
 

     利尻富士町広報紙 
 

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 
 

 

 

■お問い合わせ先 

自衛隊旭川地方協力本部稚内地域事務所（稚内市末広 5 丁目 6 番 1 号） 

電話 0162-33-1227 
 

種目（受験年齢） 採用種目の概要 試験日 受付 

自衛官候補生 
【男子・女子】  

(18 才～33 才未満) 

陸は 2 年、海・空は 3 年（自衛隊
候補生の 3 か月間含む）の任期制
隊員コース。入隊して 3 か月間は
自衛官候補生として経験を積み、
その後２等陸・海・空士に任命さ

れます。任期終了後は民間企業へ
の就職か、継続任用が選択できま
す。選抜試験に合格すれば曹への
昇任も可能です。 

9/25 
（試験会場： 

名寄駐屯地予定） 

7/1～

9/5 

一般曹候補生 
（第 2 回目） 

【男子・女子】 

(18 才～33 才未満) 

部隊の中核である曹を養成するコ
ース。陸・海・空の各部隊で経験
を積み、入隊後、2年9か月以降、 
選考により曹へと昇任します。 

1 次試験 

9/16 
（試験会場： 

稚内分屯基地予定） 

7/1～

9/5 

航空学生 
【男子・女子】 

海(18 才～23 才未満) 

空(18 才～21 才未満) 

※海・空とも採用予定月の 1 日現在 

の年齢、高卒者（見込含）又は高 

専 3 年次修了者（見込含） 

航空自衛隊及び海上自衛隊のパイ

ロット養成コース。高校卒業後、最
も早く機長として活躍できます。 

1 次試験 

9/19 
（試験会場： 

旭川駐屯地予定） 

7/1～

9/8 

防衛大学校学生（一般） 
(18 才～21 才未満) 

※高卒者（見込含）又は高専 3 年次 

修了者（見込含） 

将来、各自衛隊の幹部自衛官とな
る者（パイロット要員を含む）を 4
年間の修業期間において要請する
コース。 

1 次試験 

11/5・6 
（試験会場： 

旭川駐屯地予定） 

7/1～

10/26 

防衛医科大学校医学科学生 
【男子・女子】 

(18 才～21 才未満) 

※高卒者（見込含）又は高専 3 年次 

修了者（見込含） 

将来、医師である幹部自衛官とな
る者を要請するコース。 

1 次試験 

10/22 
（試験会場： 

旭川駐屯地予定） 

7/1～

10/12 

防衛医科大学校看護学科学生 
【男子・女子】 

(18 才～21 才未満) 

※高卒者（見込含）又は高専 3 年次 

修了者（見込含） 

保健師・看護師である幹部自衛官
となるべき者を養成するコース。 

1 次試験 

10/15 
（試験会場： 

旭川駐屯地予定） 

7/1～

10/15 
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QR コード付きマイナンバーカード交付申請書の送付について 

福祉課住民係 
 

マイナンバーカードを取得していない方を対象として、申請用の QR コード付き交付申請
書が、令和４年７月下旬から９月上旬にかけて国より順次発送される予定です。 
また、下記に該当する方は、今回申請書は送付されません。 

 

・75 歳以上の方・令和４年１月１日以降に出生または国外から転入された方 
・在留期間の定めのある外国人住民の方 
※上記の方につきましても、福祉課または鬼脇支所窓口で申請書の発行が可能です。 

 

今回送付される QR コード付き交付申請書を使えば、スマートフォンで QR コードを読み
込んでご自宅からマイナンバーカードの交付申請をすることができます。 
最大２万円分のポイントがもらえるマイナポイントの申し込みには、マイナンバーカード

が必要です。マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限は９月末までです
ので、早めの申請がおすすめです。 
まだ申請をされていない方は、この機会にぜひ申請をお願いいたします。 

 

【お問い合わせ】利尻富士町福祉課住民係   ☎82-1113 
 

マイナンバーカードの活用シーンが拡大中です！ 

福祉課住民係 
 

マイナンバーカードによる、暮らしがより便利になる活用シーンが続々と拡大中です。 

活用シーンの一部をご紹介いたしますので、ぜひご覧ください。 
 

●運転免許証の更新時講習がオンラインで受けられます（令和５年３月末まで） 
現在モデル事業として北海道、京都府、千葉県、山口県の４道府県では、マイナンバー 
カードを利用して更新時講習がオンラインで受けられる事業を実施しています。 
※対象は講習の区分が「優良」の方に限ります。また、免許更新手続きは別途必要です。 
（70 歳以上の高齢者講習対象の方は対象となりません。） 
詳しくは、管轄の駐在所へお問い合わせください！ 

