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信金の新しい店舗がオープンしました！
移転工事を行っていた稚内信金礼文支店の新店舗が4月19日に
オープンしました。
移転に伴い内装も大きく変化しており、当日は、車や徒歩でた
くさんの町民の方が訪れました。

今月の特集
●升田晃生医師が船泊診療所長に
就任 ……………………６ページ
●新たに２名の警察官が着任され
ました ………………６ページ
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●新型コロナウイルスワクチン接
種の日程等について …９ページ
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令和3年 第一回定例会

行政報告 ︵町長より︶

15

25

可されております︒
令和3年度において︑町民皆
さんの航空路線に対する需要を
把握し分析・検証したうえで︑
本町に適した路線誘致と空港整
備を進めてまいりたいと考えて
おります︒

単身者でも入居可能な
住宅整備について
村

和

文 議員

宗谷定住自立圏形成構想は︑
中心市となる稚内市と周辺町村
が協定し︑それぞれの持つ機能
を活かし︑互いに補完しあいな
がら︑地域の産業の振興や地域
福祉の向上︑教育・文化の振興
を図ることによって︑圏域全体
の活性化につなげることを目的
にしております︒
﹁第2期定住自立圏共生ビジ
ョン﹂が今年度末をもって終了
することから︑中心市である稚
内市が関係町村との意見交換等
を 行いながら︑新たな共 生ビジョ
ンの策定を進めてまいりました︒
過疎化と少子高齢化の歯止め
が難しい中︑安全で安心な暮ら
しを充実させていくためにも︑
定住自立圏における各種施策と
連携による取り組みが極めて重
要と考えております︒

こんなことを
聞きました
▼中

問

ターンで礼文島に就職したい︑
ちょっと移住してみたいという
人が住める住居環境を整える事
が必要だと思います︒
町に寄附して頂いた空き店舗
を︑地域おこし協力隊の活動拠
点にする計画の様ですが︑前述
した方々の入居可能な住宅の確

質

﹁障害福祉計画﹂︑
﹁障害児福祉
計画﹂を包括的に策定したもの
であり︑﹁礼文町障がい者計画
策定委員会﹂に対し︑町が示す
﹁第6期障がい者計画︵案︶
﹂に
ついて諮問し︑答申をいただい
たところでございます︒
本計画は︑﹁障がいの有無に
関わらず︑お互いに支え合い︑
誰もがいきいきとした人生を送
ることができる 共生社会 を
目指すまちづくり﹂を基本理念
とし︑計画推進のための具体的
な取り組みについてお示しして
いるものでございます︒
本計画を障がい福祉施策を推
進する上での指針とし︑関係機
関と連携しながら福祉力向上に
努めてまいります︒
2．﹁第9期礼文町高齢者保健福
祉計画並びに第8期礼文町介護
保険事業計画﹂の策定について
令和3年度から令和5年度ま
での計画を策定いたしましたの
で報告いたします︒主なる改正
としては︑3年毎に見直しをす
る 歳以上の第1号被保険者に
ご負担していただく介護保険料
につきまして︑保険料の基準額
を積算すると﹁月額400円﹂
の引き上げが必要であることか
ら︑現行の保険料基準額を改正
することといたしております︒
また︑本計画の実施にあたっ
ては︑﹁地域包括支援センター﹂
を中心に︑﹁礼文福祉会﹂並び
に﹁礼文町社会福祉協議会﹂と
十分に連携をとりながら︑町民
皆様の保健福祉の向上に努めて
まいります︒

●議員 町内の事業所において
は︑マンパワー不足を島外より
確保したくても︑住宅の確保が
困難な状況︑更にはＵ•Ｉ•Ｊ

般

4．第3期宗谷定住自立圏共生
ビジョンの策定について

3．第6期礼文町障がい者計画
の策定について
この計画は︑障害者基本法に
基づく﹁市町村障害者基本計画﹂
と︑障害者総合支援法に基づく
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抜粋

1．礼文空港の休止期間延長に
ついて
礼文空港は︑昭和 年に開設
されて以来︑稚内空港との定期
航空路により︑本土を結ぶ交通
アクセスとして重要な役割を果
たしておりましたが︑平成 年
3月末をもって定期航空路が廃
止となりました︒
この間︑関係各方面に対しま
して空港再開に向けた要望活動
を展開するとともに︑平成 年
に﹁礼文空港あり方検討会議﹂
を設置し︑再開に向けた取り組
みを進めてまいりましたが︑具
体的な再開に向けた道筋が示さ
れるに至っていない状況であり
ます︒
﹁礼文空港あり方検討会議﹂
では︑今年度末に迫っていた礼
文空港の休止期間を︑さらに令
和3年4月1日から令和8年3
月 日まで
の5年間に
延長すると
いう合意形
成を行った
ところであ
り︑令和3
年1月 日
付けで国土
交通大臣よ
り正式に許

