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船泊小学校

新しい環境への希望を胸に卒業

今月の特集
●令和3年度の礼文町の当初予算
…………………………２ページ
●令和3年度の役場職員の新体制
…………………………９ページ

3月20日・21日の2日間で、町内小学校の卒業式が行われました。
当日は、男子17名と女子11名の卒業生が先生や保護者への感
謝と同時に、新しく始まる中学校生活への期待を胸にして、６年
間生活した学び舎を巣立ちました。
ご卒業おめでとうございます。
発行／礼 文 町 役 場
編集／総務課広報交通係

●船泊診療所の升田所長が「日本
医師会 赤ひげ大賞」を受賞し
ました …………………10ページ
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広めよう交通安全の輪
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めざせ交通事故死ゼロ4000日（2021年6月28日目標達成）
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令和

年
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月号

令和3年度当初予算
予

算

総

額

重

65億4,620万円

（対前年度 △4.7％）

●一般会計

44億6,500万円

（対前年度 △3.4％）

●特別会計

20億8,120万円

（対前年度 △7.2％）
株式等譲渡所得割交付金
531千円

配当割交付金
901千円

法人事業税交付金
710千円

利子割交付金
諸収入
328千円
56,092千円
地方譲与税
（1.3％）
14,066千円（0.3％）

地方消費税交付金
56,403千円（1.3％）
環境性能割交付金
1,036千円

繰入金
579,480千円
（13.0％）

〔一般会計〕

庁舎外壁改修事業
事業費

190,430千円

漁業者支援住宅建設工事【継続
（最終年）
】
事業費

40,000千円

木造2棟

除雪車両購入費
事業費

33,127千円

浜中・西上泊線防雪柵設置事業【継続】
事業費

53,800千円

大備団地長寿命化改善工事【継続】
事業費

22,000千円

礼文小学校校舎大規模改修事業【継続】
事業費

269,201千円

〔簡易水道特別会計〕

簡易水道統合整備事業【継続】
事業費

事業費

歳入
（43.7％）

185,750千円

90,000千円

各分野（移住定住、高校魅力化、観光振興、自然環境など）
における地域課題への取組人材を都市地域から呼び込み、
地域協力活動を通じて地域と協力隊員との関係性を深め、
協力隊員の定住・定着を図る。

子育て支援事業【継続】6,179千円
保育料無償化事業（町独自分）
小中学校児童生徒給食支援事業

子育てマイホーム新築助成事業【継続】3,500千円

国庫支出金
分担金及び負担金
261,022千円
1,889千円
（5.8％） 使用料及び手数料
120,036千円（2.7％）

子育て世代（45歳以下）が町内に自ら居住する住宅の新築、
増改築及び住宅購入に対し、助成金を交付する。
〔取得価格の10%で限度額3,000千円〕
〔土砂災害特別警戒区域に係る加算の限度額500千円〕

持ち家住宅支援助成事業【継続】4,000千円

予備費
2,000千円

町民や町外からの移住者に対し、住宅の新築や増改築及び
住宅購入への助成を行い、町民の安定的な居住環境の確保
と町外からの移住定住を促進する。
〔取得価格の10％で限度額1,500千円〕
〔土砂災害特別警戒区域に係る加算の限度額500千円〕

繰出金
人件費
511,076千円
614,511千円
（11.4％）
（13.8％）

民間賃貸住宅建設促進助成事業【継続】16,000千円

歳出
4,465,000千円

普通建設事業費
761,770千円
（17.1％）
積立金
115,443千円
（2.6％）

《ハード事業》

礼文町総合交流促進施設改修工事

地方交付税
4,465,000千円 1,950,000千円

公債費
766,604千円
（17.2％）

業

《ソフト事業》
地域おこし協力隊事業【継続】25,796千円

寄附金
300,004千円
（6.7％）
道支出金
326,673千円
（7.3％）
財産収入
22,863千円
（0.5％）

貸付金
58,400千円
（1.3％）

事

地方特例交付金
26,230千円（0.6％）〔温泉事業特別会計〕

町税
町債 244,535千円
502,200千円 （5.5％）
（11.2％）

繰越金
1千円

点

物件費
976,221千円
（21.9％）

個人や法人が建設する賃貸用集合住宅（1棟4戸以上）の取
得費の一部を助成する。
〔限度額：1LDK＝1戸当たり2,500千円、2LDK以上＝1
戸当たり3,500千円〕
〔土砂災害特別警戒区域に係る加算の限度額1戸当たり50
0千円〕

教育支援活動促進事業費【継続】7,717千円
補助費等
505,774千円
（11.3％）
扶助費
111,336千円
（2.5％）

魅力ある高校づくり対策事業【継続】64,636千円
維持補修費
41,865千円
（0.9％）

埋蔵文化財保護事業【継続】141,130千円
文化財を次世代へ継承するため、有効的な保護対策を講じ
るとともに、積極的な活用により、新しい島の魅力を伝え
ることを目的として実施する。

町内の安定的な居住環境を確保す
や﹁礼文島温泉うすゆきの湯﹂の老
るため持ち家住宅支援助成制度や子
朽施設改修をはじめ︑船泊内路簡易
育て世代マイホーム新築等助成制度
水道統合整備事業や公営住宅長寿命
による支援を行い︑移住定住環境の
化改善︑除雪機械の更新や浜中・西
促進を図ってまいります︒
上泊線防雪柵設置など生活基盤の整
また︑町内の空き家対策を進める
備︑産業振興では新規就業者支援や
ための空き家バンク制度によりU・
漁業者支援住宅の建設など漁業後継
I・Jターン希望者への情報提供を
者への支援策を継続するとともに︑
積極的に行うほか︑ワンストップ窓
商工業においては労働力の確保や就
業促進に向けた支援事業の取り組み︑ 口での総合的な移住・定住支援の体
制整備を進めてまいります︒
観光振興においてはコロナ禍の中で
また︑移住体験住宅を活用した田
の重点的・効果的な誘客事業を展開
舎暮らし体験の推進や︑新たに整備
してまいります︒
した﹁ふるさと応援体験道場﹂のセ
また︑移住体験住宅や﹁ふるさと
ラミック野菜栽培施設を活用した就
応援体験道場﹂を核とした移住・定
労体験メニューの提供など︑コロナ
住対策を一層進めるほか︑新しい働
禍であっても安心安全な施設の利用
き方のスタイルにマッチした受入体
により︑地域の魅力発信と移住定住
制の環境整備を進め︑関係人口の増
の促進を図ってまいります︒
大を足掛かりにU・I・Jターンの
⑵自然災害防止対策の推進
積極的な促進を図ってまいります︒
土砂崩れや冬期間の雪崩など自然
さらに︑継続事業である礼文小学
災害の防止対策及び危険箇所を解消
校校舎大規模改修やICT機器の効
するための対策について︑北海道
果的な活用による学校教育環境の充
︵宗谷総合振興局︶や宗谷森林管理
実を図るとともに︑歴史的文化遺産
署などと協議しながら︑早期の事業
の調査や保護を進めながら︑引き続
着手を要望してまいります︒特に︑
き礼文高校のさらなる魅力化にも努
土砂災害特別警戒区域については︑
めてまいります︒
国や北海道など関係機関と協議を進
これら︑本町の人口減少への対策
め︑その解消に向けた事業が早期に
と地方創生の推進など︑地域課題の
行われるよう積極的な要望を行って
解決に向けた取り組みとともに︑ポ
まいります︒
ストコロナの新たな町づくりを目指
治水事業については︑平成 年8
し︑限られた財源の有効な配分を心
月豪雨に引き続き昨年8月の豪雨に
がけながら︑ 島の絆 ﹁地域の結び
より被災しました入舟地区トンナイ
つきと支えあいによる島の更なる発
川の冠水や水害防止対策について北
展をめざして﹂というテーマのもと
海道と協議を重ねてきたところです
で予算を編成したところでございま
が︑着手の目途が付いたことから︑
す︒
早期完成に向けて継続して要望して
以下︑項目ごとに主な施策につい
いくとともに︑本町においても道路
て申し上げます︒
横断部の土砂撤去を実施し︑被害防
第一．人と自然に優しく
止対策に取り組んでまいります︒
同じく昨年8月に被災を受けた起
魅力ある地域基盤づくり
登臼川についても︑災害復旧事業で
の河川護岸︑河床の復旧工事を実施
⑴移住・定住の環境整備

し︑地域住民の安全・安心と災害防
止を図ってまいります︒
⑶自然環境の保全
本町にある希少な高山植物など生
物の多様性を持続するための基本計
画である﹁礼文島いきものつながり
プロジェクト﹂が策定から 年目を
迎えるため︑これまでの取り組みを
検証し︑未来へと繋いでいくための
次の 年計画を更新するほか︑島内
の希少植物を守り︑さらにはその素
晴らしさを多くの皆さんに伝えるこ
とを目的とした展示を行うため︑希
少植物保全の基礎データとなる﹁礼
文島版植物レッドデータブック﹂の
作成を進めてまいります︒
また︑引き続き笹地の刈払い試験
や自然歩道の整備︑案内標識の設置
を計画的に進めてまいります︒
⑷森づくり
森づくりは︑地球環境保全機能︑
土砂災害防止・土壌保全機能︑水源
涵養機能に加え︑保健︑レクリエー
ション機能など町民皆さんの保養の
場でもあり︑機能の維持増進のため︑
各関係機関との連携を図り︑記念植
樹や植林事業を行うなど︑森林環境
の保全及び山火事予防に努めてまい
ります︒
また︑現在記念植樹祭を実施して
いる赤岩地区についても︑森林管理
署︑森林愛護組合との協議を進め︑
補植を行うなど活着率の向上を図り
つつ︑区域の維持管理に万全を期し
てまいります︒
さらに今年度も︑大沢地区の﹁さ
くら公園﹂周辺への補植を行い︑花
が咲く季節には町民皆さんの憩いの
場として︑また観光資源としても広
く利用されるよう整備を進めてまい
ります︒
⑸道路の整備
町道の維持及び整備については︑
町道各路線の舗装路面の整備や排水
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令和3年度

15
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まちづくりの方針

令和3年第1回礼文町議会定例会
において︑小野町長が町政の執行に
対する所信を述べたものです︒
︵要旨︶

ただ︑今年は町長選挙の年であり
ますので︑経常的な経費を中心にし
た骨格予算とすることを基本にしな
がらも︑これまで計画的に進めてき
た事業及び地方創生総合戦略の事業
については︑﹁第6次礼文町まちづ
くり総合計画﹂を基調に﹁第2期礼
文町まち・ひと・しごと創生総合戦
略﹂に沿って当初予算に計上させて
いただくとともに︑国と同じように
所謂﹁ か月予算﹂として切れ目の
ない対処をすべく︑国の第3次補正
予算で採択された﹁離島留学﹂﹁定
住対策﹂﹁防災対策﹂の3事業につ
いては︑令和2年度予算に計上した
うえで新年度に繰り越して実施する
こととしておりますので︑あわせて
ご理解をいただきたいと思います︒
この結果︑本町の新年度当初予算
は一般会計で 億6︐500万円と
なり︑前年度当初予算対比3・4％
の減額予算となっております︒また︑
8つの特別会計全体で 億8︐12
0万円︑総額で 億4︐620万円
となり︑前年度対比では4・7％減
となったところであります︒
このうち︑特定有人国境離島地域
に係る支援事業及び離島活性化交付
金事業などを含め︑まち・ひと・し
ごと創生総合戦略関連事業費として
5億6︐917万4千円を当初予算
に計上しております︒
主な施策といたしましては︑引き
続き﹁ふるさと納税︵自治体へおま
かせ分︶﹂を活用して︑0〜2歳児
を対象とした保育料の無償化と小中
学生の給食支援による子育て支援を
継続するほか︑本庁舎の外壁等改修
44

