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役場庁舎の外壁を化粧直し
　この度、役場庁舎の外壁老朽化に伴い外壁を一新致しました。
　春からの外壁の張替工事を進めており、外壁のほか、正面玄関
付近の滑り止め対策やスロープの手すり、自動ドアの増設など、
町民の皆さんが利用しやすい庁舎に改修されました。

今月の特集
●７月に行った航空需要アンケー
　トの結果を公表いたします

●船泊西地区防災拠点センターが
　完成しました

●カナリアカフェで「ハロウィン
　イベント」を開催しました！
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　7月1日から30日にかけて、町内在住の18歳以上の方を対象に実施した
航空需要アンケート調査の集計結果がまとまりましたのでお知らせします。

【調査の概要】
　この調査は、町民の皆さまが礼文空港や航空路線についてどう考えているか、航空需要の
可能性（特に札幌市との往来）について調査し、「礼文空港再開」や航空会社への「定期航
空路線就航」を要望するための基礎資料とするため行ったものです。

　●対象2,090人　⇒　回答数　958人（全体の45.8％が回答）

質問１－１　次のような飛行機があった場合、礼文～札幌間の直行便を利用したいと思いま
　　　　　すか。

回　答　•「利用したい」という意見が約７割。
　　　　•「利用したい」と回答した人は主に
　　　　　「急ぎの用事」、「通院」、「旅行」と回
　　　　　答していました。
　　　　•一方で「利用したいと思わない」、「ど
　　　　　ちらともいえない」と回答した人は主
　　　　　に「今までの移動手段で十分」、「確実
　　　　　に飛ぶか不安」と回答しました。

結　果　　全体を見ると半数以上の方が「利用し
　　　　　たい」と考えており、特に若い人たち
　　　　　ほど、「利用したい」との回答が多く寄
　　　　　せられていることから、礼文―札幌間
　　　　　の定期航空路線（直行便）就航への期
　　　　　待の大きさが伺えます。また、飛行機
　　　　　の利用に否定的な理由について、運賃
　　　　　を理由にしている方が２割にとどまり
　　　　　運賃以外の理由を回答している方が多
　　　　　い結果となりました。

空港の利用に関して1

運航時間　　　　⇒　おおよそ55分（1日1往復）
空港運賃（片道）⇒　《離島住民割引後》　⇒　9,800円

※利尻 ⇔ 札幌丘珠便と同じ条件でお考えください

空港利用

利用したい
77.9％
利用したい
77.9％

どちらともいえない
13.3％

どちらともいえない
13.3％

利用したいと
思わない
8.8％

利用したいと
思わない
8.8％

利用の目的
0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

仕事

■全体（n=729）

通院

買い物

旅行

その他

25.5％25.5％

59.8％59.8％

36.4％36.4％

48.6％48.6％

急ぎの用事 60.2％60.2％

10.8％10.8％
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空港利用と属性
0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

全体（n=958）

年　

代

10歳代（n=7）
20歳代（n=63）
30歳代（n=96）
40歳代（n=145）
50歳代（n=154）
60歳代（n=201）
70歳代（n=164）
80歳代（n=126）

76.6％76.6％ 21.7％21.7％
71.4％71.4％ 28.6％28.6％

93.7％93.7％ 6.3％6.3％
86.5％86.5％

81.4％81.4％ 18.7％18.7％
79.2％79.2％ 18.8％18.8％
76.6％76.6％ 22.4％22.4％

68.9％68.9％ 28.6％28.6％
62.7％62.7％ 34.2％34.2％

11.5％11.5％

■肯定的な意見　■否定的な意見

質問２－１　１年間で１番多く稚内市を目的として出かけた回数は何回か。
　　　　　（新型コロナウイルス感染拡大前）
　　　　　また、もし、礼文～札幌間の飛行機があれば出かける目的地が稚内市から札幌市
　　　　　に変更になる可能性はありますか。