一

議 会 だ より
令和3年第一回定例会は、3月9日から11日までの
3日間の会期で行われ、町長から提案された29案件
が、原案どおり可決されました。
なお、新年度予算の概要、「町政執行方針」及び
「教育行政執行方針」については、広報れぶん４月
号に掲載されています。
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保が先決ではないでしょうか︒
定住対策においても︑まずは町
に空き住宅や空き店舗の寄贈が
あった場合は︑単身者を含めた
住宅への改修を進め︑移住者だ
けでなく︑親から独立する方も
入居可能な住宅の整備を推進す
ることが︑定住対策にも効果的
な施策であると考えますが︑町
長の見解を求めます︒
■町長 昨年4月から新たに町
内の個人や法人が建設する賃貸
住宅に対して︑その費用の一部
を助成するための﹁礼文町民間
賃貸住宅建設促進助成条例﹂を
制定して︑民間による賃貸住宅
の建設を促進し︑町内における
住宅環境の向上とともに︑地域
経済の活性化を目指すものとし
てスタートしました︒
今年度においては︑本制度の
活用事案は1件もありませんで
した︒
今後︑条件緩和或いは補助金
の増額等︑
事業推進に向けた様々
な検討を進めさせますので︑ご
理解をいただきたいと思います︒
ご質問にありました︑新年度
に計画をしております寄附物件
の改修事業に関しましては︑主
たる目的といたしましては移住
定住に関する総合的な﹁ワンス
トップ窓口﹂の設置及び﹁空き
家バンク制度﹂を活用した居住
と就労などの情報発信の拠点と

の遊具のある遊び場は︑主要道
なる施設整備であります︒
路に近く︑安心安全に遊べる環
町としては︑住宅に関する支
境ではないことから︑礼文島温
援策として︑﹁礼文町持ち家住
泉うすゆきの湯裏の緑地を利用
宅支援助成条例﹂及び﹁礼文町
して︑安心して安全に利用でき
子育て世代マイホーム新築等助
る︑新しい子ども達の広場を作
成条例﹂により︑住宅の新築の
る事が出来ないものかと思いま
ほか︑中古住宅の購入や増改築
す︒
にも対応した幅広い助成を行っ
広場の移設統合を検討してい
ております︒また︑土砂災害特
ただきたいと思いますが︑町長
別警戒区域などによる制限も多
の見解を求めます︒
いことから︑特別警戒区域内へ
■町長 ﹁うすゆきの湯﹂の裏
の住宅建築のための町独自の上
の緑地を有効活用できないかと
乗せ加算にも配慮しており︑さ
いうことについて︑子どもの遊
らに昨年4月からは﹁礼文町民
び場はどうかという検討が進め
間賃貸住宅建設促進助成条例﹂
られてきました︒
による住宅の提供確保を期待す
結果としては︑﹁温泉利用者
る対策も加えた定住支援対策を
行っているところでございます︒ との利用調整を行いながら温泉
移住定住のための住宅整備は︑ 緑地の活用を図るべき﹂という
方向性は示されましたが︑現実
﹁民間賃貸住宅建設促進のため
的には︑従来から云われている
の助成制度﹂や﹁住宅建設のた
港湾用地の利用について国の許
めの町の各種支援制度﹂を積極
可が出ないという港湾など公共
的に活用するなど︑官・民での
施設の管理面での障害もあり︑
協働による解決策を探っていく
計画が進まなかった現状であり
ことが必要だと思っているとこ
ます︒
ろであります︒
温泉裏の緑地の活用を含む公
香深地区の子供の広場の 園機能の強化につきましては︑
移設統合について
多様な課題を抱え︑特に︑国有
地の使用については解決したわ
▼中 村 和 文 議員
けではありませんが︑何より子
供たちの安全を第一に︑町をあ
げて取り組まなければならない
ことでありますから︑温泉裏の
緑地を誰もが気軽に集える場所
●議員 第2期まち・ひと・し
ごと創生総合戦略の中でも位置
付けられている﹁子どもの遊び
場づくり﹂について︑香深地区

啓 議員

では﹁高齢者運転免許自主返納
サポート制度﹂により︑道内の
協賛店において様々なサービス
を受けられる制度を行っており
ます︒
本町においては︑従来から
﹁礼文町福祉バス﹂制度により︑
満 歳以上の方については1回
のバス料金を100円とする支
援を行っておりまして︑高齢ド
ライバーの方が免許を返納され
ても︑十分とは云えませんが︑
誰でも路線バスを一区間100
円で利用することができます︒
わが町の路線バスが︑都市部
と比較して運行経路や運行ダイ
ヤでは︑運転免許証を返納して
自家用車の利便性を失うことを
補完するためには十分ではない
ということは感じております︒
まずは︑高齢ドライバーの方
の運転免許証の更新手続きに際
しては︑その運転適性をご家族
の方も含めてしっかりとご確認
をいただくことが重要であると
思います︒
そのうえで︑自主返納をされ
ることとなった高齢ドライバー
が︑自家用車に依存することな
く︑移動手段や日常生活におい
て不安のない生活が送ることが
できるよう︑町内の関係団体や
事業者の皆さんと支援策につい
て検討してまいりたいと思って
おります︒

70

にするよう今後加速して進めて
いく考えでございます︒
一方で︑温泉利用客との関係
など︑丁寧な調整が必要となり
ますので︑ご理解願います︒

山

高齢者の運転免許
返納について
▼笹

●議員 先日ある会話の中で
﹁ 歳を目の前にして︑体力の
低下を自覚して運転免許証を返
納したいと考えているけど︑車
のない生活になると高齢者には
買い物や病院に行くにも不便で︑
引きこもりになりそうだよ︒何
とかならないのかな︒﹂という
話題になりました︒
運転免許証自主返納者には︑
道内8割の142市町村が何ら
かの助成制度を設けており︑道
も﹁自主返納サポート制度﹂を
始めて︑自主返納を促していま
す︒
当町でも自主返納しやすい環
境を作る事が必要だと思います
が︑町長の所見をお伺いいたし
ます︒
■町長 運転免許証の自主返納
に関しては︑返納しやすい環境
整備として各自治体で様々な支
援施策が行われており︑バスや
タクシー運賃など各種料金の割
引を行っておりますし︑北海道
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月号
年
令和
広報れぶん

