神崎小学校閉校
3月19日神崎小学校閉校記念式典、神崎小学校惜別の会が行わ
れ、当日は186名の方が出席されました。神崎小学校は明治27
年8月、船泊尋常小学校の分教場として開校され、2,617名と多
くの卒業生を輩出し、平成27年度末をもって121年の歴史に幕
をおろしました。

発行／礼文町役場
編集／総 務 課
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広めよう交通安全の輪

めざせ交通事故死ゼロ2500日（平成29年5月19日目標達成）

広報れぶん

平成28年

〔２〕

月号

平成28年度当初予算
予

算

総

額

重

点

事

業

《ハード事業》

61億3,950万円
（対前年度 10.5％）

●一般会計

42億5,830万円
（対前年度 12.8％）

●特別会計

18億8,120万円
（対前年度 5.6％）

繰入金
321,896千円
（8％）

事業費

232,426千円

460㎡

木造平屋建（在来工法）

漁業者支援住宅建設工事【継続】
事業費

38,432千円

木造2棟

漁業作業用保管施設整備事業【新規】
事業費

96,875千円（補助金）

町道知床8号線改修工事【新規】
事業費

90,000千円

浜中・西上泊線防雪柵設置工事【継続】
H26〜 3カ年継続 総事業費 170,000千円
H28：50,000千円 L＝140ｍ

その他収入
188,589千円（4％）
町税
317,610千円
（7％）

町債
850,600千円
（20％）

「仮称」礼文町ふれあいコミュニティーセンター整備事業【新規】

地方譲与税
16,000千円
（0％）

総延長 L=710ｍ

旧須古頓小学校避難所改修工事【新規】
事業費 170,601千円
718㎡
旧須古頓小学校校舎を防災避難所へ改修

船泊小中学校区域避難路改修工事【新規】
事業費 67,512千円 L＝95ｍ 幅＝1.5ｍ 高さ＝2.6ｍ
船泊小中学校避難路（H26年度整備）へ、スノーシェルターを設置

礼文小学校屋外教育環境整備工事【新規】

歳入
4,258,300千円

事業費

地方交付税
1,940,000千円
（46％）

111,000千円

礼文小学校グラウンド改修

《ソフト事業》
商工業担い手支援事業【新規】1,000千円
町内において新たに起業する者や町内の商工業者が事業規模の
拡大を図るための取り組みに対し補助金を交付し、商工業の振
興による地域社会の活性化を促進する。

国・道支出金
515,693千円
（12％）

移住体験住宅整備【新規】9,696千円
使用料手数料
107,912千円
（3％）

町外からの短期移住体験希望者に対する住宅整備〜移動式住宅
2棟

その他
59,817千円（1％）
繰出金
463,766千円
（11％）

公債費
689,461千円
（16％）

人件費
587,302千円
（14％）

歳出

物件費
564,627千円
（13％）

4,258,300千円
普通建設事業費
1,263,094千円
（30％）

補助費等
435,155千円
（10％）

出産祝金助成事業【継続】 2,600千円
次世代を担う子の出産を祝福し、祝金を支給する。
〔第1子・第2子200千円 第3子以降1,000千円（5年分割）
〕

子育てマイホーム新築助成事業【制度拡充・継続】4,000千円
子育て世代（45歳以下）が町内に自ら居住する住宅の新築に加
え、増改築及び住宅購入にも、助成金を交付する。
〔1新築 2,000千円〕

持ち家住宅支援助成事業【新規】2,600千円
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。〔住宅取得の10％〕

漁業者支援事業及び漁業担い手支援事業【継続】7,830千円
町外から移住し、
漁業に従事する者を対象とした、
新規漁業就業
者に対する支援金の交付など、漁業従事者の確保対策を進める。

