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劇団四季 利尻公演 平成26年8月18日・19日
「魔法をすてたマジョリン」開催！

利尻町マスコットキャラクター

利尻島の特産「利尻こんぶ」をモチーフに、体には日本の百名山の１つ「利尻山」が描か
れ、額には、町花の「エゾカンゾウ」が輝いています。背中には、「エゾバフンウニ」と
「キタムラサキウニ」が付いています。№1ポーズで全国にアピールしています。

名
前：りしりん
生年月日：2011年誕生！！
身
長：利尻昆布（3等）の2枚分
体
重：ウニ200個分
出 身 地：利尻町（利尻島）
性
格：明るくて元気
趣
味：食べること
自然に触れ合うこと
沢山の人に会うこと
友
達：りっぷくん・りっぷちゃん（利尻富士町）
あつもん（礼文島）

利尻こんぶ

エゾカンゾウ

エゾバフンウニ

キタムラサキウニ
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利尻島一周
悠遊覧人Ｇ

【利尻町内】
利尻島一周悠遊覧人Ｇ
クルーズ船歓迎セレモニー
りしり浮島まつり
利尻町の盆踊り大会
利尻島一周ふれあいサイクリング
各種イベント

クルーズ船

【利尻町外】
歓迎セレモニー
札幌市：サッポロビアガーデン
（ステージＰＲ、特産物ＰＲ）
東京都：北海道フェアin代々木
（ステージＰＲ、特産物ＰＲ）
滋賀県：ご当地キャラ博in彦根
（ステージＰＲ、特産物ＰＲ）

東京都：
北海道フェア
in代々木

2014年のりしり浮島まつり
で、りしりん音頭を作っても
らったんだよ。
簡単な歌と踊りなので、覚え
てくれたらうれしいな。
ソレ！りしりん りしりん
りしりんりん りしりん音頭♪

滋賀県：
ご当地キャラ博
in彦根
沓形フェリーターミナルにて
りしりんグッズ販売中です。
りしりんＴシャツ、りしりん刺
繍入りポロシャツ、りしりんボー
ルペン、ストラップ等販売中です。
沓形フェリーターミナル
6月〜9月末
利尻町役場 観光案内窓口
10月より
午前9時〜午後5時
※通信販売はしておりません。
3

利尻町ホームページリニューアルのお知らせ
いつも利尻町ホームページをご覧いただき、誠にあり
がとうございます。このたび、「使いやすさ」・「見やす
さ」の向上を目指して、平成26年4月から利尻町ホーム
ページをリニューアルいたしました。なお、一部開設さ
れていないページがありますが、随時更新していきます。
今後とも、利尻町ホームページをよろしくお願いいたし
ます。

広報りしり・町勢要覧のデジタル版
ホームページリニューアルに伴い、広報りしり・町勢
要覧をホームページで見られるようになりました。なお、
デジタル版で見られるのは、平成23年8月号の広報りし
りからとなっております。

スマートフォン・タブレット対応
ホームページリニューアルに伴い、スマートフォンや
タブレットからも、利尻町ホームページが見られるよう
になりました。
ご自分の携帯電話から直接下記のアドレス（URL）を入力するか、下記に表示されてい
る、二次元バーコードをバーコードリーダーから読み取ることでもご覧いただけます。

利尻町ホームページ URL

サイトQRコード

http://www.town.rishiri.hokkaido.jp

SNSリンク
利尻町公式

利尻町公式

facebook

m i x i

利尻町公式

利尻町公式

Twitter

L I N E

利尻町公式

YouTube
何かご不明な点などございましたら、総務課防災広報係までお問い合わせください。

総務課防災広報係

TEL：0163−84−2345

FAX：0163−84−3553
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地域おこし協力隊員を
紹介します！
地域産業の活性化や町・団体が取り組む地域活性化事業に従事する
新たな人材を都市部から受け入れる「地域おこし協力隊」制度。利尻
町では、平成22年度からこの制度の活用を始めました。本年度9月か
ら1名の協力隊員を採用しましたのでご紹介いたします。
さ

氏名

の

こう

へい

佐 野 晃 平 さん

★出身地 大阪府岸和田市
★これまでの経歴
中学生の２年間を、海浜留学生として仙法志中学
校に通っていました。中学卒業後、大阪に戻り高
校・大学と進学し大阪の企業に就職するも、利尻
への思いが忘れられず、地域おこし協力隊員とし
て利尻町に戻って来ました。
★活動内容
観光振興推進員として、観光に関する業務全
般を行っています。
★島の第一印象
利尻島での生活は二度目ですが、都会と比べ
ると人間らしい時間を過ごせる場所であると、
あらためて実感しています。
★協力隊としての目標
利尻の魅力を余すことなく多くの人に伝え、経済・産業の発展に貢献したいです。
★趣味、特技
家電購入・サブカルチャー全般（漫画・音楽・ゲ
ーム・パソコン等）
★町民皆様へのメッセージ
地域おこし協力隊での活動は勿論のこと、夏場の
コンブ干し、冬場の雪かき等、地域の方々と触れ
合える時間を大切にし、多くの方に 佐野晃平 を
覚えていただけたらと思っていますので、皆様よ
ろしくお願いします。
〜上司（商工観光係長）から激励のメッセージ〜
観光に携わる私たちは、あなたの来島を首を長くして待っていました。感謝します。
観光スタイルが時代と共に変わってきている今、利尻に求められていることは何か、
島外の目線・お客様の目線で感じてもらえればありがたいです。若い発想力と行動
力を期待しています。
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第1回 利尻町防災キャンプ
平成26年8月30日（土）・31日（日）の2日間、第1回利尻町防災
キャンプを仙法志小学校体育館で開催しました。この防災キャン
プでは、大人のみならず子供への防災意識向上、基礎的な知識や
技術を習得し、あわせて災害時における避難所運営に必要な知識
などを身につけ、迅速な対応を図れるよう実施しました。
今回の参加者は70名でした。また、10月末に利尻町総合体育館夢交流館において、利尻
町防災訓練の一環で、第2回利尻町防災キャンプを行う予定です。前回参加出来なかった方、
前回の経験をもう一回試したいという方など、たくさんのご参加をお待ちしております。