〔3〕

○衛生費
医療技術者修学資金貸付金な
どの精査や施設の修繕料の追加
など
3632万9千円減額
し尿汲取車備品購入費などの
精査や使用済自動車海上輸送事
業補助金の追加など
1265万7千円減額
特別会計への繰出金の精査
万3千円減額
○農林水産費
農業費普通旅費を精査
万6千円減額
植樹祭の中止に伴う関連経費
の精査と治山工事に係る入札執
行残の精査
317万9千円減額
産地協議会補助金などの精査
や輸送費支援事業補助金の追加
など
389万9千円減額
○商工費
中小企業融資商工業担い手支
援事業助成金などの精査と特別
会計への繰出金の追加
368万5千円減額
礼文島観光協会補助金などの
精査や観光産業緊急支援事業補
助金の追加など
1207万6千円減額
○土木費
民間賃貸住宅建設促進助成金
の精査
1400万円減額
道路橋梁費工事請負費などの

こんなことがきまりました
補 正 予 算

▼令和2年度一般会計補正予算
︵補正第 号︶
5360万円追加
総額 億7280万円
〇議会費
普通旅費と交際費の精査
万円減額
○総務費
自治振興費各種補助金などの
精査や基金への積立金の追加な
ど
1786万9千円減額
納税貯蓄組合奨励金などを精
査
万2千円減額
個人番号カードに係る事務委
任交付金などの追加
万円追加
選挙に係る普通旅費を精査
万5千円減額
子育て世代マイホーム新築助
成金などの精査や地域交通感染
症防止対策事業奨励金の追加な
ど
1540万2千円減額
監査委員費普通旅費を精査
万7千円減額
○民生費
福祉系技術者等修学資金貸付
金などの精査や療養費給付金の
追加
222万6千円追加
香深保育所費人件費及び児童
手当などの精査
281万6千円減額

精査と除雪機械に係る修繕料の
追加
万4千円追加
河川改修工事の入札執行残
万円減額
香深港整備工事の入札執行残
と国直轄事業負担金の精査
4138万5千円減額
公営住宅整備に係る委託料や
工事請負費などの精査と修繕料
の追加
592万9千円減額
特別会計への繰出金の精査
451万円減額
○消防費
消防事務組合負担金の精査と
船泊西地区防災拠点施設整備事
業関連経費の追加
1億3204万6千円追加
○教育費
魅力ある高校づくり対策費各
種助成金などの精査や学生寮に
係る施設備品購入費の追加
859万円減額
礼文小学校大規模改修に係る
事業費の精査や学校保健対策事
業関連経費の追加など
391万8千円減額
中学校費要保護︑準要保護児
童生徒援助費の精査と学校保健
対策事業関連経費の追加など
142万円追加
文化財保護費関連経費などの
精査や施設の修繕料の追加など
928万9千円減額
給食従事者の報償費や期末手
当などの精査と報酬の追加
70
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万9千円減額
○公債費
地方債借入償還元金の追加と
地方債借入利子及び一時借入利
子の精査
440万円減額
○災害復旧費
町道香深桃岩線災害復旧工事
や設計委託などの精査と起登臼
川災害復旧事業関連経費などの
追加
8756万4千円追加
発注済災害復旧工事の精査や
新たに災害復旧に係る工事請負
費の追加

▼令和2年度簡易水道事業特別
会計補正予算︵補正第2号︶
2130万円減額
総額3億8970万円
施設整備に係る設計委託料や
工事請負費の精査
2130万円減額

3229万5千円追加

16

▼令和2年度国民健康保険事業
特別会計補正予算︵補正第4号︶
1300万円減額
総額5億7820万円
旅費や委託料︑納税奨励金な
どの精査
180万円減額
療養給付費の精査と出産育児
一時金の追加
2757万3千円減額
預金利子収入の積立金の追加
7千円追加
特別会計繰出金の追加

10

1636万6千円追加

▼令和2年度国民健康保険施設
特別会計補正予算︵補正第5号︶
280万円追加
総額7億4520万円
人件費や旅費などの精査
1074万円減額
工事請負費などの精査と投薬
品費の追加など
1354万円追加

▼令和2年度港湾整備事業特別
会計補正予算︵補正第2号︶
120万円減額
総額7160万円
浮桟橋設置撤去業務委託料な
どを精査
120万円減額

▼令和2年度下水道事業特別会
計補正予算︵補正第3号︶
500万円減額
総額1億5680万円
各種計画策定委託料や消費税
などを精査
500万円減額

▼令和2年度介護保険特別会計
補正予算︵補正第3号︶
2320万円追加
総額3億2530万円
普通旅費を精査
万円減額
介護給付費や高額介護給付費
の追加など
2350万円追加
家族介護手当の執行残を精査

10

55

75

16

44

81

10

〔4〕
月号
年
令和
広報れぶん

84

26

令和3年

月

日開催

第二回臨時会
令和3年

行政報告 ︵町長より︶

1．道立香深診療所長の着任に
ついて
これまで派遣医師による隔週
の診療を行ってまいりました道
立香深診療所につきましては︑
この度︑北海道から後任医師の
着任が決定したとの連絡をいた
だきましたので︑ご報告をいた
します︒
後任医師は︑﹁安達正士﹂医
師︑4月からは通常の診療体制
となります︒