地域産品の輸送費支援事業【継続】36,000千円
地域産品を島外へ出荷する際の海上輸送費に対する助成を、離
島活性化交付金を活用し継続して実施する。

維持補修費
扶助費
88,485千円
106,593千円
（2％）
（3％）

礼文島活性化移入費支援事業【継続】3,600千円
地域産品の商品開発、梱包等に係る物資の移入費に対する助成
を、離島活性化交付金を活用し継続して実施する。

年度
28

につなぐ︑いきいきとした元気な礼
文づくり﹂をめざす予算を編成した
ところでございます︒

たおかげで着生状況もよく︑今後は

植樹箇所については防風柵を設置し

造林してまいりました﹁紙ねっこん﹂

また︑大備川の流れを保持するた

しているところであります︒

め︑河床の土砂汲み上げを実施し氾

下刈り等を実施してより良く成長力

植樹祭を実施している赤岩地区につ

を高めるよう努めるとともに︑記念

濫等の予防に努めます︒
⑶自然環境の保全

催日や受入体制の充実﹂︑﹁子育て世

助成拡充﹂︑﹁放課後子ども教室の開

か︑﹁子ども医療費の高校生までの

業﹂など教育︑生活基盤の整備のほ

業﹂
︑﹁旧須古頓小学校避難所改修事

あいコミュニティーセンター新築事

を図ってまいります︒

ど︑町民や移住者の居住環境の確保

家住宅支援助成制度﹂を創設するな

築やリフォーム等を支援する﹁持ち

宅用地の確保に努めるとともに︑新

空き家制度や未利用地を活用し住

⑴土地の有効利用と定住環境の確保

その姿を変えている状況にあること

地への笹の侵食や岩場の劣化など︑

化などにより︑島内においても草原

地球規模での気候・気象条件の変

る重要なものです︒

業や観光業の地域産業の基盤を支え

この貴重な自然環境は︑本町の水産

まいります︒

の新たな観光の目玉として活用して

事を今年度前倒しで完成させ︑今後

まいりました﹁大沢本線﹂の改良工

が︑桜公園道路として整備を進めて

造成事業﹂を実施してまいりました

支援事業﹂を活用して﹁さくら公園

また︑大沢地区の﹁ニトリ北海道

﹁町道知床8号線改修事業﹂
︑
﹁ふれ

代マイホーム新築助成の拡大﹂
︑﹁持

また︑田舎暮らし体験のため︑ト

から︑今年度においても﹁礼文島い

いては︑香深森林愛護組合による補

議会定例会において小野町長が述べ

ち家住宅支援助成制度﹂の創設︑
﹁田

レーラー型の移住体験住宅の設置な

きものつながりプロジェクト推進協

第一．﹁人と自然﹂調和の
ある基盤づくり

たものです︒︵一部省略して掲載し

舎暮らし体験のための移住体験住宅

ど移住・定住環境を整備してまいり

植を実施し区域の維持管理に万全を

いて﹁第5次新礼文町まちづくり
の設置﹂や﹁若者のふれあい交流事

ます︒

礼文島の優れた自然景観と貴重な

︵後期︶総合計画﹂を基調に︑3千
業の展開﹂など子育て支援の充実や

高山植物は︑後世に引き継いでいか

人を割り込んだ人口減少に歯止めを
移住・定住対策の推進に努めたとこ

年度の本町の予算編成にお

はじめに
平成

開するほか︑昨年の風倒木の影響に

議会﹂を中心とした多様な活動を展

凍技術を駆使した﹁新たな水産加工

北海道や宗谷森林管理署等と協議し︑

の防止及び危険箇所を解消するため︑ 園路の早期利用再開に努めます︒

る被災箇所の早期完成や近年︑雪崩

年度は

年度より防雪柵が

に進めるため︑ソフト事業の支援や

ますので﹁善意の見える形﹂をさら

ト﹂は大きな反響をいただいており

0ｍ の延長を予定しております︒

実施いたしましたが︑今年度は14

104ｍ 実施し︑二ヶ年で164ｍ

実施されてきました︒平成

対策として平成

は︑浜中・西上泊線の地吹雪や雪庇

町道の維持及び整備につきまして

⑸道路網の整備

なければならない大切な財産であり︑ 期してまいります︒

かけるため︑この度策定された﹁礼

ております︒︶

文町人口ビジョン﹂とそれを実現す

⑵土砂災害防止対策の推進

ろでございます︒

品の開発﹂に挑戦するほか︑﹁新規

まち・ひと・しごと創生総合戦略﹂
に盛り込まれた﹁子育て支援﹂﹁新

就業者等への支援﹂と﹁漁業者支援

その対策を実施してまいります︒