1．初期消火（バケツリレー等）・ＡＥＤ講習・煙ハウス体験・津波発生装置体験

2．炊き出し訓練

3．防災講演会

4．避難所生活疑似体験
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「必ずチェック最低賃金！使用者も労働者も」

北海道最低賃金
北海道内で事業を営む使用者及びその事業

○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家

場で働くすべての労働者（臨時、パートタイ

族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外

マー、アルバイト等を含む）に適用される北

等割増賃金は算入されません。

海道最低賃金（地域別）が次のとおり改定さ

○最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、

れます。

最低賃金違反として処罰されることがあり
ます。

最低賃金額

時間額

○特定の産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、

748円

糖類製造業」
、
「鉄鋼業」
、
「電子部品・デバ
イス・電子回路、電気機械器具、情報通信

効力発生年月日

機械器具製造業」
、
「船舶製造・修理業、船

平成26年10月8日
厚生労働省

体ブロック製造業」）で働く者には北海道
の特定（産業別）最低賃金が適用されます。

北海道労働局

労働基準監督署（支署）

法務局職員による法教育・出前講座を受講してみませんか？
〜無料で法律や法務局に関連する内容の講義が受けられます〜
講座内容

会

【法教育】

【法教育】

◆
「ルールについて考えよう」

◆希望する学校

◆
「身の回りにある法律的な問題」

◆法務局会議室

【出前講座】

【出前講座】

◆相続登記手続・抵当権抹消手続

◆各種団体グループの会場

◆成年後見制度について等

◆法務局会議室

対象者

お問い合わせは

場

【法教育】

旭川地方法務局稚内支局へ

◆高校生・中学生

☎0162−33−1122

【出前講座】
◆各種団体グループ
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人権イメージキャラクター
人KENまもる君

人権イメージキャラクター
人KENあゆみちゃん

気象台一口メモ『秋の深まりと冬の訪れ』
〈日々の生活に役立てていただける情報〉
天気予報
10月上旬頃に見ごろを迎えます。この時期、
今日・明日・明後日の天気、気温、風の向
初雪、初霜や初氷（初めて氷がはること）等
きや強さ、波の高さ、降水確率
が観測され、次第に秋が深まり、冬の訪れを
発表：毎日 午前５時・午前11時・午後５
迎える季節となります。
時 修正は随時
日中は暖かくても内陸では朝晩は５℃を下
週間天気予報
回る冷え込みとなる場合があります。一日の
一週間先までの毎日の天気、気温、降水確
気温差が大きく、また、体調を崩してしまい
率
発表：毎日 午前11時・午後５時
がちです。体調管理や、衣服・寝具を暖かく
警報・注意報
する等の工夫が必要となります。
気象により災害の起きるおそれのあるとき
山々では一足先に冬が訪れています。稚内
（警報は重大な災害のおそれ）
地方気象台が観測している利尻山の初冠雪
発表：随時
（初めて山頂部が雪をかぶってふもとから白
気象情報
く見えること）は平年ですと10月３日です。
警報や注意報に先立つ注意の呼びかけ・警
ふもとではまだまだ気温の高い日もあります
報や注意報の解説と補完・社会的に影響の
大きな天候についての解説など
が、もみじ狩りやきのこ狩り等に軽装備で山
に登って遭難しないよう充分注意が必要です。 発表：随時
９月中旬頃から始まった紅葉は、例年では

また、夏と比べて、低気圧や気圧の谷が数

気象状況・天気予報の確認先
稚内地方気象台（☎0162−23−2678）
たい空気の影響を受けやすくなるため、天気
※稚内地方気象台ホームページURL
の急変やまとまった雨になることがあります。 http://www.jma-ne.go.jp/wakkanai/
季節の変わり目では特に最新の情報を使っ
index.html
て、体調管理やレジャーに役立ててください。 ※問い合わせ先
稚内地方気象台（☎0162−23−2679）
日おきに通過することが多くなり、大陸の冷

11月は、労働保険適用促進強化期間です！
事業主の皆さん、労働保険の加入はお済み
ですか。
労働保険に加入して、従業員の方々が安心
して働ける職場にしましょう。
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称
で、労働者の生活の安定、福祉の増進等を図
ることを目的に、国が直接管理運営している
保険です。農林水産業の一部を除き、労働者

を一人でも雇用する事業については、法人・
個人を問わず加入が義務づけられています。
問い合わせ先
厚生労働省北海道労働局総務部
労働保険徴収課（☎011−709−2311）
または最寄りの労働基準監督署・
公共職業安定所
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裁判員制度〜まもなく名簿記載通知を発送します！