回　答　•「１～３回」、「４～６回」の回答が多か
　　　　　った。
　　　　•「０回」以外を選んだ方の割合は約８割。
　　　　•稚内へ出かける人の約６割の方が、直行
　　　　　便があれば稚内から札幌へ目的地を変更
　　　　　すると回答しました。

結　果　　目的地の変更に関して、多くの方が複数
　　　　　回飛行機を利用しており、「１～3 回」と
　　　　　回答した方より、「４～９回」と回答した
　　　　　方のほうが目的地の変更について積極的だったことから、多く出掛ける方ほどよ
　　　　　り飛行機を利用することが見込まれます。

稚内から札幌への目的地の変更2

稚内年間利用回数（年間）

4回～6回
25.7％
4回～6回
25.7％

1回～3回
37.4％
1回～3回
37.4％

10回以上
95

10.3％

10回以上
95

10.3％ 7回～9回
85
9.2％

7回～9回
85
9.2％

0回
162
17.5％

0回
162
17.5％

※稚内から札幌への目的地変更の回数　年間2,669回（最大回数）

稚内から札幌への目的地変更の回数・比率
0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

全体（n=741）

■変わる　■変わらない

10回以上（n=94）

7回～9回（n=84）

4回～6回（n=232）

1回～3回（n=331）

65.7％65.7％ 34.3％34.3％

56.4％56.4％ 43.6％43.6％

72.6％72.6％ 27.4％27.4％

67.2％67.2％ 32.8％32.8％

65.6％65.6％ 34.4％34.4％
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質問３－１　１年間で１番多く札幌市（札幌市周辺
　　　　　の市町村を含む）を目的として出かけた
　　　　　回数は何回ですか。
　　　　　（新型コロナウイルス感染拡大前）

回　答　•回答者の７割が１年間に１回以上札幌市
　　　　　に出かけたと回答。
　　　　•「１～３回」、「４～６回」の回答が多く、
　　　　　10回以上と回答した方や中には20回と
　　　　　回答された方も見られました。

札幌への移動回数・今後の空港利用見込みに関して3

札幌に出かけた回数（年間）

4回～6回
23.0％
4回～6回
23.0％

1回～3回
44.8％
1回～3回
44.8％

0回以上
23.5％
0回以上
23.5％

7回～9回
4.6％
7回～9回
4.6％

10回以上  4.1％10回以上  4.1％

質問２－２　稚内市と札幌市に出かける主な目的は何でしょうか。

回　答　•稚内市へ出かける目的で多いものは、「買い物」、「通院」、「仕事」の順に多く、
　　　　　札幌市へ出かける目的で多いものは、「通院」、「買い物」、「旅行」の順に多くみ
　　　　　られました。
　　　　•その他の回答では、稚内市と札幌市ともに「帰省」という回答が多く見られまし
　　　　　た。

結　果　　稚内市と札幌市の双方で「買い物」・「通院」の回答が多かったことから、これら
　　　　　の用事について目的地を変更する傾向があることが想定されます。

稚内市への外出

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

仕事

■全体（n=872）

通院

買い物

旅行

その他

13.6％13.6％

31.5％31.5％

34.0％34.0％

11.1％11.1％

9.8％9.8％

札幌市への外出

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％

仕事

■全体（n=870）

通院

買い物

旅行

その他

10.7％10.7％

29.4％29.4％

24.2％24.2％

22.3％22.3％

13.4％13.4％
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空港再開による飛行機の利用質問３－３　礼文～札幌間の飛行機があること
　　　　　で、札幌市に出かける回数は３－１
　　　　　で回答した数より増えると思います
　　　　　か。また、その回数は何回ですか。

回　答　•「増える」と回答した方は約５割。
　　　　•「増える」と回答した方のうち１回
　　　　　から３回までの回数を選択した割合
　　　　　が全体の約６割。

結　果　　回答者の約半数が「増える」また、
　　　　　増加する回数については主に「２回」
　　　　　「３回」と回答していることから利用
　　　　　回数が増加する可能性があることが
　　　　　分かりました。

