
平成23年 9月号

豊漁を願い、伝統の「南浜獅子神楽」を舞う！
　　　　　　 ～平成23年 鬼脇地区 北海島まつり より～

No.223

広報

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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広報「りしり富士」9月号広報「りしり富士」9月号

　４月の運用開始から約半年が経ち、町民の皆様には、役場・漁組からの放送やテレビ電話な
どで、ご活用頂いておりますが、「ＩＰ（アイピー）告知端末機」に関して、下記の点に注意し
てご使用いただきますようお願い致します。

①端末機に不具合があった場合の対応について
　　端末機に不具合（放送が流れない、電話機が使用できない等）が生じた場合は、電器店や電気工
　事業者等ではなく、まずは役場総務課企画調整係（82－1112）へ御一報ください。お電話にて不
　具合の状況等を聴取したうえで、機器の不良が疑われる場合は、役場経由で指定業者へ修理や機器
　調整等を依頼します。また、役場職員が端末機の調整にお伺いする場合もあります。

②告知端末機からの公共施設（役場等）への電話について
　　役場庁舎に限っては、防災対策用で数台しか設置しておらず、又、内線機能を兼ね備えていない
　ため、ご家庭の端末機から役場への連絡については、ご遠慮下さいますようお願い申し上げます。
　（役場への連絡は従来どおり、固定電話か携帯電話にてお願い致します。）
　　尚、その他の公共施設については、各施設事務所等に１台設置されておりますので、連絡は差し
　支えありません。

③冬期間留守にする場合の、電源の切り方について
　　４月にお配りしております、説明書「電源の正しい切り方」に添って電源をお切りください。ま
　た、電源の切り方が分からない場合は、役場総務課企画調整係にご連絡頂きますと電話でご説明又
　は、職員がご自宅の端末機の電源を切る作業を行いに伺います。なお、電源を切る際は、電源コー
　ドをいきなり抜いたりしないようお願いします！（故障の原因となる恐れがあります。）

④お引越しをされる方、家を新築される方について
　　新築の場合は、線の引き込みや端末の設置が必要になりますし、既に端末機が設置されている住
　居に入られる方も電話番号等の設定変更が必要になります（そのままでは前入居者の電話番号のま
　まです。）ので、役場総務課企画調整係までご連絡ください。なお、現在お住まいの住宅等より退去
　される場合等も、ＩＰ告知端末機は、町から町民へ貸与しているものですので、無断で撤去したり、
　勝手に持ち運ぶことのないよう、事前に必ず総務課企画調整係へご連絡をお願い致します。

⑤旧防災無線の外部アンテナについて
　　旧防災無線の外部アンテナが、家の壁に付いている、又は、外部アンテナと柱が敷地内に立って
　いるご家庭は、9月下旬から11月下旬までの間に順次、町と契約しました業者が、撤去作業を行い
　ます。それに伴ない、撤去の有無を確認する電話や、直接家に訪問する場合がありますので、ご協
　力願います。なお、撤去費用については全額、町が負担致します。

その他、IP告知端末機に関してご不明な点などありましたらその他、IP告知端末機に関してご不明な点などありましたら
役場総務課企画調整係（82－1112）までお問い合わせ下さい。役場総務課企画調整係（82－1112）までお問い合わせ下さい。
その他、IP告知端末機に関してご不明な点などありましたら

役場総務課企画調整係（82－1112）までお問い合わせ下さい。

ＩＰ告知端末機ＩＰ告知端末機
についてについて
役場からのお願い役場からのお願い

ＩＰ告知端末機ＩＰ告知端末機
についてについて
役場からのお願い役場からのお願い

ＩＰ告知端末機
について
役場からのお願い

IP告知端末機IP告知端末機
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広報「りしり富士」9月号広報「りしり富士」9月号

　３月の東日本大震災で被災し、漁船を失った宮城県気仙沼市旧本吉町の漁師さんた
ちのもとに利尻富士町から９隻の和船と船外機３機が送られました。
　この９隻の和船は、６月に開催された「利尻島一周悠遊覧人G」に参加していた、
宮城県人会の中澤和一氏の協力要請を受け、町内の漁師、漁業関係者に呼びかけ、ご
好意により提供して頂いた船で、一度はその役目を終えましたが、離れた宮城県・三
陸の海で復興のために再び漁師さん達と共に活躍することでしょう。