選任手続の流れ
来年以降

裁判員制度は、平成21年５月21日から施行
され、平成25年には、7937人の方が裁判員と
して裁判に参加されています。
（同期間に判決
が言い渡された裁判員裁判は合計1294件です）

【10月中旬〜下旬】
名簿の作成

国民の皆さまの積極的な参加により、裁判
員制度は円滑に実施されています。裁判員制
度は、国民の皆さまのご協力なしには成り立
たない制度ですので、引き続きご理解とご協
力をお願いいたします。

【11月中旬】
候補者への通知
調査票の送付
来年以降

【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

☆裁判員候補者名簿記載通知について
平成27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28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。

【裁判の当日】
選任手続
☆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27年の名簿に登録
される人数は、全国で23万3800人です。
（選挙
人名簿登録者全体に占める割合は、約445人
に１人）
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（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）

〈名簿記載通知の発送用封筒〉
（平成25年11月送付分）

利尻町ふるさと応援寄附について
利尻町では、「心のふるさと利尻」を想う人々に寄附という形でまちづくりに参画いた
だき、「協働のまちづくり」を積極的に進め、最北の国立公園の美しい利尻島を守り育て、
個性豊かで活力あるまちづくりを一層推進するため、「利尻町ふるさと応援寄附」を募っ
ております。
本町の魅力ある政策を全国にＰＲしながら、内からは「誇れる地域」、外からは「憧れ
る地域」、「住んでみたい地域」となるよう、今以上の満足度とイメージの良い魅力的な
町をつくってまいります。
皆さんのご寄附が利尻町の未来を創ります。皆さんの心温まる応援を心よりお待ちして
おります。

●寄附を募集する事業内容
次の７つの応援メニューから選択いただき、寄附金はその応援メニューに関した事
業に充てさせていただきます。※指定がない場合は、町長が指定します。
１．環境保全に
関する事業

産業廃棄物有効活用事業
登山道整備事業
緑豊かな町づくり事業
ふるさと記念植樹（桜ロード）事業
利尻の自然環境に関する保護・保全事業

２．保健、医療、福祉に関する事業

医療技術者、介護福祉士の人材育成及び確
保事業

３．教育、文化活
動に関する事業

海藻クラフト普及事業
歴史的建造物保全事業
伝統芸能伝承事業
食文化や地域行事継承事業
その他、利尻特有の教育、文化推進事業

４．地場産業及び地域振興に関する事業 ウニ、ナマコ人工採苗及び中間育成事業
コンブ増産対策事業
商店街活性化及び振興対策事業
５．観光に関する事業

新たな観光スポット創出事業
冬のイベント及び観光誘致事業
海外及び国内観光客の誘致事業

６．国内及び国際交流に関する事業

都市との交流事業
国際交流促進事業

７．ＮＰＯ法人支援に関する事業

利尻町内のＮＰＯ法人支援事業
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●寄附金の募集方法

〜下記のいずれかで応募願います〜

※寄附金は一口5,000円を基本としますが、おいくらでも構いません。
（寄付金控除を受ける場合の最低額は2,000円となっております）
○電話によるお申し込み方法
…お電話いただければ申し込み・問い合わせができます。
■電話番号／利尻町役場 総務課企画振興係 0163−84−2345
○オンラインでのお申し込み方法
…ＷＥＢ上で必須項目を入力するだけで受付されます。
■利尻町ホームページURL http://town.rishiri.hokkaido.jp
（くらしのページ）
平成26年4月1日〜平成26年9月30日までに、次の方々からふるさと応援寄附がありました。
厚くお礼申し上げます。
（単位：円）

