
 

     利尻富士町広報紙 
 

お知らせ『りしり富士』  
 

フェリー運航時間の変更について 

ハートランドフェリー 
 

フェリー乗組員で新型コロナウイルス陽性者が確認されており、８月２０日から９月４日
までの期間、下記のとおり臨時として冬ダイヤで運航しておりますので、お間違えのないよ
うお願い致します。 
 

～８月２０日から９月４日まで臨時ダイヤでの運航に変更となっております～ 

 

 

 

 

 

 
 
 

利尻―丘珠線の運航時間のお知らせ 

利尻空港 
 

【9 月 1 日～10 月 29 日】 
■毎週 土曜日・日曜日・祝日 運航 

札幌（丘珠） ⇒ 利尻 利尻 ⇒ 札幌（丘珠） 

便名 札幌（丘珠）発 利尻着 便名 利尻発 札幌（丘珠）着 

JL2881 08：00 08：55 JL2880 09：25 10：20 
 

■毎日運航 

札幌（丘珠） ⇒ 利尻 利尻 ⇒ 札幌（丘珠） 

便名 札幌（丘珠）発 利尻着 便名 利尻発 札幌（丘珠）着 

JL2885 14：35 15：30 JL2884 16：00 16：55 
 

■ペットをお預けのお客様へのお願い 
確認書の確認が必要となるため出発時刻の 40 分前までに空港へお越しください。 

お預かりしてからも、可能な限り空調の効いた屋内で保管いたします。 

ペット料金の事前支払いが出来ます！※Web サイトからのお申し込み 

搭乗日の前日正午までにペット料金をお支払いいただくと、搭乗時の手続きがスムーズ 

になります。（クレジットカード支払いのみ） 

「ペット料金事前お支払いサービス」をご利用いただくと当日空港でのお手続きよりも 

安い料金でお申し込みいただけます。 

利尻-丘珠線ペット料金   当日支払：4,400 円 

事前支払：4,000 円（～9/30 ご搭乗分） ／ 3,500 円（10/1～ご搭乗分） 
 

詳細は利尻空港(82-2401)までお問い合わせ下さい。 
 

 ご予約は下記ダイヤルまたはＪＡＬホームページまで。 

◆予約センター/ＴＥＬ0570-025-071（有料）◆ＪＡＬホームページ/www.jal.co.jp 
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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免について 

会計課税務こくほ係 
 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯または世帯主が罹患した世帯 

への国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免につきまして、令和 4 年度分につきまし 

ても、下記の条件に該当した世帯が対象となることとなりましたので、該当のある方は申請 

をお願いいたします。 
 

【対象となる世帯】 

１．罹患世帯：全額免除（世帯主が罹患）  

※保健所から届いた感染を証明する通知書を持参願います。 
 

２．減収世帯：以下の要件（生計中心者）をすべて満たすもの 

〇今年の見込み事業収入等の減少額が、前年のその収入の「3 割以上」である。 

〇前年の合計所得が「1,000 万円以下」である。 

〇減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計が「400 万円以下」である。 
 

【減免額】 

１．減免割合（生計中心者の前年合計所得が・・・） 

生計中心者の

前年合計所得 

300 万円 

以下 

400 万円 

以下 

550 万円 

以下 

750 万円 

以下 

1,000 万円 

以下 

減免割合 全部（※） 8 割 6 割 4 割 2 割 

 ※事業廃止または失業の場合は、前年合計所得にかかわらず全額 
 

２．減免額の計算 

〇減免額 ＝ 税額 × 前年所得 ÷ 世帯全所得 × 減免割合 
 

■計算例 

①生計中心者の事業所得が「350 万円」のみの世帯の場合 

②生計中心者の事業所得が「350 万円」と配偶者の給与所得が「100 万円」の世帯の場合  

※税額を 30 万円 

※減免割合は 8 割（前年の所得） 
 

 税額  前年所得  世帯全所得  減免割合  減免額 

①の 

場合 
300,000 × 3,500,000 ÷ 3,500,000 × 80％ ＝ 240,000 

②の 

場合 
300,000 × 3,500,000 ÷ 4,500,000 × 80％ ＝ 186,667 

 