●新型コロナワクチン接種証明書アプリが利用できます 
マイナンバーカードの読取に対応したスマートフォンがあれば、国の提供するアプリで 
新型コロナワクチンの接種証明書を取得することができます。 

●顔写真付きの公的な身分証明書として使えます 

●マイナポイント事業の申込みができます（令和４年９月末までにカードを申請した方） 
お好きなキャッシュレス決済サービスを選んで、そのサービスで使える最大 2 万円分の 
ポイントがもらえる「マイナポイント事業」の申込みができます。 

●マイナポータルのご利用ができます 
マイナンバーカードをお持ちの方は、政府が運営するサービス「マイナポータル」のご 
利用ができます。（ご利用には初回のみ利用登録が必要です。） 

 

＊こんなに便利！マイナポータル 
①薬剤・医療費・健診情報や、現在の保険証情報の確認ができます！ 
②自分の所得情報や個人住民税情報の確認ができます！ 
③国民年金の加入や、免除・納付猶予申請手続きができます！ 
④マイナポータルから「ねんきんネット」とつながることで、これまでの年金記録や、 
 これから受け取る年金の見込額が確認できます！ 

 

●健康保険証として使えます 
マイナンバーカードの読取に対応している病院では、健康保険証として利用することが 
できます。（ご利用には初回のみ利用登録が必要です。） 

 

この他にも、マイナンバーカードの利活用シーンはどんどん拡大する予定です！ 
役場福祉課・鬼脇支所では写真撮影を含めた交付申請を受付していますので、ぜひお気軽

にお越しください！ 
              【お問い合わせ】利尻富士町福祉課住民係   ☎82-1113 



 

フェリーに積載した自動車航送料を助成します（詳しくは下記要領をご覧ください） 

産業振興課水産港政係 
 

 

利尻富士町フェリー積載自動車航送料助成金募集要領 
 

利尻富士町民が、フェリーに自家用自動車を積載し、北海道本土とを往復する必要が生じ

た場合、新型コロナウイルス感染症の感染リスク低下と町民の経済的負担の軽減を目的に、

自動車航送料の往復運賃の一部を助成いたします。 
 

【対 象 者】 利尻富士町民（自家用自動車をフェリーに積載する運転者） 
 

【支援内容】 鴛泊港を起点とした自家用自動車の稚内往復運賃のうち、別表に定める額を 

対象経費とし、その半額を助成します。 
 

利用 

区分 

３ｍ未満 ４ｍ未満 ５ｍ未満 ６ｍ未満 

往路 復路 往路 復路 往路 復路 往路 復路 
６月～ 

８月 
11,400円 11,400円 14,920円 14,920円 18,880円 18,880円 23,430円 23,430円 

９月～ 

５月 
9,390 円 9,390 円 12,290円 12,290円 15,550円 15,550円 19,300円 19,300円 

 

【事業期間】 『令和４年７月２３日鴛泊港出発から９月３０日鴛泊港出発まで』 

※予約受付は７月２２日から開始します。（要事前予約） 

※助成対象者が予算額に達しない場合は期間を延長します。 

※助成対象者が予算額に達した場合、期間内でも、その時点をもって受付を 

終了いたしますのでご了承願います。 
 

【支援条件】 ・使用車両は利尻富士町民（個人又は会社）が所有及び使用する自家用自動 

車とする。 

・鴛泊港を起点に原則１４日以内で北海道本土とを往復すること。 

（稚内起点の利尻への往復又は離島間の往復は対象外とします。） 

・適用する車両は６ｍ未満までの定員２名以上の普通自動車及び小型自動車、 

軽トラックを含む軽自動車に限ります。 

（その他トラック・バス・バイク・自転車・レンタカー等は対象外） 

※基本的にはハートランドフェリー(株)の離島住民に対する自家用自動車の 

自動車航送運賃の割引適用者が支援対象となりますが、会社名義の車両 

（営業用以外）は支援の対象としております。 
 

【申請方法】 

（１）ハートランドフェリーに往復料金で予約し、予約番号をお控え願います。 

（２）電話等により水産港政係へ申込み願います。 

申込みは、①住所・氏名・電話番号②出発日③帰島予定日④車両の長さ 

⑤往復の予約番号を伝えることで申込完了となります。 

※申込完了者は助成対象者として決定し、後日、町より申請書類を郵送致します。 

（３）帰島後２週間以内に助成申請書に往復の自動車航送券を貼り、自動車運転免許証・ 

自動車検査証・指定口座の写しを添付し提出願います。 

（４）申請書を審査し、適当と認めた場合、指定口座に振り込み致します。 
 

問合せ先：役場産業振興課水産港政係（TEL82-1350、FAX82-1373） 
 



公民館図書室・役場図書コーナーからのお知らせ 

教育委員会・鬼脇公民館 
 

 

