まちの話題・暮らしの情報

大試飲会のラストに参加者で記念撮影
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５年目の「地酒奥尻」の美味に酔う!!
５月18日、奥尻町海洋研修センターにおいて

今年で完成５年の節目を迎えた「地酒奥尻」の大
試飲会が開催されました。

この日は、先月号で紹介した「５周年限定酒」

も同時にお披露目され、会場へ訪れた約150名

の方々はその２つの呑み口のいいお酒に酔いしれ
ていました。

また、ステージ上では「ものまねライブ」が余

興として行われ、次々と披露されるそのクオリティ
の高さに会場は大爆笑 !!
ものまねライブは大盛況 !

おいしいお酒に笑いも加わり会場の雰囲気は最

高潮、期待の地酒完成に花を添えました。

重要 運転免許更新手続きについて 奥尻町総合庁舎等建設委員会
現在、奥尻駐在所で運転免許更新手続きをしてい
ただいておりますが、これまでは更新手続き期間内
に更新手続きをすると、有効期限が延長されていま
した。
しかし、2019年５月から、いかなる理由があっ

ても有効期限の延長がされなくなり、更新手
続き期間内にしか更新時講習を受講できなく
なりました（高齢者講習の手続きについても
同様です）
期限内に更新時講習を受講しなかった場合は免許
を失効することとなりますので、ご注意ください。
更新手続き期間が来たらすぐに更新手続きを済ま
せるようお願いします
（高齢者の方は６ヵ月前から高
齢者講習を予約できますので手続きをお願いします）
なお、運転免許試験場で更新申請と更新時講習を
受講した場合は免許証は即日交付となります。
（例）誕生日が１月20日の場合
◎更新手続き期間：12月20日〜２月20日
【お問い合わせ先】
・江差警察署 ☎０１３９－５２－０１１０
・奥尻駐在所 ☎０１３９７－２－２０１６

が開催される

役場本庁舎の老朽化に加え、周辺の議会庁舎や消

防庁舎などを含めた総合庁舎の将来を見据え、広く
町民に利用され、親しまれる新庁舎建設等の在り方
等を審議する「奥尻町総合庁舎等建設委員会」が５

月31日、役場２階会議室において開催され、第１
回目の議事として新庁舎の位置・建設時期、新庁舎
のあり方に関することなどが検討されました。

今後、継続して同委員会は開催され、町長から委

嘱を受けた各委員は調査・検討を行い、町長へ具申
するものであります。

第１回目の奥尻町総合庁舎等建設委員会の様子

道南うみ街信用金庫から「ベンチ」が寄贈されました！
６月12日、特別養護老人ホームおくしり荘へ、道南うみ街信
用金庫より「木製ベンチ」が寄贈され、贈呈式が行われました。
同信用金庫では、2013年から地域への感謝の気持ちをとして
毎年、地場産材の「道南杉」を使用した木製ベンチを公共施設へ
寄贈しており、座り心地の良いベンチにおくしり荘でも喜びの表
情を見せていました。

ベンチに座り、目録を手にし記念の1枚
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水害・土砂災害について、市町村が出す避難情報と、
国や都道府県が出す防災気象情報を、５段階※１に整理しました。
警戒レベル