月日
4/4

氏
利尻町

名

匿名希望

金 額

月日

氏

金

名

200,000 6/30 洞但湖町 細川 順子 様

額

10,000

4/18 東京都 匿名希望

10,000 7/17 札幌市 匿名希望

5,000

4/24 埼玉県 匿名希望

10,000 7/25 札幌市 匿名希望

500,000

4/24 札幌市 伊藤 育雄 様

20,000 7/28 釧路市 成田 育夫 様

100,000

5/14 兵庫県 池田 甫 様

10,000 8/11 千葉県 匿名希望

5/19 札幌市 糸谷 克明 様

10,000

1,000,000 8/14 愛知県 佐賀山 美智子 様

10,000

5/30 札幌市 手塚 景子 様

10,000 8/14 札幌市 匿名希望

10,000

5/30 札幌市 津田 正春 様

5,000 8/21 網走市 匿名希望

10,000

6/2

札幌市

山脇

昭三 様

10,000 8/29 東京都 内野 真奈美 様

6/2

札幌市

木保

國雄 様

30,000 9/1

6/9

石狩市

藤井

政敏 様

6/9

小樽市

墨田

せい子 様

6/30 札幌市 中田 幸子 様

千葉県

匿名希望

4,000
100,000

100,000 9/22 茨城県 町村 勝俊 様

30,000

10,000 9/22 江別市 匿名希望
10,000
合計25件 2,224,000円
10,000

不動産や会社の登記事項証明書は

インターネットで かんたん証明書請求
が断然お得です！

簡

単

◆環境設定が一切不要！
すぐにご利用いただけ
ます！

便

利

◆自宅やオフィスから
◆手数料が窓口や郵送での
請求、即日（または翌日）
請求に比べ、お安くなります。
郵送します！
通常600円が、500円に！

「登記・供託ねっと」に今すぐアクセス！
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp

登記・供託ねっと
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低 料 金

検索

お問い合わせは

旭川地方法務局稚内支局へ
☎0162−33−1122

駐在所だより
1. 犯罪被害者支援活動の周知と参加の促進及び
犯罪被害給付制度の周知徹底
〜 社会に広げよう被害者支援の輪 〜
【犯罪の被害に遭われた方への理解を深めるために】
犯罪 被害に遭われた方
理解を深め ために
犯罪や交通事故、あるいは家庭内暴力の被害者は、犯罪などによる直接的被害だけでなく、
被害後生じる
●精神的ショックや、身体の具合が悪くなるなどの精神的被害
●医療費の支払いや休業等に伴う経済的負担
●捜査や裁判などの過程における精神的、時間的負担
●近隣の無責任なうわさ話やマスコミの取材、報道などによるストレス、不快感などの様々
な問題に苦しめられています。
中でも、最も深刻なものが精神的被害です。被害者は、事件・事故の直後に一種のショッ
ク状態が続くことがあり、
●恐怖感、自責感、不安感、怒り、復讐心、無力感、絶望感、孤独感、疎外感
●緊張、動悸、下痢、吐き気、不眠、悪夢、食欲不振、イライラ
●感覚・感情のマヒ、自分が自分でないと感じる、現実だという感覚がない、記憶・判断能
力の低下
など、身体にも心にも変調をきたすことが多いのです。
しかし、これは異常なことではなく、突然受けたショックで誰にでも起こり得ることです。
見た目には正常のようでも、感情がマヒし、現実感を失っていることもあります。
周囲の皆さんは、このような被害者の心理状態を理解した上で接することが大切です。

【被害者等のための各種相談窓口の積極的利用】
警察では事件や事故の被害に遭われた方や家庭内暴力、ストーカー、お子さんのいじめ問
題などで悩んでいる方などの相談を受け付けています。
また、事件や事故による心の傷が癒やされず悩んでいる方のために、民間被害者相談窓口
のカウンセラーがあなたの話をお聞きします。
事件や事故でお悩みの方は、勇気を出してご相談ください。
〈警察相談電話〉
●被害者相談
■性犯罪・少年相談110番（フリーダイヤル）0120−677−110
●一般相談
■専用電話 ＃9110（加入 0166−34−9110）
稚内警察署 0162−24−0110
〈民間被害者相談電話〉
■北・ほっかいどう被害者相談室（旭川）0166−24−1900

【犯罪被害給付制度の周知徹底】
犯罪被害給付制度は、故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族の方や障がい
が残ったり、一定の要件に該当する重傷病を負った被害者の方に対して、国が給付金を支給
する制度です。
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法律により給付金を受けることができる方や申請の期間・方法が規定されているほか、加
害者と被害者との間に一定の親族関係がある場合や、加害者側から損害賠償を受けたり、労
働者災害補償保険法等の公的な給付を受けた場合等には給付金の全部又は一部が支給されな
い場合もありますので、詳しい内容については警察本部又は最寄りの警察署に問い合わせて
ください。

2. 女性に対する暴力対策の推進
〜 ストーカー・配偶者暴力から あなたを守るために 〜
ストーカーによる被害や配偶者からの暴力で悩んでいませんか？
被害
偶者
力 悩
ひとりで悩まず、被害が深刻になる前に相談してください。
相談は、各警察署の相談窓口又は相談ダイヤル「＃9110」へ。
被害者保護のための住民基本台帳閲覧制限等の支援措置が実施されています。
この支援措置は、ストーカーや配偶者暴力を受けている被害者などの居所を加害者に知ら
れないようにするため、住民基本台帳の閲覧の制限等を行うものです。
詳しくは、お近くの警察署、交番・駐在所、各市区町村にお尋ねください。

3. 児童虐待防止及び児童ポルノ根絶に向けた対策の推進
〜 絶対に許さない 児童ポルノ 〜
児童虐待事案は、取扱い事案が年々増加しており、尊い子どもの命が奪われるなどの痛ま
しい事件が後を絶ちません。「しつけのつもり」は、親の言い訳に過ぎません。子どもの立
場に立って考え、児童虐待の早期発見をお願いします。
近所にこのような子どもや保護者がいませんか？
子どもの泣き声や助けを求める声が、頻繁に聞こえる
子どもの身体に不自然な傷が多い
親を異常に怖がる、顔色を窺っている
子どもの身体や衣服が汚れている
子どもが居る前で、親がよく喧嘩をしている
子どもを長時間放置して外出する
子どもを可愛がっていない、関わりを持とうとしない
家の中にゴミが散乱し異臭がする
長期間理由不明の所在不明状態である
児童虐待の疑いを感じたら、迷わずに児童相談所、警察、市区町村に連絡してください。
匿名でも構いません。あなたの連絡が、児童虐待から子どもたちを救うことになります。
児童ポルノは、子どもに対する重大な事件侵害です。
一度、裸の写真がインターネット上に流れると、全てを回収することが不可能となり、子
どもの心を大きく傷つけるばかりか、子どもの将来にも大きな影響を及ぼします。
最近では、携帯電話やインターネットのゲームサイトやコミュニティサイトなどで知り合
った見知らぬ人に無理矢理裸を撮影されてしまう場合や、言葉巧みに騙されたり脅されて自
分の裸を撮影してメールで送信してしまうといった被害が増加しています。
子どもたちに児童ポルノの危険性をよく理解させて、児童ポルノの被害者にならないよう
に注意しましょう。
また、子どもたちの使用する携帯電話やスマートフォンには、確実にフィルタリングを設
定して、危険なサイトに近づかせないようにしましょう。
13

