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広報おくしり 令和２年２月号

雪 に よ る 被 害 防 止
■家の中で安全に過ごすために

◎気象情報に注意して暴風雪が予想されるときは、外出を避けましょう。
◎日頃から停電に備え、懐中電灯・携帯ラジオ・防寒具・ポータブルストーブ・灯油・非
常食・飲料水などを準備しておきましょう。
◎ＦＦ式暖房機などを使用している場合は、一酸化炭素中毒を起こすおそれがありますの
で、給排気口付近が雪でふさがれないように注意しましょう。

■車で外出するときに気をつけること

◎万一に備えて、携帯電話を忘れずに所持しましょう。
◎車が立ち往生する可能性があるので、防寒着・長靴・手袋・スコップ・けん引ロープなどを車に用意するとともに、
十分に燃料があることを確認して出かけましょう。また、万一に備えて飲料水や非常食も用意しておくと安心です。
◎運転していて地吹雪などにより危険を感じたら、無理せず天気の回復を待ちましょう。
◎大雪や吹きだまりなどで車が立ち往生した時は、近くの人家などに必ず救助を依頼してください。また、ハザード
ランプの点灯や停止表示板を置くなど、車が目立つようにしてください。
◎避難できる場所や近くに人家がない場合は、消防（119番）や警察（110番）に連絡して、車の中で救助に備え
てください。
◎車が雪に埋まったときは、エンジンを切りましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭
素中毒を起こすおそれがあります。防寒などでやむを得ずエンジンをかけるときは窓を開けて換気し、こまめにマ
フラーまわりを除雪してください。

■除雪を行うときに気をつけること

◎屋根の雪下ろしをするときは
・複数で行う≫梯子を支え、安全を確認する。やむ得ず一人で行う場合は、家族や近所の人に声をかけて。
・滑り止め≫靴や梯子に滑り止めをつける等の工夫を。
・命綱を着けて≫面倒でも腰に命綱をつけて滑った場合や雪の急落に備える。
・周囲を確認≫屋根の下を通行する人や子どもに注意を。
◎除雪機を使用するときは
・服装に注意≫機械に巻き込まれないような服装を。
・雪が詰まった場合≫機械トラブルが発生したときは、必ずエンジンを停止。
・周囲を確認≫通行人や子ども等に注意を。
◎その他の注意事項
・屋根の雪に注意≫屋根の下を通るときは『雪』や『つらら』に注意を。
・除雪時の健康に注意≫無理に除雪作業は行わない。除雪作業で汗をかいたら着替えを。

法テラス江差通信
～「はじめまして」～

本年１月より法テラス江差法律事務所に着任した『弁護士
の森脇 崇（もりわきたかし）』です。ここに来る前までは、
東京都立川市にある法テラス事務所で勤務していました。こ
れまで２年間、当事務所を支えてきた加地彰吾弁護士の後任
となります。
生まれは島根県のとある海沿いの集落ですが、家族の仕事
の関係で長く暮らしたのは神奈川県川崎市です。東京の大学
を卒業後、司法試験を受験するため専門大学院に進学、この
とき北海道大学のロースクールを選択したので、受験生時代
は札幌市で数年暮らしたことがあります。
弁護士になり今年で５年目、４つめの赴任地となります。
所属弁護士の定期的な転勤が当事務所の特徴ですが、先輩
弁護士が築いてきた良いところをしっかり継承し、そこに私
なりの彩りを少しでも添えていくことができればと思ってい
ます。
檜山で暮らし、仕事をするのも人生で初めてですので最初
はドキドキしますが、今はワクワク楽しみな気持ちでいっぱ
いで「弁護士として大切なことは、どこへ行っても変わらな
い」と思いつつ「檜山だからこそ求められること・必要なこ
と」もあるはずです。
初心に戻り日々勉強と工夫を重ね、皆様にとって親しみや
すく頼りになる存在になれるよう頑張ります！
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。ご相談のご
予約は ０５０－３３８３－５５６３ まで。
（法テラス江差 弁護士 森脇
崇）

重要 運転免許更新手続きについて
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２月20日の場合
◎更新手続き期間：１月20日～３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

広報おくしり 令和２年２月号

確定申告のお知らせ

令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申
告の相談及び申告書の受付は、２月17日㈪から３
月16日㈪までとなります。
確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告
書等作成コーナー」で作成し、e-Tax（電子申告）
で送信又は印刷して郵送等により提出することがで
きます。
「確定申告書等作成コーナー」には、給与所得や
年金所得のみの方専用の初めての
方でも操作しやすい画面もありま
すので、是非ご利用ください。
また「確定申告書等作成コー
ナー」はスマートフォンやタブレッ
トからもご利用いただけます。