その他お答えいただいたアンケートの結果につきましては、礼文町のホームぺージをご覧ください。

※礼文空港が再開することにより、今までの札
　幌移動回数に加えて、札幌へ出かける回数が
　さらに増えると答えた回答者の飛行機利用増
　加回数　年間1,318回（最大回数）

増える
49.0％
増える
49.0％

わからない
32.0％
わからない
32.0％

1回1回

2回2回

3回3回

5回5回

10回10回

その他その他

増えない
19.0％
増えない
19.0％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

全体（n=684）

■利用する　■利用しない

10回以上（n=36）

4回～6回（n=207）

89.3％89.3％ 10.7％10.7％

100.0％100.0％

1回～3回（n=399） 85.0％85.0％ 15.0％15.0％

94.7％94.7％

7回～9回（n=42） 95.2％95.2％

飛行機利用回数・利用比率

※礼文町から札幌市への移動で、現状の交通機関から飛行機利用に変更すると選択した飛行機利用回
　数　年間2,913回（最大回数）

5.3％5.3％

4.8％4.8％

質問３－２　もしも礼文～札幌間の直行便があれば、
　　　　　札幌市に旅行するときにこの飛行機を利用
　　　　　しますか。

回　答　•回答者の約 9 割が「 利用する」と回答。

結　果　•質問３－１で回答した１年間の札幌市へ出
　　　　　かけた回数が多い人ほど質問３－２で飛行
　　　　　機を「利用する」と回答する比率が高かっ
　　　　　たため、交通手段をバスやJRなどから飛
　　　　　行機に変更する可能性が高く、継続的な飛
　　　　　行機の利用増加が期待されます。

空港再開による飛行機の利用

利用する
89.3％
利用する
89.3％

利用しない
73

10.7％

利用しない
73

10.7％
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藪 谷 武 範 ・ 実佐子

藪　谷　こ　こ ちゃん

生年月日：平成30年11月15日
好きな食べ物：からあげ、キュウリ、チーズ
好きなテレビ番組：アンパンマン、しまじろう
好きな遊び：ダンス、ごっこ遊び
今興味あること：おしゃれ、化粧、プリンセス、弟
保護者から一言：お姉ちゃんになって弟の世話を毎日あり
　　　　　　　　がとう。これからも優しく思いやりのあ
　　　　　　　　る子に育ってね！

やぶ や

わが家わが家のアイドルわが家のアイドル

　10月31日（日）カナリアカフェにおいて、礼文町地域おこ
し協力隊による「ハロウィンイベント」が開催され、約100
名の親子連れの皆さんが来場しました。
　このイベントは、「町民の皆さんに、家族で楽しんでもら
える場を提供したい」という思いから企画したもので、装飾
などの事前準備から当日の運営までをすべて地域おこし協力
隊で実施しました。
　当日は、小学生以下の園児や児童を対象にお菓子を無料で
プレゼントしたほか、カップソフトやパンプキンスープなど
を100円メニューとして提供し、その売り上げは礼文町社会
福祉協議会に寄付されました。
　子どもたちが仮装するなどして楽しむ姿に、保護者からは
「このようなイベントを今後も実施して欲しい」などの声を
いただき、盛況のうち終えることができました。

地域おこし協力隊活動報告地域おこし協力隊活動報告カナリアカフェで
「ハロウィンイベント」を開催しました！
カナリアカフェで
「ハロウィンイベント」を開催しました！

船泊西地区防災拠点センター船泊西地区防災拠点センター
　11月18日、西大沢に、船泊西地区防災拠点センターが完成しました。これまで、町内の防災避難所
は、知床地区・須古頓地区・元地地区・上泊地区の４施設がありましたが、今回で５施設となりました。
　施設内はWi-Fiが完備され、３分割可能な休憩室、看護室、洗面所、浴室、調理室、防災備蓄庫な
どがあります。
　災害時に避難所として利用できるほか、平常時は地域の集会や会議の場として利用することもでき
ますので、ご利用を希望される場合は役場総務課防災係（☎0163－86－1001）までご連絡ください。