 

 

 

 
 

詳細につきましては、下記までお問い合わせ下さい。 

利尻富士町役場会計課税務こくほ係 

【電話】0163-82-2123（直通） 

 

 

 



交通事故死ゼロ 2,000 日達成記念について 

企画政策課 
 

本町では、交通事故死ゼロ2,000日の記録を9月1日に達成する予定となっております。 

これを契機として、さらに交通安全意識の高揚と事故防止の徹底を図り、交通事故死ゼロ

の記録を今後も長く継続できるよう、町民全体で交通安全運動を推進していきたいと思って

おります。 

つきましては、交通事故死ゼロ 2,000 日達成記念「利尻富士町交通安全大会」に併せて、

下記のとおり実施いたしますので、お知らせいたします。 
 

■白バイのデモンストレーション 等 

 と き：令和 4 年 9 月 3 日（土）10：30 頃～ 

 ところ：総合交流促進施設りぷら 駐車場 

 内 容：白バイのデモンストレーション、パトカー乗車体験、 

北斗くん（着ぐるみ）との写真撮影 

 ※マスク等の感染対策を実施した上、たくさんのご来場お待ちしております。 
 

■ちびっ子警察官による特別街頭啓発運動 

 と き：令和 4 年 9 月 3 日（土）11：30～（30 分程度） 

 ところ：旧ホテルソレイユ前 

 内 容：保育所児が警察官の制服を着用し、旗波作戦及びドライバーへ啓発用品等配布 

 ※道道沿いでの実施となるため、観覧の際は車両等に十分注意してご覧ください。 
 

ご自宅の家具の転倒防止等について 

企画政策課 
 

 8 月 11 日未明に宗谷北部を震源とした地震が発生いたしました。上川中川町では最大震
度 5 強を観測し、本町でも、鬼脇地区で震度 2、鴛泊地区で震度 1 を観測しております。 
 11 日の地震と同程度の地震が発生する可能性は低くなったようですが、地震はいつどこ
で発生するかわかりません。家具の転倒による被害を防止するため、ご自宅の家具の置き方
など、今一度確認いただき、以下を参考に必要な対応を検討いただきますようお願いいたし
ます。 
 

 

大きな地震の際は、「家具は必ず倒れるもの」と考えて対策しましょう。 

○家具が転倒しないよう、家具は壁に固定しましょう。 

○寝室や子ども部屋には、できるだけ家具を置かないように 

しましょう。置く場合は、なるべく背の低い家具にすると 

ともに、倒れた時に出入り口をふさいだりしないよう、家 

具の向きや配置を工夫しましょう。 

○手の届くところに、懐中電灯やスリッパ、ホイッスルを備えておきましょう。 
 

■主な家具の固定の仕方 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

家具の置き方、工夫していますか？ ＜出典：首相官邸 HP＞ 

○本棚 
・L 字型金具やワイヤーなどで壁に固定 
・重い本は下段に置く 

○タンス 
・床側をストッパーなどで固定 
・天井側はポール式器具で固定 

○テレビ 
・粘着マットを敷き、転倒防止 
・機器の裏側をワイヤーなどで壁やテレビ 
ボードに固定 

○食器棚 
・L 字型金具やワイヤーなどで壁に固定 
・開き戸には開かないように留め金をつける 



特別支援学校通学等助成金制度について 

教育委員会 
 

町では特別支援学校等へ通学する児童の保護者の経済的負担軽減と充実した特別支援教
育の機会を創出するため、「特別支援学校通学等助成金」の支給制度を実施しています。 
次の条件を満たしている支給対象者の保護者等につきましては、下記申請手続きのとおり