５

警戒レベル

４

警戒レベル

全員避難

３

警戒レベル

高齢者等は避難

２
警戒レベル１
警戒レベル

〈避難情報等〉
避 難 行 動 等

既に災害が発生している状況です。

命を守るための最善の行動をとりましょう。

〈防災気象情報〉

避難情報等

【警戒レベル相当情報（例）
】

災害発生情報

※２

警戒レベル５相当情報

※２ 災害が実際に発生していることを把
握した場合に、可能な範囲で発令

氾濫発生情報
大雨特別警報

（市町村が発令）

速やかに避難先へ避難しましょう。
公的な避難場所までの移動が危険と思われ
る場合は、近くの安全な場所や、自宅内の
より安全な場所に避難しましょう。

避難勧告
※３
避難指示
（緊急）

避難に時間を要する人（ご高齢の方、障が
いのある方、乳幼児等）とその支援者は避
難をしましょう。その他の人は、避難の準
備を整えましょう。

避難準備・
高齢者等避難開始

等

警戒レベル４相当情報
氾濫危険情報
土砂災害警戒情報

※３ 地域の状況に応じて緊急的又は重ね
て避難を促す場合等に発令

（市町村が発令）

等

警戒レベル３相当情報
氾濫警戒情報
洪水警報

（市町村が発令）

等

（国土交通省、気象庁、都道府県が発表）

避難に備え、ハザードマップ等により、
自らの避難行動を確認しましょう。

洪水注意報
大雨注意報等
（気象庁が発表）

これらは、住民が自主的に

災害への心構えを高めましょう。

早期注意情報

とする情報です。

（気象庁が発表）

避難行動をとるために参考

※１ 各種の情報は、警戒レベル１〜５の順番で発表されるとは限りません。状況が急変することもあります。

Ｑ＆Ａ

質問１）防災気象情報は出てるけど、避難情報が出ていないときはどうすればいいの？
➡市町村は、様々な情報をもとに、避難情報を発令する判断を行うことから、必ずしも防災気象情報と同じレベルの
避難情報が、同時に発令されるわけではありません。
自らの命は自ら守る意識を持って、防災気象情報も参考にしながら、適切な避難行動をとってください。

質問２）避難指示（緊急）は、避難勧告と同じ警戒レベル４に位置付けられたけど、考え方が変わったの？
➡避難指示（緊急）は、地域の状況に応じて緊急的に又は重ねて避難を促す場合などに発令されるもので、必ず発令
されるものではありません。避難勧告が発令され次第、避難指示（緊急）を待たずに速やかに避難をしてください。

質問３）洪水で「警戒レベル４相当情報」が既に出ているなかで、土砂災害で「警戒レベル３相当情報」が出たけど洪水のレ
ベルも４から３に下がったということなの？
➡洪水の危険性が４から３に下がったわけではありません。洪水は４のままで、土砂災害の３が追加されたのであり、
その地域は洪水と土砂災害、両方の災害を警戒する必要があります。

【警戒レベル３】や【警戒レベル４】で、

地域の皆さんで声をかけあって、安全・確実に避難しましょう。

■詳しく知りたい方は
内閣府 防災情報のページ
内閣府

避難勧告

スマホ用二次元コード

検

索

➡

【警戒レベル５】では既に災害が発生しています。また、必ず
発令されるものではありません。

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h30̲hinankankoku̲guideline/index.html

～町民の皆様へ～

「第６回奥尻ムーンライトマラソン」への
ご協力ありがとうございました！
※大会の詳細については、来月号
（８月号）
に掲載します。
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奥尻町

「真夏」の成人式

今年も奥尻町での成人式が、8月12日
（月）に開
催されます。
新成人は、平成11年４月２日から平成12年４月
１日までに生まれた方が対象です。
対象の方には、案内状（往復はがき）を送付し、
出欠を確認していますので、お早めに返信してくだ
さい。
また、奥尻町に住民登録をしていなくても、帰省
して出席を希望される方は、7月23日
（火）までに
奥尻町教育委員会事務局（☎2−3890）へご連絡
ください。

日時
会場

広報おくしり 令和元年７月号

緑いっぱい奥尻島に…
６月１日、奥尻島豊かな森において「北の魚つき
の森植樹活動」が今年も漁協女性部の「お魚殖やす
植樹活動」と合同で開催されました。
合計300本のミズナラを植樹した約80名の方々
は、未来奥尻が緑であふれる島へと願い込めていま
した。

令和元年８月12日（月）午後3時～
奥尻町海洋研修センター

第４３回

奥 高 祭

テーマ「oQo 感謝祭」

参加者された皆さんの思いが未来奥尻へ…

今年は行灯行列の他、新企画である、打上花火
とキャンプファイアーを生徒たちが自ら企画しまし
た。今年度からリニューアルした奥高祭。
保護者、島おや、日頃お世話になっている島内
の方々への感謝の気持ちを精一杯形にします！
ぜひ２日限りの祭典にお越しください！

