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令和４年度

北海道警察官募集

お知らせ

第２回警察官採用試験日程

受験資格

◆採用予定人員

平成2年4月2日から平成17年4月1日までに

◆受付期間

江差警察署

生まれた方

２００名程度（うち女性５０名程度）

７月１日
（金）
〜８月１９日（金）

℡0139-52-0110

公式ＳＮＳでも採用情報配信中♪♪

◆１次試験
９月１８日
（日）
◆２次試験
１０月下旬〜１１月上旬

詳細は北海道警察
ホームページを
チェック！！

消防団員募集
◆入団資格
奥尻町に居住する 18 歳以上の健康な男性の方
◆入団後の待遇
年額報酬や災害活動または訓練に出動した際の出動報
酬などが支給されます。
また以下のような待遇もあります。
①公務災害補償
②被服の貸与
③退職報償金
④表彰制度

消防団活動中に負傷した場合の補償制度が
あります。
消防活動に必要な被服が貸与されます。
一定以上勤務して退団した際には、退職報
償金が支給されます。
職務にあたって功労、功績があった場合に
は、表彰されます。

YouTube

月曜日～金曜日（※祝日・12/29-1/3 を除く）
午前 9 時～午後 5 時
●相談無料 ●匿名可 ●秘密厳守

相談専用電話
フリーダイヤル 0120-771-208
〒105-0012

Instagram

◆消防団の任務
【平常時】
・火災から住民を守るための火災予防や広報活動
・地域の防災行動力を高めるための初期消火や応急救護
などの指導
・地域の祭りなどの警戒
【災害時】
・火災発生時における消防署と連携した消火活動
・大規模災害発生時の救助・救出、救護活動や避難誘導
・逃げ遅れ者等の情報収集
・現場での広報及び警戒活動

日常生活でお困りのことはありませんか？
嫌がらせ、差別、ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ侵害などのご相談もお受けします。

公益財団法人

Twitter

奥尻町消防団では団員を随時募集しています。

～アイヌの方々からの様々なご相談をお受けします～

受付
時間

LINE

人権教育啓発推進センター

東京都港区芝大門2-10-12
KDX芝大門ビル4F

◆本相談事業は、
（公財）人権教育啓発推進センターが、
厚生労働省生活相談充実事業により実施するもので
す。

入団を希望する方、興味のある方は連絡ください
お問い合わせ先：檜山広域行政組合奥尻消防署（管理係）
℡ 01397-2-2047

「北海道障害者職業能力開発校」
令和５年度訓練生募集
【対 象 者】障がいのある求職者
【訓練科目】建築デザイン科・CAD 機械科
総合ビジネス科・プログラム設計科
総合実務科
【願書受付期間】
10 月 3 日（月）～10 月 21 日（金）まで
【選考試験日】11 月 7 日（月）
【選考場所】北海道障害者職業能力開発校
（砂川市焼山 60 番地）
【試験内容】国語、数学、面接
○問合せ先