補 正 予 算

滞在・学習支援拠点施設整備
事業関連経費の追加
1億9千万円追加

編集 広報編集特別委員会
委 員 長
中村 和文
副委員長
畠中 克茂
委
員
二田 順一

局にお問い合わせ願います︒

とができますので︑議会事務

は︑﹁議事録﹂を閲覧するこ

本会議の詳細につきまして

本会議の
詳細について

◇ 定例会は、3月・6月・9月・12月の年4回開かれます。
◇ 臨時会は、必要な都度開かれます。

○議員の出張及び委員の派遣等
について
○閉会中の事務調査の申し出に
ついて︵議会運営委員会︶

令和3年

日開催

第一回臨時会
令和3年 月

▼令和2年度一般会計補正予算
︵補正第9号︶
2970万円追加
総額 億1920万円
○総務費
地域情報通信ネットワークの
修繕料
160万円追加
○民生費
福祉車両購入費
401万4千円追加
○衛生費
新型コロナウイルス感染症予
防接種事業関連経費の追加
208万6千円追加
○土木費
町道等の除雪に係る燃料費な
どの追加
2200万円追加

万円追加

議会のうごきを
あなたの目と耳で!!

万円減額

▼令和2年度後期高齢者医療特
別会計補正予算︵補正第2号︶
万円追加
総額5180万円
普通旅費を精査で減額
万2千円減額
保険料等負担金の追加
万2千円追加

○礼文町交通安全指導員設置条
例

○礼文町職員の特殊勤務手当に
関する条例
○礼文町介護保険条例
○礼文町指定居宅介護支援等の
事業の人員及び運営に関する基
準等を定める条例
○礼文町灯油備蓄施設設置及び
管理条例
○礼文町船揚場の設置及び管理
等に関する条例
○礼文町防災避難所等の設置及
び管理等に関する条例

▼令和2年度温泉事業特別会計
補正予算︵補正第1号︶
260万円減額
総額8040万円
調査設計委託料や入湯税など
を精査
260万円減額

指定管理者の指定

議会から の 案 件

○礼文町老人福祉寮
社会福祉法人 礼文福祉会

条例の廃止

工事請負契約の変更
○船泊内路簡易水道統合整備事
業工事その1
請負の工期
変更前 令和2年度
変更後 令和3年度
○安定型最終処分場の建設工事
請負の工期
変更前 令和2年度
変更後 令和3年度

抜粋

▼令和2年度一般会計補正予算
︵補正第 号︶
2億5570万円追加
総額 億2850万円
○総務費
移住定住・人材交流拠点施設
整備事業関連経費の追加
6480万円追加
○衛生費
ワクチン接種記録システム連
携構築事業の委託料
○教育費

議会を傍聴してみませんか?

20

条 例 の 一 部改正

○諸般の報告︵報告案件︶
○予算審査特別委員会の設置に
ついて
○予算審査特別委員会委員の定
数について
○礼文町議会情報公開審査会委
員の選任について
○委員長報告について︵産業建
設常任委員会︶
○議員の派遣について

9

19

90

21

61

3
58

40

○特別職の職員で非常勤のもの
の報酬及び費用弁償に関する条
例

11

2

55

月号
年
令和
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船泊診療所長に就任いたしました
４月１日、升田晃生医師が新しく船泊診療所所長に就任され
ました。
2010年に旭川医科大学医学部を卒業し同大第一外科入局、
道内関連施設での勤務を経て日本外科学会外科専門医、日本消
化器病学会消化器病専門医等を取得、2015年より秋田赤十字
病院消化器外科で癌治療や救急疾患を中心に修練を積み、北海
道胆振東部地震、宮城県台風豪雨被害の際には被災地に赴き災
害医療の現場も経験されました。
升田晃生医師は、「故郷の医療に貢献できる日が来て嬉しく
思います。町民の皆様に喜んでもらえる医療を心がけて、今後
も精進して参ります。」と意気込みを語ってくださいました。

よろしくお 願 い いたします

稚内警察署 香深駐在所
所長

宗 形

武

礼文町の皆様、はじめまして。４月の異動により十勝管内の本別警察署から
着任した宗形武（むねかた たけし）と申します。出身は上川管内の美深町で、
家族は妻と子ども２人（小学１年生と小学６年生）です。
私の経歴については、昭和58年に警察官を拝命し、これまでに旭川中央署、
旭川方面本部、苫小牧署、帯広署などで勤務しており、離島勤務については今
回で３度目となります。1度目は、平成24年から利尻島の鬼脇駐在所、2度目
は、平成29年から焼尻島の焼尻駐在所で勤務しておりました。
島の治安を守るためには、皆様方の協力が不可欠となります。
皆様が安全・安心に暮らせるよう日々努力していく所存ですので、よろしく
お願いいたします。

礼文町にお住まいの皆様初めまして。４月１日付けの異動で札幌方面南警察
署から着任しました磯谷健一（いそや けんいち）です。年齢は32歳で高校ま
で柔道をしていました。
生まれは札幌市で、育ちは空知管内にある南幌町と栗山町になります。平成
23年に警察官になり、函館中央署、交通機動隊、札幌南署で勤務しており、主
に交通取締り、交通事故事件捜査を担当していました。駐在所勤務は初めてで
すので、慣れるまでの間は窓口業務等で時間がかかってしまうことがあると思
いますが、よろしくお願いします。
希望どおり礼文島に勤務することができたので、在任期間中は島内での交通
事故や事件が発生しないよう警戒活動に力を入れたいと思っていますので、妻 稚内警察署 船泊駐在所
ともどもよろしくお願いします。
磯 谷 健 一