期限内までに申請下さい。 
 

1．給付対象者・給付額 

（１）給付対象者 

利尻富士町に住所を有し、令和４年４月 1 日～翌年３月３１日の間において、 

特別支援学校（島外の養護学校等）に通学している児童生徒の保護者 

（２）支給額 

支給対象者 1 人につき 年額 ５０,０００円 

2．申請手続き 

町ホームページより申請書をダウンロードし（申請書様式は役場及び鬼脇支所でも備え付け）、 

必要事項を記入のうえメール及び担当窓口に提出ください。 

※メールで提出の場合は、申請者のマイナンバーカードまたは運転免許証の写しを添付 

３．提出書類 

①特別支援学校通学等助成 ②在学証明書（特別支援学校発行のもの） 

③公的身分証明書の提示または写し（マイナンバーカードまたは運転免許証） 

※メール提出の場合は写しの画像を添付。 

４．申請受付期限 

令和４年１０月３日（月）～令和４年１１月３０日（水） 

５，提出先 

教育委員会企画管理係 

メールアドレス：kyoui-kikakukanri@town.rishirifuji.hokkaido.jp 

 

QR コード： 
 

６．支給決定 

申請内容を確認し、支給決定書を送付（12 月中を予定） 

※不明な点は上記（TEL:82-1370）までお問い合わせ下さい。 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優良運転者更新時講習のお知らせ 
 

■優良運転者更新時講習 
 

９月 ６日（火）  利尻町交流促進施設「どんと」 

１０月 ６日（木） 利尻富士町総合交流促進施設「りぷら」 
 

＊受付は、午後５時から午後５時３０分まで 

＊講習時間は、午後５時３０分から午後６時までとなっております。 

＊時間等お間違えのないよう、必ず受講しましょう。 

 

        受講する前に、沓形駐在所で更新手続をしましょう！ 

毎週月・木の午前９時から午後４時まで行っています！ 
 



地震発生！（想定） 

すぐに姿勢を低くします。 

（安全行動の１－２－３）とは・・・ 

机の下などにもぐり込み 

頭を守り、安全を確保！ 

そのまま揺れが収まるまで

（約 1 分間）動かない！ 

 

     利尻富士町広報紙 
 

お知らせ『りしり富士』  
 

「北海道シェイクアウト」を実施します！ 

皆さまのご家庭にある IP 告知端末機を使った 

全道一斉の地震・津波防災訓練 

「北海道シェイクアウト」を実施します 
令和４年９月１日（水） 午前１０時００分ごろ 

 

“「北海道シェイクアウト」とは” 

日頃の生活の中で突然襲い掛かる大地震や大

津波では、まず自らの身を守り、安全な場所へ避

難を行うことはなかなか難しいものです。突然の

大地震でも対処出来るよう「どうすればよいか」

を学べる防災訓練は大変重要ですが、訓練場所へ

の移動時間や訓練参加への時間がなかったりと、

なかなか実施出来ない方も多くいます。 

「北海道シェイクアウト」は地震発生の合図

で、その場で１分間だけ身を守る安全行動をとっ

ていただく訓練で、誰でも、いつでも、手軽に行

える訓練です。当然、時間に余裕がある方はその後避難場所の確認や、防災備蓄品の確認

など防災対策を行えば、より効果は上がります。 

訓練用の地震発生の合図は、町内の「屋外スピーカー」と、ご家庭に設置の「IP 告知端

末機」からの情報伝達を行いますので、各自で安全行動を行うなどお願いします。 

 この訓練は平成２４年から毎年、全道で一斉に行われています。 
 

利尻富士町内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。 

【放送内容】 

 只今から北海道シェイクアウトの訓練放送を行います。  

緊急地震速報。大地震です。大地震です。 

揺れが続いております。 

揺れが収まるまで、身を低くして、頭を守り、ジッとして 

おりましょう。 

これで訓練放送を終わります。 
 

※ 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）・訓練用ですので、本当の大地震とお間違えないようご注意願います。 
・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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たった１分間の訓練です！！ 