最寄りのハローワークまたは
北海道障害者職業能力開発校

☎ ０１２５―５２―２７７４

FAX０１２５―５２―９１７７
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お知らせ

新刊図書案内

広報おくしり 令和4年8月号

海洋研修センター図書室からのお知らせ

一般図書
•破船/吉村

児 童 書
•いらっしゃい/せな

昭

•哲学と宗教全史/出口
•ある男/平野

•ほったらかし投資術

•うさこちゃんとうみ/ディック＝ブルーナ

治明

啓一郎

•タンタンのぼうし/いわむら

全面改訂第3版/山崎

•滅びの前のシャングリラ/凪良
•世界一楽しい決算書の読み方

ゆう

元

―会計クイズを解くだ

けで財務３表がわかるー/大手町のランダムウォーカー

•medium

―霊媒探偵城塚翡翠―/相沢

•太陽は動かない/吉田

修一

•半農半Xという生き方/塩見

けいこ

直紀

沙呼

•100かいだてのいえ/いわい

かずお

としお

•ちか100かいだてのいえ/いわい

としお

•かまきりとしましまあおむし/降矢

なな

図書室の蔵書検索は
こちらからどうぞ！
https://www.lib-finder.net/okushiri/

教えてください !! 管理栄養士さん

Vol.11

「え！体のために食べているのに・・・」りんご、はちみつ、ヨーグルト、サバやサンマなどの青魚、かぼちゃ、
バナナ、きなこ、野菜ジュースに鍋物。これらに共通するのは栄養指導で食べる量を減らした結果、検査デー
タが改善した食品です。適量だと体によい食品も、とりすぎると病気の原因になることがあり、患者さんに驚
かれることもあります。
よく食べる食品の種類と量、飲酒や喫煙の有無、かかっている病気などは個人差がとても
大きく、人によって制限した方がよい、または意識して食べるとよい食品は変わります。
涼しい秋が待ち遠しいですね。秋といえば柿やぶどう、桃の季節。果物は適量食べるとビ
タミンやカリウムなどのミネラルもとれていいことばかり。しかし実は、食べ過ぎると体脂
肪になりやすく、血糖値や尿酸値を上げたり、脂肪肝の原因にもなります。
果物の適量（１日平均）：りんご・梨は半分、柿・桃・バナナ・グレープフルーツは１個、
ぶどう（種なし）は1房、マスカット（大きいぶどう）は１０～１５粒、オレンジ・キウイは１個半、冬みか
んは２個。
（奥尻町国保病院 管理栄養士 鈴木恵子）

防災行政無線 家庭用受信機の「電池」を交換してください !!
◆◆

パワーがあり長持ちの《アルカリ乾電池》がお勧めです

◆◆

防災行政無線は、緊急時や災害の際に出す避難情報や毎日の定時放送、また臨時放送など町民の皆様に確実
にお伝えしたい情報をお知らせする重要な手段です。
普段は各ご家庭の電源をご使用いただいておりますが、停電等の障害が発生した場合は、自動的に電池作動
に切り替わります。その際、電池切れや液漏れ等の腐食による故障があると、受信機の電源が入らず放送を聴
くことができません。
まだ使える状態であっても１年に１回は必ず電池交換していただくようお願いいたします。
なお、交換する電池の種類は「アルカリ乾電池（単一形）
」をお勧めいたします。
（※電池購入の費用については、各世帯等での負担となります）

◎防災行政無線「家庭用受信機が聞こえない」際は、外部アンテナを
取付けていない世帯の方は、受信機内蔵アンテナを全開に伸ばし、
設置箇所やアンテナの向きの調整をお願いします。また、「電池収
納部分が腐食していて使えない」など、お困りの際は、役場・総務
課情報サービス係 ( ℡2-3402) までご連絡をお願いいたします
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お知らせ

インボイス制度が令和 5 年 10 月 1 日から始まります
○インボイス制度とは

〇登録申請手続

・令和 5 年１０月１日から始まる消費税の仕入税控除 ・インボイス制度が始まる令和５年１０月１日から
登録を受けるには、原則、令和５年３月３１日ま
の方式です。
でに登録申請書を 提出する必要があります。
・インボイス制度においては、買手は消費税仕入税控
※期限間近には申請が集中し、処理に一定の時間
除のために、原則として、売手が交付するインボイ
を要する場合があります。
スを保存する必要があります。
申請を予定されている事業者の方は早期提出に
・売手がインボイスを交付する場合は、登録番号の記
ご協力ください。
載が必要であり、登録番号を取得するためには登録
申請手続が必要です。

札幌国税局ＨＰ＞消費税のインボイス制度
説明会・登録申請相談会

〇インボイス制度説明会・登録申請相談会のご案内

・税務署ではインボイス制度の概要を説明する「イン ♦消費税の基本的な仕組みから理解
ボイス制度説明会」や登録申請を希望される方へ、 されたい方向けの「インボイス説明 札幌国税局HPはこちら
会」を開催しています！
スマートフォンを利用した登録申請手続を説明する
♦国税庁ではオンライン説明会を開催
「登録申請相談会」を開催しています。
・詳細は、札幌国税局ＨＰに掲載しておりますので、 中！※説 明 会 の 模 様は YouTube
ご確認ください。
チャンネルでいつでも視聴可能です。
〇インボイス制度説明会
○開催日時：８月２６日（金）
１４時００分～１５時００分
○開催場所：江差町姥神町１６７番地１
江差地方合同庁舎
江差税務署（１階会議室）
○留意事項：８月２４日（水）
１７時までに電話連絡で要申込
〇連絡先：江差税務署 調査部門
℡０１３９－５２－６０１１（ダイヤルイン）