気仙沼市旧本吉町の漁師さん達と、利尻富士町から贈られた和船気仙沼市旧本吉町の漁師さん達と、利尻富士町から贈られた和船気仙沼市旧本吉町の漁師さん達と、利尻富士町から贈られた和船

利尻富士町と交流のある
気仙沼市旧本吉町への応援メッセージも一緒に

9隻の内5隻は陸路で運ばれ
苫小牧、八戸などを経由し宮城県へ

復興への願いを込め、復興への願いを込め、
9隻の和船が被災地へ！9隻の和船が被災地へ！
復興への願いを込め、復興への願いを込め、
9隻の和船が被災地へ！9隻の和船が被災地へ！
復興への願いを込め、
9隻の和船が被災地へ！
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広報「りしり富士」9月号広報「りしり富士」9月号

　北海道教育大学旭川校の学生7名を招聘し、町内児童生徒76名の参加により開催された「夏休みチャ
レンジ教室」は、利尻富士町青少年健全育成町民会議（会長　亀田英樹）が主催となり、教育委員会、
校長会・教頭会の協力をいただき、短期集中講座を実施することにより教員をめざす学生とのふれあい、
自然とのふれあいを持ち、学ぶ意欲のある子ども達にたいして、学習機会や様々な体験を提供すること
をねらいとした事業です。　

平成23年度平成23年度
子どもゆめ基金助成事業子どもゆめ基金助成事業

平成23年度平成23年度
子どもゆめ基金助成事業子どもゆめ基金助成事業

平成23年度
子どもゆめ基金助成事業

「夏休「夏休みチャレンジみチャレンジ教室」教室」「夏休「夏休みチャレンジみチャレンジ教室」教室」「夏休みチャレンジ教室」

　流しソーメン体験や調理体験も体験メニューに取組まれてお
り、「おにぎり作り」では、子どもたちの調理体験が豊富なこ
とに驚かされました。

　この教室では、参加者の宿題や苦手教科克服のお手伝いを１
つの狙いにあげていますが、短い夏期講習だけではス～イスイ
とは簡単には行きません。北海道教育大学旭川校の監修のもと、
「苦手分野についてはできるだけ解らないところをそのままに
しない姿勢」、間違えた問題・出来なかった問題を解きなおすこ
とへの手助けを行いながら、復習を毎日少しづつ、コツコツと
積み重ねていく事の重要性を伝えました。

　沢山の地域の方々も講師として参加いただき、こうした事業
を通じて大人が子どもに関わる機会を増やす事が肝要と考え、
普段から子どもたちを見守れる「安全・安心なまちづくり」と
「青少年の健全育成の発展」につながることを願って活動して
おります。

8月8日 12～ 日
月 金
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広報「りしり富士」9月号広報「りしり富士」9月号

タイムスりっぷ

連載㉗
樺太（カラフト）～知られざる北の国境

写真左：稚内と樺太を結ぶ航路の発着点と
　　　　なった稚内北防波堤ドーム

写真右：稚内港築設の石材調達のため、爆
　　　　破されるペシ岬

＊写真は、いずれも稚内市教育委員会所蔵

　樺太にまつわる資料や写真、情報につい
ても随時お持ちしています。
　　（教育委員会　山谷：電話82－1370）

　りっぷ館２階で
は、利尻の古代遺
跡展も開催中です。
あわせてご覧くだ
さい。

　宗谷地方は、ロシアとの国境に位置する日本最北端の地域
です。

　宗谷から50kmほど離れたサハリンは、昭和20年まで、その南半部が日本の領土であ
り、樺太と呼ばれていました。そして終戦間近、樺太へのロシア侵攻の影響により、樺太
に暮らしていた日本人が引揚者となり、宗谷地方各地にも多くの方が移り住みました。
　利尻富士町でも引揚者およびその子孫の方々が多く住まわれています。そのため教育委
員会では、北海道大学総合博物館の協力を得て、博物館が所蔵している旧日本領時代の
「国境標石のレプリカ」をメインに、稚内市立図書館所蔵の「樺太絵はがき」を、9月27
日から10月23日まで、温泉近くのカルチャーセンターに展示しました。ぜひご来場いた
だき展示をご覧ください。
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広報「りしり富士」9月号広報「りしり富士」9月号