65

はじめに
依然として新型コロナウイルス感
染症の収束は︑先が見えない状況に
あるなかで︑国は国民の命と暮らし
を守るために感染拡大の防止策を講
じつつ︑社会経済活動のレベルを引
き上げていくとして︑3回の補正予
算により必要な対策に対応しながら︑
﹁経済財政運営と改革の基本方針2
020﹂︵いわゆる﹁骨太方針20
20﹂︶に掲げられている主な施策
項目及びそれを具体化する成長戦略
の実行計画を踏まえ︑行政のデジタ
ル化の推進︑グリーン社会の実現︑
都会から地方への新たな人の流れ︑
防災・減災と国土強靭化などを﹁
か月予算﹂の考え方でポストコロナ
の新しい社会をつくるとしています︒
国の令和3年度予算案では︑新型
コロナウイルス対策や社会保障関係
費の増加により︑総額106兆6︐
097億円となり︑3年連続で10
0兆円を超え︑9年連続で過去最大
を更新することとなりました︒
このような状況のなか︑本町の令
和3年度の予算編成においても︑令
和2年度の国の第3次補正予算と令
和3年度当初予算を一体として︑国
と同様に﹁ か月予算﹂と位置づけ︑
切れ目なく感染症防止対策や地域経
済対策を行うこととしたところであ
ります︒
15

15

20

月号
年
令和
広報れぶん
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溝の改修︑歩道・路肩の除草︑清掃
を行い︑事故の未然防止や交通の安
全確保に努めてまいります︒
また︑冬期間の除雪体制の確保に
ついては︑老朽化した除雪トラック
を更新して万全の体制を整えるとと
もに︑地吹雪による視界不良などが
発生しやすい浜中西上泊線の防雪柵
整備を再開し︑町道の安全な交通の
確保と効率的な維持・整備及び施設
の保全に努めてまいります︒
道々の主要幹線の改修・改良にお
いては︑地元との調整役となって︑
北海道と協議しながら早期の事業着
手を要望してまいります︒
⑹港湾の整備
国直轄整備事業として香深港本港
地区についてはフェリーの安全着岸
・就航率の向上のための静穏度確保
に必要な南外防波堤の突堤部と港内
への消波ブロックの設置︑船泊分港
地区については越波対策として北護
岸への消波ブロックの嵩上げを継続
して行ってまいります︒
一方︑老朽化が進んでいる施設も
多くあることから︑安全対策として
の職員の目視による点検の継続実施
に加え︑漁業協同組合や利用者の皆
さん︑さらには関係機関との協議を
行い︑利用の安全のための計画的な
整備を進めてまいります︒
また︑クルーズ船関連事業につい
てもコロナ禍の影響を大きく受けて
いるものの︑すでに国内クルーズに
ついては動きも見えはじめているこ
とから︑引き続き観光と連携しなが
ら取り組んでまいります︒
⑺交通機関の充実
本町において︑町内での公共交通
機関として路線バス︑島外への移動
手段としてフェリー定期便が運行し
ており︑さらに札幌などの大都市圏
への移動手段として︑稚内空港や利
尻空港を利用する航空路線について

〔４〕
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も︑町民皆さんの生活には欠かせな
いものとなっています︒
これらの交通機関について︑離島
住民割引や運賃助成によって町民の
皆さんの金銭的な負担を軽減しつつ︑
時間調整や便数確保などの利便性の
向上を図り︑より多くの人にとって
使いやすい交通手段の充実と利用増
加に努めてまいります︒
また︑現在休止中の礼文空港につ
いては︑さらに5年間の休止期間延
長が決定されたところでありますが︑
今後の延長期間内においては早期再
開のための取り組みを一層加速させ︑
事業着手までの具体的な道筋を示す
ために︑北海道と連携して積極的に
検討を進めてまいります︒
⑻情報通信基盤の充実
IP告知端末は︑日常生活︑医療︑
教育をはじめ産業や経済活動の情報
発信手段として︑また気象情報をは
じめ災害時などの情報伝達手段とし
ても大きな役割を担っており︑引き
続き︑町民皆さんの生活に即した情
報伝達手段を目指して利便性の向上
を図ってまいります︒
また︑町内のインターネット加入
件数は昨年 月末現在718件とな
り︑光回線を整備した平成 年当時
の約2・3倍に増加しております︒
今後も︑災害に強い情報伝達手段の
構築や多重化︑さらには来るべき高
度情報化社会の到来への対応に努め︑
活発な情報発信や地域情報通信基盤
のさらなる利便性の向上を進めてま
いります︒
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⑴水産業の振興
令和2年における本町全体の水揚
げ量は︑近年5か年の平均を上回る
高水準を維持したものの︑新型コロ

第二．未来につながる
たくましい産業づくり

12

ナウイルス感染症拡大に伴う輸出の
休止のほか︑国内消費地における飲
食店の休業や観光入込数の激減によ
る島内需要の落込みなどを背景とし
た魚価安により︑水揚げ金額では5
か年の平均を大きく下回る結果とな
りました︒
一方︑海面温度の上昇など自然由
来の様々な現象は引き続き大きな脅
威であり︑ウニや昆布といった礼文
島を代表する資源が極めて不安定な
水揚げ状況となっていることに加え︑
国内の魚食量は依然として縮小傾向
にあることから︑香深・船泊漁業協
同組合及び水産技術普及指導所と町
とが連携したなかで︑すべての漁業
者の皆さんとともに多様な取り組み
を実施していく必要があります︒
具体的には︑国の離島漁業再生支
援交付金を活用した藻場造成やナマ
コ種苗生産などの取り組みを支援す
るほか︑特定有人国境離島漁村支援
交付金を活用した漁業着業や加工業
など起業の支援︑さらには離島活性
化交付金等を活用した海上輸送費支
援を継続してまいります︒
さらに︑漁業生産活動基盤整備と
して︑鉄府地区の天蓋施設の早期完
成と老朽化が著しい元地地区の岸壁
の改良を国に対して要望するほか︑
各漁港の老朽化対策︑就労環境や静
穏度の改善などについても関係機関
に強く要望してまいります︒
また︑漁業担い手確保のための都
市部とのマッチング事業と︑関連し
て漁業者支援住宅の整備に継続して
取り組むほか︑昨年設置した礼文町
労働問題対策協議会を基軸とした国
内外からの労働力確保のための交流
の基盤づくりを確実に進めてまいり
ます︒
このほか︑水産物の販路拡大に向
けては︑国内未開拓地域である関西
圏での販売・PR事業や台湾など海

外マーケットの開拓に向け︑礼文町
産地協議会を中心とした取り組みを
積極的に支援してまいります︒
⑵商工業の振興
本町の商工業は︑事業主の高齢化
が進むなか︑事業の継承や世代交代
がスムーズに進まない現実に加えて︑
関係する労働力の不足など喫緊の課
題を抱えています︒
このため︑礼文町商工会の運営事
業支援やプロパンガス販売への運賃
助成のほか︑中小企業融資や借入利
子及び保証料の補てんといった支援
を継続するほか︑礼文町労働問題対
策協議会による国内外からの労働力
確保とともに︑新たに国の雇用促進
充足事業を活用した﹁礼文島マッチ
ングツアー﹂をスタートさせること
により︑事業の継承や新規起業に必
要な人材の確保に取り組んでまいり
ます︒
また︑コロナ対策としては関連融
資の無利子化やプレミアム商品券事
業の開始時期の前倒しのほか︑影響
を受ける中小企業に対して効果的な
支援が図られるよう︑今後も情報収
集に努めながら適切に対応してまい
ります︒
⑶観光の振興
観光振興は人の移動が新型コロナ
ウイルス感染症の拡大に直結すると
いうこともあり︑本町の医療体制及
び北海道や礼文町の感染症対策本部
の動きに注視したなかで︑礼文町商
工会︑礼文島観光協会を窓口とした
宿泊や飲食︑小売︑交通などの事業
者︑水産物の島外移出を含めた漁業
協同組合などの多くの観光関連事業
者の経済活動と全ての町民皆さんの
社会活動が相互理解と協力のなかで
行われることが必要です︒
経済や社会活動の再起動に向けて
は︑関係機関や町内事業者と連携し
た情報の共有や手指消毒︑マスクの

着用といった可能な限りの感染予防
行動をとりつつ︑機敏かつ柔軟な対
応をしながら振興対策を展開してま
いります︒
具体的には︑礼文島観光協会を中
心に︑引き続きANAやFDAとの
協働関係を維持しながら︑稚内利尻
礼文地域への団体商品の造成や誘客
事業を展開するとともに︑個人旅行
者向けには企画乗船券事業を拡大し
て実施いたします︒
さらに︑新たな旅行スタイルとし
てのワーケーションの推進に必要な
環境整備を移住定住対策と連携して
検討実施するほか︑アシスト付自転
車やドローン︑SUPといった新た
な島での楽しみ方の社会実験など新
しい観光スタイルの実現にチャレン
ジするほか︑国の第3次補 正 予 算 を
活 用 し た 宿 泊 支 援 事 業を力強く実
施してまいります︒
また︑インバウンド関連について
は一定程度回復するまでには3年か
ら5年が必要と考えておりますが︑
未来に強い希望を持ち︑その実現に
向けた受け入れのための整備を余念
なく行うため︑多国語マップ制作な
どを進める一方︑国際便が復活した
ならば︑先ずは台湾などアジア圏へ
の プロモーション活 動 を 行い︑北 宗 谷
地域︑そしてこの礼文島への誘客を
図ることが重要だと考えております︒
これら観光の振興に向けては︑何
より町内の関係者・関係団体との協
働そして︑稚内市︑利尻町︑利尻富
士町など近隣の市町村との強い連携
が必要であることから︑今後も理解
を深めながら取り組みを進めてまい
ります︒

