一般コース 第1位
チーム名「ゆかいな仲間たち」

特別コース 第1位
チーム名「ゴットスピード」

みんなの走りで、厳しい残暑も吹き飛ばせ！
〜利尻富士町開町130年 町名変更20年記念
第23回 防犯・交通安全さわやか駅伝大会 より〜
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北海道 利尻富士町

広報

9月号

The 130th anniversary in open town

No.220
町のホームページは毎日更新されています。 以下のアドレスからご覧ください。

http://town.rishirifuji.hokkaido.jp/
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特 集 利尻富士町内に光ファイバー網を整備！

地域情報通信基盤整備事業について
現在、利尻富士町では、総務省補助事業の採択（利礼三町連携主体による）を得て、町内に光フ
ァイバー網を敷設し、平成7年の設置以来、老朽化が著しく激しい「防災行政無線」の代わりとな
る「IP（アイピー）告知端末」の整備や、これまで「ブロードバンドゼロ地域」とされていた町内
の一部地域も含め、町内全域に「超高速インターネットサービス」が一般家庭等で利用可能となる
「地域情報通信基盤整備事業」を進めております。
既に本事業に係る事業概要や工事概要等については、各戸配布によりご案内しており、又、本年
5月中旬から皆様方のご協力の下、ＩＰ告知端末の設置に係る事前調査（利尻富士町の腕章を着用
した調査員が訪問）についてもほぼ終了しております。
今後、9月末〜3月を目処に宅内への光ケーブルの引込工事や機器設置工事が予定されておりま
すが、今回は町民の皆様に本事業（告知端末等）に関するQ＆A等を掲載致します。

Ｑ．「ＩＰ告知端末」の大きな特徴はなんですか？
Ａ．本事業で設置される「IP告知端末」ですが、特徴は大きく分けて2つあります。
１つ目としては、これまでの「防災行政無線」と同様に災害情報や行政情報を
自動音声で提供できるほか、液晶画面を搭載しており、外出時等に放送を聞き逃
した場合でも、画面上に履歴として標題（例：「役場からのお知らせ」）が表示さ
れるので、タッチして頂ければ再生できる機能があります。
IP告知端末
２つ目として、本機には一般の固定電話のように「受話器」と「ダイヤル（プ
ッシュボタン）」が搭載されており、町内の告知端末同士であれば無料で通話ができる仕組みになってお
ります。（テレビ電話機能を搭載）
但し、町外（利尻町や島外）や携帯電話には繋がりませんので、町外へは従来どおり固定電話や携帯電
話からの通話となります。尚、告知端末の電話番号は、一般の固定電話を使用されているお宅については
同じ電話番号が付与されます。（※固定電話を使用されていないお宅については、任意の番号が付与され
ます。）
（※上記については、機器設置工事の際に工事担当者より改めて取り扱い説明があります。又、簡易な操
作説明書も町で作成し配布を検討しております。）

Ｑ．これまでの「防災無線（戸別受信機）」はどうなるの？
Ａ．「ＩＰ告知端末」の設置に伴い、事実上不要となりますが、
ＩＰ告知端末の運用開始予定が平成23年4月1日であるため、
３月末までは従来どおり、「防災行政無線」で放送します。
４月の運用前に「ＩＰ告知端末」が宅内に設置される予定
ですが、運用が開始されるまでは、「防災無線」を撤去する
ことのないよう、充分ご注意
願います。具体的な撤去時期
や処分方法については、これ
から町で検討し、再度皆様方
に周知致します。
これまでの防災行政無線

Ｑ．防災無線では雑音等で聴きにくい
事もあったが、ＩＰ告知端末でも同じ
現象が起こるのか？

Ａ．これまでは、気象条件や設置位置に
よっては、雑音等で電波障害が多く聞
きにくい状況にあり、ご迷惑をおかけ
しましたが、今後は光ケーブル（有線）
で接続される事により、クリアな音声
情報を提供できます。
又、音量についても防災無線同様に、
告知端末で調整できます。（※災害時
の緊急放送等は自動的に最大音量で放
送されます。）
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Ｑ．告知端末の設置は場所を取るので、今までの防災無線のように壁掛けできますか？又、どのような場
所へ設置したらよいですか？