川岸勤消防団長が再任
４月１日、礼文町消防団の川岸勤団長が消防
団からの選任を受け再任し、４月５日に役場に
て辞令書の伝達が行われました。
任期は令和３年４月１日から令和７年３月31
日までとなっています。

〔7〕
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地域おこし協力隊員紹介
今年度から新たに「礼文町地域おこし協力隊」となった４名の隊員をご紹介します。
礼文町地域おこし協力隊は、今回新たに加わった４名を含む、合計６名の隊員で観光・自然環境・
移住定住・高校魅力化など様々な分野で活動して参ります。

観光振興担当：宮地

夏子

はじめまして。４月より地域おこし協力隊・観光担当として着任し
ました宮地夏子
（みやじなつこ）
と申します。出身は四国・香川県です。
子供の頃旅行で来たのが初めての礼文島でした。もう行くことはで
きませんが、旧トンネルを元地側に出たところから見た景色は忘れら
れません。美しい景色に魅せられてその後も何度か訪ねていましたが、
この度ご縁があり本格的に住むことになりました。冬の不安もありま
すが、自然溢れる礼文島での生活が楽しみです。
たくさんの方に礼文島の魅力をお伝えできるよう活動していきたい
と思っております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。

高校魅力化担当：山口

晴加

４月より地域おこし協力隊、高校魅力化担当として着任いたしまし
た山口晴加（やまぐちはるか）です。
神奈川県横浜市出身で北海道の寒さにビクビクしながら礼文島に来
ましたが、想定していたより雪解けも進んでおり、暖かい春がすぐそ
こまで来ているようで安心しました。
今までの環境・仕事とは全く違いますが、そのひとつひとつが新鮮
で楽しい毎日です。
知らないことが多く、ご迷惑おかけする事も多々あるとは思います
が町の発展に貢献できるよう活動してまいりますので皆さまどうぞよ
ろしくお願いいたします。

移住定住担当：小川

未来

令和３年度から協力隊として赴任させてもらいました。小川未来
（おがわみらい）と申します。出身は福島県です。礼文島には４年程
前にリゾートアルバイトで訪れたのが最初でした。
花や北海道の自然に興味もなく一度限りかと考えていました。
月並みではありますが、そんな自分にも優しく接してくださる島民
の方達が自然と特別な存在となり、プライベートで訪れるうちに『何か
恩返しになるような関わり方がしたい』と思い協力隊に応募しました。
まだ『何をするべきなのか！？』とわかってはいませんが、今後活
動を通して煮詰めていきたいと思います。
至らぬ存在ですがよろしくお願いします。

自然環境担当：鈴木

健介

はじめまして。４月より地域おこし協力隊の自然環境担当として着
任いたしました鈴木健介（すずきけんすけ）と申します。東京から参
りました。
礼文島には今回初めて訪れたのですが、その自然の美しさは想像し
ていた以上でした。こういった美しい自然の中で自然環境に携わりな
がら暮らしていける事に感謝しております。
まだまだ知らないことばかりですが、一日でも早く日々の暮らしや
仕事に慣れ、様々な事に取り組んでいければと思っております。皆さ
ま、どうぞよろしくお願い致します。

広報れぶん
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わが 家 の アイドル
にし

おか

さ

あや

西

岡

沙

彩

ちゃん

生年月日：平成30年1月25日
好きな食べ物：ほっけのチャンチャン焼き、ラーメン、チョコ
好きなテレビ番組：パウ・パトロール、ディズニープリンセス
好きな遊び：ダンス
今興味あること：ネイルアート、お手伝い
保護者から一言：いっぱい友達を作って、いっぱい遊ん
でください。お兄ちゃんとも仲良くね。

西 岡

洋 ・ 典 子

ポラリスへようこそ
４月６日、礼文高校学生寮ポラリスにて新１年生の
歓迎会が行われました。
当日は、新入生が8人、2年生が8人の計16人で歓迎
会を行い、それぞれ自己紹介をした後、お菓子やケー
キを食べながら寮生同士仲を深め合っていました。

くらしのヒント

ストレスたまっていませんか？
新年度が始まり一か月が経過しました。新入学、
新学期、新社会人、新生活など色々なことが新たに
スタートし、生活の変化によりストレスがたまりや
すい時期です。たまっていくストレスを放置すると、
心の病気に苦しみ、長期化することで、自殺を考えて
しまうことにもつながります。そうなる前にストレ
スに対処し、上手に付き合っていくことが大切です。
●ストレスのサインに気づきましょう
ストレスは目に見えません。自分ではストレスは
たまっていないと思っていても、知らず知らずのう
ちにストレスをため込んでいることもあります。次
のような症状がある時には、「最近ストレスがたま
っているんだな。」と自覚をし、ストレス状態に合
わせた対策をしましょう。
【ストレスを感じている時の症状】
・気持ちが落ち込む
・食欲がない
・何をするにもやる気が出ない
・イライラする、怒りっぽい
・わけもなく疲れる
・寝つきが悪く、熟睡できない
・寝ても疲れが取れない
●睡眠を上手にとりましょう
＊早寝早起きを心がけ、毎日同じ時間に起床してリ