　平成23年度の利尻富士町防災訓練を9月9日（金）に
実施しました。本年は先の東日本大震災を受け、「北海
道日本海沿岸でマグニチュード６の地震が発生し、大
津波警報が発令された」という想定で、鬼脇・金崎・
沼浦・南浜・野中地区を対象に行いました。当日はあ
いにくの雨でしたが、計100名以上の方に参加して頂
くことができ、町民の皆さんの防災に対する関心の高
さを伺うことができました。

　9月～11月は一年で最も降水量が多くなる季節です。台風や前線による大雨の他、積乱雲の発達
による局地的大雨にも注意が必要です。
　局地的大雨や集中豪雨では、低地の浸水や河川の急な増水・氾濫、土砂災害によって大きな災害
が発生することがあります。
　今後の台風の上陸や大雨に備え、今一度災害への対策について確認しましょう！

（1）影響が出る前に
　・風で飛びそうなものは屋内に片付ける又はしっかり固定する。
　・屋根や壁、煙突、アンテナの補修は早めに。

（2）影響が出ている時
　・テレビやラジオ、インターネット等で最新の情報を入手。
　・市町村からの避難指示や避難勧告等のお知らせに注意し、浸水や土砂
　　災害のおそれのある地域では早めに自主避難。
　・できるだけ屋外に出ない。決してアンテナや雨漏り修理のため高いと
　　ころに上がらない。また、河川や海岸、急な傾斜地に近付かない。

（3）影響が弱まった時
　・雨が弱まっても、河川の増水や土砂災害の危険があるので、河川や急
　　な傾斜地には近付かない。

・避難場所（学校・自治会館等）として指定されている場所への避難経路の確認。
・普段から家族で避難場所や連絡方法などを話し合っておく。
・非常用品（懐中電灯・携帯ラジオ・救急薬品・衣類・非常用食料・貴重品）の確認。

～ 防災に関してご家庭で心がけてほしいこと ～

平成平成２３年度年度
防災訓練を実施防災訓練を実施!
平成２３年度

防災訓練を実施!

台風・大雨に対する心構え台風・大雨に対する心構え

台風・大雨に備えましょう！！台風・大雨に備えましょう！！台風・大雨に備えましょう！！

避難場所（利尻小学校）避難場所（利尻小学校）

本部本部

避難場所（利尻小学校）

本部
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2人の人の
元気な赤ちゃん

を
元気な赤ちゃん

を

　　　紹介するよ！　　　紹介するよ！

2人の人の
元気な赤ちゃん

を
元気な赤ちゃん

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！

プニプニほっぺとムッチムチ
の手足がチャームポイントの
天内家の3番目です。
2人のお姉ちゃんが大好きで
一緒に遊ぶと大きな声を出
して大喜び。踊ってみせると
大興奮。最近はお座りが上手
になり、その姿は貫禄十分。
どうぞよろしくお願いします。

はじめましてライムです。
毎日、にんにとねんねに手荒
く！？あそんでもらってまぁ～
す。
今は、ハイハイの練習をがん
ばってます。
大家族に産まれたんだけど
人見知りがすごくて、ただ今、
克服中です！！
みなさん、よろしくね。

H23. 2 . 17 生
【両親】宏之・道代
【住所】栄町2

H22. 12 . 9 生
【両親】匡・園江
【住所】栄町1

前 田 来 夢
まえ だ らい む

ちゃん くん天 内 陽 翔
あま ない ひ かる

広報「りしり富士」9月号

　税関では戦後、海外から引き揚げて来られた方々からお預かりしました。約87万件の下記のような
未返還の保管証券類をお返ししております。

戦後海外から引き揚げて来られた方々へ戦後海外から引き揚げて来られた方々へ

●終戦後、海外から引き揚げて来られた方々が、上陸地の税関・海運局に預けられた通貨・証券
●帰国前に樺太（真岡、大泊、豊栄、留多加など）、満州（瀋陽、吉林、撫順、鞍山など）にあ
　った在外公館、日本人自治会に預けられた通貨・証券等のうち日本に返還されたもの。