より現在通行が規制されている島内

規漁業就業者対策﹂や﹁移住・定住

住宅の建設﹂など漁業後継者等への

土砂くずれや雪崩など︑自然災害

対策﹂など地方創生の推進に積極的

町独自の支援策を継続することとい

また︑﹁礼文島リボンプロジェク

に取り組むとともに︑本町の課題解

たしました︒

年度の集中豪雨によ

決と地域の活性化を図るための予算

特に︑平成

編成とし︑本新年度予算を﹁礼文町

3︐950万円であり︑前年度対比

会計と特別会計を合わせますと

億

本町の今年度の当初予算は︑一般

日をもって廃止することといたしま

性を確保することとし︑本年3月末

ー施設設置により従来利用者の利便

行と久種湖畔キャンプ場へのシャワ

ら︑うすゆきの湯までの無料バス運

施設の老朽化や利用者の減少などか

民の安全・安心と災害の防止に努め

の法面修復を実施するなど︑地先住

から実施してまいりました赤岩地区

めてまいります︒
年度

関係機関と協議をしながら対策に努

増殖︑保健休養の場など︑その機能

保全や水源の涵養のほか水産資源の

森づくりにつきましては︑国土の

⑷森づくり

いります︒

梁の改修につきましても︑国の長寿

繕や排水工の清掃などを実施し︑橋

他の町道につきましても︑舗装修

また︑知床8号線はカナリアパー

．5％増となったところで

の集中豪雨での入舟地区トンナイ川

治水事業につきましては︑一昨年

予消防に努めてまいります︒

するなど︑自然環境の保全や山火事

連携して記念植樹や植林事業を実施

の維持増進を図るため関係機関とも

工事などを実施いたします︒

命化計画に沿って︑入舟2号橋改修

てまいります︒

ら一方通行道路としての整備を進め

クへの連絡道路として︑差閉地区か

では︑

てまいります︒

なお︑﹁船泊湯﹂につきましては︑ が多く発生している箇所については︑ 案内標識の設置などに取り組んでま

ありますが︑このうち︑地方創生関

した︒
これら︑本町の人口減少に対応し

の冠水や水害防止対策について北海

た形となっております︒

更に︑道々の主要幹線の改修・改良

ど町道の効率的な整備・維持に努め︑

また︑冬期間の除雪体制の確保な

た地方創生の推進や基幹産業の振興

道と協議し︑
早期着手できるよう要望

62万1千円が当初予算に計上され

など課題解決に向けた取組みと地域

植樹事業については︑知床地区に
経済にも配慮し﹁豊かな自然を未来

26

主な施策といたしましては︑﹁礼

61

文小学校屋外教育環境整備事業﹂や

また︑治山事業では︑平成

連事業費といたしまして6億9︐1

ふるさと創生活性化予算﹂と位置づ

27

28

10

けたところでございます︒

26

26

また︑産業振興では︑引き続き冷

るための具体的施策となる﹁礼文町

3月7日から開催された第1回町

まちづくりの方針

平成

月号
平成28年
広報れぶん

〔３〕

⑺情報通信基盤の整備
ＩＰ告知端末の音声再生機能や画

の研修費用の一部支援﹂﹁借家に住

﹁中小企業融資制度﹂における設備

ア ム 商 品 券 事 業 へ の 支 援 の ほ か︑

このため︑商工会の運営やプレミ

数の減少に加え︑インターネットシ

今年度の水産振興対策としては︑

む新規漁業就業者への家賃支援﹂を

ョッピングなどにより︑厳しい経営

昨年度から始まった3期目の﹁離島

行うとともに︑﹁若い漁業者に対する

として﹁国の支援を受けた新規就業

漁業再生支援交付金事業﹂として︑

れ︑予想を大きく上回った結果とな

てまいりましたが︑停電時には短時
﹁生産力向上対策事業﹂では種苗放

資金の融資限度額の引き上げや融資

環境にあるものと推測されます︒

間しか使用出来ないという問題もあ

貸付期間の延長による商工業者︑宿

者や地元の漁業後継者等の定着を図

ることから︑無停電電源装置の効率

漁業者支援住宅の整備﹂を継続して

るための支援﹂や
﹁道立漁業研修所で

外海の離島である本町のまちづく
流事業のムラサキウニ深浅移殖やサ

まいります︒

っております︒

りは港湾の発展と大きく繋がるもの
的な機器への更新について検討を進

