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　近年、台風や急激に発達する雨雲による大雨、それに伴う土砂災害が発生しています。また北朝鮮によ
るミサイル発射など、相次ぐ危険が日本全国で発生しています。
　今回は、この様な大雨に関する知識と、ミサイルが発射された際の対応などを紹介します。

～大雨とミサイル
　 情報について～

近年 台風や急激に発達する雨雲による大雨 それに伴う土

迫りゆくキケン迫りゆくキケン迫りゆくキケン
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　平成26年に続き昨年と、「50年に一度」と言われる大
雨が降り、近年は北海道でも短期間に激しく降る雨が増加
傾向にあり、ひとたび発生すると命に危険が及ぶ恐れがあ
ります。この様な雨は今後も当然起こる可能性があり注意
が必要です。土砂災害の多くは、大雨が原因のため、雨が
降ってから避難行動を起こすのでは間に合わない場合があ
ります。今回は雨量や雨の降り方によって変わる危険性や
その情報について確認しましょう。

地面に水たまりができ、傘
をさしていても服がぬれる。
車を運転中、ワイパーを速
くしても見づらい。側溝や
下水、小さい川があふれ、
小規模ながけ崩れが始まる
ので注意が必要！

地面からの跳ね返りで足元がぬれる。この程度の雨でも注意が必要。

【雨の強さによる危険性】（※図はこの雨の強さが1時間続いたものと仮定した場合のものです。）

身のキケンを知らせる情報を
　 正確に取得することが、身を守る一歩となります。

【雨に関する情報】
　気象庁では、大雨に関する情報をより詳しくお知らせするため「気
　象警報」が7月に生まれ変わりました。
•５日先までの大雨警報の発表の可能性を〔高〕〔中〕の２段階で表示。
•警報が発令されたとき、どの場所の危険度が高まっているのかを地
　図上に色分け表示。など

これらの情報は気象庁ホームページ
（http://www.jma.go.jp/jma/index.html）でご覧いただけます。

大雨情報編大雨情報編

20～30mmの強い雨20～30mmの強い雨

10～20ｍｍのやや強い雨10～20ｍｍのやや強い雨

傘は全く役に立たなくなり、
水しぶきで辺り一面は白っ
ぽくなり、視界が悪くなる。
車の運転はキケン。土石流
が起こりやすく多くの災害
が発生するので避難が必
要！

50～80ｍｍの非常に激しい雨50～80ｍｍの非常に激しい雨

道路が川のようになり、傘
をさしていても服がぬれる。
車の走行中道路と車輪の間
に水膜が生じブレーキが利
かなくなる。山崩れ等が起
きやすい地域では避難の準
備が必要！

30～50ｍｍの激しい雨30～50ｍｍの激しい雨

息苦しくなるような圧迫感
があり恐怖が増します。ま
た多くの地域で土石流や川
の増水が起こる可能性が極
めて高く、素早く避難をしま
しょう。多くの災害が発生す
るので厳重な警戒が必要！

80ｍｍ以上の強烈な雨80ｍｍ以上の強烈な雨

道内の1時間30mm以上の大雨年間発生回数の長期変化
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ミサイル情報編ミサイル情報編
　近年、北朝鮮による弾道ミサイルの攻撃が続けて行われています。今年も、8月29日と9月15日の朝方
に北海道上空を通過しており、今後も続く可能性が高いことが考えられます。現段階では上空の通過のみ
ですが、何かの間違いで日本国土に着弾するかもしれません。
　この機会に、どのような情報を国から提供してもらえるのか、またミサイル発射の情報や着弾した可能
性があるときの対応について、再度確認してみましょう。

【国民保護とは？】
　平成16年9月に「武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律」（国民保護法）が
施行されました。その中では万が一、武力攻撃（ミサイル発射による攻撃等）が発生した場合には、
国民の生命、身体及び財産を保護し、国民の生活や経済に与える影響を最小限にするために、国、都
道府県、市町村等が連携し、住民の「避難」や「救援処置」を行うことを言います。