　わたしたちの暮らす社会は、さまざまな人によって構成されており、障がいのある人もその一人
です。どのように接すればよいのかや、どうすれば助け合うことができるのかを考えるためには、
まずは私たち一人ひとりが、障がいを「知ること」が重要です。
　「障がい」とは、何らかの原因で心や体のどこかがうまく働かないために、日常生活や社会生活
において不自由を感じたり、周囲の理解や協力が必要な状態をいいます。
　生まれた時から障がいのある人もいれば、病気や事故によって障がいを受ける人もいます。障が
いとは特別なことではなく、誰にとっても身近なものなのです。

文中の「障がい」標記にについて、「○○障害」等の固有名詞は従前どおり漢字での標記としております。
「障がい」に関することは、保健課障がい者支援係まで。☎86－1001

～「障がい」を知って助けあいの社会を～～「障がい」を知って助けあいの社会を～～「障がい」を知って助けあいの社会を～
●障がいのある人について知る

自然な気持ちで助け合う
　障がいのあるなしに関わらず、困っている人を助けることは素晴らしいことです。「おたがいさ
ま」の気持ちで自然に助け合いましょう。
一人ひとりの違いを理解する
　障がいの種類、症状はさまざまです。一人ひとりが個性や特徴があることを理解しましょう。
相手の立場になって考える
　親切のつもりが、かえって迷惑となってしまうこともあります。障がいのある人がどんなことを
してほしいかを聞いてから手助けしましょう。
特別扱いをしない
　障がいのある人を特別な目で見るのはやめましょう。同情ではなく、その人のためになるお手伝
いをしましょう。

●障がいのある人と一緒にいるときは

身体障害
•視覚障害：目が見えない、見えにくいため、町を歩いたり、読み書きをすることなどに困る状態。
•聴覚障害：耳が聞こえない、聞こえにくいため、人との会話や耳からの情報を得る際に困る状態。
•肢体不自由：けがや病気で手足など体の一部、または全身に障がいがあり、立ち座りや歩行など
　　　　　　　の際に困ってしまう状態。
•内部障害：病気などにより内臓に障がいがあり、日々の生活に支障をきたしている状態。主な内
　　　　　　部障害としては「心臓」「腎臓」「呼吸器」「膀胱・直腸」「免疫機能」などがある。
知的障害
　脳の発達が同年代と比べてゆっくりしているため、生活や学習する際などにおいて困る状態。
精神障害
　心の病気などによって、社会生活などで困る場合のある状態で、外見からはわかりにくく、種類
もさまざまです。
発達障害
　脳の発達の一部に障がいがあって、集団生活などで困る場合のある状態。本人の努力不足や家庭
の問題と誤解されてしまうことも多いです。
私たちにできること
　まずは、これらのような障がいがあるということを知っておくことが大切です。障がいは本人の
せいだけではないのです。自分の周りに障がいのある人がいたら、温かい目で見守ることからはじ
め、みんなで手助けしましょう。

●障がいの種類

くらしのヒント
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306

古文書教室を開催しました！古文書教室を開催しました！

　10月23日（土）に北海道ハイテクACから河内紀彦さんと猪口実乃里さんをお招きし、小学生
たちが短距離のタイムが早くなるポイントを学びました。子どもたちは足の使い方や腕の振り方
を中心に指導を受け、走り方を変えながら走ってみるなど楽しそうに練習しており、保護者の方
も練習の方法や声掛けのポイントについて学びました。来年の陸上記録会で良い結果が出ること
を楽しみに頑張って練習してください。