第三．健全な心と体で絆と
支えあいのまちづくり

⑴児童福祉の充実

令和2年3月に策定した﹁礼文町
子ども・子育て支援事業計画﹂に基
づき︑ニーズに応じた乳幼児期の保
育の推進と子育てしやすい環境整備
及び地域子ども・子育て支援事業の
充実に努めてまいります︒
保育料の無償化についても︑国の
基準では無償化とならない世帯に対
する適用範囲の拡大を引き続き実施
するとともに︑受入体制として保育
士の確保についても引き続き努めて
まいります︒
さらに︑既存施設を利用した遊び
場を提供し︑親子が安心安全に過ご
すことのできる環境の充実に努めて
まいります︒
⑵高齢者福祉の充実
本町においても︑人口減少が続く
なかでひとり暮らし高齢者や高齢者
のみの世帯が増加し︑支援が必要な
高齢者に対する福祉の充実はますま
す重要となっています︒このような
状況のなか︑社会福祉協議会︑礼文
福祉会と連携して高齢者に対する支
援を行ってまいります︒
⑶障がい者福祉の充実
障がい者福祉については︑﹁第6
期 礼 文 町 障がい者 計 画 ﹂に基づき︑地
域全体で障がいを特性として受け入
れ︑誰もが支え合う共生社会を目指
すとともに︑相談窓口の充実や支援
体制の構築に取り組んでまいります︒
⑷地域福祉の充実
家庭や育児環境の変化など様々な
課題に対応し︑安心してゆとりある
出産や子育てができるよう︑訪問や
相談︑さらに市立稚内病院と連携し
た妊産婦健診等の支援や特定不妊治
療費の助成及び産後健診の助成等を
継続して行ってまいります︒
子育て支援として︑子どもを持つ
親に対する経済的負担の軽減を図る
ため︑子ども医療費の無料化をはじ
め出産祝い金や子育て世代マイホー

ム新築等の助成を引き続き行い︑さ
らに︑育児サークル事業の充実に努
め︑﹁礼文で産んでよかった︑育て
てよかった﹂と実感できる子育て支
援を実施してまいります︒また︑住
み慣れた地域で安心して暮らし続け
ることができるように関係機関と連
携した地域見守り体制の推進を継続
して実施するほか︑高齢者・介護施
設など福祉分野の外国人人材を含め
たマンパワーの確保︑また︑町内の
法人が安定的に運営できるよう支援
に努めてまいります︒
⑸温泉施設の充実
﹁礼文島温泉うすゆきの湯﹂は︑
施設の老朽化や︑効果的な利用者増
加対策の実施など︑早急に取り組み
解決しなければならない課題を抱え
ています︒
このため︑昨年度作成した実施設
計に基づき︑今年度から2ヶ年計画
で施設の改修工事を行うほか︑これ
まで同様︑町民向けには毎月 日の
﹁風呂の日﹂での特典や観光向けに
はタオルの貸し出しサービスの実施
に加え︑日帰りの団体トレッキング
客など︑新たな利用者の確保に向け
た取り組みを検討してまいります︒
なお︑改修工事に伴い︑秋には3
ヶ月程度の休館をせざるを得ない状
況となり︑利用者の皆様にはご不便
をおかけすることとなりますがご理
解をいただきますようお願い申し上
げます︒
礼文島温泉うすゆきの湯は︑町民
皆さんの健康増進はもとより︑観光
振興を図るうえでは欠かすことので
きない重要な施設でありますので︑
多くの利用者の皆さんに一層愛され︑
長く利用していただける温泉施設を
目指してまいります︒
⑹健康づくり
天使大学や地元の商店との連携に
より︑幅広い世代のさらなる健康増

進と食生活の改善に向けた取り組み
を推進してまいります︒さらに﹁心
の健康﹂についても相談窓口などに
関する普及啓発をより強化し︑稚内
保健所をはじめ関係機関の協力のも
と︑早期発見・早期治療につながる
継続した体制構築に努めてまいりま
す︒また︑﹁さわやか健診﹂につい
ては︑引き続き若い世代の受診者が
増えるよう受診勧奨を行って早世予
防に努めることに加え︑歯周疾患検
診を新たに導入し︑歯科保健の向上
に寄与するよう努めてまいります︒
さらには︑新型コロナウイルスワ
クチン接種を速やかに実施できるよ
う︑関係機関との調整を図って体制
の構築に努めてまいります︒
⑺地域医療の充実
これまで︑医師の複数体制を確保
するため︑秋田赤十字病院のほか道
内外の医療機関から地域医療研修医
や短期診療応援医を派遣していただ
いてきましたが︑昨年4月に升田晃
生︵ますだあきお︶医師︵外科医︶
が着任し︑念願でありました常勤医
師2名による診療体制を確保するこ
とができました︒
加えてこれまでと同様︑地域医療
研修医は7つの医療機関から14名
が派遣される予定であり︑定期的な
所長不在期間においても︑引き続き
秋田赤十字病院や市立秋田総合病院
からの応援医師派遣により︑通年で
の複数の医師による診療体制が確保
できる見込みとなっております︒
しかしながら︑看護職については
依然として確保が厳しい状況が続い
ており︑引き続き医療従事者就業支
援金貸与制度によりスタッフの確保
を図ってまいります︒
また︑更新時期が到来した医療機
器や事務機器については︑今後も計
画的に整備を進め︑診療環境の改善
を図ってまいります︒

診療におきましては︑内科・外科
また︑礼文町が管理する全ての下
外来のほか︑広域連携の出張医によ
水道施設について︑ストックマネジ
る眼科診療や産婦人科診療及び精神
メント計画に基づいた長寿命化や長
科遠隔診療を継続するとともに︑新
期的な展望に立った改修整備に着手
たに産科の遠隔診療を実施するほか︑ するとともに︑施設における事故の
稚内︑旭川医療圏との専門医療︑高
未然防止と適切な維持管理に努めて
度医療の連携や在宅医療・各種健診
まいります︒
事業においても︑保健・医療・福祉
さらに︑下水道計画区域外の地域
の関係機関と連携強化を図り︑町民
を対象として実施する個人設置型合
の皆さんが必要とし安心できる医療
併浄化槽設置助成についても引き続
の提供に努めてまいります︒
き実施してまいります︒
⑶居住環境の整備
第四．未来につながる
町営住宅については︑礼文町公営
住宅等長寿命化計画に基づいて︑本
豊かな環境づくり
年度も昨年に引き続き︑大備団地に
おいて長寿命化改善工事を実施し︑
快適な住まいを提供いたします︒ま
た︑既存住宅の維持向上に努め︑経
年劣化による老朽箇所の補修を計画
的に行い︑適正な管理に努めてまい
ります︒
さらに︑昨年度に創設した個人ま
たは法人が建設する賃貸住宅の建設
費の一部を助成する制度の周知を積
極的に進め︑良質な賃貸共同住宅の
供給による住環境の向上と移住・定
住人口の増加︑地域経済の活性化の
促進を図ってまいります︒
⑷廃棄物処理体制の充実
廃棄物の処理については︑各処理
施設の円滑な維持管理に努め︑環境
基準︑水質基準を遵守し適正な処理
に努めてまいります︒
また︑各処理施設についても︑国
の制度に沿って計画的な施設更新や
整備を行い町民生活に支障のないよ
う進めてまいります︒
今後もより一層︑ごみの抑制や減
量化を進めるとともに︑資源リサイ
クルへの取り組みを進め︑清潔で快
適な生活環境の確保に努めてまいり
ます︒
⑸防災対策の充実
令和2年8月の低気圧接近により︑

⑴簡易水道の整備
簡易水道事業は︑住民生活に欠か
すことのできない基幹事業であり︑
安全で安定的な給水は最も重要な使
命でありますが︑本町の水道施設は︑
いずれも整備から相当な年数を経て
おり︑国の制度に沿って計画的な施
設更新や整備に取り組んでいるとこ
ろであります︒
船泊内路簡易水道の統合工事は5
年目を迎え︑浜中地区の浄水場の完
成を目指し︑今後も安全管理・監督
に努め︑計画どおりに事業を推進し
てまいります︒
また︑日常の施設維持・管理につ
いては︑衛生的な給水確保と安定的
な管理運営に努めてまいります︒
⑵下水道の普及・適正管理
生活排水処理対策は︑健康で快適
な生活環境の確保と川や海などの公
共水域の保全を図る役割を担ってお
り︑周囲を海に囲まれた本町にとっ
ては欠かすことはできない重要な取
り組みであります︒
現在︑下水道整備計画区域内の管
渠埋設工事は100％完了し︑下水
道への加入率も ％を超えましたが︑
今後も引き続き加入促進を図ってま
いります︒
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平成 年8月の激甚災害に匹敵する
土砂崩れ︑河川の氾濫等が発生する
とともに︑9月には竜巻の発生によ
り︑上泊地区において漁港施設の損
壊や漁船等の転覆など大きな被害を
受けました︒
また︑国内でも各地で集中豪雨に
よる甚大な被害が発生しており︑近
年は気候変動の影響もあり︑大規模
災害はいつ︑どこで発生してもおか
しくない状況となっております︒
防災対策については︑災害発生時
に迅速かつ的確な対策を行えるよう
に︑これまでの教訓を活かして関係
機関と密接に連携を図るとともに︑
日頃からいざという時の備えと防災
意識の向上に努めてまいります︒
このため︑災害発生時等の情報を
携帯電話やスマートフォン等に配信
する﹁礼文町防災メール﹂
︑﹁IP告
知アプリ︵知らせますケン2︶
﹂の登
録の普及に努めるとともに︑広報や
自治会・学校と連携した啓発活動︑
防災訓練の実施︑地域防災リーダー
の育成などにより︑地域防災力の向
上に努めてまいります︒
⑹交通安全・防犯対策の推進
近年︑高齢者の交通事故や飲酒運
転による事故が発生し社会問題とな
っておりますが︑本町では町民皆さ
んと関係機関の交通安全に対する深
いご理解とご協力によって︑昨年
月9日には︑これまでの記録を更新
する﹃交通事故死ゼロ3︐800日﹄
を達成することができました︒引き
続き本年6月 日の﹃交通事故死ゼ
ロ4︐000日﹄の達成を目指して︑
家庭︑地域︑学校︑職場でのあらゆ
る機会をとおして交通安全の輪を広
げ︑町民一丸となって交通安全対策
に取り組むとともに︑さらなる﹁交
通事故死ゼロ記録﹂が継続されるよ
う努めてまいります︒
防犯対策については︑なりすまし
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詐欺や恐喝などの多様化する犯罪を
未然に防ぐため定期的なパトロール
を実施するとともに︑防犯協会や関
係機関︑自治会と連携して地域を通
じて見守る体制の構築を進め︑安全
で安心に暮らせる町づくりに努めま
す︒
⑺消防・救急体制の充実
近年発生する自然災害は︑本町に
おいても︑土砂崩れや河川の氾濫に
よる擁壁の倒壊など︑島内一円で甚
大な被害が発生しています︒
そのため︑町民皆さんの﹃生命︑
財産︑安全︑安心﹄を確保するため
に災害用排水ポンプの配備︑消防水
利の整備等を図るとともに︑自然環
境の変化により今まで以上に多くの
災害︑火災に対応しながら︑その責
務を十分に果たすことができる消防
体制を整えるため︑礼文支署及び消
防団の資器材の充実︑消防施設の整
備を図り︑消防力の強化に努めてま
いります︒
また︑新型コロナウイルスに対す
る万全の感染防止対策を講じるとと
もに︑医療機関︑自衛隊︑海上保安
庁との連携強化を図りながら︑さら
には︑ドクターヘリ︑防災ヘリとの
連携調整を円滑に行い︑救急活動の
充実に努めてまいります︒