 

 
新規購入で図書室・図書コーナーに置いて欲しい図書のリクエストを受け付けています。 

置いて欲しい図書のできる限り詳しい情報を、公民館か教育委員会にお知らせください。 

直接連絡のほか、各貸出カード入れに情報を記入したメモや雑誌・新聞の切り抜きを入れ

るなど、方法は問いません。 

※公民館(８３-１３２１)・教育委員会(８２-１３７０) 
 

 

 

令和３年度中に公民館図書室で１，８８２冊、役場図書コー 

ナーで５１冊の図書のご寄贈をいただきました。台帳の整理と 

本棚の入替えを行い、入りきらなくなった除籍図書は公民館ロ 

ビーにて無償でお譲りしています。 
 

図書ボランティアの募集!! 

鬼脇公民館（図書ボランティアサークル『りっぷの森』） 
 

私たちは、子どもたちのよりよい読書環境を整えるため、平成２４年度からの活動を行っ

ている図書ボランティアサークルです。新たにボランティアさんを募集しています。本が大

好き、子どもたちが大好きという方、ぜひ力を貸してください。 

読み聞かせの依頼もお待ちしています。 

 

対象 

◎ボランティア活動に興味・やる気がある方であれば、年齢性別問いません。 

月１回程度でも読み聞かせを体験してみたい方も募集しています。 

ボランティア内容 

◎読み聞かせ 依頼内容により通年活動しています。 

現在は、鴛泊小学校 1･２年生の「朝読書の時間（8:０５～8:２0）」に週１～２回 

読み聞かせを行っています。 

◎その他の活動 

学校図書室の環境整備・掲示物の作成・本の 

整理、修繕などなど 

※無理をせず
．．．．．

、楽しく参加できる活動を目指 

します。 

 

ボランティアのメリット 

★ボランティア活動に対するお礼は子どもたち 

の「笑顔」と「ありがとう」の言葉です！ 

★子どもたちからたくさんの元気を貰えます！ 

 

 
 

申し込み・問い合わせは…鬼脇公民館：８３-１３２１まで 
 

寄寄贈贈図図書書ににつついいてて  

令和３年度は２８日活動し４２
冊の本を読み聞かせすることが
出来ました。 
毎月２回、役場図書コーナーの
書架整理を行いました。 
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お知らせ『りしり富士』  
 

Yahoo! JAPAN のサービスを活用した防災情報の発信について 

企画政策課 
 

町では、この度Yahoo! JAPANのサービスを活用した緊急情報の配信を開始いたします。 

今後、災害発生時や台風接近時などに避難所の開設状況等についての情報を配信する予定 

です。スマートフォンをご利用の方は、この機会にぜひ下記 QR コードから Yahoo!防災速 

報アプリのご登録をしてみてください。 

 
 

 

 

 

 

 
 

職員（海上保安学校生）の募集について 

稚内海上保安部 
 

海上保安庁では、令和５年４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：７月１９日（火）～ ７月２８日（木） 

◇試験日程◇ 第一次試験：９月２５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 

１２年を経過していない者及び令和５年３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/ 

◇問い合わせ◇ 詳細については、稚内海上保安部管理課（TEL：0162－22－0118） 

まで問い合わせください。 
 

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

令和 4 年度サマージャンボ宝くじ 

～ 市町村振興全国自治宝くじ ～ 
 

今年のサマージャンボ宝くじは、 

1 等・前後賞あわせて 7 億円。 
 

 

○発売期間  7 月５日（火） 

～8 月５日（金） 
 

○抽 選 日  8 月１７日（水） 
 

・この宝くじの収益金は明るく住み良いまちづくりに使われます。 
・この宝くじは通信販売で買うことができます。 
（ https://www.takarakuji-official.jp/ 「宝くじ公式サイト」で検索） 

賞 当選金額 本数 

1 等 5 億円 24 本 

1 等の前後賞 1 億円 48 本 

1 等の組違い賞 10 万円 2,376 本 

2 等 5 万円 2,400 本 

3 等 1 万円 24 万本 

4 等 3,000 円 240 万本 

5 等 300 円 2,400 万本 
（発売総額 720 億円・24 ユニットの場合） 

お問い合わせ先：企画政策課 ☎８２－２８５０ 

  