（土） 北海道 内紀彦 猪 実 招 小学生

わくわく！ スプリント倶楽部！わくわく！ スプリント倶楽部！

　11月6日（土）に北海道立文書館と礼
文町の共催で、古文書教室を開催しま
した。当日は、道立文書館の文書専門
員である石川淳氏を講師にお招きし、
「はじめての古文書」と題した古文書
読解の基礎と道立文書館に収蔵されて
いる礼文に関する古文書の読解を行っ
たあと、町学芸員による「町指定有形
文化財礼文神社関係資料から読む礼文
神社のお祭り」と題して、礼文神社に
残っている明治後期から平成初期の古
文書を追って、礼文神社のお祭りが現
在の形に変化してゆく様子を読み解き
ました。

家庭教育支援事業
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連絡先▶教育委員会社会教育係（☎86－2119）連絡先▶教育委員会社会教育係（☎86－2119）

　生涯スポーツ（Life Long sport）略して『エルスポ』。11月13日（土）に枝幸三笠山スポーツク
ラブから井上諭一氏と笹玄樹氏をお招きし、大人を対象にスロージョギングと、ボッチャの体験会
を開催しました。
　スロージョギングではゆっくり走るという動作についての説明を受けた後、実際に体験すること
で、ジョギングやウォーキングとは異なる動作を学び、良い汗を流しました。また、パラリンピッ
クの正式種目であるボッチャでは球を投げる動作を初めて体験する方が多く苦戦されていました。

「エルスポ（第1章）」を行いました！「エルスポ（第1章）」を行いました！

　Joyful Saturdayでは、「英語で遊ぼう」をモットーに毎月1回、ALTのジョー先生と一緒に英
語を使ってアメリカの文化を体験したり、創作活動を行っています。今年度はあと４回の開催を予
定しており、英語を身近に感じることができるプログラムをまだまだ計画していますので、参加者
の皆さんお楽しみに！

土曜教育推進事業

FUN LIFE CLUB 第2弾
ファン ライフ クラブ

「英 遊ぼう」を ト 毎 ジ 先生と 緒 英

Joyful Saturdayで英語に親しみをJoyful Saturdayで英語に親しみをジョイフル サタデー
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防災ワンポイント（たすか～る）
冬期間の災害に備えましょう

◆災害時、情報収集手段が多いほど、災害時の危険性が少なくなりますのでご登録をお願いします。 ※登録者数は11月1日現在の数

IP告知端末アプリ

登録者数　283人

こちらのQRコードを読み取り、
手順に従って登録をよろしく
お願いいたします！

礼文町防災メール

登録者数　319人

こちらのQRコードを読み取り、
空メールをお送りください！

礼文町防災LINE

登録者数　187人

こちらのQRコードを読み取り、
『礼文町防災LINE』の友だち登
録をお願いします！

電気・ガスが使えなくなったときに寒さをしのぐ場所として、一時的に自家用車に避難することを想定し、ガ
ソリンなど『燃料』は早めに給油しましょう。

●防寒着　●長靴　●手袋　●スコップ　●牽引ロープ　✚　飲料水、非常食

《冬の必需品》
●防寒着（ジャンバー等）
●衣類（厚手の下着等）
●毛布、寝袋
●カイロ
●カセットコンロ（燃料のボンベ）
●ポータブルストーブ

《季節を問わず必要なもの》
●食料、飲料水
●持病薬、常備薬
●携帯用ラジオ
●懐中電灯
●衛生用品
　（マスク、アルコール消毒液、体温計等）

冬は天候が急変することがありますので、こまめに気象情報を確認し、不要不急の外
出を控えることも大切です。

※停電への備えを万全に！

※車の中に準備しておきましょう

　本格的な降雪期を迎え、水道凍結の起こりやすい
季節になりました。
　気温が零下４℃以下になると、日中でも凍結する
ことがありますので、日頃からの注意と正しい操作
で、冬を快適に過ごしましょう。

『水抜きは完全に！』
●水を落とすときは
　先に蛇口を開いてから水抜き栓で落としてくださ
い。蛇口を閉じたままでは水は落ちません。特に風
呂やトイレなどに分岐している管には、水が残って
凍結することがあります。中間の水抜弁などで完全
に水を抜くよう気をつけてください。