4. 冬山の遭難防止 〜 冬山は 装備・計画 しっかりと 〜
冬山には
冬山には、見渡す限りの銀世界、白雪を踏んで自然と闘いながら山頂を極める醍醐味など、
見渡す限りの銀世界
夏山とは違う大きな魅力があります。
その反面、吹雪などの悪天候、寒気、雪崩などの危険な要素を多くはらんでおり、滑落、
雪崩、吹雪によるコースの見失いなどの遭難も多く発生しています。

■無理のない計画と登山計画書の提出を
登山技術、体力、経験に応じた山を選ぶとともに、無理のない計画を立てて、必ず登山
計画書を最寄りの警察署又は交番、駐在所に提出し、家族や職場などにも日程を知らせま
しょう。
警察本部ホームページからメールで登山計画書を提出することもできます。
■パーティーでの登山を
単独での登山を避け、経験豊富なリーダーのもとで、パーティーを組んでの登山に努め
ましょう。
■万全の準備と余裕のある食料などの準備を
装備の不備や食糧の不足が生死につながることもあります。悪天候の条件下にも耐えら
れる装備と停滞時の予備食料や燃料などを準備しましょう。
■通信機の携行を
万が一の場合の連絡手段として携帯電話などを携行するとともに、予備のバッテリーを
携行しましょう。
■入山前に気象状況の確認を
入山前には、必ず気象状況を確認するとともに、絶えず気象情報を注意し、天候の悪化
が予想されるときには中止しましょう。
■冬山では慎重な行動を
冬山では、雪庇の踏み外しによる転落や雪崩などの危険が予測されます。稜線や谷など
では地形、積雪、気象状況などを総合的に判断し、雪庇や雪崩の危険性がある場所を回避
するなど、慎重な行動に心がけましょう。

5. 指名手配被疑者の捜査強化 〜 ピンときたら110番 〜
●指名手配犯人検挙にご協力を
全国警察の総力を挙げて指名手配犯人検挙の追跡捜査を行っていますが、一人でも多く
の指名手配犯人を早期に検挙するためには、捜査に対する皆様のご理解とご協力が欠かせ
ません。
逃走中の指名手配犯人に関する情報は、どんな些細なことであっても110番又は最寄り
の警察署、交番、駐在所に連絡を頂きますよう、よろしくお願いいたします。
●捜査活動にご協力を
本年に入り、犯罪発生件数が前年を上回る勢いであり、殺人、強盗、放火等の凶悪犯や
振り込め詐欺等の悪質な犯罪が後を絶たないほか、暴力団が密かに活動を活発にしている
など、予断を許さない状況にあります。
このような犯人を早期に検挙して事件を解決するためには、捜査に対する皆様のご理解
とご協力が欠かせません。
皆様から寄せられた不審者、不審車両などに関する情報によって、多くの事件を解決し
ております。
犯人や事件に関する情報は、どんな些細なことであっても、ためらわずに110番又は最
寄りの警察署、交番、駐在所に連絡を頂けますようよろしくお願いいたします。
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6. 暴力団の違法な活動に関する情報の
積極的な通報と暴力団犯罪被害の早期届出の推進
〜 強い意志と 勇気で 暴力追放 〜
暴力団は、資金源となる覚醒剤の密売や恐喝、ヤミ金融、なまこ密猟、振り込め詐欺を始
めとする特殊詐欺等の犯罪を敢行し、その手段は悪質巧妙化し、道民の方々の日常生活や活
動に大きな脅威と不安を与えています。
本年に入り、道内では多額恐喝事件、なまこ密猟事件等を摘発し、警察は強力な取締りを
行っています。
道民の皆様も
「暴力団を恐れない」
「暴力団を利用しない」
「暴力団に金を出さない」 「暴力団と交際しない」
を合い言葉に、暴力団に負けない強い意志と、どんな小さな、些細なことでも見たり聞いた
ら警察に相談・通報する勇気を持ち、暴力団を社会から追放しましょう。