第五．人と地域を育む
協働のまちづくり
町民皆さんの行政に対する要望が
多様化する一方︑人口減少社会の到
来に伴い財源の確保が難しくなって
いる地方自治の行政運営において︑
今後も協働による﹁まちづくり﹂を
進める必要があります︒様々な町の
課題に対応するため︑情報共有や意
見交換による学びの機会を通じて︑
町民皆さんと地域︑団体︑企業︑行
政などが相互に関係を持ちながら新

たな価値観の創出や課題の解決に取
り組んでまいります︒
また︑地域コミュニティ活動を推
進するために︑自治会活動拠点の計
画的な維持管理及び自治会運営の支
援を行うとともに︑人材組織の育成
として各種研修会やワークショップ
の開催を実施してまいります︒
特に︑関係人口の創出・拡大を図
るため︑地域ＰＲ事業や友好町との
交流事業を積極的に展開するととも
に︑都市部から地方への新しい人の
流れをつくる仕組みを積極的に取り
入れて︑関係人口の拡大につながる
取り組みを推進してまいります︒
さらには︑地域課題の解決のため
に︑都市部の民間企業人の交流プロ
グラムを活用して人材交流事業を積
極的に行い︑将来の地域づくりをけ
ん引する人材や組織の育成に努めま
す︒
一方︑町外的には︑令和3年度か
ら新たな5年間でスタートする﹁第
3期宗谷定住自立圏共生ビジョン﹂
に基づき︑稚内市と連携した船泊診
療所での妊婦健診やテレビ会議シス
テムによる精神遠隔診療事業をはじ
め︑宗谷公平委員会の共同設置など
広域連携を活用することにより引き
続き安定的・効率的な行政を推進し
てまいります︒
以上︑令和3年度の町政執行に対
する︑私の所信と施策の大要につい
て申し上げました︒
国や市町村をとりまく財政環境は
依然として厳しい状況にあるなかで︑
今後も徹底した新型コロナウイルス
感染防止対策を取りながら︑本町の
医療体制の確保やワクチン接種の体
制整備を進める一方で︑厳しい影響
を受ける方々に対しては重点的・効
果的な支援を行い︑地域の雇用と経
済活動︑町民の日々の生活を守ると

ともに︑防災・減災による強靭化を
推進し︑安全・安心の確保を図りな
がら︑引き続き健全な財政運営に努
めてまいります︒
今後も︑地方創生による地域の活
性化を図り︑ 島の絆 ﹁地域の結び
つきと支えあいによる島の更なる発

令和3年度

展をめざして﹂というまちづくりの
テーマのもと︑その先頭に立って町
政に取り組んでまいりますので︑町
民の皆さんをはじめ町議会議員各位
のご理解とご協力をお願い申し上げ
まして︑町政執行方針といたします︒

家族形態の変容に加え︑インターネ
ットやソーシャルネットワークサー
ビスを通じた新たなコミュニティの
変化が︑人間関係の希薄化や社会的
モラルの低下を招き︑地域コミュニ
ティの衰退が懸念されているところ
であります︒
こうした状 況のなかで︑子どもたち
を取り巻く環境においても家庭︑
社会
の教育力の低下が指摘されており︑地
域全体で子どもを育てていくことが
求められているところでもあります︒
学校教育においては︑﹁生きる力﹂
をつけることを目的とした教育を行
う中で︑人として必要な知識・技能
や態度︑社会性など︑人間形成の基
礎を育むことが求められております︒
また︑自ら学ぶ力や︑他の人との関
係を通じて︑社会的な力を育むこと
も重視されているところであります︒
一方で︑全国的に﹁不登校やいじ
め問題﹂など今日的教育課題への対
応が急務となっており︑重大な事案
へと発展する前に︑早期把握に努め
るとともに解決にあたっては︑総合
教育会議による町の首長部局と一層
の連携を図りながら子どもたちを見
守る緊急かつ総合的な取り組みが求
められているところであります︒
子どもたちの健全な成長の実現は︑

教育行政執行方針

礼文町教育委員会の所管行政の執
行について︑岩城教育長が述べたも
のです︒
︵要旨︶

はじめに

我が国の現状は︑少子高齢化が進
展し︑高齢者は増加し続ける一方︑
それを支える生産年齢人口は減り続
け︑経済規模の縮小︑社会全体の活
力低下︑地域社会・家族の変容︑産
業構造・雇用の変化など多様な課題
を抱えております︒
一方では情報化・グローバル化の
加速的進展やＡＩ︵人工知能︶の飛
躍的な発達により社会は大きく︑そ
して激しく変化しています︒
﹁知識基盤社会﹂が本格的に到来
する中︑令和3年度は中学校の新学
習指導要領が全面的に実施されます︒
プログラミング教育や英語でのコミ
ュニケーション能力の育成が強化さ
れ︑社会の変化に対応し︑生き抜く
ために必要な資質・能力を備えた人
材の養成が求められており︑教育が
担う﹁人づくり﹂は社会の基盤をな
すものであります︒
このような社会構造の変化から︑
核家族やひとり親世帯の増加など︑

学校教育だけではなく︑学校︑家庭︑
地域︑行政などがそれぞれの役割や
機能を最大限に発揮し︑社会教育分
野における推進政策と連携を図りな
がら︑課題解決に取り組むとともに
更なる発展に注力していかなければ
ならないと考えております︒
全国的なインフラの老朽化が叫ば
れる中で︑これからの施設は長寿命
化計画に基づくローコスト管理によ
る公共資源維持が求められています︒
その中でも学校施設は教育の場であ
るとともに︑地域のコミュニティの
場であり︑防災避難拠点であるなど︑
多様な側面を複合して持つ施設であ
ることを鑑み︑﹁礼文町教育施設長
寿命化個別計画﹂に基づき︑計画的
な運用・整備・管理を実施していか
なければならないと考えているとこ
ろであります︒
これからの社会を展望した教育の
創造をめざし︑﹁礼文町教育推進計
画﹂を基本に︑﹁北海道教育の基本
理念﹂や﹁宗谷管内教育推進の重点﹂
などとの整合性を図りながら︑総合
教育会議における基本方針や協議を
踏まえた教育施策の展開を図ってま
いります︒

学 校 教 育
子どもの健全な育成のためには︑
確かな学力の定着と向上はもとより︑
睡眠時間の確保︑食生活の改善︑家
族がふれあう時間の確保など︑生活
習慣の改善が不可欠であります︒
このことから︑毎年実施される全
国学力・学習状況調査や体力・運動
能力等に関する調査の結果を踏まえ︑
課題やこれまでの取り組みを検証し︑
﹁確かな学力の向上﹂や﹁運動習慣︑
生活習慣・食習慣の改善﹂につきま
して︑各学校において策定している
﹁学校改善プラン﹂などにより︑そ

の推進に努めてまいります︒
今年度は︑昨年度の小学校に続き
中学校の新しい学習指導要領が全面
実施されます︒新しい時代を生きる
子どもに必要な3つの力である﹁知
能及び技術﹂︐﹁思考力︑判断力︑
表現力等﹂︐﹁学びに向かう力︑人
間性等﹂の養成を目的としたもので︑
社会の変化に対応し︑生き抜くため
に必要な資質・能力を備えた人材の
養成が求められているところであり
ます︒
こうした観点から︑学習への興味
・関心を高め︑確かな学力の育成に
資するため︑分かりやすい授業や児
童生徒の主体的・能動的な学びの実
現に向けて効果的とされるＩＣＴ
︵情報通信技術︶の活用については︑
昨年度﹁国のＧＩＧＡスクール構想﹂
に基づき整備いたしました児童生徒
一人一台端末を有効活用した中で︑
学習活動の充実を図ってまいります︒
また︑外国語教育については︑新
学習指導要領の着実な実施に向けて
適切に対応できるよう︑ＡＬＴ職員
の積極的な派遣協力とＪＥＴプログ
ラムを活用したＡＬＴ職員の配置に
よる指導体制の充実を図ってまいり
ます︒
さらに﹁礼文町学校教育推進計画﹂
に基づき︑教育現場と認識を共有し
ながら︑これまで築かれてきた特色
ある﹁礼文の教育﹂のさらなる進展
を目指し︑その推進に努めてまいり
ます︒
具体的には︑各学校におけるこれ
までの特色ある取り組みについて引
き続き支援する一方︑礼文の子ども
たちを幼児期から高校卒業の青年期
まで見通して育てていくという理念
のもと︑平成 年度より礼文町教育
研究会を中心として取り組まれてい
る﹁保・小・中・高の教育連携﹂に
対し必要な支援を行ってまいります︒
この取り組みは︑子ども・教職員
・保護者を連携の中心に据え︑学校
種間の垣根を越えて連携協力すると
いう︑時代の要請に合致した先見性
の高いものであり︑基礎学力の定着
を目指した﹁礼文検定﹂と故郷に愛
着と誇りを持つ﹁礼文学﹂の実践を
通じて︑地域の未来を担う子どもた
ちを地域一丸で育てるという理想的
な取り組みでもあります︒
この﹁礼文型﹂と言われる教育連
携においては︑町外の多くの教育関
係者から高い評価をいただいている
ところであり︑今後も活動をより進
化させるべく学校現場において︑継
続的に研鑽を重ねているところであ
ります︒
実践にあたる教職員の奮闘にさら
なる期待を寄せるとともに︑観光大
使活動などをとおして支えていただ
いている礼文島観光協会をはじめ︑
様々な学習機会に積極的に関わって
おられる地域の皆様︑関係機関の皆
様に対しまして︑改めて心より感謝
を申し上げる次第であります︒

学校施設整備
国の地震防災事業の推進に合わせ︑
これまで計画的に整備を行ってきた
学校施設の耐震化については︑既に
耐震化整備率が100％となってい
るところであります︒今年度におい
ては︑2か年継続事業である礼文小
学校校舎改修工事の完了を図ります︒
今後は﹁第6次礼文町まちづくり総
合計画﹂及び学校施設整備計画ロー
ドマップに沿い︑船泊中学校及び香
深中学校の屋内運動場の整備を計画
的に進めるとともに︑長寿命化計画
に基づいた効果的な維持修繕と効率
的な維持管理を図りながら︑教育委
員会所管施設の適正な運営に取り組
んでまいります︒

