
 

     利尻富士町広報紙 
 

お知らせ『りしり富士』  
 

令和４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４年度の日程などが決定しましたので、下記のとおりお知らせいたし

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 14 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 2 日（木） 

8 月 4 日（木） 

１０月 6 日（木） 

１２月 1 日（木） 

 2 月 2 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（1,000 円）」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。 
 

【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 
 

利尻高校休校日に伴う路線バスの運行時刻について 

宗谷バス㈱利尻営業所 
 

 利尻高校が休校日のため、路線バスの運行時刻が以下のとおりとなりますので、利用者の

皆様におかれましては、お間違いのないよう、よろしくお願いいたします。 
 

３月２５日（金）～４月７日（木） ⇒ 全便「休日運行ダイヤ」での運行となります 
 

4 月 1 日から電話対応が変わります 

稚内地方気象台 
 

令和４年４月１日から稚内地方気象台の「天気に関する問い合わせ」の対応時間が変更と

なりますので、お知らせいたします。 
 

 平 日 日 中：０１６２-２３-２６７８ 午前８時３０分～午後５時１５分 

 夜間・休日：０１６２-２２-０１０９ 終日利用可能（自動音声による気象情報） 
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令和４年度施設管理業務委託参加申込みについて 

産業振興課・教育委員会 
 

 令和４年度に実施する町内の施設管理業務委託について、入札（見積合せ）に参加を希望

される事業者の方は、次により必要書類を添えて担当課へお申し込みください。 
 

◆申込期間 

令和４年３月３１日（木）まで 
 

◆申込要件（共通） 

①利尻富士町内に本店を有する事業所であること 

②税金、各種使用料等を滞納していないこと 

③雇用保険の適用事業所となっていること 

※詳しい申込要件や業務内容は、必ず申込先担当係に確認してください。 
 

◆必要書類 

・施設管理業務委託参加申請書（様式は申込先担当係にあります） 

・登記簿謄本（コピー可） 

・印鑑証明書（コピー可） 

・納税証明書（コピー可） 

・決算報告書（コピー可） 

・雇用保険適用事業所設置届（コピー可） 
 

◆委託期間 

令和４年５月１日～令和４年１０月３１日 

（一部、委託期間に変更のある施設がありますので、申込先担当係へ確認してください。） 
 

◆委託する業務名及び業務内容等 
 

業務委託名及び管理施設 業務の内容 
申込先 

及び担当係 

観光施設等管理委託業務 

【富士野園地・夕日ヶ丘展望台・ペシ岬展 

望台・北麓野営場・甘露泉水・ポン山・ 

オタドマリ沼園地・沼浦展望台・沼浦キ 

ャンプ場・南浜湿原トイレ・姫沼園地・ 

姫沼展望台】 

施設の維持管理・環境保全業務 

【施設及び周辺の清掃、ごみ収集、 

草刈、施設のオープン・クロー 

ズ準備、予約・受付等】 
 

※建築物清掃業の登録業者であること 

産業振興課 

商工観光係 

公園管理委託業務 

【修景池・高山植物園・カルチャーセン 

ター・りっぷ館・芸術の森・足湯・歴史 

の森】 

同    上 同  上 

体育施設等管理委託業務（鴛泊地区） 

【多目的グランド・野球場・テニスコー

ト・パークゴルフ場・スキー場（草刈）】 

同    上 
 

※会社に係る許可・認可・登録等の 

資格は必要ありません 

教育委員会 

社会教育係 

体育施設等管理委託業務（鬼脇地区） 

【パークゴルフ場・桐山公園・旭ヶ丘公園 

・スキー場（草刈）】 

同    上 
 

※会社に係る許可・認可・登録等の 

資格は必要ありません 

同  上 

 



令和 4 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   ２名 

 

新入学児童合計 １２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。 
 

高齢者バス利用定期券の更新について 

福祉課福祉介護係 
 

令和 4 年度 70 歳になられる方、既に利用されている方へ 
 

 

