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お知らせ『りしり富士』  
 

自衛官採用試験のご案内 

自衛隊稚内地域事務所 
 

令和 4 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３年１１月１日～１２月３日 令和３年１１月１日～令和４年１月１４日 

試験日程 
令和４年１月８日～１１日 

※いずれか１日を指定されます。 

≪１次試験≫ 

令和４年１月２２日・２３日 

≪２次試験≫ 

令和４年２月３日～６日 

※いずれか１日を指定されます。 

合格発表日 令和４年１月２０日 

≪１次試験合格発表≫ 

令和４年１月２８日 

≪最終合格発表≫ 

令和４年２月１７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  受付時にお知らせします。 

合格発表日  試験時にお知らせします。 

★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 
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「保育士」（正職員）の募集について 

福祉課福祉介護係 
 

来春採用予定の保育士（正職員）を募集していますので、ご希望の方は下記により提出書

類を郵送又は持参のうえお申し込みください。 
 

1.採用職種・受験資格等 

職 種：保育士 

採用人数：１名 

受験資格：平成４年４月２日以降に生まれた方で次の要件をすべて満たす方 

・保育士資格取得者または令和４年３月取得見込みの方 

・地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない方 
 

2.受付期間及び提出書類 

受付期間：令和３年１０月２０日（水）から令和３年１１月３０日（火）まで 

※郵送の場合は、期間内必着とします。 

提出書類：・履歴書（写真添付） 

・保育士免許の写し（既に取得済みの方）または卒業見込証書 

・健康診断書 
 

3.試験方法及び内容 

試験方法：面接試験 

試験内容：個別による面接試験 
 

4.試験日及び場所 

試験日時：受験者と調整のうえ別途通知 

試験場所：利尻富士町役場 
 

5.給与・勤務条件 

（1）利尻富士町職員の給与に関する条例及び規則に基づく給料及び扶養手当、住居手 

当、通勤手当、期末・勤勉手当、寒冷地手当等の諸手当を支給します。 

※給与例）短大新卒 本俸 154,900 円 

（2）利尻富士町職員の勤務時間、休暇に関する条例及び規則によります。 
 

6.勤務場所 

利尻富士町立鴛泊保育所または鬼脇保育所 
 

7.その他 

（1）採用は、令和４年４月１日を予定しております。 

（2）保育士資格の取得見込みの方で、令和４年３月末までに保育士の資格が取得でき 

ない場合は採用になりません。 
 

8.提出先・問合せ先 

〒097-0101 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野 6 番地 

利尻富士町役場 福祉課福祉介護係 （担当：今野・高柴） 

電話：0163-82-1113／ＦＡＸ：0163-82-2075 
 



「考古学教室出前講座」の開催について 

教育委員会 
 

北海道立埋蔵文化財センターによる出前講座を下記のとおり開催します。 

お問合せ・申込は、教育委員会（℡８２－１３７０）か公民館（℡８３－１３２１）まで

お願いします。メール（kyoui-shakyo@town.rishirifuji.hokkaido.jp）でも可です。 
     

日 時 １１月６日（土）９：００～１２：００ 

場 所 鬼脇公民館 

対 象 小学生以上（定員２０名） 

内 容 滑石（かっせき）を利用した「まが玉づくり」 

遺跡紹介のビデオ視聴など。 

持ちもの 汚れてもよい服装、タオル 
 

    ＊申込は、１１月１日（月）までとします。 

＊参加される方は、マスク着用等、感染対策をよろしくお願いします。 
 

インフルエンザ予防接種（集団接種）について 

総合保健福祉センターすこやか保健係 
 

インフルエンザ流行に備えて、今年も下記のとおり予防接種を実施いたします。予防接種

は重症化を防ぐのに有効といわれています。接種を希望される方は期日までにお申し込み下

さい。 

なお、今年度は、インフルエンザワクチンの供給量が減少しているため、年齢により予約

開始日を変更しています。また、ワクチン予定数に達した時点で予約を終了とさせていただ

きますのでご了承ください。 
 

●接種日時 ・ 場所 
 

【鴛泊地区】総合交流促進施設「りぷら」受付時間：午後１時３０分 ～ 午後４時００分 

                     （３０分刻みで予約を受け付けます） 
 

11 月：１０日（水）、１７日（水）、２４日（水） 

12 月： 1 日（水）、 8 日（水）、１５日（水）、２２日（水） 

 