ケ稚魚放流及びナマコ産卵増殖礁整

像機能の便利さは日常生活に定着し

で︑本町発展の拠点として計画的に
めます︒

ロジュクト事業が完了し︑昨年3月
施設エリアに設置した高速で大容量

にあります︒昨年︑防災施設や観光

が報告されておりその数は増加傾向

加入は︑昨年

月末現在で565件

また︑住民のインターネットへの

備などに取り組み︑水産資源の維持

対策改善事業﹂としてウニ集荷籠整

して魚カスによる施肥事業︑﹁流通

業の再生に関する実践的な事業﹂と

備︑ヨレモク等の雑海藻駆除︑﹁漁

工及び観光等関係団体や関係機関と

費拡大︑地域ＰＲのため︑水産︑商

体制の整備を進めます︒

の普及推進に絡めた新規就業者受入

同組合と協働して︑こんぶ養殖漁業

更に︑水産普及指導所や両漁業協

さんを守り︑安全安心な生活を営む

化する悪徳商法の不安から町民みな

消費者行政につきましても︑巧妙

意欲の喚起と起業後の定着・経営の

い手支援事業制度﹂を新設し︑起業

略を推進するため﹁礼文町商工業担

泊業者等への支援︑さらには地域戦

年間にわたる耐震岸壁プ

にはバリアフリー対応のフェリータ

増大と栽培漁業の推進を図ってまい

連携し︑町内イベントや大消費地で
により香深︑船泊漁業協同組合が実

を進める主体となる﹁礼文島水産加

て﹁新しい産業と雇用の場づくり﹂

とともに︑新たな冷凍技術を活用し

対策では﹁礼文町鳥獣被害防止計画﹂ の特産品ＰＲなどの事業展開を図る

ことができるよう関係機関と連携し

年度に

ーミナルが供用を開始して大型事業
のインターネットが利用できる﹁Ｗ

ります︒

ておりますので︑今後も︑本町の情

施する被害防止対策への継続的な支

早期安定を促進してまいります︒

が一区切りしたところです︒
や若い人たちを中心に有効利用され

ｉｆｉ ︵ワイファイ︶﹂は︑観光客

報通信網が産業や経済活動をはじめ

援を行うとともに︑有効な対策を国

また︑水産物の付加価値向上と消

今後の整備につきましては︑本港
静穏度確保のための南外防波堤の改
生活︑医療︑教育など地域特性を活

港道路の整備﹂と﹁岸壁・物揚場の
整備﹂を進めます︒

⑴水産業の振興
昨年の水揚状況は︑漁船漁業︑磯

工品開発協議会﹂との積極的な活動

ロパンガス︑電力の安定供給に向け︑

ることから︑暖房用灯油や調理用プ

暮らしの大きな不安要因となってい

また︑近年の異常気象は︑島での
及び北海道に強く要望してまいりま

備蓄施設等の効率的な運用・管理を

関係機関との連携を強めながら進め

によって﹁礼文ブランド﹂の商品開

てまいります︒

発に向けた試験事業を継続しつつ︑

また︑北海道の漁場造成事業は︑

販売も見据えた取り組みを展開して

す︒
船泊地区高山沖に魚礁事業を継続す

まいります︒

漁港整備については︑第四種礼文

るほか︑磯根漁業の囲い礁事業を船
泊地区白浜地先沖は最終年として︑

本町の観光は︑貴重な高山植物や

⑶観光の振興

たが︑近年は国内の少子高齢化等を

西漁港元地地区の北防波堤と西防波

背景に観光入込数は一貫して減少傾

幌泊地先沖には新規事業として実施
更に︑カスベ一次加工残渣廃棄物

また︑第一種の漁港整備では差閉

向にあり︑平成

年度上期の観光入

美しい景勝地︑豊かな北の海の幸を
処理のための稚内までの運賃助成や

漁港の東防波堤︑浜中漁港の北︑東

堤の改良及び災害復旧での西島防波

離島活性化交付金事業による﹁海上

防波堤︑幌泊漁港の北防波堤︑知床

することとしております︒
漁獲量は前年に引き続いてさらに減

を核とした﹁みなとオアシスれぶん﹂ 激しく︑主要魚種のホッケやたらの

輸送費支援﹂と﹁海上移入費支援﹂

主な観光資源として発展してきまし

を有効に活用した地域情報と魅力の

少し︑磯根漁業でもエゾバフンウニ

を継続し︑出荷コストの低減を図る

堤の改良︑並びに︑鉄府地区は東護

発信を行ない﹁水産まつり﹂など各

．6

の資源量の減少を窺わせる状況が続

﹁大型クルーズ船﹂の受入れを進め︑ き︑漁獲量は前年と比較して

込数は︑宗谷管内全体では146万

期比で

万4︐700人と前年同