【全国瞬時警報システム（Jアラート）とは？】
　弾道ミサイル情報、津波警報、緊急地震速報など、緊急性のある情報を国（内閣官房・気象庁から
消防庁を経由）から送信し、市町村の防災行政無線や携帯メール、ラジオ等を自動起動させることで、
国からの緊急情報を住民に瞬時に伝達するシステムのことです。利尻富士町では、各世帯や施設等に
設置しているIP告知端末・屋外スピーカーから放送が流れます。

【伝達される情報～利尻富士町版～】

【情報伝達のしくみ】（下記図　総務省消防庁HP　Jアラートの概要から参照）

【ミサイルが発射・着弾・海へ落下したときにはどうすればいいの？】

＊国民保護に関する情報＊
・緊急地震速報（震度4～7）
・大津波警報
・噴火警報
　（Lv4～5の避難情報）
・特別警報（大雨）

＊自然災害に関する情報＊
7）・武力攻撃事態における警報（ゲリラ等攻撃）

・武力攻撃予測事態における警報（航空攻撃）
・弾道ミサイル攻撃情報〈着弾メッセージ〉
・緊急対処事態における警報（大規模テロ）
・即時音声情報〈ミサイル発射情報等〉

状　　況 屋 内 の 場 合
•窓のない部屋へ移動
•できるだけ窓から離れる
•地下があれば、地下に避難

•近くの建物や地下へ移動
•建物がない場合は、物陰に身を隠すか、地面
　に伏せ頭部を守る

伝達者

利
尻
富
士
町

国

伝達装置

•換気扇を止める
•窓を閉める
•目張りをして室内を密閉
•国からの情報をテレビやラジオ等で確認
•不審な物を発見した場合、決して近寄らない。すぐに警察や消防、海上保安庁へ連絡

続報が流れるまで屋内に避難
•口と鼻をハンカチ等で覆う
•現場からただちに離れ、密閉性の高い屋内の
　部屋へ移動

屋 外 の 場 合

発射されたとき

着弾したとき

海に落下したとき

屋外
スピーカー

IP告知
端末

なし

エリア
メール等

IP告知端末画面

エリアメール画面
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　利尻富士町では、地域住民の健康づくりと福祉を推進するために、各自治会ごとに配置された保
健福祉推進員と役場とで協力しながら活動を行っています。
　今年９月１日に委員の交代があったので、その活動にあわせてお知らせします。
　保健福祉推進委員の主な活動としては、
　　① 病気の予防に関する仕事（検診や相談の周知・勧奨）
　　② 行政と地域のパイプ役としての仕事（気配り・連絡）
　などがあり、現在、町長から委嘱された22名の保健福祉推進委員さんが活動しています。

　8月31日には総合保健福祉センターにて、保健福祉推進員会議と研修会
を行いました。各種データから読み取れる利尻富士町の傾向について学習
した後、グループに分かれて、保健福祉推進委員として、家族や地域の方
に対しどのような役割が取れるか、活動できるか、話し合いました。

ご意見・お問い合わせは…　総合保健福祉センター　☎82－2320

今後、地域の保健福祉推進員が皆様にお声をかけさせていただくこともあると思います。
ぜひ、健康づくりについて、一緒に考え、行動してみませんか？

※☆印は、9月1日～新しく推進員さんになった方。

＊人口に占める75歳以上の後期高齢化率は22.5％で宗谷管内第1位。でも、仕事があるので元
　気な高齢者が多い。
＊喫煙率が高い。その影響もあってか、肺がんと乳がんの死亡率が全国、全道と比べても著し
　く高い。
＊検診（健診）受診率は、宗谷管内と比べて低め。
＊健診受診者の状況を見ると、男女ともに腹囲が大きい方が多く、HbA1c、悪玉コレステロ
　ールが高い方が多い。また、40歳代から血圧が高い方が多い。生活習慣の影響か？！