７/ ６（SAT） ７/ ７（SUN）
１７：３0～２０：１０

１０：５０～２０：００

【行灯行列】場所：青苗地区

【本

◦17：30 ～ 開会式（青苗支所前）
◦17：35 ～ よさこい
◦18：00 ～ 行灯行列
青苗支所（18：00）
→菊地旅館（18：40）
→浜風公園（19：25）
→旧青中（20：00）
◦20：00 ～ 閉会式

◦10：50
◦11：00
◦11：30
◦12：30
◦13：30
◦14：30
◦15：10
◦15：50
◦16：00
◦18：30
◦20：00

※今年度保護者による露店はありません。
※当日天候不良の場合、行灯行列は７月８日（月）に延期します。

模擬店 menu
・やきとり
・つくね
・フランクフルト
・アイス
・アップルジュース
・コーラ

祭】場所：奥尻高校体育館
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

オープニング
祈漁太鼓、吹奏楽部演奏
学年発表
模擬店
教室発表
ビンゴ大会
E︲Sports エキシビジョン
餅まき
エンディング
キャンプファイヤー、花火（グラウンド）
終了

・焼きそば
・おにぎり
・おやき
・緑茶
・タピオカジュース
・アクエリアス
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徳島県から海を渡る蝶（チョウ）、奥尻島へ !!
５月30日、賽の河原公園において、徳島県阿南市から南風に乗っ
て約1,030㌔飛行してきたとみられる、蝶（チョウ )「アサギマダラ」
が捕獲されました。
同公園周辺は「アサギマダラ」が好むスナビキソウが花を咲かせて
おり、徳島県阿南市でマーキング（羽にトクスヤ KYS482 5/24）
が施された標識済みの個体を捕まえた成田英博さん（字稲穂）は「非
常にびっくりした、四国からも島へ来ることがわかった！」と驚きの
表情。北海道最北の確認記録で奥尻での発見も初となるこの個体へ「オ
クシリ」の文字を入れ、再び放しました。
捕獲後、徳島県から放った畜産業の米山氏とも成田さんは連絡を取
り、お互いに喜んで情報交換をしていました。

くっきりとマーキングがされた蝶

陸上自衛隊～第１高射特科団～
陸上自衛隊～第１高射特科団～
広報活動
広報活動（器材展示）
（器材展示）を支援
を支援
第１高射特科団（団長・髙木陸将補）では５月19日、今年度
総合防空訓練の場を活用し、旧奥尻空港（訓練地域）及び徳洋記
念緑地公園（炊事地域）において自衛隊函館地方協力本部江差出
張所の広報活動（器材展示等）を支援しました。

有意義な広報活動の１日でした

災害時に備え

町では︑災害時の備えとして

﹁避難行動要支援者﹂の名簿作

成を行っています︒

を作成しています

◎名簿の登録を希望する方は

申し出が必要です︒

申出書は次の窓口で随時受付

・保健福祉センター

けています︒

することが難しい方に対し︑救

・役場総務課

これは︑災害時に自力で避難

助や避難支援活動を迅速に行う

・青苗支所

詳しいことについては︑保健

福祉センター又は役場総務課に

ご相談下さい︒

また︑ホームページでもご覧

いただけます︒

︻ご 注 意︼

個人情報提供に同意するこ

とで災害時の避難支援を受け

る可能性は高まりますが︑避

難行動支援を必ず保証するも

のではなく︑また︑避難支援

者は法的な責任や義務を負う

ものではありません︒

また︑この名簿への登録は

強制ではありません︒

ことを目的としています︒

名簿の対象者

避難行動要支援の対象者は次

の①〜⑤に該当する方です︒

①介護保険の要介護認定者

②身体障害者手帳︵一級・二

級︶の交付を受けている

③精神障害及び療育手帳等の

歳以上の高齢者で支援を

交付を受けている方

④
必要とする方

⑤その他特例な事情がある者

65

﹁避難行動要支援者名簿﹂

参加された町民15名（うち高校生１名）に対し、団及び高射
特科部隊の概要を説明するとともに、訓練で使用する装備品につ
いて隊員がわかりやすく説明することで団及び自衛隊の活動への
理解、協力を促進し、親睦を図ることができました。