ズムを作りましょう。
＊目覚めたらすぐにカーテンを開けて日光を浴びま
しょう。
＊定期的な運動を心掛けましょう。
＊規則正しく栄養バランスの取れた食事を食べまし
ょう。
＊夕方以降のカフェインの摂取（コーヒーや紅茶な
ど）やお酒を控えましょう。お酒は寝つきを良く
しますが、睡眠は浅くなります。
＊自分に合ったリラックス法（音楽や香りなど）を
見つけましょう。
●相談先
ストレスのサインが出てきたら一人で抱え込まず、
身近な人に相談をしたり、公的機関に相談すること
で気持ちが楽になることもありますので、ぜひご活
用ください。
●礼文町役場 ☎86―1001
●稚内保健所 ☎0162―33―3703
●こころの電話相談 ☎0570―064―556
●こころの健康相談
市立稚内病院の精神科医師が来島し、心の健康相
談（無料）を行います。５月下旬の実施を予定して
おり、詳細決定しましたら、IP告知端末にて周知致
します。ぜひこの機会にご相談下さい。

〔9〕
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新型コロナウイルスワクチン接種について
令和３年５月より、まずは、令和３年度中に
65歳以上に達する方を対象に新型コロナウイル
スのワクチン接種を行います。
【日時】
●1回目接種日
5月18日㈫・20日㈭・22日㈯・25日㈫
27日㈭・29日㈯

【接種医療機関】
船泊診療所
予約電話
87−3036、87−2771
予約受付日時
5月10日㈪〜5月21日㈮
平日 午後2時〜5時

●2回目接種日（3週間後）
6月8日㈫・10日㈭・12日㈯・15日㈫
17日㈭・19日㈯

〜当日の注意事項〜
＊肩を出しやすい服装でお越しください。
＊密を避けるため、予め予診票に必要事項を記
入のうえ、当日は、予診票とクーポン券を忘
れずに持参して下さい。なお、予診票とクー
ポン券は、２回目接種時も必要となりますの
で２回目接種が終了するまで大切に保管して
ください。
＊接種日当日ご自宅で体温を測定し、明らかな
発熱がある場合や体調が悪い場合などは、接
種を控え、船泊診療所にご連絡ください。

●受付時間枠
午前 7時30分・8時30分・9時30分
10時30分
午後 1時30分・2時30分・3時30分
※１時間枠あたり10名程度
ワクチンは効果を十分得るために、同じ種類
のワクチンを通常３週間の間隔を空けて２回受
ける必要があります。
２回目の接種は、１回目接種日から３週間後
の接種日、同一受付時間枠（例：5／18㈫7時30
分→6／8㈫7時30分）としています。ワクチン
の破棄がでないよう、接種スケジュールを組む
都合上、予約した接種日のキャンセルはできま
せんのでご注意下さい。
１回目、２回目接種日どちらも都合の良いの
日を選択してください。

5月の
健康カレンダー

新型コロナウイルスワクチン接種について不
明な点や相談がある方は次の機関までご連絡く
ださい。
役場 保健課 保健推進係
☎0163−86−1001
午前8時30分〜午後5時15分（平日）
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
☎0120−761−770
午前9時〜午後9時（土日・祝日も実施）

★乳幼児予防接種…5月19日（水）船泊診療所
★健康相談…………5月20日（木）輝交流館

受付時間
受付時間

15時〜15時30分
10時〜11時

地域の見守りについて話し合いました
町では、島内に身寄りのない独り暮らし高齢者などの安否確認を目的に平成24年度より家庭訪問、
町では 島内に身寄りのない独り暮らし高齢者などの安否確認を目的に平成24年度より家庭訪問
配達や集金、窓口業務などにおいて町民の皆さんと関わる機会の多い事業所と「礼文町見守りネット
ワーク」の協定を結び、同27年度から毎年1回研修を兼ねた会議を開催しております。去る3月19日
に令和２年度の会議が行われましたが、今年の冬は大雪だったことから除雪にまつわるエピソードが
多く聞かれ、高齢化と人口減少の中で 地域の除雪をどのよ
うに考えていくか について参加者で意見を交わしました。
町民の皆様におかれましても、「夜でも電気がついていな
い」「新聞がたまってきている」ことが数日続くなどご近所
内で気になることがありましたら、礼文町役場までご連絡く
ださるようお願いします。
担当：地域包括支援センター

☎86−1001

広報れぶん

令和

年
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月号

299

土曜教育推進事業
ジョイフル

サタデイ

Joyful Saturday 始動！
礼文町教育委員会ではジ
礼文町教育委員会ではジョー・オレ
オレットALTを講師とした土曜教育推進事業『Joyful
『J f l Saturday』
S t d 』
を実施します。参加児童は一年を通して様々な遊びや体験活動、創作活動を英語で行い、楽しみな
がら異文化にふれることが目的です。詳細については下記をご覧ください。

実施会場：ピスカ21
実施期間：令和3年5月〜令和４年3月
毎月第3土曜日予定 計11回
対象児童：小学校1・2年生（10名程度）
参加費用：1,000円（保険料・教材費）
申込方法：
教育委員会（86−2119）社会教育係まで
お電話ください。期間中は人数に空きがあ
る限り、いつでも申込みを受け付けます。