．5％と前年を下回る結果

いては︑

1％と増加しましたが︑礼文町にお

7︐100人︑前年同期比で106．

また︑漁業従事者の確保対策とし

漁港のマイナス2．5ｍ 物揚場の整
％減の5︐944トン︑一方︑漁獲

ては︑国の新規漁業就業者支援制度

商店経営は︑地域人口や観光入込

⑵商工業の振興

こととしております︒

交流人口を増やした地域の賑わいを

高は

36

27

備を予定しております︒
万円で︑漁獲量は過去5ケ年平均と

を活用した﹁漁業研修生の受入れ﹂

億9千400

創り出し﹁元気の出る礼文づくり﹂

を積極的に進め︑町独自の支援制度

．0％増の約

の拠点として整備︑活用を進めてま

比較しても大幅に減少しているもの

12

の︑漁獲高では単価の上昇に支えら

いります︒

10

95

13

岸の改良を予定しております︒

種イベントへの施設提供や積極的な

根漁業とも漁獲量及び単価の変動は

啓発等に努めてまいります︒

良と耐震岸壁への反射波対策を継続

かした活用が拡大するよう努めてま

また︑本港地区においては︑国の
年

﹁社会資本総合整備交付金﹂を活用
し︑新たに平成 年度から平成
32

度までの5ケ年計画を策定して﹁臨

28

これら施設整備とともに︑みなと

第二．郷土の魅力を
活かした産業づくり

し︑船泊分港は越波対策として北護

12

岸の嵩上げと消波ブロックの設置に

13

いります︒

25

着手することとしております︒

トドやアザラシ等による被害防止

地区におけるフェリー航路と水域の

本港の整備につきましては︑平成

⑹港湾の整備

整備を進めてまいりました︒

がら早期整備に努めてまいります︒

につきましては︑北海道と協議しな

〔４〕
月号
平成28年
広報れぶん

となっております︒
しかし︑観光が地域経済に及ぼす

第三．健康な心と体で思いや
りと安心のあるまちづくり

また︑地域包括支援センターを中

るとともに︑子ども医療費の助成制

係る費用と特定不妊治療費を助成す

及び精神科遠隔診療を継続し︑地元

師派遣事業や産婦人科医師派遣事業

また︑広域で連携している眼科医

さらに︑町民の健康をチェックでき

度を拡充し︑今年度から高校生まで

る健診事業の受入れ体制を充実し︑

心に﹁地域高齢者見守りネットワー

更に︑次代を担う子どもたちが健

ク﹂の協定機関を増やして見守りを

やかに生まれたことを祝う﹁出産祝

での受診機会を確保してまいります︒

の整備や医療との連携など︑介護す

の医療費を無料化いたします︒

る家族への地域支援や生涯学習を通

推進するとともに︑訪問・相談体制
保育サービスについては︑共働き

国は︑将来の医療・介護を取り巻

保健事業との連携強化を図ります︒

⑴児童福祉の充実

い金﹂の助成や︑今年度よりリ フ ォ

り組みをしていくことが重要と考え
して交流活動への積極的な社会参加

ています︒
世帯の増加や就業形態の多様化へ対

く社会環境を懸念して︑﹁地域医療

今年度も礼文島観光協会と協働し

構想︵ビジョン︶﹂の策定を求めて

ー ム や 購 入 も 対 象 と し た﹁子育て

世代マイホーム新築助成制度﹂の拡

おり︑こうした背景を踏まえて︑礼

の充実に努めてまいります︒

大などにより︑礼文で産んでよかっ

文町としての医療構想を保健・医療

⑶障がい者福祉の充実

た︑生まれてよかったと感じてもら

・福祉の関係機関や事業所とも連携

応するため︑今年度においても︑香
早朝時間を繰り上げるなど︑多様な

障がい者福祉については︑基本的

えるような子育て支援の充実を図っ

たなかで︑団体ツアーに対しては︑

ＡＮＡとタイアップした商品造成や
サービスの提供や受入体制の確保を

てまいります︒

を図りながら検討を進め︑町民皆さ

人権や個人としての尊厳にふさわし

深・船泊両保育所の保育受け入れの

ＦＤＡ チーターを利用した団体ツア
図ります︒

既存施設を利用した遊び場を提供し︑ 合支援法﹂に基づき︑必要な福祉サ

また︑育児サークル事業の継続や

ーへの誘客支援のほか︑この3月に
開通する北海道新幹線を含めたＰＲ
等を積極的に行ってまいります︒