【鬼脇地区】鬼脇支所         受付時間：午後 2 時 3０分 ～ 午後３時 45 分 
 

11 月：１１日（木）、１８日（木）、２５日（木） 

12 月： 2 日（木）、 ９日（木）、１６日（木）、２３日（木） 
 

●予約期間 ・ 予約先 
 

利尻富士町総合保健福祉センターすこやか保健係 

☎0163-82-2320 （平日 8：30～17：15 土日祝日休み）  
 

〇６５歳以上（定期接種）、生後６か月～１3 歳未満（２回接種） 

：１０月２０日（水）～１１月１７日（水） 
 

〇１３歳～６４歳まで         ：１０月２７日（水）～１１月１７日（水） 
 

接種を希望する方は、必ず期日までにご予約ください。予約をしないと接種は 

できませんのでご注意ください。またワクチン予定数に達した時点で予約受付を 

終了します。 
 

mailto:kyoui-shakyo@town.rishirifuji.hokkaido.jp


●接種回数 ・ 接種間隔 

生後 6 ヶ月～１３歳未満：２回接種（約４週間の間隔をあけて２回目の接種となります。） 

１３歳以上      ：１回接種 
 

●接種料金（１回の接種にかかる料金） 

・高校生以下  無料 

・上記以外～６４歳まで １，５００円、６５歳以上 無料 、生活保護世帯 無料 
 

●予診票について 

保健センターに接種日に使用する予診票が置いてありますので、お申し込みが済んだ

方はお受け取り下さい。 

 なお、予診票を受け取りに行くのが困難な方には配布いたしますので、予約の際にそ

の旨お知らせ下さい。 
 

●注意事項 （※申し込みの前に必ずお読み下さい。） 

＊予約は保健センターのみで行っております。来所でお申し込みをされる場合は、下記 

の申込書をご利用頂くと受付がスムーズです。（予約は申込書がなくても可能です。） 
 

＊２回の接種が必要な１３歳未満の方は、１回目の接種を１１月下旬までに済ませて下さい。 
 

＊予約日時に来所できなくなった場合は、必ずご連絡ください。 
 

＊けいれんの既往がある方、鶏卵など鶏由来のものに対してアレルギー症状を呈する恐 

れのある方、病気の治療中の方は、お申し込み前に主治医とよくご相談下さい。 
 

＊ワクチンの予防効果が期待できるのは、接種後２週間～５ヶ月間程度と考えられています。 
 

●新型コロナ感染症対策として  

＊会場内では、マスクの着用・手指消毒の実施をお願いします。 
 

＊予約時間を守り、密集・密接を防ぐことにご協力をお願いします。 

 （時間より早く来場した場合、自家用車内等でお待ちいただくこともあります） 
 

＊換気を定期的に行うため、室温が下がることが考えられます。上着等で調整いただき 

ますようお願いします。 

 

 
 

インフルエンザ予防接種 申込書 
 

接種場所 ご希望の場所に○をつけてください。 りぷら ・ 鬼脇支所  

 

接 種 日 ご希望の接種日を記入してください。     月    日 

                    ※左記のページをご覧になり、ご記入願います 

電話番号･･･              
 

住 所 氏   名 生年月日 
接種当日 

の年齢 
回  数 保  険 備考 

    １回／２回 国保／国保以外  

    １回／２回 国保／国保以外  

    １回／２回 国保／国保以外  

    １回／２回 国保／国保以外  

 