Ａ．基本的な端末の設置イメージは以下のとおりとなっておりますが、壁掛け等の高い位置への設置は、
通話機能や液晶画面が搭載されているため、望ましくありません。
設置機器については、「①ＩＰ告知端末」の他に「②ＯＮＵ（回線終端装置）」及び「③ＵＰＳ（停電
時電源供給装置）」の３つが設置（ケーブルの長さも限られる）されるため、設置場所は従来の一般固定
電話を設置している近く等、手の届く位置に設置されるのが一番理想的です。そのため新たに設置に必要
な置き台等を用意していただく場合もありますが、何卒ご了承のうえ、設置場所の確保についてご協力を
お願い致します。

①
②

①ＩＰ告知端末
災害情報等提供用の端末です。
②回線終端装置
光信号を電気信号に変換する装置です。
③ＵＰＳ ※無停電電源ユニット
停電時等に電源供給する装置です。
（約1時間）

③

各戸に配置される機器設置イメージ
（注：一部実際設置される機器と異なる場合があります。）

Ｑ．これまでの防災無線とは異なり、今後は有線
での放送となるが、停電時の対応は？

Ａ．停電時については、上記の設置イメージ③に

のか？

Ａ．本事業の告知端末等の機器設置に伴う、宅内へ

ある「ＵＰＳ（停電時電源供給装置）」から、
①の「ＩＰ告知端末」へ１時間程度ですが、電
源を供給する仕組みになっており、その間は放
送も通話も可能となっております。
ＵＰＳについては、常に充電状態にあり、停
電復旧後も自動的に充電されるようになってお
ります。（注：常時告知端末と接続する必要が
あります。）

Ｑ．本事業では、告知端末の設置の他にどのような

Ｑ．機器設置工事の時期に不在（島内にいない

Ａ．本事業では、告知端末機の設置の他に「高速イ

等）となる予定だが、その場合はどうしたら良
いか？

Ａ．機器設置工事の予定時期については、9月末
〜3月頃であり、順次各家庭の訪問を予定して
おりますが、戸別に「どの地区にいつ頃訪問す
る」という予定が立っていないため、不在とな
る場合については事前に役場総務課（TEL82−
1112）へご連絡をお願いします。
不在となる時期によっては、年内の工事ある
いは帰島（４月以降等）された後の設置工事と
なります。

本事業に関するご不明な点については…
役場総務課企画調整係（TEL 82−1112）へ
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Ｑ．告知端末等機器設置工事に係る費用負担はある

工事等に関するご不明な点については…
ＮＴＴ利尻工事事務所（TEL 84−2491）へ

の光ケーブル引込工事及び機器設置の工事について
は、町民の皆様方からの費用負担は一切ありません。
但し、防災無線同様に各機器には電源が必要なため、
これまでと同様に接続に係る月々の電気料のみ発生
しますので、ご了承下さい。

サービスが受けられますか？

ンターネットサービス（ＮＴＴ提供のフレッツ光）」
が受けられます。
これまで町内の一部においてブロードバンドゼロ
地域（ＩＳＤＮ）であった地域はもちろんの事、町
内全域で、高速で快適なインターネットサービスの
他、
「映像サービス（ひかりＴＶ）」や「ひかり電話」
等のサービスをご提供頂けます。但し、本サービス
の提供を受ける場合は、光ケーブルを告知端末用の
他にもう１本、ケーブル引込みの工事（別途有料）
が必要となります。（※注1、2）
※注１

本サービスについては、個別にＮＴＴとの契約が必
要となり、有料（月額利用料（5,640円＋オプション料）
）
となります。
※注２ 引込工事に際しては、宅内調査の際に事前の利用意
向の確認をとっておりますが、希望される方はお早目
に役場総務課へお申し出下さい。尚、事前に利用意向
を頂いた方については、告知端末の配線引込工事と同
時に「フレッツ光」用ケーブルの引込工事を行います
が、随時利用希望の方については、工事時期が遅れる
場合があります。
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平成22年度
コミュニティ助成事業
助成 業