◎10月31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26日　国民健康保険税（6期）

　返還の請求はご本人だけでなく、ご家族の方々でも構いません。「もしかしたら家にも…」とお気付
きの方は、お気軽に最寄りの税関までお問い合わせ下さい。
■お問い合わせ先
　函館税関監視部統括監視官部門【〒040－8561 函館市海岸町24番4号 函館港湾合同庁舎】
　　電話：0138－40－4244　又は最寄りの税関支署・出張所まで
　稚内税関支署【〒097－0001 稚内市末広5丁目6番1号 稚内地方合同庁舎】電話：0162－33－1075

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（☎82－1111）

【保管証券類とは】
　税関が保管している通貨・証券類には、携帯輸入が禁止された一定額を超えたものについて上陸港で
引揚者から税関で預かった「上陸港扱いの保管物件」。外地からの引き揚げの際、在外公館又は日本人
自治会へ寄託され、最終的に税関に移管された「外地扱いの保管物件」があります。

戦後海外から引き揚げて来られた方々へ戦後海外から引き揚げて来られた方々へ

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
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広報「りしり富士」9月号

世帯計女男

鴛泊

鬼脇

合計

昨年

人口のうごき（平成23年８月末現在）編　　集　　後　　記

発行／利尻富士町役場　　　企画・編集／総務課企画調整係（☎82－1112）　　　印刷／株式会社 国境
ホームページ　http://www.town.rishirifuji.hokkaido.jp/　　E-Mail:kikaku@town.rishirifuji.hokkaido.jp

　今年も町内ではたくさんの夏のイベントが行わ
れ、町民の皆さんにはご参加・ご協力頂きありが
とうございました！
　特に８月に開催された「利尻島一周ふれあいサ
イクリング2011」は利尻富士、利尻、両会場合わ
せて500名近くの参加者がおり、多くの方に利尻
島の自然と触れ合って頂けたかと感じています。
来年も町内イベントへの沢山の方のご参加をお待
ちしてます！

　北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者（臨時、パートタイマー、
アルバイト等を含む）に適用される北海道最低賃金（地域別）が次のとおり改定されます。

最 低 賃 金 額

効力発生年月日
705円時間額

北 海 道 最 低 賃 金北 海 道 最 低 賃 金北 海 道 最 低 賃 金
「必ずチェック最低賃金！  使用者も労働者も」

平成23年10月6日
厚生労働省　　北海道労働局　　労働基準監督署（支署）

デイライト運動実施中
（8月19日 2,200日突破！！）

　　氏　　　名　　　月日　　保護者　　続柄　住　所
廣島　海羽（み　う）4.12　 誠 ・千春　長女　栄町1
三上　　奨（しょう）5.22　孝広・ 希 　三男　清　川
廣澤　一心（いっしん）5.24　一徳・恵美　長男　栄町1
村谷　翔基（しょうき）6.16　広大・千春　長男　栄町1
寺島　信源（しんげん）6.24　信宏・登紀江　長男　鬼脇1
小堀　凌典（りょうすけ）6.27　竜治・さやか　長男　栄町1

★お誕生おめでとうございます★

2,238日 965

418

1,383

1,048

474

1,522

2,013

892

2,905

894

486

1,380

△27 △23 △50 △14

　氏　名　　月日　年齢　住　所
兵庫　保治　4.5　86歳　野　塚
髙柴　和広　4.22　53歳　大　磯
寺田　ミヨ　4.23　90歳　栄町2
川上　　剛　4.25　50歳　清　川
三浦　良次　5.1　92歳　秀峰園
二階堂スミエ　5.3　83歳　湾　内

　氏　名　　月日　年齢　住　所
三浦幸一郎　6.9　89歳　野　中
藤田　久市　6.24　84歳　港　町
味噌　　等　7.7　76歳　鰊　泊
一橋ノリ子　7.14　81歳　本　泊
後藤　文昭　7.26　56歳　沼　浦

◆お悔やみ申しあげます◆

月.日　　　氏　名　　住　所
4.17　岡田　江児　本　町

　川部　久美　本　町
5.1　寺田　雄基　大　磯

　髙橋　真紀　栄町1
5.16　山中　昭奈　栄町2

　安田　菜摘　栄町1
7.20　岩木　利浩　港　町

　立花しのぶ　港　町

♡ご結婚おめでとうございます♡

9月26日現在

広報「りしり富士」9月号


	p01
	p02
	p03
	p04
	p05
	p06
	p07
	p08