各月のプログラム一覧
実施予定日

プ

ロ

グ

ラ

ム

実施予定日

プ

ロ

グ

ラ

ム

5月15日

Coastline clean up
海岸などの清掃活動

11月20日

Thanks giving
感謝祭のデコレーション

6月19日

Dice Rally
屋外ウォークラリー

12月18日

Christmas
ツリーのデコレーション

7月17日

Martine Luther King Jr. Day
Independence Day
1月15日
Capture The Flag等体験
誕生パーティーゲーム

8月21日

American outdoor game
Valentineʼs Day
2月19日
屋外アクティビティ
カード作り

9月18日

Labor Day
米国版「勤労感謝の日」

10月16日

Halloween
本場のハロウィン体験

3月19日

Heritage Month
グアムの遺産や文化

〔11〕

広報れぶん

令和

年

月号

連絡先▶教育委員会社会教育係（☎86−2119）

郷土資料館の開館について
礼文町郷土資料館が５月１日から
開館しました。開館時間等は右記の
とおりで、町民の皆様は無料で観覧
いただけますので、ご確認のうえご
来館ください。

開館時間：午前8時30分〜午後5時00分
（最終入館 午後4時30分）
休 館 日：
5月・10月…月曜日（祝祭日に当たる場合は次の平日）
6 月 〜 9 月…無休

自然体験公園の利用開始について
今年度も自然体験公園の利用開始時期となりました。オープン日についてはゴールデンウィーク明
プ
ゴ
デ
けを予定しておりますが、パークゴルフコースの残雪と整備状況によって前後する可能性があります
のでIP告知端末にてお知らせいたします。町民の皆様のご利用をお待ちしております。
【利用について】
利用される方は、管理棟備え付けの「利用申請簿」に必要事項をご記入ください。
管理棟は午前９時解錠・午後５時閉鎖です。パークゴルフ用具の貸し出しも行っています。
公園内は禁煙です。

オープン前のパークゴルフコースへの立入はコースのへこみや芝の成長不良を引き起こす為ご遠慮願います。

ブック スタ ート 事 業 に つ い て
礼文町教育委員会では、親子のふれあいと読書に親しむ習慣づけのため、乳幼児に本の交換券を
配布する『ブックスタート事業』を行っております。対象は乳児検診を受けた０歳児と３歳・６歳
児です。一年のうち、4月・8月・12月の3回に誕生日の順に交換券を配布します。交換券は、
BOOK愛ランドれぶん店内で販売している本と交換できます。交換期限は、配布から1ヶ月となっ
ていますので、忘れずに交換するようにしてください。

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

令和

年
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月号

礼文高校通信
礼文高校通信
思い出のユニフォームをお手元に
本校の運動部で着用していたユニフォームが欠番や規則の改定などにより使用できなくなってい
ます。そこで希望される方に高校時代の記念品としてお譲りしたいと考えています。対象のユニフ
ォームはサッカー部、バレーボール部、バスケットボール部のものです。
今後、本校ホームページに掲載するほか、町内各所に掲示しお知らせしますので、ぜひご利用く
ださい。
不明な点につきましては、礼
文高校（☎0163−87−2358）
担当：保健体育科 小山までお
問い合わせください。また譲渡
期間は令和3年5月31日（月）ま
でです。
サッカー5種

バレーボール4種

バスケットボール5種

国 民 年 金 基 金 の お知らせ
国民年金基金は、国民年金に上乗せして加入し、税金優遇を受けながら掛金を積立て、老後により充実
した年金を受け取ることができる公的な年金です。

●加入できる方は

●特徴は
１

掛金が全額「社会保険料控除」で、受け取る
年金も「公的年金控除」の対象です。
２ 受け取る年金は終身が基本で一生変動しません。
３ 万一の時はご遺族に一時金が支払われます。
（遺族保証のないB型も選べます）
４ 掛金は、加入時の年齢で一定。お休みや増減
もできます。

１

国民年金第１号保険者（免除の方などを除き
ます）
２ 国民年金の任意加入者（60歳〜65歳未満の
方や海外在住の方）です。

●お問合わせは
全国国民年金基金―北海道支部
☎0120−65−4192

人権擁護委員制度をご存知ですか？
毎年６月１日は「人権擁護委員の日」です。
本町には、法務大臣より委嘱された次の人権擁護委員がおります。

田

口

芳

幸

氏

畠

久

利

氏

人権擁護委員は、家庭内トラブル（夫婦・離婚・扶養・相続）、学校での「いじめ・体罰」、
近隣との争い、ネットトラブル、架空請求、育児の悩み、借地・借家、不動産売買、金銭貸借等
様々な相談にいつでも応じております。もちろん相談内容についての秘密は守られますので、ど
うぞお気軽にご相談ください。