7. 冬の交通安全運動の実施
〜 スリップ注意！スピードダウンと早めのブレーキで事故防止 〜
◎「冬の交通安全運動」が実施されます！
「冬の交通安全運動」が実施されます！
●実施期間
11月11日（火）
〜11月20日
（木）
の10日間
●交通事防止ポイント
①高齢者の交通事故防止
外出するときは、ドライバーに目立つように、明るい色の服装を心がけ、夜光反射材
を身に付けましょう。
道路を横断するときは、必ず信号機や横断歩道を利用しましょう。
横断前の安全確認はもちろん、横断中も常に左右の安全を確認しましょう。
②夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
ドライバーはこまめにライトをハイビームに切り替えて、歩行者の早期発見に努めま
しょう。特に、右方からの横断歩行者交差点とその付近での歩行者、自転車の動きに
注意して、安全な速度で運転しましょう。
自転車も車両です。ライト点灯を実践し、夜光反射材も活用しましょう。
歩行者は、明るい色の服装を心がけ、夜光反射材を身に付けましょう。
③凍結路面等のスリップ事故の防止
早めに冬用タイヤに交換して、急な降雪や凍結路面に対応できるよう準備しましょう。
特に山間部や峠等を通行する際は、必ず冬タイヤを装着しましょう。
日陰や橋の上、トンネルなどでは、路面が凍結している場合があるので、路面状況を
よく確認して安全な速度で運転しましょう。
④飲酒運転の根絶
飲酒運転は悪質な犯罪です！「飲んだら乗らない」「乗る
なら飲まない」をみんなで徹底しましょう。
二日酔いでの運転も「飲酒運転」です。少しでも身体にア
ルコールが残っているようなら、運転は絶対にやめましょ
う。
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念誌で調べてみた︒する
と﹃開校九十周年記念誌﹄
の﹁九十年史﹂の昭和二
●沓形小学校創立六十周年記念
ピアノ購入基金づくり 八年七月二五日に﹁ピア
ノ購入資金造成の為の映
新聞に掲載された利尻 会＝﹂の記事をみつけた︒ 画会を開催する﹂︑同年
島記事調査を調べている︒ 記事には﹁本社では沓形 一〇月二三日に﹁創立六
昭和二八年︵一九五三︶ 小学校ピアノ購入基金募 十周年記念式典及祝賀会
八月二二日第一四五七号 集と利島読者優待納涼浪 挙行する︒祝賀学芸会︑
の日刊宗谷に﹁沓形小ピ 曲大会﹂を行うと書かれ 作品展︑写真展︑生花展
アノ購入基金造成＝利島 ている︒これに関連する も併せ開催しＰＴＡより
読 者 に 贈 る 納 涼 浪 曲 大 ことを沓形小学校開校記 ピアノ一台寄贈される﹂
と書かれていた︒
ピアノ購入基金造成の
ために先ずは映画会を開
催し︑その後に納涼浪曲
大会が行われた︒
沓形小学校創立六十周
年記念事業としてピアノ
一台購入にＰＴＡ及び沓
形町と宗谷新聞社などが
まとまって取り組んだも
のだといえる︒一〇月二
三日の創立六十周年記念
式典で寄贈されたピアノ
は厳粛な雰囲気を醸し出
す音を響かせたのだろう
ということを新聞記事が
物語る︒

水痘予防接種が定期接種になりました！

接種料金
特例措置

予 約 先

平成26年10月1日現在で生後12ヶ月〜生後36ヶ月未満の児童
２回
※すでに水痘ワクチンを接種したことのある方はご相談ください。
※すでにみずぼうそうに感染したことのある方はご相談ください。
無料（町外で接種する場合は事前にご相談ください）
生後36ヶ月〜生後60ヶ月未満の方については今年度に限り無料
で接種することができますのでご相談ください。
保健福祉課保健指導係

対 象 者
接種回数

︿保健福祉課保健指導係からのお知らせ﹀

平成26年10月から水痘ワクチンが定期接種となりました。
水痘とはいわゆる『みずぼうそう』で水痘帯状疱疹ウイルスというウイルスに
よって引き起こされる発疹性の病気です。空気感染、飛末感染、接触感染により
広がり、その潜伏期間は感染から２週間程度といわれています。発疹の発現する
前から発熱が認められ、典型的な症例では、発疹は皮膚の表面が赤くなることか
ら始まり、水疱、膿胞を経てかさぶたになって治るといわれています。
主に子供の病気で９歳以下での発症が９割以上を占めるといわれています。成
人での水痘もまれに見られますが、成人に水痘が発症した場合水痘そのものが重
症化するリスクが高いと言われています。
水痘の流行が見られる前に早めに予防接種を受けましょう。
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宗谷シーニックバイウェイの紹介
⑤サロベツナチュラルロード
サロベツナチュラルロードは、国立公園「サロベツ原生花園」
を拠点に、様々な動植物や鳥類・虫類が多く生息するポイントで
す。野生の宝庫として有名で、植物に優しく、鳥や動物たちを育
み、私たちにやすらぎを与えてくれます。サロベツの大自然を満
喫することができるルートです。

【ルート沿いにある景観・観光資源の一例】
《豊富町 言問の松》

《豊富町 サロベツ原野》

宗谷シーニックバイウェイからのお知らせ
道北3ルート連携フォトコンテスト作品募集中！
！
期間は8／1〜10／15まで。詳しくは以下のサイトをご覧下さい。
http://www.biei.org/kikuchi/others/3route-photocontest.html

サロベツ
ナチュラルロード

⑥サロベツリフレッシュロード
サロベツリフレッシュロードは、雄大な自然景観・広大な牧場
放牧されている乳牛等、のどかな風景に心を癒されます。ドライ
ブの楽しみに歴史ある効能豊かな北の名湯に浸かり、のんびりと
時間を過ごす事ができ、心身を爽快にし、疲れを一掃することが
できるルートです。

【ルート沿いにある景観・観光資源の一例】
《豊富町 宮の台展望台》

展望台から見える景色

《豊富町 大規模草地牧場》

サロベツリフレッシュロード

シーニックバイウェイ北海道
シーニックバイウェイとは、景観・シーン（Scene）の形容詞シーニック（Scenic）と、わき道
・より道を意味するバイウェイ（Byway）を組み合わせた言葉。地域と行政が連携し、景観や自然
環境に配慮し、地域の魅力を道でつなぎながら個性的な地域、美しい環境づくりを目指す施策です。