●自分で凍結を直すときは
　簡単な凍結は自分でも直すことができますが、取
り扱いには十分注意して行ってください。

※年末年始に水道凍結などで修理を依頼する場合は、
次のところへ連絡してください。
　•㈲釜谷設備（86－2055）
　•北野建設㈱（86－1688）
　•㈲北泉工業（89－7660）
　•高道建設㈱（87－2894）
　•㈲柳谷建設（87－3025）

水道凍結に
ご注意ください！
水道凍結に

ご注意ください！
　水道事業は、利用者からの水道料金の収入により
運営を行っております。水道料金の未納は、料金収
入が適正に確保できなくなるうえに、徴収にかかる
経費が発生するなど、正しく納めている利用者に多
大なご迷惑をおかけする行為です。

●給水停止について
　水道料金未納のお知らせ、催告書、自宅訪問、電
話等によってもお支払頂けない場合には、水道法第
15号第3項及び礼文町給水条例第35条の規定に基づ
き給水停止を執行します。
　一旦給水停止になりますと、水道料金をお支払頂
かない限り、給水を再開することはできません。再
開の場合は、「平日の午前8時30分から午後5時15
分のみの対応」となり、それ以外の時間は一切対応
できません。また、給水停止により利用者に損害が
生じても一切責任は負いません。

●問い合わせ・相談は
　水道料金未納のお知らせ、催告書を送付した利用
者に対しては、お支払に関する納入相談も承ります
ので、役場建設課水道係までご連絡ください。

水道料金の納入
忘れはありませんか？
水道料金の納入

忘れはありませんか？

等）

等）

家の中で安全に過ごすために

車で外出するとき

気象情報の入手



年末

年始

香深方面
船泊方面

12月28日（火）
燃やせないゴミ（午前）
燃やせないゴミ（午後）

12月27日（月）
燃やせるゴミ（午前）
燃やせるゴミ（午後）

12月29日（水）
ダンボール類（午前）
ダンボール類（午後）

香深方面
船泊方面

資源ごみ

資源ごみ

ア ル ミ缶ペットボトルスチール缶

12月31日～1月5日
お　休　み
お　休　み
お　休　み

12月30日（木）
燃やせるゴミ（午前）
燃やせるゴミ（※）

1月6日（木）
ダンボール類（午前）
ダンボール類（午後）

1月7日（金）
燃やせるゴミ（午前）
燃やせるゴミ（午後）

ア ル ミ缶

※12月30日の船泊方面の収集は、香深方面終了後、直ちに実施いたします。
•生涯学習カレンダーの記載に誤りがあります。ごみの収集は12月31日から1月5日までお休みです。
•管理型最終処分場は、12月30日から1月5日まで休日といたします。
•安定型最終処分場は、3月31日まで受入中止です。