7月27日

30日

〜

「親子ふれあい自然体験2010」
7月27日から3泊4日、町内親子を中心とした総勢38名で「親子ふれあい自然体験2010」を行いま
した。士別市つくも少年の家を拠点に、ラフティングやニュースポーツ、羊毛クラフトなど島では体
験できないさまざまな体験活動を行うことができました。豊かな体験活動を通して、子どもたちの心
身の健やかな成長と、地域コミュニティの活性化が期待されます。

参加者の声
⬅自炊体験で焼肉
飯ごうでご飯も炊
きました！

⬇羊毛クラフト
小さくまとめるのが
難しかった！

⬅ニュースポーツ体験
ドッヂビーを誰が一番
遠くへ飛ばせるか競争
しました！

⬅ラフティング
ボートにのっている
時、「中にはいれ。」
で中にはいったら、
ボートがひっくりか
えりそうになるのが
おもしろかったです。
水にぬれるとしゃっ
こかったです。
（2年 Y.I）

て前
今回の自然体験を通し
たり、
よりも色々な人と接し
で良
仲よくできたりしたの
いと
いしゅうかくがいっぱ
良か
れた。自然体験に来て
）
った。（一部抜粋
（中1年 S.Y）

「親子ふれあい自然体験2010」は、財団法人自治総
合センターのコミュニティ助成事業により実施しました。
この事業は、同センターが全国自治宝くじ普及広報事業
費として受け入れる受託事業収入を財源として、住民の
コミュニティ活動を促進し、その健全な発展を図るとと
もに宝くじの普及広報を目的に行われています。
様々な自然体験活動を行う今回の活動を通して、地域
のコミュニティ活動の一層の発展に寄与することが期待
されます。

宝くじは
豊かさ築く
チカラ持ち。
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連載㉔

南浜獅子神楽
タイムスりっぷ

わが町には、明治時代から伝え続けられてきた神楽があり
ます。

それは、「南浜獅子神楽」と呼ばれるもので、明治時代の中ごろ、富山県からの移住者に
よって南浜地区に持ち込まれた郷土芸能の1つです。
この神楽は、南浜の富士沼神社に奉納されてから、昭和43年鬼脇の北見神社に移される
まで南浜地区の娯楽として親しまれていました。
はやしかた

この神楽の演じ手は、囃子方2名、笛数名、獅子は6名（頭役1、胴幕4、しっぽ1）、天
狗2名（大天狗1、タラの頭でできた天狗面をつけた「まねこき」と呼ばれる道化役の小天
むかで

し し

しんみなとし ほうじょうづ

狗1）です。獅子の幕を持って舞う百足獅子の系統で、新湊市放生津が源流地と考えられ
ています。舞は祈りから豊漁や感謝の舞にいたる10種類で構成され、豊漁を願う漁師町の
舞としては数少ないものの1つです。
昭和43年に町の無形民俗文化財に指定され、保存会を結成、56年から鬼脇青年団を中
心とした若獅子会が活動を担っていました。さらに昨年まで利尻小学校の教育活動の一環
として舞われていましたが、現在は、鬼脇公民館において小学生16名が大人の指導を受け
ながら、伝統を守り続けています。

鬼脇の街中で舞われる獅子神楽（菅沼有善氏撮影、昭和34年6月25日）
ご意見や情報は、教育委員会
5

山谷（電話82−1370）までご連絡下さい。
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保健師だより

福祉課すこやか保健係

7月から（2回／月）ナイターウォーキングを始めています！利尻富士町では、平成20年より「すこ
やかロード」として、鴛泊地区に3コース・鬼脇地区に3コースのウォーキングコースがあります。
（※地図は下記の場所に設置されています。
）
日頃から、健康のために何か運動を始めたいと思っている方、ダイエットを始めようと思っている方、
一人では歩く気がしない方など、多くいらっしゃると思います。そこで、一番身近な運動であるウォー
キングを始めてみませんか？ そのつど広報や防災無線でお知らせいたしますので、お時間のある方は、
是非参加してください！！

下記のウォーキングコースを使用しています！
！
〈鴛泊地区〉

〈鬼脇地区〉

※パンフレット設置場所：総合保健福祉センター フェリーターミナル 鴛泊セイコーマート
利尻富士町温泉保養施設 利尻漁協（本所・支所） 公民館・鬼脇支所
オタトマリ沼 亀一 富士旅館