【問い合わせ先】北海道開発局

稚内開発建設部

道路計画課

宗谷シーニックバイウェイホームページ

☎0162−33−1146
http://www.saihoku.net/scenic/

シーニックバイウェイ北海道ホームページ http://www.scenicbyway.jp/
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ききます、とどけます、
あなたの声を行政に。
行政、人権、心配ごと相談の合同実施について
●10月23日（木曜日） 9時30分〜11時30分
13時30分〜15時30分

利尻町公民館
利尻町役場

国の仕事やサービス、各種制度の手続きなど、お困りのことや苦情、ご意見要望
があればお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ】行政相談員 後藤 博之（☎0163−84−3021）
総務課総務係（☎0163−84−2345）
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沓形中三年

札幌駅で利尻をPR

五日の四泊五日で行われ︑

旅行は︑去る九月一日から

沓形中学校三年生の修学

施し︑返答者には自作パン

島に関するアンケートを実

にて自分たちで考えた利尻

Ｊ Ｒ札幌駅西口コンコース

されました︒

五名の方々に報償金が贈呈

新たに漁業後継者となった

要綱に基づき︑利尻町内で

後継者報償金交付事業実施

九月十二日︑利尻町漁業

負が述べられました︒

漁業後継者からもお礼と抱

した︒これに応え︑五名の

は激励のことばも贈られま

漁業後継者報償金贈呈式

同旅行中の活動として︑例
フレット及びカット昆布を

地域漁業後継者対策協

﹁利尻観光大使活動﹂

年利尻をＰＲする﹁利尻観
手渡すなど︑約一時間利尻

議会による漁業研修生

利尻を広く知ってもらうこ

独自のもので︑島外の方に

この活動は︑沓形中学校

れるもので︑今後の観光振

もった︑そして郷土愛あふ

たこの活動は︑こころのこ

生徒自らが考え︑手がけ

した川嶋祐登さん︑佐

ら︑組合員資格を取得

家の下で研修をしなが

に移住し︑現在受入漁

として島外から利尻町

活動に先立ち︑八月二六

保野町長から贈呈書と

方々にも出席いただき︑

を期待しています︒

して︑地域に根差した活躍

今後︑利尻島の漁業者と

光大使﹂活動を実施しまし
島のＰＲを行いました︒

とと︑生徒が自ら事前準備

興へつながることは間違い

藤夏惟さん︑諏訪光さ

贈呈を受けたのは︑利尻

た︒

から当日までの活動をする
ありません︒

ん︑水貝和広さん︑田

ことで︑生まれ育った利尻
を見つめ直すとともに郷土

中勝敏さんです︒

贈呈式は︑町議会︑

を愛する精神を学ぶ機会と
することを目的としていま

日︑沓形中学校において伝

目録︑坂本漁協組合長

組合役員︑受入漁家の

達式が行われ︑谷観光協会

からも御祝が授与され︑

す︒

長からの激励の言葉を胸に

保野町長からお祝いと

期待︑坂本組合長から

札幌に向かいました︒
活動当日︵九月五日︶は︑

19

街をひと歩き

8月5
8月5日

沓形地区浮島まつり

RSN、
山海音イベント

8月6
8月6日

まちの話題にズームイン！

仙法志地区浮島まつり

8月 日
8月14日

利尻町の盆踊り大会

8月23日
8月
3
3日

飲むべや喰うべやフェスティバル

20

8月28日
8月
8
8日

9月 日
9月1日

にっぽん丸沓形港寄港

海上自衛隊掃海艇「ながしま」沓形港入港

9月8
9月8日

9月10日
9月
0
0日

沓形小学校「募金活動」

海保巡視船「れぶん」沓形港入港

9月13日
月 日

9月14日
月 日

岩盤焼きフェスティバル

利尻ミュージックフェスティバル
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利尻の語り
さっくる でんぷん