礼文島いきものつながりプロジェクト
助成金の公募について
町では、「礼文
「礼文町生物多様性地域戦略（礼文島いきものつながりプロジェクト）
生物多様性地域戦略（礼文島 きも
ながりプ ジ クト）」
」に係わる事業・活動に対し
係わ 事業 活動 対し
ての助成を行っています。内容は、町内に住所を有する個人もしくは団体が主体となった自然環境の保護や、
自然の恵みの持続可能な利活用などの幅広い事業・活動で、事業費の1／2（上限30万円）以内の助成となって
います。詳細につきましては役場産業課（自然環境係）までお問い合わせください。
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土砂災害防止法に基づく
土砂災害警戒区域等に指定されました
令和3年3月30日付けで
令和3年3月30日付けで、町内の一部地域において、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域
町内の 部地域において 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域
及び土砂災害特別警戒区域の指定がされました。今後、土砂災害特別警戒区域内で建物を建築され
る方については、建築物の構造規制などの制限がかかります。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策に関する法律（以下、土砂災害防止法という）と
は、土砂災害（がけ崩れ、土石流、地すべり）から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのあ
る区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制等のソフト対策を推
進しようとするものです。この土砂災害防止法に基づき、都道府県が土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域の指定を行っています。
礼文町においては町内の土砂災害危険箇所240箇所を北海道が昨年度（2019年度）まで順次基
礎調査を行い、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定を進めており、この度、須古頓
地区、白浜地区、江戸屋地区、浜中地区、大備地区、五番地地区、幌泊地区、内路地区、差閉地区
において、急傾斜地崩壊危険箇所53箇所、土石流危険渓流9箇所が土砂災害警戒区域及び土砂災害
特別警戒区域に新たに指定され、全町内の対象箇所の指定が終了しました。
また、新たに区域指定された場合はホームページ等でもお知らせいたします。
町内の詳細な指定状況や指定された区域の図面については、北海道ホームページ内の「土砂災害
警戒区域等の指定状況」でご確認下さい。（http://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/others/
displayDesignatedMap.do）

防災ワンポイント（たすか〜る）
〜 防災情報を知るために 〜
災害への備えは「特別なこと（モシモ）」としてとらえずに、
「イツモ」の生活の中で、当たり前として取り組みましょう！
地震や津波、風水害などの自然災害が起こったときには、『身を守る』ために、『気象情
報や災害の規模、避難指示の情報』を、『早く正確に知る』必要があります。このような情
報を携帯電話やスマートフォンの電子メールでいち早く知ることができますので、いざとい
う時に備えてご利用ください。

礼文町防災メール

知らせますケン2アプリ

（登録ページ）

（登録ページ）

北海道
防災情報

商工業担い手支援
事業補助金制度
新規起業をお手伝い

国土交通省
防災情報提供センター

ほくでんネットワーク
停電情報（LINE）

礼文町には、町内において新たに商工業の事業を
起業する方を対象とした補助制度があります。
助成する金額は一事業につき対象額の10分の１
以内とし100万円を限度としています。
また、申請については、町内に住所があり、礼文
町商工会に加盟していることなどの一定の条件があ
りますので、商工業の新規起業をお考えの方は、産
業課観光係までお問い合わせください。

拓 哉
未奈子

名
性別
父母の名前
自治会

差

大 備

印刷
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

星

な

巧

5/1〜5/31

5/27〜5/28

13：25発 13：25発 13：25発

5/1〜5/5

5/6〜5/26
5/29〜5/31

5/27〜5/28

8：15発 14：45発 14：00発 13：35発
10：20発

16：00発

11：15着 16：55着
14：45発
9：10着 15：40着 14：55着 14：30着

鴛泊フェリー
ターミナル
沓形フェリー
ターミナル

ェリー
礼文 香深フ
ターミナル

5/6〜5/26
5/29〜5/31

12：40着 18：20着

12：15発

16：40着

13：00着

利尻空港 ☎0163−82−1770

境

交通事故死ゼロ記録

あいと

利尻

.14

〜

菜

津 軽

稚内フェリー
ターミナル

.

10：35着 17：05着 16：20着 16：50着

利尻空港

〜令和3年6月の予定〜
2日 認知機能検査（ピスカ21）
運転免許更新時講習（ピスカ21）
5日 第29回最北フラワーマラソン
8日 産婦人科健診（船泊診療所）

人 のうごき

父
母

怜

輔
弓

稚内空港

稚内

☆お誕生おめでとう

波

父
母

俊
真

すけ

11：45発 17：25発

丘珠空港

20日（木） 健康相談（輝交流館）

.15

9：40発 16：10発 15：25発 15：55発

稚内空港

新千歳空港

.

14：10着 14：10着 14：10着

10：50着 10：50着

路

氏

碧

父
母

手

8：55発

稚内フェリー
ターミナル

新千歳空港

寺

輔

心
加

8：55発

鴛泊フェリー
ターミナル
沓形フェリー
ターミナル

復
札幌

岩

野

凌

鉄
由

5/1〜5/5

5/1〜5/31

丘珠空港

札幌

せ

今

本

父
母

りょう

岡

乃

稚内

令和

礼文〜札幌 交通アクセス

利尻空港

乳幼児予防接種
19日（水）
（船泊診療所）

あつもり感謝祭
28日（金）
（〜29日）

凜

利尻

運転免許更新時講習
日（金）
（輝交流館/17：30〜）

藤

日（日） 成人式（ピスカ２１）

佐

路

ェリー
礼文 香深フ
ターミナル

結核検診 バス島内巡回
16日（日）
（〜18日）

の

︵敬称略︶

往
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令和

令和3年5月

日（土） 島開き安全祈願祭

11日（火） 産婦人科健診（船泊診療所）

☆ご厚情を賜りました

恵菱設備

○寄附金をいただきました

株式会社

※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。

所

稚内市

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！▶▶▶

5月のこよみ

住

3

会 所 前

「礼文町
防災メール」に
ご登録ください！

り

92

町

1,247戸（−11戸）
1,209人（−14人）
1,170人（−15人）
2,379人（−29人）

然

世帯数
男
女
計

★謹んでおくやみ
閉
申し上げます

（前月比）

男

年齢

令和3年4月1日現在

氏 名

まちの人口

歳

月号

加 藤 俊 二

年

男

令和

男

女

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。

4月15日現在

3926日