法テラス江差通信

～１８歳から大人、消費者トラブルにご用心～
民法改正により、成年年齢が引き下げられました。令和４年
４月から１８歳の誕生日がきたら大人です。これに伴い、１８
歳・１９歳を対象とした消費者トラブルが予想されます。今回は、
消費者トラブルを避けるためのポイントをお話します。
１８歳になると、一人で有効な「契約」ができます。例えば、
携帯電話を購入する、部屋を借りる、ローンを組むなどです。
未成年の場合は、親などの法定代理人の同意がない契約は、原
則取り消しができます。しかし、１８歳になると、契約を取り
消すことができなくなり、お金は返ってきません。契約は口約
束でも成立します。責任は重いのです。
トラブルの例は、サプリメントの定期購入、美容関係（無料
エステ体験後、高額なコースを契約）、もうけ話（情報商材、暗
号資産）があります。友人に誘われて断り切れない・内容を十
分に理解しないまま契約してしまうことが多いです。
そこで、１８歳・１９歳の皆さんは、契約をする前に、まず
信頼できる人に相談しましょう。悪徳業者は、未成年者が成年
になるのを待っています。一人で決めるのが大人ではありません。
分からないことは調べたり、相談したりするのが大人への第一
歩です。
トラブルに巻き込まれたと思ったら、消費者ホットライン
１８８（いやや）に電話をしたり、法テラス江差（０５０－
３３８３－５５６３）へお気軽にご相談ください。
なお、民法の成年年齢は１８歳ですが、お酒、たばこ、公営
競技（競馬、競輪等）の年齢制限は２０歳のままですので、ご
注意ください。
＜お知らせ＞無料法律相談を開催します
日時：８月３０日（火） 場所：海洋研修センター
お問い合わせ：役場地域政策課住民生活係 ℡２－３４０４



（法テラス江差

弁護士

南

七重）
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知っていますか？
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道の「苦情審査委員」制度

○道が行った業務や制度の内容を審査する制度が、「北海道苦情審査委員」制度です。
○皆さん自身の利害に関する苦情であれば、苦情審査委員に申立てができます。
○皆さんに代わって、苦情審査委員が公正で中立的な立場から、道の関係機関に対し、必要な調査等を行い
ます。
○審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題があるときは、道の機関に是正や改善を求めます。
○もちろん、個人情報の保護にも十分配慮します。
①苦情申立ての窓口は、道庁の道政相談センター又は各総合振
興局（振興局）の総務課です。
②苦情申立書及びリーフレットを用意しています。
③北海道公式ホームページから苦情申立書をダウンロードでき
ます。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/dsc/kujyou-mousitate.html
苦情の申立て方法

北海道

検索

④苦情申立書等に必要事項を記入し、苦情申立ての窓口に提出
してください。
また、郵送、ファックス、メールでも申立てができます。
※電話や匿名での申立ては受け付けておりません。
⑤問い合わせ先
・北海道総合政策部知事室道政相談センター
〒０６０−８５８８ 札幌市中央区北３条西６丁目
ＴＥＬ０１１−２０４−５５２３（直通）
ＦＡＸ０１１−２４１−８１８１
メール kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp
・各総合振興局（振興局）総務課

８月31日は「個人事業税」

第１期分の納期限です
個人事業税は、個人で事業を営む方に課税さ
れる道税です。忘れずに納めましょう。
なお、納税には便利な口座振替に加え、スマー
トフォンアプリを利用した決済方法による納付
手続もご利用いただけます。