かぼ ちゃ

加藤正美さん︒

昭和三

年一月五日︑仙法志長浜に生ま

語り

家の横に小さな畑をつくって

れる︒

今思うと懐かしさもあって︑

べて育ったといってもいいく

いるんだ︒作物ができて収穫

採訪

が小さいときは芋︑南瓜を食
らい毎日食べていた︒芋から

するときは今でも嬉しい︒

の水を使って芋洗いすること

後は玉砂糖を入れんだ︒芋も

さらに熱湯かけてかまし︑最

トロッコで運んで乾燥場に持

のを粉砕機にかけて︑それを

再度沈殿させる︒水を抜いた

あがったのに塩辛をつけて食

洗面器をかぶせるんだ︒焼き

上にアルミ製だった思うけど

をむかない芋を乗せて︑その

機械は休みなく動き回ってい

仕事は夜勤交代もあった︒

畑だったから︑学校は芋掘り

なければならないほどの広い

子どもたちも一緒に芋掘りし

平成二六年九月一四日

の澱粉は自分の家でも作って

から始まるんだ︒それをコン

ちは赤芋を茹でてすり鉢で擦

いて︑生ぬるいお湯をかけて

ベアに乗せてスリ板を利用し

って砂糖醤油かザラメをかけ

ゆ

て水を流しながら巻いて沈殿

て食べるんだ︒芋や南瓜の団
子はストーブの上で焼いて食
べた︒秋遅くから冬にかけて︑

って行くんだ︒大きな佂で燃

べた︒
芋は九月になると畑から掘

るんで︑昼も夜もなく澱粉づ

休みがあった︒春の五月は芋

り起こすけど︑かつては家の

くりの毎日だった︒長浜に帰

撒き休みでもあった︒春の種

べたくないときもあったけど︑

た︒小さかった時は︑芋も食

きするときに肥やしとしてい

こ

鰊の笹目や白子を干して種ま

しら こ

ってきたのが一一月二二日︒

くり こ

ささ め

まき︑鰊がとれていたときは

かた

芋は主食

た︒

七四日間の咲来澱粉工場だっ

め︒これで澱粉完成さ︒

燥させ︑その後が倉庫で袋詰

焼させてボイラで瞬間的に乾

れプロペラみたいので混ぜて︑ 夜になるとストーブの上に皮

そこから生粉を取り水を入

んだ︒

池という大きな容器に溜める

語り 加 藤 正 美さん

咲 来 澱 粉工 場へ

（252）

澱粉は片栗粉︒それは自分

前列右から加藤正美、咲来の人、中列右から小玉幸一、石川千里、
正座勝見、小玉チヱ子、後列右から小玉勝治郎、加藤健一

咲来澱粉工場へ
昭和三五年秋︑昆布の検査
で昆布を出し終わってから美
深の澱粉工場に働きに行った
んだ︒そこで澱粉製造の機械
おと い

屋さんと親しくなって︑音威
ねっ ぷ

子府村の咲来にある澱粉工場
にも機械を入れたから︑来年
は︑そこに行ってほしいと頼
まれたんだ︒
そんなこともあってか︑翌
三六年の五月末に澱粉製造の
機械屋さんが長浜に頼みに来
たんだ︒それで昆布の検査︑
出荷が終わって九月七日に長
浜から七人で咲来の澱粉工場
に働きに行ったんだ︒工場は
鉄道の宗谷線の咲来駅を降り
てから歩いて約一五分ほどの
所にあった︒
自分は澱粉造りの最後の乾
燥係だった︒澱粉づくりは川

昭和36年（1961年）10月

音威子府村咲来の磐連農協澱粉工場

（378）
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NO.390

消防だより
消防

秋の火災予防運動実 ！
秋の火災予防運動実施
！
実施期間〜10月15日から31日までの17日間
実施期間
10月15日から31日までの17日間
統一標語 「もういいかい

火を消すまでは まあだだよ」

これからの季節は、空気が乾燥し火災が発生しやすい季節です。暖房器具など火を使用
する機会も多くなりますので、家族一人ひとりの「慣れ」や「油断」から、火災を起こさぬ
よう防火の重要性を十分に自覚し、普段の生活の中から火災予防を実践していきましょう。

みなさんのご家庭は大丈夫でしょうか？
寝たばこは
絶対にしない

ストーブの近くに
ガスコンロから離れる時は
燃えやすい物を近づけない
必ず火を消す

たこ足配線を
しない

一般家庭の防火査察を実施します
皆様のお宅に、消防署員がお伺いし、ストーブ等の防火査察を行い
ますので、ご協力をよろしくお願い致します。後日、各実施地区の日
程を『知らせますケン』にてお知らせ致します。

【一般住宅の査察確認事項】
1. 住宅外周の点検

2. 住宅内の状況

煙突は安全に取り付けられているか？
ホームタンクは正しく設置されているか？
ＬＰガスはチェーン等で固定されているか？
など

出動件数
23

火災0件

住宅用火災警報機の設置状況
ストーブの周囲の状況
移動式ストーブの使用状況
給油設備の使用状況
など

救急102件（平成26年9月30日現在）

ぴ い ぷる
（戸籍の動き）2014.9月30日現在
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おくやみもうしあげます
くやみもうしあげます
8月4日

緑

町 檜 森 勝 雄 さん（91歳）

● ご厚情に感謝申し上げます ●
この度、次の方々から愛情銀行に金
ら愛情銀行に金一封が
一封が
預託されましたので、紙上を借りてお礼申し上げます。
●沓形字緑町 檜森スエ様から、
夫 檜森勝雄様の香典返しを廃して
【利尻町社会福祉協議会】

北海道立旭川高等
技術専門学院
平成27年度訓練生
募集のお知らせ
●募集科目
システム制御技術科・自動車整備科・
印刷デザイン科・色彩デザイン科・建
築技術科・造形デザイン科
●訓練期間
平成27年4月から平成29年3月まで
（訓練期間 2年間）
●応募資格
【推薦】（高校推薦選考）：平成27年3月
に高等学校を卒業見込みの方
（学び直し若年者自己推薦選考）
：自動車整備科のみ対象
※学び直し若年者（入学前の４
月1日現在の年齢が満25歳未
満）の方
【一般】高校を卒業した方（平成27年
３月卒業見込みを含む）。
若しくは、これと同等以上の学
力を有すると認められる方。
●募集期間
【推薦】11月1日（土）
から11月15日（土）
まで
【一般】11月16日（日）
から12月5日（金）
●選考日
【推薦】平成26年11月20日（木）
【一般】平成26年12月10日（水）
●問い合わせ先
北海道立旭川高等技術専門学院
〒078−8803
旭川市緑が丘東3条2丁目1番1号
☎（0166）65−6667（担当：萬）
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