11

お知らせ

水道凍結にご注意を !!
気温が氷点下になると水道の水が凍結し、こ
れが原因で水道管が破裂することがあります。
寒い夜はもちろん、長期で家を留守にする際
も忘れずに水抜栓を操作して凍結・破裂事故を
防ぎましょう。

江差地区開催 運転免許証更新時講習
◦日程変更のお知らせ◦
江差町文化会館で開催を予定していた運転免許証

更新時講習の日時を下記のとおり変更いたしますの
で、ご了承願います。

令和２年２月25日㈫→令和２年２月27日㈭

国 有 林 モ ニ タ ー 募 集
林野庁北海道森林管理局では、国民の皆様に国有林の役割や現状等をご理解いただくとともに、国民の幅広
い意見を把握し、国有林野の管理経営に役立てることを目的に、令和２・３年度の「国有林モニター」を下記
のとおり募集します。
募集人数

４８名

依頼期間

令和２年４月から令和４年３月まで（２年間）

依頼内容

・国有林や森林・林業に関するアンケート調査への回答
・モニター会議（国有林の役割や現状等説明と意見交換、年1回）への出席
・現地見学会（国有林の作業現場の見学や体験、徒歩移動あり、年１回）への参加

応募資格

北海道にお住まいで、国有林に関心のある満20歳以上（令和２年４月１日時点）の方。
※国会及び地方議会の議員、地方公共団体の長、常勤の国家公務員、林野庁ＯＢ、森林・林業担当
の自治体職員及び平成30・31年度に国有林モニターであった方は除きます。

募集期限

令和２年２月21日㈮（必着）

応募方法

必要事項をご記入の上、郵送・FAX・メールのいずれかの方法で、下記応募先までご応募ください。
①氏名（ふりがな）②性別③住所④郵便番号⑤年齢（令和２年４月１日現在）⑥職業⑦電話番号⑧
メールアドレス（お持ちの方のみ）⑨国有林モニターを知ったきっかけ⑩応募理由（100字程度）
※応募いただいた個人情報は、国有林モニターに関する目的以外には使用いたしません。

選考結果

・国有林モニターに選ばれた方には、令和２年３月末までに依頼状の発送をもってお知らせします。
・選考内容に関する情報は非公開とさせていただきます。

その他

・旅費・宿泊費については、国家公務員の旅費規定に基づく額を支給しますが、国有林モニターは
無報酬となります。
・アンケートの回答、見学会等の様子はホームページや広報誌等で公表することがあります。
・林野庁や森林管理局の広報資料などを定期的にお送りします。
・個々のご意見、ご要望に対して個別に回答することはいたしません。あらかじめご了承ください。

◆お問い合わせ先（応募先）

〒064－8537 札幌市中央区宮の森３条７丁目70番 林野庁 北海道森林管理局企画課 国有林モニター担当
電話：011－622－5228
FAX：011－622－5194
E-mai ｌ：h_kikaku@maﬀ.go.jp
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なくそう！望まない受動喫煙

～マナーからルールへ～

平成30年７月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。法改正によってほとんどの施設が
原則屋内禁煙となり、たばこを吸わない方が受動喫煙に遭う機会は大きく減少すると考えられます。
今後も、健康への影響が大きい子どもや患者の方に配慮し、より一層の健康リスクの減少を実現する社
会へ向けた整備が進められます。

学校や医療機関などが原則敷地内禁煙（令和元年７月～）

 学校・医療機関・児童福祉施設等及び行政機関の庁舎が、屋外も含み原則敷地内禁煙となっています。た
だし、こうした施設の屋外には、必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置ができます。

多数の方が利用する施設は原則屋内禁煙（令和２年４月～）

 一般の会社や工場、飲食店や遊技場など、多数の方が利用する施設が原則屋内禁煙となります。
 施設における事業内容や経営規模への配慮から、類型・場所ごとに所定の要件に適合すれば各種喫煙室（専
用室・可能室・加熱式たばこ専用室・目的室）の設置ができます。
 喫煙専用室は、喫煙のみが可能な専用室で、飲食等のサービスの提供をすることはできません。
 加熱式たばこ専用喫煙室では、喫煙可能となるのが加熱式たばこに限られますが、飲食等のサービスの提
供が可能です。
 喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けされています。こうした標識の
掲示された施設には掲示内容に示された喫煙室が設置されていますので、注意して下さい。
 20歳未満の方は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても一切、喫煙エリア（屋内、屋外を含めた全
ての喫煙室、喫煙設備）には立入禁止となります。これについては、たとえ従業員であっても立ち入ること
はできません。

全面施行へ向けたスケジュール

令和2年4月の全面施行までは、施設によっては喫煙室の設置や標識の掲示などが完備されていない可能性
があります。施設へ入る際や施設内での各部屋への移動の際には十分に注意してください。