わが家の

☆アイドル☆

【お問い合わせ先】檜山振興局 税務課
◇課税に関すること ☎
（0139）52－6472
◇納税に関すること ☎
（0139）52－6473

８月は
町 道 民 税（第２期）
国民健康保険税（第２期）
を納める月です
◎忘れずに納期（８月31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。

齊藤佳織さん
（字奥尻）
の

長男

ひろ

と

寛 人

くん （5歳9ヵ月）

～お母さんからのメッセージ～
げんきにすくすくせいちょうしてね。
またおくしりにこようね。
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お知らせ・戸籍

奥尻町国保病院からのお知らせ

道立江差病院

●８月の専門医の出張診療日●

矯正歯科診療
▶８月 １２ 日
（金）
整形外科診療
▶８月 ５ 日
（金）
▶８月 １９ 日
（金）
耳鼻咽喉科診療
▶８月 １８ 日
（木）

午後１時から（事前に予約が必要）

●整 形 外 科 午前 月・火・木・金曜日

午後１時から
午後１時から

●循環器内科 午前 月・火・木・金曜日

午後１時から

眼 科 診 療
▶８月 ２２ 日
（月） 午後１時から
▶８月 ２３ 日
（火） 午前８時10分から
（午前中のみ、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下さい。
◆お問い合わせ先 奥尻町国保病院 ☎２－３１５１

		
		

		

●総合診療内科

2022年８月１日～2022年８月31日
● JAL2891

函館発 11：10 → 奥尻着 11：40

● JAL2890

奥尻発 12：10 → 函館着 12：40

【HAC 運航】
【HAC 運航】

［丘珠⇔奥尻運航日は、函館⇔奥尻運休］

丘 珠 ⇔ 奥 尻 直航便運航日 ８月の土・日曜日及び１１日

● JAL2895

丘珠発 11：20 → 奥尻着 12：10

● JAL2894

奥尻発 12：45 → 丘珠着 13：30

【HAC 運航】
【HAC 運航】

◎離島割引が JAL Web サイトからご予約できるようにな
りました。詳しくは、下記へご連絡ください。

◆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

		

計 2,368 人 （ －10）
◯

（

1,477世帯（ － 7）

）
は前月末比較増減
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午後

木曜日

●神 経 内 科 午前 １２・２６日

●総合診療（外科） 午前 火・水・木曜日
●外
●小

児

科 午前 １２日（受付：午前11時まで）
科 午前 月～金曜日

午後 火・木曜日
（受付：午後３時～４時）

●泌 尿 器 科 午前 月～金曜日
		

午後

木曜日

		

午後

１５・２９日

●精 神 科 午前 月～金曜日（初診完全予約制）
●産 婦 人 科 午前 １５・１６・２９・３０日
●耳鼻咽喉科 午前 ２・３・１０・１６・１７・２４・２５・３０・３１日

		
		

（受付：午前11時まで）
午後 １０・２４日

科 午前 ４・１８日
		
（予約以外の初診受付：午前11時まで）
		
午後 ３・１７・２４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
●眼

●皮

膚

科 午前 火曜日

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

北海道立江差病院

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

８4

よろこび
 かなしみ

女 1,108 人 （ － 5）
◯

午前 月～金曜日（受付：午前11時まで）
（月曜のみ午前10時から診療）

●呼吸器内科 午前 金曜日（受付：午前11時まで）

ご冥福を
お祈りします
年 齢 住 所
満 歳 字青苗

男 1,260 人 （ － 5）
◯

20

月・金曜日

（再診のみ、完全予約制）
午後 月曜日・４・１８日・２５日

		

おなまえ
荒川トミ子

住民基本台帳６月末現在

（令和４年６月 日から令和
４年７月 日まで・敬称略）

町の人口・世帯

午後

●消化器内科 午前 水曜日（受付：午前11時まで）

		

航空機ダイヤ

（完全予約制）
午後 水・金曜日（完全予約制）

ふるさと納税の状況
令和４年６月末現在

●寄附件数

125件
●寄附金額

2,435,000円
※令和４年度分集計