【保健福祉推進委員の活動】

★グループワークでの声

★利尻富士町民の健康状態の傾向は？

利尻富士町民のために作っ
た「健康体操」をもっとPR
して、健康づくりに役立て
てほしい。

何か健康づくりを始めるには、
きっかけが必要。一人じゃ続か
ないから仲間づくりも大切。特
に冬場の教室活動をしてほしい。

自分や家族がたまたま検診を
受けなかった年に病気が見つ
かった。検診の大切さを再確
認した。周りにも伝えたい。

秋　元　美　雪
一　橋　ひろみ
澤　　　ミノル
冨　岡　妙　子
米　谷　みつい
工　藤　弘　子
岡　本　　　愛
西　村　　　弓
菅　原　一　枝
☆山　本　玲　子
兵　庫　恵美子

大　磯
本　泊
富士岬

栄　町

本　町
港　町
湾　内
野　塚

田　村　政　江
櫻　庭　と　し
瀧　澤　イ　ク
☆佐々木　仁　美
澤　田　美　和
☆今　　　良　子
間　宮　明　美
常　名　廣　美
☆工　藤　愛　佳
☆鈴　木　綾　子
澤　田　利　子

雄忠志内
鰊　泊
旭　浜
石　崎
二　石

鬼　脇

沼　浦
南　浜
野　中

保健福祉推進員
名　簿

任期：H29.9.1～H31.8.31
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利尻富士町では 地域住民の健康づくりと福祉を推進

保健師だより保健師だより 総合保健福祉センター
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　「女性防火クラブ育成助成事業」として防火広報
用視聴覚資器材が導入されました。
　この視聴覚資器材を消防フェアで、女性防火クラ
ブが使用し、一般住民に対し見やすい映像と聞こえ
やすい音声で幅広い年齢層まで分かりやすく、防火
啓蒙活動が出来ました。

保健事業についてお知らせします保健事業についてお知らせします

10月31日
11月30日

町道民税（3期）  国民健康保険税（4期）
固定資産税（4期）  国民健康保険税（5期）

12月25日 国民健康保険税（6期）

町税納期 のお知らせ町税納期 のお知らせ町税納期のお知らせ

広報「りしり富士」10月号広報「りしり富士」10月号

詳細が知りたい方は… 総合保健福祉センター  ☎82－2320 までお問い合わせください！

　＊10月上旬　　秋のすこやか健診
　＊10月下旬～　インフルエンザ予防接種
　＊11月予定　　栄養改善教室、健康体操マスター講習会

主な保健事業

　＊健康体操教室
　　利尻富士町の健康体操「カラダ・ココロ・元気」を使った身体が変わる15分体操を
　　北のしーまにおいて、月2回実施中！
　＊肺炎球菌予防接種
　　65歳以上の方を対象に、肺炎球菌による肺炎などの感染症の予防・重症化を防ぐための予防接種を
　　実施中。
　＊禁煙外来治療費助成事業
　　禁煙したいという方を対象に、医療保険適応になる禁煙外来治療に要する費用（薬代を含む）の
　　1/2の金額を助成。結果にかかわらず、助成対象になりますので、まずはご相談ください！

年間を通して行っている保健事業
＊11月予

視聴覚資機材を購入
防火広報用

視聴覚資機材を購入

　「コミュニティセンター助成事業」として、「野塚
コミュニティセンタ－」を大規模改修しました。野
塚コミュニティセンタ－は、施設の耐震性や気密性、
機能の向上を目的に大規模改修工事を６月に着工し、
８月末に完成したところです。今回の整備によって、
地域の親睦・学習・奉仕活動等が促進され、地域の
融和及び発展に寄与するものと期待しています。

野塚コミュニティセンター
（自治会館）を大規模改修！
野塚コミュニティセンター
（自治会館）を大規模改修！

この度、一般財団法人自治総合センタ－の
宝くじ助成金で、次の2つの事業が行われました！
この度、一般財団法人自治総合センタ－の
宝くじ助成金で、次の2つの事業が行われました！