読書と保健︑給食環境︑
就学支援の充実

本町の全小中学校においては︑子
どもたちの読書習慣定着を目的に︑
朝読書や昼読書活動を積極的に進め
ているところであり︑これまで学校
図書の充実を計画的に進めたことに
より︑当面の目標としてまいりまし
た小学校 ％︑中学校 ％を超える
学校図書充足率を達成しているとこ
ろであります︒
今後も︑より充実した読書環境と
なるよう︑その推進を図ってまいり
ます︒
子どもたちの﹁健やかな心身﹂の
成長を支え育むため︑今年度は﹁専
門医による眼科検診事業﹂と昨年度
実施できなかった﹁耳鼻咽喉科検診
事業﹂また︑学校衛生環境を把握し
適正に維持するための﹁薬剤師によ
る学校訪問事業﹂を実施いたします︒
また平成 年度より全小中学校で
実施している﹁フッ化物洗口事業﹂
につきましては︑関係機関による検
証と事業評価により︑虫歯予防効果
と重症化抑制効果が認められている
ことから︑引き続き事業の充実に努
めてまいります︒
自校調理方式で提供している給食
につきましても︑引き続き安全で安
心な﹁食﹂を提供するため︑保健所
の指導を受けながら施設の衛生管理
体制の向上に努め︑安定的な事業運
営のため︑引き続き調理業務や雇用
形態の改善を図ることに加え︑昨年
度から給食費の半額程度を助成し︑
保護者の負担軽減を図っております︒
また︑増加傾向にある食物アレルギ
ーを持つ児童生徒への給食に対して
は︑﹁学校給食における食物アレル
ギー対応の手引き﹂に基づき︑事故
防止に万全を期すとともに︑子ども
70
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たちの食に対する正しい知識や望ま
しい食習慣を身に付けるため︑引き
続き﹁食育授業﹂を推進してまいり
ます︒
例年︑ホッケや鮭︑鱈など︑季節
毎に﹁ふるさとの海﹂から獲れた新
鮮な食材の提供をいただいている香
深・船泊両漁業協同組合様をはじめ︑
地域の皆様のご厚意に対しまして︑
改めて感謝を申し上げますとともに︑
今後も﹁ふるさとを体感できる﹂地
域の特色を生かした給食を実施して
まいります︒
心身の障がいなどにより︑特別な
支援が必要な児童・生徒には︑一人
ひとりのニーズに応じた適切な指導
及び必要な支援を行い︑﹁すべての
子どもが力強く生きるために﹂を目
標に︑今年度においては4校6学級
の特別支援学級を設置し︑特別支援
教育の充実と円滑な推進を図ってま
いります︒
特に支援が必要なケースには︑引
き続き特別支援教育支援員を配置し︑
きめ細やかに学習活動上のサポート
を行ってまいります︒
また学校教育法に定められた経済
的な就学支援を必要とする保護者に
つきましては︑児童生徒がこれまで
同様︑支障なく楽しい学校生活を送
ることができるよう必要な支援を行
ってまいります︒

礼文高校の支援事業

開校以来︑地域の高等教育と有用
な人材養成に大きな役割を担ってい
る礼文高校につきましては︑昨年度
より全国からの推薦による入学が可
能となりました︒
高校が進める﹁魅力ある学校づく
り﹂を支援するため︑引き続き﹁通
学生徒へのバス運賃の助成﹂︑﹁各
種検定試験受験料の助成﹂︑﹁海外

交流事業への派遣﹂︑﹁昼食費の一
部助成﹂︑﹁町外生徒の帰省交通費
助成﹂や﹁町外生徒保護者来島交通
費助成﹂などを行ってまいります︒
今後も︑積極的な全国募集活動の
展開を図りながら︑島外からの入学
者が安心・安全に生活できる学生寮
などの受入体制の整備を進めてまい
ります︒

子育て世代の就業支援という要請
の高まりを受けて﹁礼文町まち・ひ
と・しごと創生総合戦略﹂において
も﹁子育て支援﹂の主要施策として
位置づけられている﹁放課後子供教
室﹂は︑児童を持つ保護者の皆さん
から大変ご好評をいただいているこ
とから︑今年度については︑香深・
船泊両地区において平日5日間の全
日開催を継続するとともに︑夏休み︑
冬休みなどの学校長期休業中にも開
催するなど︑受け入れ体制の充実を
図ってまいります︒
家庭教育の充実と子育て支援を目
的に︑安心で安全な親子の遊び場と
して﹁親子遊・ゆうスペース﹂を潮
騒ドームと輝交流館内に開設してい
るところでありますが︑今後も子育
て世代からより親しまれる場となる
ような施設づくりに努めます︒
読書活動の拠点施設である﹁ＢＯ
ＯＫ 愛ランドれぶん﹂については︑
地域住民が気軽に集い交流できる施
設としてご利用いただいているとこ
ろですが︑全ての町民が本に親しめ
る環境整備と管理体制の充実を図り
ながらコミュニティ機能の向上に努
めてまいります︒
また︑﹁子ども読書推進計画﹂に
基づいて︑子どもたちが楽しみなが
ら読書に親しむ機会の提供に努める
とともに︑乳幼児から本に親しみ︑
言葉と心を育むための﹁ブックスタ
ート事業﹂のフォローアップとして︑
幼児期から学齢期までの読書活動の
連結を目指し︑引き続き幼児期の3
歳時︑就学前の6歳児にも図書の贈
呈を行うことで事業効果の増幅を図
ってまいります︒
さらには︑子ども知育促進のため
の体験活動や︑感受性を高める芸術
鑑賞など︑保護者とともに多様な学
びにつながる機会の提供に努めるほ
か︑小・中・高等学校を通じた英語

教育の抜本的強化を図るため︑本町
のＡＬＴ職員による幼児・小学生低
学年を対象とした英語教室を開催す
ることで︑効果的に幼少期から高等
教育期へと切れ目なく英語を学ぶ機
会の提供に努めてまいります︒

芸術文化及びスポーツの振興
芸術には︑本来人々が持っている
感受性や創造性といった情緒や精神
を大きく刺激する力が潜在しており︑
その効果は直に鑑賞・体験すること
によって一層強化されるものであり
ます︒
一方︑文化は︑長年積み重ねられ
た人々の暮らしに源を持つものであ
り︑日々の暮らしにおける心の安定
はもちろんのこと︑ふるさとへの愛
着心の醸成などに繋がる側面を持ち
合わせております︒
今年度においても︑より多くの町
民の皆様に優れた芸術文化に触れる
機会を確保すべく︑多彩な内容によ
る鑑賞事業や幅広い年齢層や多様な
ニーズに対応した文化振興事業を開
催するとともに︑地域の文化団体へ
の支援活動を継続し︑町民の皆様が
心豊かに過ごすため︑その一翼を担
う機会を提供してまいります︒
あわせて︑本町の文化・コミュニ
ティ活動の拠点となるピスカ 及び
輝交流館は︑引き続き町民の皆様の
サークル活動や芸術文化鑑賞の場と
して積極的に活用していくため︑長
寿命化計画に沿った適切な維持補修
や管理コストの縮減に努めながら︑
施設のさらなる利便性向上と長寿命
化を図ってまいります︒
スポーツや運動は︑人々が心身の
健康を保持し︑豊かで潤いのある生
活を送る上で必要不可欠なものであ
ると言えます︒
本町におきましても︑幼児期から

少年期における体力向上に関する取
り組みを︑家庭教育支援事業や放課
後子供教室を通じて︑継続的に実施
するとともに︑成人の健康増進や体
力維持を図るため︑スポーツ推進委
員を活用したなかで︑季節に応じた
運動・スポーツ事業の実施に努めて
まいります︒
あわせて︑体育協会などを通じて
積極的にスポーツ活動を奨励すると
ともに︑各種スポーツ団体の支援を
行ってまいります︒
なお︑社会体育施設である潮騒ド
ーム︑自然体験公園︑スキー場につ
きましては︑多くの町民の皆様にご
利用いただいているところでありま
すが︑引き続き気軽にスポーツ・運
動に親しむことができるよう︑今年
度においても設備や管理機材の更新
を行い︑適切な維持管理及び運営体
制の充実に努め︑他の社会教育施設
と同様に施設の長寿命化を図ってま
いります︒

文化財の保護と活用

文化財は︑歴史遺産として郷土の
文化を知る上で貴重な財産であり︑
先人の築いた文化遺産は町民共有の
財産として保護・保存し︑次世代へ
継承していく必要があります︒
平成 年度に国の重要文化財に指
定された当町の代表的な縄文時代遺
跡である﹁船泊遺跡﹂の出土品につ
きましては︑今年度が国の補助を受
けての最終年として保存処理等修理
事業を行います︒
また︑町指定文化財については︑
平成 年度指定の﹁上泊3遺跡出土
遺物﹂の継続修理事業を今年度︑最
終年として行うほか︑昨年度︑指定
となったイリナカ柳谷家関係資料に
ついても修理と保存処理を行います︒
同じく町指定文化財である﹁四ケ
25
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社 会 教 育
町内においては︑人口減少や地域
活力の低下が懸念されるなか︑青少
年の健全育成や子育て世代への家庭
教育支援︑芸術文化振興や文化財の
保護活用など︑社会教育が担う役割
は多岐にわたっており︑継続的・安
定的な取り組みが極めて重要である
と認識をしております︒
第3次社会教育推進計画の基本目
標﹃主体的な学びと活動を経て︑地
域とつながる﹁れぶん﹂をつくる﹄
を基軸に︑領域毎に掲げた推進目標
に沿い︑引き続き地域のニーズと課
題を把握し︑地域の教育資源を最大
限活用した特色ある社会教育を展開
してまいります︒
主要施策である学校・家庭・地域
への教育支援活動につきましては︑
未来を担う青少年の生きる力を体得
する機会の確保をはじめとして︑子
育ち親育ちを支える環境の充実とコ
ミュニティ活動の基盤整備に努めて
まいります︒
学校教育現場から要望の高い教育
活動推進員の派遣については︑各学
校の実情や課題を把握し︑多人数複
式学級の支援など引き続き全小学校
に派遣を行ってまいります︒また関
係機関や団体・人材を活用した出前
講座など︑学校のニーズに対応した
事業についても引き続き実施してま
いります︒

21

〔８〕
月号
年
令和
広報れぶん

散米舞行列﹂についても︑保存会へ
の助成により支援を行ってまいりま
す︒
こうした町の文化遺産は︑積極的
に町民の皆様に鑑賞していただく機
会を設けるとともに文化財に対する
理解促進に努めるほか︑一昨年度制
作した普及活用映像や歴史文化遺産
ホームページなど多様な媒体による
周知宣伝活動を積極的に展開し︑礼
文島の﹁地の宝﹂として︑島を訪れ
る多くの皆様に新たな魅力を感じて
いただけるよう努めてまいります︒
郷土資料館につきましては︑重要
文化財の公開や話題性のある展示な
どにより入館者は年々増加傾向にあ
ることから︑引き続き展示内容の充
実や利便性を提供していくとともに︑
今後予定される郷土資料館改修事業
に向けて︑基本計画の策定を進めて
まいります︒
さらに︑北海道が行う香深井地区
の道道礼文島線改良工事に伴いまし
て︑工事計画個所が埋蔵文化財包蔵
地となっていることから︑一昨年度
から5ケ年計画で着手しております
﹁香深井1遺跡﹂の埋蔵文化財調査
事業の発掘調査を実施いたします︒