●無休で営業します
※12月31日の営業時間
　午後2時～午後6時

施　設　名

役　場（本庁舎）

船　泊　支　所

教 育 委 員 会

船 泊 診 療 所

休 み 期 間

12月31日
〜

1月5日

礼文島温泉
うすゆきの湯

うすゆきの湯
☎86－2345※休診が長期間になりますので、お薬が必要な

　方は早めに申込下さい。

施　設　名

ピ　ス　カ　21

BOOK愛ランドれぶん

総合体育館（潮騒ドーム）

香深歯科診療所

船泊歯科診療所

休 み 期 間

12月31日～1月5日

12月31日～1月5日

12月30日～1月4日

12月30日～1月6日

年末年始のお知らせ年末年始のお知らせ年末年始のお知らせ年末年始のお知らせ年末年始のお知らせ

年末年始のゴミ収集について

年末年始の町の主な施設、窓口は次のとおり休みとなり
ますので、ご了承願います。町 の 窓 口

〔　〕11

～郷土料理で世代間交流～
　11月2日（火）2年選択科目「生活産業基礎」の授業で、「ふ
れあい交流事業」を実施しました。香深老人クラブ「はまな
すの会」より11名にご来校いただき、郷土料理のホッケのか
まぼこ作りに挑戦しました。高齢者からホッケの身をこそげ
落とす技術を教えていただいたり、力がいるすり鉢での作業
は生徒が担当したりと協力しながら学ぶことができました。
４班に分かれ、すり身汁と５種類のかまぼこを作り試食し、
入れる具材や味付け、すり方などの違いを交流しました。
　「はまなすの会」の皆さんは、「自分が少しでも役に立てて嬉しかった」、「コロ
ナで出かけられないので今日は楽しかった」と話されていました。また、生徒７
名は初めてかまぼこを作り、「難しいと思っていたが美味しく作ることができた」、
「今度は自分で作ってみようと思う」などと感想を書いていました。
　主催・企画していただいた礼文町社会福祉協議会の皆さま、ご来校いただいた
「はまなすの会」の皆さま、楽しい交流をありがとうございました。

礼文高校通信礼文高校通信礼文高校通信

広報れぶん　令和3年12月号
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令和3年11月1日現在

世帯数 1,252戸
男 1,213人
女 1,167人
計 2,380人

（－6戸）
（前月比）

（－6人）

（－1人）

（－7人）

令和3.10.15

～

令和3.11.14

人
の
う
ご
き

人
の
う
ご
き

一般回線の電話が使えない場合はこちらへ

人
の
う
ご
き

※電話料金は１分間180円で利用者負担となります。

緊　急
連絡先

役　　場
衛星電話
役　　場
衛星電話080－2870－3791

まちの人口

発
行
／
礼
文
町
役
場　
　
編
集
／
総
務
課
広
報
交
通
係　
　
印
刷
／
株
式
会
社 

国
境

　
　
氏　

名　
　

年
齢　

住
所

水
上
良
三　

97
歳　

高　

山

小
笠
原
ツ
ギ
ヱ　

83
歳　

尺　

忍

★
謹
ん
で
お
く
や
み

　
　
　
　

申
し
上
げ
ま
す

○
寄
附
金
を
い
た
だ
き
ま
し
た

　
　
　
　

札
幌
市　

水
上　

一
則

（
敬
称
略
）

☆
ご
厚
情
を
賜
り
ま
し
た

12 月 の こ よ み

認知機能検査（ピスカ21/16：00～）

運転免許更新時講習（ピスカ21/17：30～）

産婦人科健診（船泊診療所）

乳幼児予防接種（船泊診療所）

健康相談（役場）

～令和4年1月の予定～
7 日•運転免許更新時講習
9 日•成人式
11日•産婦人科健診

2日（木）

14日（火）

15日（水）

16日（木）

礼文～札幌  交通アクセス礼文～札幌  交通アクセス令和3年12月令和3年12月

利尻空港

礼文礼文 香深フェリー
ターミナル

礼文礼文

利尻利尻

稚内稚内

札幌札幌

沓形フェリー
ターミナル

鴛泊フェリー
ターミナル

稚内フェリー
ターミナル

利尻空港

稚内空港

丘珠空港

新千歳空港

香深フェリー
ターミナル

12/1～12/29

16：05着

14：10発

11：20着

10：20発

16：40着

15：55発

16：40着

利尻利尻

稚内稚内

札幌札幌

沓形フェリー
ターミナル

鴛泊フェリー
ターミナル

稚内フェリー
ターミナル

稚内空港

丘珠空港

新千歳空港

12/1～12/29

11：50発

9：05発

11：00着

12：50着

復　路

往　路

15：20発

16：15着

利尻空港 ☎0163－82－1770　稚内空港 ☎0162－27－2121

17：15発

9：05発

11：00着

18：15着

16：45着

15：45発

14：50着

13：55発
12/30、12/31

12/30、12/31

15：50発

16：45着

15：20着

14：25発

15：55発

香深・船泊両中学校で生徒たちが緑の羽募金の募金活動を行いました

香深中学校香深中学校 船泊中学校船泊中学校
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