川一

ご不明な点がありましたら、保健センター（電話 82−2320）までご連絡下さい。

交通安全指導車・チャイルドシートが寄贈されました！
ＪＡ共済連北海道より、農村地域等における交通事故対策等の一環とし
て交通安全指導車両１台及び乳幼児・児童用のチャイルドシート・ジュニ
アシート６台の寄贈を受けました。今回の寄贈については、地域における
交通事故対策の喫緊の課題等に対応するため、平成22年度におけるＪＡ共
済連北海道及び各農業協同組合の社会貢献活動として、各種の啓発活動に
寄贈された交通安全指導車
取り組もうとする自治体に対して、交通安
全指導車を寄贈し、安全・安心な地域づくりを支援しようとするもの。
７月８日には役場前にて寄贈式を実施。ＪＡ稚内の寺本組合長（写
真：右から２番目）より「地域住民の交通安全、万一の事故に備え皆
様が安心できる地域社会づくりに役立てて頂きたい」とのお言葉を受
け、吉田町長も「寄贈の趣旨に賛同し、交通事故撲滅に向けての周知
7月8日 寄贈式の様子
に役立てたい」とお礼のことばが述べられました。
6
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6人の

を
ん
ゃ
ち
赤
な
気
元
紹介するよ！

はたけ なか

畠中

しゅん

駿く ん

こんにちは、僕は、駿です。
体は、少し小さいけど、体
のわりには、沢山ご飯を食
べ、毎日、元気いっぱい遊ん
でいます。
みかけた時には、 遊ん
でね。
みなさんよろしくね！
！

H21. 11. 26 生
【両親】栄明・笑
【住所】鬼脇1

ふく

し

きょう へい

福 士 恭 平く ん
H21. 12. 25 生
【両親】吉則・さち子
【住所】栄町1

はじめまして、恭平です。
僕 の 名 前 は 兄 弟 仲 良く、
そして大地の様に広がる人
生をという意味があるんだ
よ。お兄ちゃんの事は大好
きで、追い掛けて一緒にウ
ルトラマンで遊んでるんだ。
僕を見かけたら声を掛けて
ね。

こんにちは、結凪です☆
ちょっと大きめで、同じ冬
産まれのお姉ちゃんのおさが
りが、微妙に合いません（涙）。
最近は、お姉ちゃんを保育
所にお迎えに行くのがとって
も楽しみです。
極度の人見知りで泣いて
ばっかりだけど…よろしくお
願いします!!

はじめまして凛太郎です。
かっこいい名前はパパが
つけてくれました。最近やっ
と上手におすわりできるよ
うになりました。見かけたら
りんりんって呼んでね。

「弾駆」とかけまして、
「ホルモン」とときます。
その心は…
どちらも○○○○○です。
み なさ ん 、 か わ い がっ
てね！

わた なべ りん た ろう

やま

渡辺凛太郎 く ん

山 本 弾 駆く ん

H22. 2. 4 生
【両親】勇樹・美鈴
【住所】本町

町税納期
の

お知らせ
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はじめまして瑛太です。
ぼくは落ちつきがなく元
気いっぱいでじっとしてい
られないんだ!!
ながーいまつげと下がっ
たまゆげがじまんだよ。
みかけたら声かけてね。
みんな仲良くしてね。
よろしく。

もと

だん

かわ

むら

えい

た

川 村 瑛 太く ん
H21. 12. 2 生
【両親】英隆・未来
【住所】鬼脇1

くろ

かわ

ゆう

な

黒 川 結 凪 ちゃん
H22. 1. 13 生
【両親】哲義・由希
【住所】栄町1

く

H22. 2. 18 生
【両親】貴幸・美香
【住所】清川

◎11月 1 日 町道民税（3期）、国民健康保険税（4期）
◎11月30日 固定資産税（4期）、国民健康保険税（5期）
◎12月27日 国民健康保険税（6期）
町税や口座振替手続きについてのお問い合わせは…
役場総務課税務係（TEL 82−1111）
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裁判員制度