きりとり 
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お知らせ『りしり富士』  
 

訓練放送の実施について 
 

皆さまのご家庭にある「ＩＰ告知端末機」を使った 

緊急地震速報訓練を実施します！ 
 

企画政策課  
 

訓 練 放 送：令和３年 11 月 5 日（金） 午前１０時００分頃 
 

 利尻富士町では、地震・津波災害やミサイル等による武力攻撃などの発生時に、全国瞬

時警報システム（Ｊアラート）で送られる国からの緊急情報を、確実に皆様へお伝えでき

るよう、町内の「屋外スピーカー」とご家庭に設置の「IP 告知端末機」を利用した緊急地

震速報訓練を行います。 

 この訓練は、毎年全国で一斉に行われている訓練です。 

 実際に、地震が発生したときと同様の行動（避難場所の確認等）を取ってみましょう。 
 

利尻富士町で当日実施する訓練は次のとおりです。 
 

情報伝達手段 内  容 

ＩＰ告知端末機 

 

 

屋外スピーカー 

 

各家庭に設置してあるＩＰ告知端末機及び各地区の屋外スピ

ーカーから、次の放送内容が一斉に放送されます。 
 

◆11 月 5 日（金） 
 

①  「これより訓練放送を行います。」 
 

②  チャイム 
 

③  「緊急地震速報。大地震です。大地震です。 
これは訓練放送です。」×３回  

 

④  「これで訓練放送を終わります。」 
 

※ この放送は最大音量で放送されますのでご注意下さい。 

※ 放送内容が異なることがありますのでご了承ください。 
 

 

注）・災害等とお間違えないようご注意願います。 

・試験放送の中止や内容変更を行う場合があります。 
 

【お問い合わせ先】  

利尻富士町企画政策課 

電話 0163-82-2850 
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除雪活動有償ボランティア事業利用者・ボランティア実践者の募集について 

利尻富士町社会福祉協議会 
 

■事業内容 

 高齢者及び身障者など除雪活動が困難な方の冬期間の安心した生活を維持するため、有償

でボランティア活動を実施する。 

■期間 

 令和 3 年１２月１日～令和 4 年３月３１日 

■範囲 

 ・利用者の居宅の玄関から歩道又は道路までの生活道路の確保（幅１ｍ程度） 

 ・降雪時１日 1 回、午前中に実施する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ボランティアを利用したい、ボランティア実践者として登録していただける方がおりまし

たら下記まで連絡願います。 

【申込先 社会福祉協議会 Tel ８２－２７９１】 
 

国税に関する相談はお電話で！！ 

稚内税務署 
 

税の取扱い・申告手続きなどの国税に関するご質問やご相談は、国税局の職員がお答えす

る「電話相談センター」をご利用ください。 

 Step1 ： 稚内税務署へ電話をかけます 

 Step2 ： 音声案内に従い「１」番（電話相談センター）を選択 

 Step3 ： 音声案内に従い相談内容を選択 
 

〇税務署での申告・面接相談は、「事前予約」が必要です！！ 

 税務署では、納税者の皆様にお待ちいただくことなくスムーズに申告・面接相談できるよ

う、原則として「事前予約制」を実施しております。 

 電話での回答が困難な相談内容（具体的に書類や事実関係を確認する必要がある場合など）

については、稚内税務署において面接相談をお受けしていますので、希望される方は、稚内

税務署に電話で相談日時を予約してください。 

 なお予約状況により、希望の相談日時に添えない場合がありますので、ご了承願います。 
 

電話の前に・・・ 

〇国税庁ホームページ・タックスアンサーをご利用ください！！ 

 国税庁ホームページでは、よくある国税のご質問に対する一般的な回答をタックスアンサー

に掲載しています。 

 また、国税に関する情報の検索、申告書・届出書等の様式を入手することもできますので

PC・スマートフォン等からご利用ください。 
 

≪お問合せ先≫ 

・稚内税務署 電話：0162-３３-1１５５ 
 

 

●利用者（除雪をやってほしい方） 
※玄関前の除雪のみとなっており、窓や屋根の雪下ろしなどは当事業では実施しており 

 ませんので、お間違いのないようにしてください。 

負担額：１回 ３００円～５００円（玄関から道路までの距離により異なります。） 
 

●実践者（ボランティアをしていただける方） 
報酬額：１回 ８００円～１,２００円（玄関から道路までの距離により異なります。） 