利尻富士町役場 
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実 施 内 容（８月３日） 
 

★秀峰翔太鼓演奏       １２：００ 

★餅 配  り      １２：００  

★ミニうに椀      １２：００ 

        ※(注)「ミニうに椀」はお持ち帰りできません。 

★破格露店市      １３：００ 

★子供イベントコーナー    １３：００ 

★スイカ割り・レッツダンス      調整中 

★終  了       １９：００ 
 

※７月２７日発行のお知らせ「りしり富士」にて詳細をお知らせ 

いたします） 

主  催：北海島まつり実行委員会 

（大会長：利尻富士町長 田村 祥三） 

お問合せ：利尻富士町商工観光係 ℡0163-82-1114 あそびにきてね！ 

【北海島まつり】も、新型コロナウイルス感染症の影響により、ここ２年間は残念ながら

開催できませんでしたが、今年度は実行委員会を開催し協議の結果、新型コロナウイル

ス感染症の対策を講じたうえで、３年ぶりに【第４８回  北海島まつり】を開催することと

なりました。 

  各露店やアトラクション、子供ゲームコーナーなど多くの皆さまに楽しんでいただける

内容となっておりますので、「マスク着用」のうえ、皆様のご来場お待ちしております。 

８月３日（水） 鴛泊会場（港町特設会場）        ※雨天時は８月４日（木）に順延 

８月４日（木） 花火大会（鴛泊港）午後８時～  ※雨天時は８月５日（金）に順延 

 

～イベント開催にあたり感染予防対策にご協力お願い致します～ 
 

・入退場口での検温、手指消毒、連絡先（氏名、住所、連絡） 

・マスク着用の徹底（飲食時以外）、大声の抑制、人と人との距離の確保。 

・飲食エリアでは、滞在時間を２時間とさせていただきます。 

・１テーブル最大４名までとします。椅子等の移動はご遠慮ください。（一部個人席あります） 

・北海道コロナ通知システム、新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）の利用。 

・イベント前、イベント後における感染症予防の取り組み等 

※（その他、感染予防にかかる取り組みについて、町ＨＰ等にて公表しております。） 



 

～イベント開催にあたり感染予防対策へのご協力をお願いいたします～ 
 

・入退場口での検温、手指消毒、連絡先（氏名・住所・連絡先）の記入。 
 

・マスクの着用の徹底（飲食時以外）、大声の抑制、人と人との距離の確保。 
 

・飲食スペースにおいては、滞在時間を１グループ２時間とさせていただきます。 
 

・１テーブル４人までとします。椅子等の移動はご遠慮ください。（一部、個人席あり） 
 

・北海道コロナ通知システム、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA)の利用。 
 

・イベント前、イベント後における感染症予防の取組 等 
 

（※その他、感染予防にかかる取り組みについて、町ＨＰ等にて公表しております。） 

 

     利尻富士町広報紙 
 

お知らせ『りしり富士』  
 

第７回「みなとビアガーデン」の開催について 

鴛泊港活性化推進協議会・産業振興課水産港政係 
 

 鴛泊港活性化推進協議会では、「港から賑わい発信！」のイベントとして毎年恒例となっ 

ておりました【みなとビアガーデン】を３年ぶりに開催します。 

 本年は新型コロナウイルス感染予防対策を実施しての開催となりますが、各露店や体験コ 

ーナー、アトラクションやゲーム等、多くの皆様が楽しんでいただける内容となっておりす

ので、マスク着用のうえ、是非会場へ足をお運びください。 
 

日 時：令和４年７月１７日（日）１１：００～１８：００ 

※雨天の対応については、当日朝の IP 放送でお知らせいたします。 
 

場 所：鴛泊港特設会場（-5.5ｍ岸壁・南荷捌き地） 
 

主 催：鴛泊港活性化推進協議会 
 

露 店：漁協鴛泊青年部（魚介類焼き物・焼きそば等） 

商工会青年部（ジンギスカン・たこ飯・生ビール・ソフトドリンク等） 

鴛泊港協議会（串焼き、かき氷） 

漁協購買部（珍味・とろろ昆布・昆布ラーメン・ウニ塩水パック等） 
 

アトラクション：秀峰翔太鼓（12：20～）、レッツダンス（16：30～） 
 

体 験：ウニ採り体験コーナー 
 

ゲーム：りっぷとジャンケンポン（13：40～）、レット・糸・GO（15：00～） 
 

※１ 露店・アトラクションの内容・時間等については変更となる場合があります。 

※２ フェリーの出発時間に合わせ『見送りパフォーマンス』が今年も１日限定で復活い 

たします。 

 

フェリーターミナル横へ会場を変更しています！ 

利尻富士町役場 
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