以上︑令和3年度の教育行政の執
行に関する主要な方針を申し上げま
した︒
教育委員会といたしましては町民
の皆様の﹁礼文の教育﹂に対するご
期待に応えられるよう︑﹁総合教育
会議﹂をはじめ︑あらゆる機会にお
いて関係機関と連携の強化を図りな
がら︑﹁地域の文化と特色を活かし
た人づくり﹂をめざし︑誠心誠意取
り組んでまいりますので︑町民の皆
様並びに町議会議員各位の特段のご
支援と︑ご協力を賜りますようお願
い申し上げ︑教育行政に関する執行
方針といたします︒

〔９〕

広報れぶん

人
礼

事
文

異

町

動

職

異 動 後

令和

年

月号

令和３年４月１日付

員

氏

名

異 動 前

異 動 後

氏

名

異 動 前

船泊診療所長

升田 晃生

船泊診療所副所長

町民課長 兼 香深保育所長

藏部 晃一

議会事務局（出向）事務局長 産業課水産係

和田 悠希

建設課水道係

議会事務局（出向）事務局長

石井 昭史

産業課観光係長

建設課建設係

谷藤 雅治

建設課建築係

建設課長

遠藤 伸樹

建設課土木係長 兼 建築係長 船泊診療所事務係

相原 冬偉

町民課住民係 兼 税務係

教育委員会（出向）次長 兼 高校支援室長

笹森 厚志

船泊診療所事務係長

建設課建設係 兼 上下水道係

鎌田

建設課土木係

衛生センター主幹 兼 廃棄物処理係長

中村 松樹

衛生センター主幹 兼 ゴミ処理係長
兼 し尿処理係長

産業課自然環境係

菊田 尚吾

新規採用

教育委員会（出向）主幹 兼 高校支援係長

藤澤 隆史

教育委員会（出向）社会教育係長 教育委員会（出向）社会教育係

藤井 正興

新規採用

産業課観光係長

佐々木 剛

総務課財政係長

町民課住民係 兼 税務係

山口 壮平

新規採用

建設課上下水道係長

前田 和紀

建設課水道係長

船泊支所町民係

支部 美紀

新規採用

総務課財政係長 兼 地方創生担当

亀谷

淳

船泊支所町民係長 兼
空港管理事務所事務係長

国民健康保険船泊診療所医事係

田中美千子

新規採用

船泊支所町民係長 兼 空港管理事務所事務係長

江刺

純

町民課住民係長

産業課温泉担当専門員

越後 勝司

再任用

町民課住民係長

福士 清吾

教育委員会（出向）高校支援係長 建設課ふるさと応援体験道場担当専門員

木村

稔

再任用

教育委員会（出向）社会教育係長

柴田

教育委員会（出向）社会教育係 建設課ふるさと応援体験道場担当専門員

赤坂 正登

再任用

船泊診療所事務係長

畠山 翔太

船泊診療所事務係 兼 運転技術員 建設課建設係担当専門員

岡本 暢之

再任用

建設課建設係長

澁谷 光平

総務課総務係

定年退職

赤坂 正登 （令和3年3月31日付）

衛生センター廃棄物処理係

森

衛生センターゴミ処理係

定年退職

岡本 暢之 （令和3年3月31日付）

自己都合

三浦 辰三 （令和3年3月31日付）

圭

裕幸

佐藤

衛生センター廃棄物処理係

怜

譲

衛生センターし尿処理係

保健課障がい者支援係 兼 保健推進係
兼 礼文町地域包括支援センター担当

吉田 早記

保健課保健推進係 兼
礼文町地域包括支援センター担当

総務課総務係

小野 未頼

産業課水産係 兼 温泉施設担当 自己都合

衛生センター廃棄物処理係

和田 貴典

衛生センターゴミ処理係

自己都合

成澤 麻衣 （令和3年3月31日付）

教育委員会（出向）学校管理係

山口 智宏

産業課水産係

自己都合

菅野由紀子 （令和3年3月31日付）

建設課上下水道係

石田 裕哉

教育委員会（出向）学校管理係

礼

文

学 校 名

礼
文
小 学 校

町

教

転

船
泊
小 学 校

香
深
中 学 校
船
泊
中 学 校

真 （令和3年3月31日付）

員
出

職 氏 名

者
新 任 校 名

転

入

職 氏 名

者
現 任 校 名

教 諭 上野 芳恵

利尻富士町 鴛泊小学校

教 諭 林

教 諭 伊藤 拓真

倶知安町 倶知安小学校

定数減

―

栄養教諭 大堀

幌延町 幌延小学校

栄養教諭 小林 佑実

幌延町 幌延小学校

期限付

定数減

―

教 頭 上野 義一

利尻富士町 利尻小学校

定数減

―

教 諭 石松佐智子

浜頓別町 浜頓別小学校

定数減

―

養護教諭 増田 彩花

礼文町 香深中学校

定数減

―

教 諭 石松 宣彦

定年退職（再任用）猿払村 浜鬼志別小学校 教 諭 川岸 未來

標茶町 磯分内小学校

教 諭 八木

利尻町 沓形小学校（教頭昇任） 教 諭 江口

富良野市 鳥沼小学校

教 諭 林

香 深 井
小 学 校

職

島尻

愛
幸枝

博

陽子

恵

猿払村 浜鬼志別小学校

教 諭 船木 孝史

富良野市 扇山小学校

教 諭 小林 巧治

幌延町 幌延小学校

教 諭 大堀 竜弥

幌延町 幌延小学校

教 諭 林

猿払村 知来別小学校

校 長 林

智宏

枝幸町 枝幸中学校

校 長 大谷 智昭

枝幸町 枝幸中学校

教 諭 石川 杏実

枝幸町 枝幸中学校

定数減

―

教 諭 今田 和希

古平町 古平小学校

定数減

―

養護教諭 保坂 結女

退職

養護教諭 増田 彩花

礼文町 香深井小学校

教 頭 相川

崇

稚内市 稚内中学校

教 諭 戸田 太一

稚内市 宗谷中学校（教頭昇任）

教 諭 吉田 拓矢

猿払村 拓心中学校

教 諭 大島 貴宏

新採用

一也

広報れぶん

令和

年

月号

〔10〕

離島の地域医療に長年にわたり貢献
この度、船泊診療所の升田所長が「日本医師会 赤ひ
げ大賞」を受賞しました。
この賞は、地域の医療現場で長年にわたり住民の生活
を支えている医師を顕彰することを目的としており、今
回で９回目となります。
升田所長は、昭和61年に船泊診療所に着任し、平成元
年に船泊診療所長に就任。その後、平成11年には島内で
の人工透析を開始。平成14年からはMRIやCTなどの医
療機器を備えた新しい船泊診療所での診療を続け、町民の
ため35年の長きにわたり離島の地域医療に貢献しました。
４月からは、新しく診療所長に就任された升田晃生医
師のサポート役として、引き続き町民の皆さんの診療に
あたられます。

自治功労者表彰
令和３年２月９日に開催された全国町村議会議
長会定期総会において、柳谷正武議長、藤田敏春
議員、笹山啓議員が全国町村議会議長会表彰規定
に基づく自治功労者表彰を受けました。
柳谷議長は、議会議員として27年以上、藤田
議員と笹山議員は15年以上在職し、地方自治の
振興発展に尽くされたことからこの度の表彰とな
り、３月９日に行われた第１回定例会の開会前に、
議場において表彰状の伝達が行われました。

北海道日本ハムファイターズ礼文後援会の設立
３月５日（金）ピスカ21において、
北海道日本ハムファイターズ礼文後援
会設立総会を行いました。
当日は、後援会設立の趣旨説明や設
立に伴って役員の選出がされた後、第
１回定期総会を行い、事業計画や収支
予算などについて藤田敏春会長より説
明がされました。総会終了後には、集
まった方々でユニフォーム等の景品が
当たるビンゴゲームを行い、その後、
ユニフォームを着たあつもんと選手の
パネルと一緒に記念撮影を行いました。
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令和2年度地域おこし協力隊活動記録
地域おこし協力隊による活動が開始され丸6年が経過しました。
令和2年度は2名の地域おこし協力隊が様々な分野で活動を行いました。
活動内容は次のとおりとなっております。

各分野の活動記録
移住定住・交流促進担当：鈴川

未来（写真右）

年度のはじめは観光振興の担当として協力隊２年目をむかえていました。今年はコロナの
影響もあり、昨年度から担当していたカナリアパークの体験コーナーや観光イベントの多く
が中止となり、思うようにいかない１年でしたが礼文島観光大使・礼文島ファンクラブ会員
の募集や観光案内所の業務などに携わることができました。
年度の途中から移住定住・交流促進の分野に配置換えとなり、空き家バンクや移住定住の
相談窓口として活動を行い現在も礼文島の空き家の活用に向けて活動中です。私自身がこれ
から暮らす住宅も探しておりますので、空き家があれば是非ご連絡ください。
また島の有志の団体に参加させていただき、島の水で泡盛を作るなどの活動をさせてもら
っています。この団体で礼文のものを活かした新しいチャレンジができるよう活動を行って
いきたいです。
私自身、協力隊としての任期３年間のうち、今年度が最後の１年間になります。自身の家
や任期後の仕事探しも含めて活動を頑張っていきたいです。

観光振興担当：菊池

亜由美（写真左）

コロナ禍でのスタートとなった１年目、観光案内所での案内業務やカナリア感謝祭・ナイ
トカフェなどイベントのお手伝いをしました。観光客が少なく大きなお祭りなども中止とな
り、礼文島の日常を感じることができなかった１年でしたが、１日でも早く日常が戻り、た
くさんの方に礼文島に来ていただけるように、礼文島の魅力を発信していきたいです。
また、地域おこし協力隊間の交流や情報交換の場として協力隊ネットワークを構築しよう
と、利尻町と利尻富士町の協力隊に呼びかけを行い、今年2月に3町13名が参加する交流会
をオンラインで実施しました。この交流会をきっかけに切磋琢磨しあえるよい関係を築き、
今後の活動に活かしていきたいと思っています。

フェリーターミナル内観光案内所横にあつもんと記念写真が撮れるブースを制作しました

広報れぶん

令和

年
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月号

わ が 家 の アイドル
いし

はら

石

原

あ

お

ちゃん

生年月日：平成30年2月4日
好きな食べ物：おにぎり、ラーメン、納豆、めかぶ、魚、果物
好きなテレビ番組：ラブパトリーナ、ペッパピッグ、千と千尋の神
隠し、崖の上のポニョ
好きな遊び：絵本、人形遊び、ままごと、外遊び
今興味あること：母ちゃんのやること（料理、お菓子作り、メイク）
保護者から一言：礼文島の大自然の中で元気に逞しく育ってく
れ！！

石 原 裕太郎 ・ みどり

上泊地区防災避難所
３月３日、旧上泊小学校を改修し、上泊地区防災避難所として開設しました。現在、町
内の防災避難所は、知床・元地・須古頓地区の３施設があり、全部で４施設となりました。
防災避難所は、災害時における緊急避難場所・避難所として、住民皆様の安全・安心を
確保するための施設です。
施設内には事務室、休憩室、看護室、多目的室、洗面洗濯室、浴室、調理室、備蓄庫な
どが整備され、災害時の使用のほか通常時には、集会や会議等の場としても利用できます。
ご利用を希望する方は役場総務課防災係（☎0163−86−1001）までご連絡ください。