を



地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信地域おこし協力隊通信 vol.4

澤 田 知 仁地域おこし協力隊員
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　今年もたくさんのイベントに参加したり、お手
伝いをさせて頂きました。利尻島一周悠遊覧人G
に始まり、みなとビアガーデン、北海島まつり、
うにうにフェスティバル、利尻島一周ふれあいサ
イクリングなどなど、イベントラッシュの６月・
７月・８月・９月でした。イベントでは、たくさ
んの方々の笑顔に癒され、利尻のパワーを肌で感
じることが出来ました。10月には、利尻島サケ釣
り大会が行われます。今年も盛り上がること間違
いなしのイベントですね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　また、昨年度大学生を呼び込む事業をお手伝いさせ
　　　　　　　　　　　　　　　　て頂きましたが、その大学生のうちの２名が、今年も
　　　　　　　　　　　　　　　　島に来て滞在したいと一ヶ月くらい滞在してくれまし
　　　　　　　　　　　　　　　　た。こうして利尻島好きが増えてくれると本当に嬉し
　　　　　　　　　　　　　　　　い気持ちでいっぱいです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　利尻島体験マップを作るために、利尻富士町役場で
　　　　　　　　　　　　　　　　最近ワークショッ
　　　　　　　　　　　　　　　　プが開催されて、
　　　　　　　　　　　　　　　　「利尻島には、こ
んな絶景ポイントがあるよ」、「いつも俺らこんなとこ
ろで遊んでるよ」などなど色々話し合われました。全
然知らなかったポイントや遊びが次々と飛び出して、
驚かされました。今後、上記にもご紹介した地域おこ
し協力隊員の武田さんが主となり、利尻島体験マップ
を作成していく予定です。 【ワークショップ風景】【ワークショップ風景】

【北海島まつり風景】【北海島まつり風景】

【出身地】札幌市
【担当業務】観光振興事業、地域イベントのサポート活動、ＳＮＳでの情
　報発信
【趣味】登山、バックカントリー、スノーボード
【特技】毛ガニの殻むき！！
【今後の抱負】ショルダーシーズンの利尻の魅力・アクティビティをＰＲ
　し、利尻島ファン（リピーター）を増やし、年間を通して観光客が来る
　ような季節ごとの“利尻ならでは”“利尻だから出来る”イベントを企画
　してみたいです。（“女子的目線”でのGirlsイベントなども！）
　また、旅から帰った後も余韻に浸れるようなお土産開発も思案中です。

地域おこし協力隊を紹介するよ～♪地域おこし協力隊を紹介するよ～♪
武 田 真由子 さん（41歳）
たけ だ ま ゆ こ

広報「りしり富士」10月号広報「りしり富士」10月号
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連載43
秋田への思い ～太平山三吉

たいへいざんさんきち

　利尻島には、かつて秋田県移住者により持ち込まれた「さんきちさん・みよしさん」と
呼ばれた信仰がありました。
　太平山三吉神社は、秋田県の中央に位置する太平山に鎮座し、勝利成功、事業繁栄の神
社として知られています。太平の城主藤原三吉は、庶民の面倒をよくみた人でしたが、ほ
かの豪族にねたまれて追い出されたため、世を捨てて太平山にこもり、山の神様を深く信
仰、修行に励んだため、神様としてまつられるようになったそうです。三吉は、タバコを
好み、勝負強く力持ちであったといいます。
　この三吉信仰の名残が、町内３カ所と神磯、神居にそれぞれ石碑として残されています。
金崎には、明治39年、ニシンの建網を経営していた長峰鉄蔵の61才を記念し、畳屋であ
った秋田出身の鎌田金蔵が建てた石碑が、現在のセイコーマートの裏側にあります。沼浦
は、鱈釣りで入ってきた秋田出身者が多く、昭和７年に建てられた石碑が沼浦神社入口の
そばに建っています。南浜には、昭和15年、大野萬次郎らにより建てられた石碑があり、
かつては神社もありました。
　また、沼浦・南浜には、信者の集まりである講が組織されていました。神磯や神居も同
様で、例祭日はだいたい17日と決められ、社殿やお堂にご神体や掛軸がおさめられ、供
物として野菜や果物のほか、タバコやキセルなどが供されました。
　これら石碑は、移住者の故郷への思いが込められている貴重な文化遺産といえます。

