「紙類」等につきましては、ごみ収集カレンダー指定
の日に捨てるようご協力をお願い致します。 
 

（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、企画政策課、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 

 
（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 

 

 

「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 

実施月日 

注意事項 

作業方法 



ベビースイミングに参加してみませんか？ 

産業振興課商工観光係 

温泉プール「湯泳館」では、赤ちゃんとママさんを対象とした「ベビースイミング」を実施して

います。興味のある方は以下をご確認のうえ、ぜひご参加下さい！ 

～４月の実施予定日～ 

日 付 曜日 事  業  名 時    間 水 深 

１８日 日 ベビースイミング 13:00～13:50 1.2m 

【ベビースイミングとは・・・？】 

ベビースイミングでは以下のような効果が得られます◎！ 

① 水への恐怖心がなくなる   ② 生活リズムが整う ③ 免疫力が高まり、体が丈夫になる 

④ 筋肉や脳の発達が早くなる  ⑤ 赤ちゃんとコミュニケーションがとれる etc… 

ベビースイミングは赤ちゃんにとってもたくさんのメリットがあります。 

○利尻富士町で実施しているベビースイミングについての Q＆A は以下をご確認ください。 

《Q&A》 

Q,何歳から参加できるの？？ 

☆首が座った頃（4 か月くらい）から参加出来ます！あかちゃん（4 か月～3 才くらい）&マ 

マさんが対象ですが、水慣れしたい保育園児さんも参加出来ます！ 

Q,料金はいくらかかるの？？ 

☆料金は無料です！（※プールの入館料はかかります） 

大人（町民）：200 円 小人（町民）：無料 

Q,何が必要？？ 

☆水着、帽子、プール用オムツが必要です！ 

Q,予約は必要？？ 

☆必要ありません！13 時にスタートしますが、遅れてきても入れます。初回は早めに来てく 

ださい！ 

お友達との参加も大歓迎です！ぜひご参加ください♪ 

利用に関するお問い合せは、産業振興課商工観光係まで･･･TEL 0163-82-1114 
 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

 

～弁護士が無料での相談を実施します～        主催：旭川弁護士会 
日 時 ： 令和３年４月２８日（水） ９時～１１時３０分（お一人３０分） 

場 所 ： 利尻富士町 総合交流促進施設「りぷら」（交流室） 

ご予約・お問い合せ・担当弁護士 ： 電話番号０１６２-２４-７９００ 

稚内ひまわり基金法律事務所 小田桐 誠・池田 慎介（共に旭川弁護士会所属）  

* 予約がなくても相談できますが、予約された方が優先ですのでご了承ください。 

相談例 ： 借金問題 離婚問題 相続に関する問題 交通事故 労災 刑事事件 

悪徳商法 ご近所トラブル 賃貸借（土地・アパート・マンションなど） その他 

～ 相談料は無料ですので、お気軽にご利用ください。～ 

※利尻町においても実施しますので、都合の悪い方はこちらに来ていただくことも可能です。 

日時・場所：４月２８日（水） １３時～１５時３０分 利尻町交流促進施設どんと 
 

＊＊名寄公証役場公証人による無料相談会も同日開催です＊＊ 

「公正証書」って知ってますか？ 

「大切な方に遺産を残したい」と思ったとき、これを公正証書（「遺言公正証書」といいます。）にしておくと、

安全で確実な遺産の承継が可能となります。公正証書のことで相談してみたいという方は、上記同日時に相

談所を開設しますのでご利用ください。 なお、４月２６日（月）までにご予約をお願いします。 

※ご予約・お問い合せ： * 予約がなくても相談できますが、予約された方が優先ですのでご了承ください 

名寄公証役場公証人 電話/FAX０１６５４-３-３１３１ 不在時は携帯電話０８０-５５８７-６８６７   

無料法律相談会のお知らせ 