2021最北フラワーマラソン出場者募集！
！
2021最北フラワーマラソンを右記のとおり開催し
開催日時
ます。
参加を希望される方は、参加申込書を役場総務課ま
受
付
たは、船泊支所に提出願います。
なお、例年通りであれば町外からも参加者を募集し
開 会 式
ておりましたが、新型コロナウイルス感染症対策のた
申込締切
め町内大会として開催いたしますのでご了承願います。

令和3年6月5日（土）
午前9時30分スタート
午前8時30分〜50分
ピスカ21
午前9時
令和3年5月6日（木）まで

30

川村 日向太くん
藤田 桜利くん

（2歳8か月）
（2歳9か月）

新型コロナウイルスワクチンの接種について

15

令和3年度中に新型コロナウ
確認し︑船泊診療所へ接種の
イルスのワクチン接 種 を 行います︒
予約をする
＊町外で接種する場合には役場
●ワクチンの接種方法
保健課保健推進係までご相談
基本的には住民票のある町で
ください︒
の接種となります︒礼文町にお
3．予約日当日︑船泊診療所に
いて接種会場は船泊診療所とな
てワクチンを接種する
り︑無 料で受けることができます︒ ＊クーポン券に同封されている
接種回数は原則2回です︒
問診票に予め記入のうえ当日
持参してください︒
＊クーポン券に同封されている
説明書にて︑接種に関する注
意事項等を確認してください︒

11

ワクチンの接種開始時期につ
いては︑決まり次第IP告知端
末等にて周知します︒
その他︑新型コロナウイルス
ワクチンの接種について不明な
点や相談がある方は次の機関ま
でご連絡ください︒

15

役場保健課保健推進係
☎0163︱86︱1001

★乳幼児予防接種
月 日︵水︶ 船泊診療所
受付時間
時〜 時 分

風しん抗体検査を受けましたか？

4月の
健康カレンダー

★健康相談
月 日︵木︶ 役場
受付時間
時〜 時

10

●接種優先順位
次のとおりとなっています︒
1．医療従事者
2．令和3年度中に 歳以上に
達する者
3．次の①〜③に該当する者
①基礎疾患を有する者
②高齢者等が入所・入居する施
設等において︑利用者に直接
接する職員
③令和3年度中に 〜 歳に達
する者
4．右記1〜3に該当しない者
︵原則 歳以上︶
厚生労働省新型コロナワク
チンコールセンター
☎0120︱761︱770
9時〜 時︵土日・祝日も実
施︶

風しんは感染者の飛沫等によってほかの人にうつる、感染力が強い感染症で
す。大人になって感染すると無症状〜軽症のことが多いですが、まれに重篤な
合併症を併発することがあり、また、無症状でも他人に風しんをうつす可能性
もあります。
公的な風しん予防接種を受ける機会がなかった世代の方を対象に２年前から
無料で風しんの抗体検査と予防接種を実施してきており、2022年3月をもって
終了となります。
対象の方には昨年、一昨年に既にクーポン券を送付しています。検査をまだ
受けていない方はこの機会に受けましょう。転入された方や、クーポン券を紛
失された方は再発行も可能ですので、役場保健課保健推進係までお問い合わせ
ください。

14

15

64

65

60

●ワクチン接種までの流れ
1．役場より対象となる方へク
ーポン券を封入して発送する
2．ワクチン接種を希望する方
はクーポン券が届いたことを

21

〜昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性の方が対象です〜

4

4

16

（健診日：令和3年2月25日）

2歳児健診
2

むし歯0本のお友だち

白取 湊斗くん

佐藤 航くん

田口 桜ちゃん

（2歳9か月）

（2歳8か月）

（2歳7か月）

月号
年
令和
広報れぶん
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クーポン券の有効期限は2022年3月まで延長になっています
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月号

298

「イリナカ柳谷家関係資料」
礼文町有形文化財に指定
３月１日付で「イリナカ柳谷家関係資料」が礼文町有形文化財に指定されました
３月１日付で「イリナカ柳谷家関係資料」が礼文町有形文化財に指定されました。礼文島近代開拓
礼文島近代開拓
の祖とされる柳谷万之助から始まる柳谷家は、屋号を「 （イリナカ）」と称した漁家でした。柳谷万
之助は今から175年前の弘化3年に礼文島へ渡ったとされ、消息の明らかな開拓者としては最も早く
に渡島しています。彼の出身地である津軽半島の三厩付近からは、後を追うように漁業従事者や開拓
者の渡島が相次ぎ、ニシンの建網漁で成功した彼らは、公共施設整備や地域への財政支援、村政や水
産団体への関与を通じて旧香深村の礎を築いてゆきました。
今回指定されたのは、イリナカ柳谷家にまつわる177点の資料で、主に明治から昭和初期にかけて
の漁場経営に関する文書類を中心に、生活具や信仰具も含み、当時の生活の様子を伝えています。な
かでも文書類は、開拓初期の入植者がどのように漁を成り立たせ、そして資産家として成功してゆく
のか、さらには同業者との関係や現在につながる行政や水産振興への関与がうかがえる、半世紀以上
の濃密な記録です。
指定された資料は機会を見て郷土資料館などで公開してゆく予定です。また、教育委員会では、今
後も町内に伝わる文化財を調査し、地域の財産として守り伝えてゆくべきものの把握・指定に努めて
ゆきます。

指定品の一部（明治期の生活具やお札、帳簿等）

番屋で使われていた染付陶製便器

学校施設開放の見合わせについて
例年
例年、体育・スポーツ・学習を目的として活動する団体へ学校施設を開放しておりますが、新型
体育・スポ ツ・学習を目的として活動する団体へ学校施設を開放しておりますが 新型
コロナウイルス感染症対策の観点から、本年度の学校施設開放は見合わせます。再開の時期につい
ては、新型コロナウイルス感染症の状況を注視し、学校と協議したうえで改めてお知らせいたしま
す。町民の皆様には、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
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連絡先▶教育委員会社会教育係（☎86−2119）

香深井地区発掘調査速報2巻 第1 号
昨年発掘が行
昨年発掘が行われた香深井１遺跡では、本年度も継続して調査が行われます。昨年度は調査区北部
香深井 遺跡
本年度 継続
査が行
す 昨年度
で分厚い魚の骨の層が見つかり、本年度の調査は昨年度の続きから始まって北側へ進んでゆきます。
魚骨層は、当時の人が継続して食べかすや壊れた道具などを捨てた跡で、昨年度の調査では数百年
間という短期間に捨てられた土器や骨角器などが多く見つかっています。特に骨角器は、魚骨層に埋
まることで劣化が少なくなり保存状態が良くなるため、本年度は昨年度以上にたくさんの出土が期待
されます。さらに、短期間での土器の形や模様の変化が明らかにできれば、日本にとどまらず環オホ
ーツク海の歴史に一石を投じることになるかもしれません。発掘調査は５月の連休明けから始まる予
定で、調査の進捗や成果については、広報れぶんで皆様にお伝えしてゆきます！
発掘調査開始後は、近隣にお住まいの地域の方々、付近を利用・通行する皆様には大変ご不便・ご
迷惑をお掛けしますが、どうかご理解とご協力のほどお願いいたします。お気づきの点がございまし
たら、教育委員会社会教育係（☎86−2119）までご連絡ください。

令和2年度に見つかった魚骨層

令和2年度出土骨角器

BOOK愛ランドれぶん より
ご家庭で読まなくなった本・押し入れや棚の奥に
眠っている本はありませんか？
BOOK愛ランドれぶんでは本の寄贈を受け付けております。もし不要になった本をお持ちでした
ら、ぜひカウンターまでお持ちください。寄贈にあたっては下記の点についてご理解・ご了承をお願
いいたします。

◎寄贈をお断りさせていただく本
コミック、同人誌、成人向け内容の本、破損・汚損・劣化が著しい本

◎寄贈いただいた本について
寄贈後の取り扱い（蔵書・破棄など）を図書室に一任していただくこと
開館時間：9：00〜17：00 休館日：月曜日（祝日の場合は次の平日）
ご不明な点はBOOK愛ランドれぶんまで ☎0163−86−2710

広報れぶん
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礼文高校通信
礼文高校通信
第44回入学式を行います
来る4月8日（木）、新2・3年生27名が始業式を行い、午後からの入学式に向けて準備を進め、第44期
生を新たな仲間として迎え入れ「令和３年度」をスタートします。
昨年度は新型コロナウイルス感染拡大のためほとんどの行事が中止となり、２・３年生には不安なス
タートとなりますが、礼文高校の「一人ひとりの顔が
見える環境」をいかして早期に新入生と打ち解け、共
に新しい生徒会行事の形を作っていってくれると期待
しています。
教職員も生徒一人ひとりが個性を発揮するとともに、
可能性を広げられるよう支援していきます。

「第44回入学式」のご案内
日時：令和3年4月8日（木） 13時30分より
場所：北海道礼文高等学校 体育館

昨年度の様子

新一年生へのプレゼント

令和3年 月 日
富士見ヶ丘スキー場
7

第 回 礼文町
町民スキー大会

日時
場所

小学校1・2年生男子
優 勝 内 田 桔 平
準優勝 福 士 暖 人
第3位
川 琥太郎

小学校1・2年生女子
優 勝 谷 口
芹
準優勝 望 戸 しずく
第3位 若 松 加 浪

空
奏
依

小学校3・4年生男子
優 勝 久 保 芽唯人
準優勝 藤 澤 知 生
第3位 柴 田 悠 太

小学校3・4年生女子
優 勝 三 上 咲
準優勝 木 村 和
第3位 小田桐 葵

小学校5・6年生男子
優 勝 若 松 大 将
準優勝 藤 田
颯
第3位 三 上 大 智

3

42

生
悟
杏

小学校5・6年生女子
優 勝 久 保 花 稟
準優勝 野 崎 莉々華
第3位 柳 谷 璃 瑠

理

吏

長
晴
稔

田
野
谷

マスターズ
川 村
増 広 俊
和 田

里
花

中学生男子
優 勝 濱
準優勝 上
第3位 柳

麻
彩

中学生女子
優 勝 武 田 菜 那
準優勝 佐々木 夏 実
第3位 佂 谷 純 奈

一般男子
優 勝
準優勝
第3位

東
増
本
田

一般女子
優 勝
準優勝

ǹȝ⌴Ȅǹȝ⌭Ȉ

今年も新１年生
今年も新１年生へ向けて稚内地方安全
向け 稚内地方安全
運転管理者協会礼文支部から「ランドセ
ルカバー」、礼文町商工会女性部からは
交通安全意識啓発運動の一環として「交
通安全の鈴」、稚内信用金庫礼文支店か
ら「ハンカチ」が贈られました。
お心遣いいただき、誠にありがとうご
ざいます。
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令和3年4月分から介護保険料が変わります
令和３年度から５年度までを計画期間とする第８期礼文町介護保険事業計画が策定されました
令和３年度から５年度までを計画期間とする第８期礼文町介護保険事業計画が策定されました。この
この
中で定めている、第1号被保険者（65歳以上）の方々が納める介護保険料額が改定され、4月から保険
料が変わります。
保険給付の財源構成は、基本的に国及び都道府県並びに市町村の公費負担が50％、残りの50％が65
歳以上の第1号被保険者と40歳〜64歳の第2号被保険者が負担する保険料で構成されています。
令和２年度までと比べると、介護給付費・地域支援事業費が増加し、保険料からの負担が必要なこと
から、保険料を引き上げなければなりませんので、ご理解をお願いいたします。各所得段階別の保険料
額は次のとおりです。（第1段階〜第3段階にあたる方は、軽減措置の対応がとられます。
）