電話でも調停手続案内

平日毎日裁判所で受付

わが家の
☆

お隣との土地の境界・落雪による家屋の修理代の
弁償・お金の貸し借り・売買代金の支払い・敷金返
還・賃金支払いなどをめぐる民事上の紛争や夫婦間
の離婚・婚姻費用分担・養育費分担・面会交流・遺
産分割などをめぐる紛争について、裁判官と調停委
員が当事者の間に入って話し合いで柔軟に解決する
手続きが調停です。電話でも手続きのご案内をして
いますので、是非ご利用ください。
江差簡易裁判所
【本庁】
函館簡易裁判所
函館家庭裁判所

アイドル☆

函館家庭裁判所江差支部
☎０１３９－５２－０１７４
☎０１３８－３８－２３４０
☎０１３８－３８－２３５０

２月は
国民健康保険税 （第８期）
を納める月です
◎忘れずに納期（３月２日）までに納めましょう。
納税に便利な口座振替のご利用をご検討下さい。

岸本太地さん・明日香さん（字宮津）の

長男

かな

た

奏 汰

くん（２歳３ヵ月）

～両親からのメッセージ～

元気いっぱい、すくすく育ってね!! パパより大きくなぁれ☆
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お知らせ・戸籍

道立江差病院

奥尻町国保病院からのお知らせ
●2月の専門医の出張診療日●

●整形外科

整形外科診療
▶２月 ７ 日
（金）
眼

科

診

午後１時30分から

● 循環器内科

療

● 消化器内科

▶２月17日
（月）

午前８時30分から

（午前中のみ、事前に予約が必要）

耳鼻咽喉科診療
▶２月20日
（木）

午後１時30分から

矯正歯科診療
▶２月28日
（金）

午後１時から（事前に予約が必要）

出張診療日程については、専門医や
交通機関等の都合により変更となる場
合がありますのでご注意ください。
◆お問い合わせ先
奥尻町国保病院 ☎２－３１５１

航空機ダイヤ
2020年１月７日～2020年２月29日
● JAL2891

函館発 11：25 → 奥尻着 11：55

● JAL2890

奥尻発 12：25 → 函館着 12：55

【HAC 運航】
【HAC 運航】

◆診療日は予定であり、変更になる場合もありま
すので、確認の上、受診してください。

満 歳

年

字奥尻

字奥尻

住

齢

満 歳

字青苗

よろこび
 かなしみ

達雄

満 歳

21 88 89 83 81

所

ご冥福を
お祈りします

館

静男

おなまえ

玉井

ヤス

）
は前月末比較増減

菊地

0）

字青苗

（

1,529世帯
（

〒043-0022 檜山郡江差町字伏木戸４８４
☎0139-52-0036 FAX 0139-52-0098

満 歳

計 2,586 人（－ 7）
◯

12

北海道立江差病院

川瀬タヱ子

女 1,208 人（－ 5）
◯

20

（令和元年 月 日から令和

男 1,378 人（－ 2）
◯

２年１月 日まで・敬称略）

住民基本台帳12月末現在

（初診及び再診）

【診療受付時間】
午前８時～11時30分（初診の方は午前９時～）
午後１時～ ２ 時30分

◆お問い合わせ先
日本航空㈱奥尻空港所 ☎3－2820
※航空機発着時間はご遠慮願います｡
ご予約・ご案内番号☎0570－025－071

町の人口・世帯

月～金曜日
（受付：午前11時）
午前 月～金曜日
午後 月・金曜日

午前 毎週水曜日
（初診受付：午前11時）
午後 ３・17日
（再診のみ）
※再診受付完全予約制
４ ･ 18日
（受付：午前10時）
10日
（受付：午前11時）
午後 毎週木曜日
午前 金曜日
● 呼吸器内科
午後 木曜日
午前 月～木曜日
● 総合診療科
（初診受付：午前11時）（月曜のみ午前10時から診療）
● 総合診療（外科） 午前 火・水・木曜日
午前 14・28日
●外
科
午前 月～金曜日
●小 児 科
午前 月～金曜日
●泌尿器科
午後 水曜日
午前 月～金曜日
●精 神 科
（初診完全予約制）
午前 月～金曜日
●産婦人科
午前 5･6･12･18･19･26･27日
● 耳鼻咽喉科
（初診受付：午前11時）
午後 ５・26日
午前 ６・20日
●眼
科
（予約以外の方は午前10時までに受付）
午後 ５・19・26日

※コンタクトレンズは当院で以前調整した患者のみ対応
午前 火曜日
●皮 膚 科
午前 ７・21日
●神経内科

午後１時30分から

▶２月18日
（火）

午前

ふるさと納税の状況
令和元年12月末現在

●寄附件数

2,066件
●寄附金額
 46,936,000円
※令和元年度分集計