　記事に対するご意見のほか、三吉信仰に関する資料情報についても、ぜひお寄せくだ
さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（教育委員会　山谷：電話82－1370）

各地の石碑（左から金崎、沼浦、南浜）

こう

7
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　広報りしり富士をご覧いただき、ありがとうございます。
　今回の表紙の「鬼脇プロジェクト」とは、鬼脇地区のお
父さん達が「子どもやお年寄りのために」と立ち上げた団
体です。イベント行事やお祭りな
ど様々なところで活躍する姿が見
る事が出来ます。

　　氏　名　　　　月　日　 年齢　 住所
梅田　キク　様　H29.５.６　93歳　栄町１
西谷ヨシヱ　様　H29.５.17　94歳　金　崎
髙橋　トシ　様　H29.６.１　93歳　野　中
松本　トキ　様　H29.６.４　94歳　富士野
小竹　　進　様　H29.６.７　83歳　栄町２
米谷　トメ　様　H29.６.15　93歳　本　泊
小田川　巖　様　H29.６.24　91歳　秀峰園

　　氏　名　　　　月　日　 年齢　 住所
佐藤　哲仙　様　H29.７.２　92歳　鬼脇１
妹尾　ヨ子　様　H29.７.10　87歳　鬼脇１
和田　　昇　様　H29.７.10　79歳　鬼脇１
松谷　康子　様　H29.７.10　59歳　富士岬
山田　博信　様　H29.７.24　73歳　野　中
長谷川慶子　様　H29.８.16　79歳　南　浜
福士　　實　様　H29.８.21　77歳　港　町

◆お悔やみ申しあげます◆

　月　日　　 氏　名　　　　住所
H29.５.11　綿谷　一志　様　鬼脇２
　　　　　柾木　美緒　様　富士野
H29.５.21　前田　貴久　様　富士野
　　　　　岩垣　美玖　様　栄町１

　月　日　　 氏　名　　　　住所
H29.７.６　上池　将慶　様　札幌市
　　　　　中村　加奈　様　港　町

♥ご結婚おめでとうございます♥

　　　保　護　者　　　　続柄　　　氏　　名　　　　　　　月　日　　 住所
尾上　　旭・あかね　様　長男　鯉太朗（こいたろう）くん　H29.５.５　鬼脇２
安達　一穂・依理香　様　長男　省　己（せいみ）くん　　H29.６.14　栄町２

★お誕生おめでとうございます★

広報「りしり富士」10月号

世帯計女男

鴛泊

鬼脇

合計

人口のうごき（平成29年９月30日現在）

865

387

1,252

941

403

1,344

1,806

790

2,596

878

444

1,325

22
赤ちゃんを赤ちゃんを
介するよ！紹介するよ！

2人の元気な人の元気な

赤ちゃんを赤ちゃんを

紹介するよ！紹介するよ！

2人の元気な
赤ちゃんを

紹介するよ！

はじめまして、こんにちは。
安達家長男のせいみです！！
いっぱい笑っておしゃべりも
たくさんできるようになって
きたよ
お風呂も指しゃぶりもだいす
き☆.*̊
町で見かけたら声掛けてね
(*´ω`*)
みなさんよろしくお願いしま
す！！

はじめまして、鯉太朗です。
僕には、2人のお姉ちゃんが
います。毎日可愛いね♡っ
て遊んでくれて幸せ者です。
おしゃべりがとても大好き
でお話ししてくれると笑い
が止まりません。町で会った
らぜひ声をかけてねー!! 抱
っこもしてねー♡♡

H29. 6. 14 生
【両親】一穂・依理香
【住所】栄町２

H29. 5. 5 生
【両親】旭・あかね
【住所】鬼脇2

尾上鯉太朗
おの うえ ろうこい た

くん く ん安 達 省 己
あ だち せい み