現在お持ちの「高齢者バス利用定期券（水色）」は、3 月 3１日をもってその有効期限が

満了となります。令和４年度においても引き続き利用される方は、更新手続きを随時行いま

すので役場福祉課または鬼脇支所で更新（購入）されますようお願いいたします。 

４月からは、有効期限の切れた定期券（水色）では乗車できませんのでお間違えのないよ

うお願いします。 
 

高齢者バス利用券には 2 つの種類があります 

①高齢者バス利用定期券～購入日から 3 月 31 日までの期間で何回利用しても１,000 

円で乗車できる定期券です。 

②高齢者バス利用券～利用回数が少ない方など、1 区間 1 枚（１００円）で利用で 

きる券です。有効期限はありません。 

※70 歳（S28.4.1 以前に生まれた方）になられる方へ～ 

令和 4 年度中（令和 5 年 4 月 1 日まで）に「70 歳」に達する方から対象ですので、4 

月 1 日よりこの制度がご利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
更新手続き開始日： ３月１４日（月）より 
 

○現在お持ちの「定期券」及び「利尻富士町高齢者証」を必ず持参して、手続きを行ってく 

ださい。 

この件についてのご不明な点は…役場福祉課福祉介護係（電話：82－1113）まで 
 

この券は、毎年、購入した日から３

月３１日を期限に何回でも利尻島内の

路線で利用できます。（1 年ごとに定期

券を購入していただきます） 

○ご利用方法～バスを降りるときに定

期券を乗務員に見せてください。 

高齢者バス利用定期券（1枚1,000円） 

 

この券は、利用した１乗車区間に対し、１

枚使用します。（有効期限はありません） 

○ご利用方法～バスを降りるときに「利尻富

士町高齢者証（申請時に交付）」を乗務員に提

示し、１枚切り取って渡してください。 

高齢者バス利用券（1 枚 100 円相当） 

11 枚綴り 1,000 円（1 乗車区間 1 枚使用） 



職員（海上保安学校学生）の募集について 

稚内海上保安部管理課 
 

海上保安庁では、令和４年１０月採用の職員（海上保安学校学生）を募集します。 
 

■受付期間 

インターネット：３月１８日（金）～ ３月２５日（金） 

■試験日程 

第一次試験：５月１５日（日） 

■受験資格 
令和４年４月１日において高等学校を卒業した日の翌日から起算して１３年を経過して 
いない者及び令和４年９月までに高等学校を卒業する見込みの者 

■海上保安庁職員採用のホームページアドレス及びＱＲコード 

https://www.kaiho.mlit.go.jp/recruitment/ 

■お問い合わせ 

稚内海上保安部管理課（電話：0162－22－0118）まで問い合わせください。 
 

財務専門官採用試験のお知らせ 

北海道財務局人事課 
 

財務省北海道財務局では、財政、金融のプロフェッショナルとして活躍する財務専門官を募集し

ています。 
 

■受験資格 
１，1992 年４月２日から 2001 年４月１日生まれの者 
２，2001 年４月２日以降生まれの方で次に掲げるもの 
①大学を卒業した者及び２０２３年３月までに大学を卒業する見込みの者 
②短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者 

■受付期間 

2022 年３月１８日（金）９時から４月４日（月）【受信有効】まで 

■申込方法 

インターネットの次の URL よりお申し込み下さい。 

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html 

■第１次試験日 

2022 年６月５日（日） 

■お問い合わせ 

財務省北海道財務局人事課人事係（電話：011－709-2311） 
 

労働基準監督官採用試験の実施について 

北海道労働局総務課 
 

人事院・厚生労働省を試験機関として毎年実施している労働基準監督官採用試験につきまして、

2022 年度は下記のとおり実施します。 
 

■インターネット受付期間 
2022 年３月１８日（金）～４月４日（月）〔受信有効〕 
【 http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html 】 

■受験資格 
１，1992 年４月２日から 2001 年４月１日生まれの者 
２，2001 年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの 
①大学（短期大学を除く）を卒業した方及び２０２３年３月までに大学を卒業する見込みの者 
②人事院が①に掲げる方と同等の資格があると認める者 

■第 1 次試験 

2022 年６月５日（日） 

■問い合わせ先 

北海道労働局総務部総務課人事第一係（電話：011－709-2311） 

住所：〒060-8566 札幌市北区北８条西２丁目１番地１ 札幌第１合同庁舎９階 

又は最寄りの各労働基準監督署（支所） 