所得段階

基準額に
対する割合

要件（前年の所得と課税の状況）

保険料
月 額

保険料
年 額

第1段階

●生活保護を受給している人及び世帯全員が
町民税非課税で老齢福祉年金を受けている人
0.30
●世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所 （軽減前0.50）
得金額＋課税年金収入額が80万円以下の人

1,500円

18,000円

第2段階

●世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所
0.50
得金額＋課税年金収入額が80万円を超え
（軽減前0.75）
120万円以下の人

2,500円

30,000円

第3段階

●世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所
0.70
得金額＋課税年金収入額が120万円を超え
（軽減前0.75）
る人

3,500円

42,000円

第4段階

●世帯の誰かに町民税が課税されているが、
本人は町民税非課税で前年の合計所得金額
＋課税年金収入額が80万円以下の人

4,500円

54,000円

第5段階

●世帯の誰かに町民税が課税されているが、
本人は町民税非課税で前年の合計所得金額
＋課税年金収入額が80万円を超える人

5,000円

60,000円

第6段階

●本人が町民税課税で前年の合計所得金額が
120万円未満の人

1.20

6,000円

72,000円

第7段階

●本人が町民税課税者で前年の合計所得金額
が120万円以上210万円未満の人

1.30

6,500円

78,000円

第8段階

●本人が町民税課税者で前年の合計所得金額
が210万円以上320万円未満の人

1.50

7,500円

90,000円

第9段階

●本人が町民税課税者で前年の合計所得金額
が320万円以上の人

1.70

8,500円

102,000円

0.90
1.00
基準額

温泉利用料特別割引の延長について
礼文島温泉うすゆきの湯では、新型コロナウイルス感染症の影響から令和２年６月から令和３年３月ま
での間、20回回数券と高齢者10回券の特別割引を実施してきましたが、感染症の収束が見えない日々が
続いているため、９月まで特別割引を延長いたします。町民皆様のご利用をお待ちしております。

品

名

20回回数券
高齢者10回券

販

売

料

金

9,000円 ➡ 6,000円
3,000円 ➡ 1,500円

広報れぶん

令和

年

〔18〕

月号

防災ワンポイント（たすか〜る）
自 助・共 助 の 重 要 性
災害時の被害を最小限に抑えるためのキーワードとして、「自助」「共助」「公助」
という言葉がよく使われます。
自助とは、いざというとき自分や家族の命と財産を守るために、自分自身で、家族全
員で備えることです。
共助とは、地域社会の被害を減らすために地域が一丸となって助け合うことです。
公助とは、行政が担う総合的な防災対策などです。
災害に強い社会（町づくり）とは、これらの３つの「助」が互いに補い合い、支
え合って初めて実現します。

共

自 助

隣近所、自治会、
災害ボランティア
など

自分や家族
家具の固定、住まい
の耐震化
飲料水、非常食の備
蓄など

助

防災訓練の実施
要配慮者への支援な
ど

公

助

町、道、国、
消防、警察、自衛隊
など

防災対策の実施
自助、共助への支援
など

災害の発生を防ぐことはできませんが、自助、共助、公助が最適に機能すれば、被害
を減らすことは可能です。特に東日本大震災のような巨大災害が発生した場合には、
日ごろからの自助と共助の取り組みが被害軽減のカギとなります。

自助、共助の重要性を示す5つの“理由”
理由1：大規模災害では、公助の機能が制限される。
理由2：「釜石の奇跡」は、防災教育の成果だった。
理由3：阪神・淡路大震災では地域住民が救助の主役でした。
理由4：住宅の耐震化など、家庭の防災対策は効果が高くなる。
理由5：東日本大震災後、「社会の絆」を重視する意識が高まった。

〔19〕

広報れぶん

令和

年

月号

春の全道火災予防運動が実施されます
〔実施期間〕令和3年4月20日〜4月30日まで
〔実施期
〕令和3年4 20
4 30 ま
この季節は、空気が乾燥し、強い風の吹くことが多く、火災が発生しやすい気象状況となり
ますので、火の元には十分注意してください。

【住宅防火いのちを守る7つのポイント】
1、寝たばこは、絶対にやめてください。
2、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用してください。
3、ガスこんろ等のそばを離れるときは、必ず火を消してください。
4、逃げ遅れを防ぐために、「住宅用火災警報器」を設置してください。
5、寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、「防炎品」を使用してください。
6、火災を小さいうちに消すために、「住宅用消火器」等を設置してください。
7、お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を作ってください。
火災のない、安全な地域づくりにご協力下さるようお願いします。
また、近年全国各地で林野火災の発生件数が増加傾向にありますので屋外でたき火などをす
るときには、消防署に届出が必要で燃やせる物に制限があります。火災予防に積極的に努めて
まいりますので、町民皆様のご理解とご協力をお願い致します。
尚、全道各地で消火器、住宅用火災警報器の悪質販売及び点検業者による被害が発生してい
ます。各家庭、事業所の皆様は十分に注意して下さるようお願いします。消火器、住宅用火災
警報器のことで何か分からない事がある場合は消防署にお問い合わせ下さい。
消防署礼文支署 ☎0163−86−1119

全国統一防火標語

『その火事を 防ぐあなたに 金メダル』
令和2年 出動件数
令和3年 出動件数

火災 0件
火災 0件

救急 61件
救急 8件

（2月28日現在）

利尻礼文消防事務組合
消 防 署 礼 文 支 署

4月からマイナンバーカードの
申請受付を役場及び船泊支所で開始します！
！
現在、マイナンバーカードの申請は、役場等で発行する交付申請書を、カード発行元の地方公共
団体システム機構へご自分で郵送するか、交付申請書に記載されているQRコードを使用し、ご自
分のスマホ等から申請する方法となっておりました。
マイナンバーカードの更なる普及と利便性の向上を目指し、４月１日より役場町民課及び船泊支
所において、写真撮影及び交付申請の受付を行うことといたしましたので、カードの取得をお考え
の方は窓口へお越しください。
従来どおり郵送申請やスマホ等でのオンライン申請でも可能ですので、ぜひお申し込みください。

マイナポイントの申請期限延長について
マイナポイントの申請期限が令和３年９月末まで延長となっております。
お買い物またはチャージして上限5,000円分のポイントを受け取ることができますので、ご希望の
方は、ご自分のスマホ等から申請を行うか、役場町民課及び船泊支所へお越しください。
なお、マイナポイントの対象となる方は、令和３年３月末までにマイナンバーカードの申請を行
った方ですのでご了承ください。

人 のうごき

性別
湖

父母の名前

祐
李

香深井1

也
菜

父
母

裕
有紀子

自治会

.15

.

.14

〜

りゅう

☆お誕生おめでとう

名

龍

氏

煌

き

藤

父
母

備 3

.

9：05発

8：55発

4/21〜4/30 5/1〜5/5

8：55発

13：25発
14：10着

15：25発

15：25発（※） 9：40発

11：00着 11：00着

10：50着 10：50着

11：45発 17：25発

11：45発 17：25発
16：20着

12：40着 18：20着

16：20着（※） 10：35着
12：40着 18：20着
※5/1〜5/5は45分遅れ発着

入学式（香深中学校、礼文高校）
日（木）
始業式（礼文高校）

復 路

4/1〜4/20

稚内

22日（木）1歳6ヶ月・3歳児健診（輝交流館）
利尻

4/21〜5/5

4/21〜4/30 5/1〜5/5

14：00発

丘珠空港

札幌

15日（木）健康相談（役場）

14：00発（※） 8：15発

新千歳空港

10：20発 16：00発

10：20発 16：00発

稚内空港

11：15着 16：55着

11：15着 16：55着

14：10発

14：45発

稚内フェリー
ターミナル

利尻空港

14：55着

14：55着（※） 9：10着

鴛泊フェリー
ターミナル
沓形フェリー
ターミナル

15：55発

12：15発

16：40着 16：40着

13：00着

〜令和3年5月の予定〜
7 日 認知機能検査（輝交流館）
運転免許更新時講習（輝交流館）
ェリー
礼文 香深フ
ターミナル
11日 産婦人科健診（船泊診療所）

16：05着

※5/1〜5/5は45分遅れ発着

印刷

利尻空港 ☎0163−82−1770

株式会社 国

一 般 回 線 の
場
緊 急 電話が使えない 役
衛星電話
連絡先 場合はこちらへ

境

交通事故死ゼロ記録

衞

男

︸大

稚内空港

14日（水）乳幼児予防接種（船泊診療所）

4/21〜5/5

4/1〜4/20
9：05発

利尻空港

入学式（礼文小学校、船泊中学校）
丘珠空港
日（水）
札幌
新千歳空港
始業式（香深・船泊中学校）

令和
令和

鴛泊フェリー
ターミナル
沓形フェリー
ターミナル

入学式（船泊小学校）
稚内フェリー
日（火）
ターミナル
始業式（礼文小学校、船泊小学校） 稚内

13日（火）産婦人科健診（船泊診療所）

生

蒼
衣

利尻

☆ご結婚おめでとう

麻

日（金）入園式（香深・船泊保育所）

〔20〕

礼文〜札幌 交通アクセス

令和3年4月

認知機能検査（ピスカ21/16：00〜）
往 路
日（木）
ェリー
運転免許更新時講習（ピスカ21/17：30〜） 礼文 香深フ
ターミナル

日（月）始業式（香深井小学校）

成 澤
佐々木

誠

4月のこよみ

︵敬称略︶

村

※QRコードの読取ができない方は
「t-rebun@sg-m.jp」宛てに
空メールをお送り下さい。

☆ご厚情を賜りました

大

登録はこちらから！
こちらのQRコードを読み取り、
空メールをお送り下さい！▶▶▶

○寄附金をいただきました

大備中央

「礼文町
防災メール」に
ご登録ください！

時

人）

田

人）

須

人）

お

83 90 85

戸）

とき

1,258戸（±
1,223人（＋
1,185人（−
2,408人（＋

所

世帯数
男
女
計

★謹んでおくやみ
申し上げます

年齢

（前月比）

住

氏 名

江 戸 屋

床

知

畔舟

歳

入

歳

歳

令和3年3月1日現在

恒 夫

まちの人口

仲

月号

小笠原次千代

年

苑 原

令和

男 俵

広報れぶん

稚内空港 ☎0162−27−2121

080−2870−3791

※電話料金は１分間180円で利用者負担となります。

3月15日現在

3895日