〔選任手続の流れ〕

まもなく名簿記載通知を発送します！

今年

【10月中旬〜下旬】
名簿の作成

★裁判員候補者名簿ができるまで
裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿からくじで
無作為抽出した名簿を基に、全国の地方裁判所で作成されます。
裁判員候補者名簿に登録される人数は、予想される裁判員裁判対象事件の
数などによって毎年変動しますが、平成23年分の名簿に登録される人数は、
全国で約31万6千人です（有権者全体に占める割合は、約330人に1人）
。

【11月中旬】
候補者への通知
調査票の送付

★裁判員候補者名簿記載通知について

来年以降

平成23年の裁判員候補者名簿に登録された方には、本年11月中旬に名簿に
登録されたことの通知（名簿記載通知）をお送りします。この通知は、来年
２月ころから平成24年２月ころまでの間に裁判所にお越しいただき、裁判員
に選ばれる可能性があることを事前にお伝えし、あらかじめ心づもりをして
いただくためのものです。
なお、この段階では、まだ具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわけで
はありませんので、すぐに裁判所にお越しいただく必要はありません（実際
に裁判所にお越しいただくことになった場合には、別途お知らせします）。

【裁判の6週間前まで】
選任手続期日のお知らせ
（呼出状）
・質問票の送付
【裁判の当日】
選任手続

★お誕生おめでとうございます★
氏

名

月日

須田 海司（かいじ）４.８
矢田 蓮允（れいん）５.19
川村 隼叶（はやと）６.２
杉本 直太（なおた）６.16
川村
栞（しおり）６.22
佐藤 周宥（しゅうすけ）７.14
入井 美紅（み く）７.16
熊中 夢明（ゆ め）７.17
福士 希愛（の あ）７.18
加賀谷美緒（み お）７.30

保護者

続柄

住

所

日出海・麻弥
充貴・あやの
伸一・さゆり
旬 ・淳子
敏幸・美弥
玄 ・有美
一美・由美子
収 ・真衣
明人・沙織
光輝・弘美

長男
長男
長男
二男
長女
長男
長女
長女
三女
長女

栄町２
栄町１
鬼脇１
栄町２
栄町１
栄町１
栄町１
鬼脇１
栄町２
栄町１

♡ご結婚おめでとうございます♡
月日
４.22
６.18
６.20

氏

名

住

所

三浦 淳志 栄町１
兒玉 恵美 利尻町
佐藤 浩一 清 川
安田 直子 清 川
小玉 幹嘉 本 町
北村 香奈 利尻町

◆お悔やみ申しあげます◆
氏
上野
澤
山口
米谷
上田
田村
小澤

編

集

名

月日

敏弘
圭子
フデ
清志
健
紀弘
亮

４.８ 83歳 富士岬
４.８ 71歳 栄町１
４.８ 88歳 雄忠志内
５.13 91歳 本 泊
５.15 82歳 富士岬
５.16 70歳 旭 浜
５.20 85歳 清 川

後

年齢

住

所

氏

名

加路 定昭
鈴木 きそ
長谷川フミ
山上 シナ
白戸 豊惠
平郡 繁志
川村 猛喜

年齢

住

所

６.１
６.２
６.４
６.24
７.13
７.15
７.28

76歳
80歳
98歳
89歳
90歳
78歳
76歳

港 町
栄町１
秀峰園
港 町
鬼脇２
秀峰園
本 泊

人口のうごき （平成22年8月末現在）

記

今年の夏は天気の良い日が多く、９月になっ
ても残暑が厳しいですが、イベントも一通り終
わり、あとは秋が来るのを待つだけと言った感
じでしょうか。気温は、まだまだ高くても、日
が落ちるのは早くなって来ていますので、これ
からの時期は今まで以上に交通安全を心がけて
くださいね。
また、季節の変わり目は体調を崩し易いので、
体調管理に気をつけて、元気に秋を楽しみまし
ょう！

月日

男

1,860日
9月13日現在

（7月15日1,800日突破！
！）
デイライト運動実施中

女

計

世帯

鴛泊

985 1,068 2,053

904

鬼脇

425

902

490

477

合計 1,410 1,545 2,955 1,394
昨年

△ 6

△ 6

△12

△ 5
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