教育委員会において今年度より開催

らせるよう︑計画に沿った事業を展

住み慣れた家庭や地域で安心して暮

る児童環境の充実に努めるとともに︑ 実施してまいります︒

が自覚し︑自らの生活習慣の改善に

くり対策﹂を継続し︑町民一人一人

や適切な医療を中心とした﹁健康づ

計画﹂に基づき︑介護を必要とする

国民健康保険事業の適正な運営

⑺介護保険︑後期高齢者医療保険︑

は︑今後の島内観光の鍵になるもの

核家族化の進展に伴い︑高齢者のひ

総人口の

は︑昨年

．7％を占め︑高齢化や

月末現在︑926人で︑

ります︒

育てができる環境整備に努めてまい

かる経済的負担の軽減や安心して子

会全体で応援するため︑子育てにか

人一人が住み慣れた地域で元気に暮

適切な提供を図るとともに介護保険

スを実施するなど︑介護サービスの

今年度から入院時の洗濯支援サービ

介護保険は﹁第6期介護保険事業

らしていけるよう︑予防・改善事業

後期高齢者医療制度は︑北海道内

事業の円滑な運営に努めます︒

学病院から

の保険者への義務付けや前期高齢者

全市町村で構成する広域連合により

派遣される予定です︒

の財政調整制度︑後期高齢者支援金

運営されておりますが︑市町村が行
て子どもを産み育てられる環境を整

医療スタッフにつきましても︑看

など国の医療制度の影響を大きく受

今年度も医師不足を補うために地

える支援として︑市立稚内病院と連

護師や医療技術者の確保に努めると

域医療研修医制度により︑千葉県病

携した船泊診療所での妊婦健診や婦

ともに︑施設設備の維持管理や更新

う事務の円滑な実施に努め本制度の
このため︑認知症や介護が必要と

人科等の検診のほか︑妊婦一般健康

院群︑秋田赤十字病院︑旭川医科大

⑹地域医療の充実

を積極的に推進してまいります︒

また︑礼文町障害者計画に基づく︑ ﹁生活習慣病﹂が占めるなか︑健診

と期待し︑駐車場の拡張や道路整備

とり暮らしや高齢者のみの世帯も増

次世代を担う子ども一人ひとり社

⑷子育ての支援

等アクセスの強化︑トイレの浄化槽

加しており︑支援が必要な高齢者へ

めてまいります︒

に引き続き︑稚内・利尻島と連携し
日など拡充して実施する﹁放課後子

開してまいります︒

方やその家族が安心して暮らすこと

んが安心できる医療体制の充実に努

たエリア周遊券の取り組みを行うほ
ども教室事業﹂と連携しながら︑児

取り組むための体制をつくります︒

ができるような支援を基本として︑

町民皆さんの健康課題の大半を

か︑東京オリンピック開催を見据え

童の健全な育成と保護者の就労支援

また︑各年齢層における健康づくり

⑸健康づくり

たインバウンドへの対応として︑特

更に︑児童の支援として︑児童発

の課題を一つ一つ明確にし︑町民一

ービスの提供や地域生活支援事業を

に北海道ASEAN事務所と連携し

の面からも安心して子育てのできる

達支援事業や専門員を招いての巡回

親子が安心安全に過ごすことのでき

たなかでのアジア向けプロモーショ

相談を実施いたします︒
⑵高齢者福祉の充実

環境づくりに努めてまいります︒

強化を図ってまいります︒
また︑2年連続で入園者数が3万

本町における高齢者︵

化や景観の維持等一層の環境整備に

人を超えた﹁北のカナリアパーク﹂

努めるとともに︑パーク内でのイベ

の対策がますます重要になっていま

なっても︑安心して住み慣れた地域

診査費用の無料化や新生児訪問を実

整備を図ります︒

時期にある各種医療機器の計画的な

医療費の適正な把握に努め︑財源の

けているため︑運営にあたっては︑

国民健康保険制度は︑特定健診等

適正な執行を図ってまいります︒

で生活ができるよう予防・介護・医

施いたします︒また︑妊産婦の健診
築に努めてまいります︒

に係る交通費・宿泊費や待機入院に

10
供される地域包括ケアシステムの構

名の研修医が1カ月間

らえる施設づくりに努めてまいりま

療・住まい・生活支援が一体的に提

もとより町民皆様に一層親しんでも
す︒

母子保健事業においては︑安心し

ント開催など進化する北のカナリア

す︒

65

パークを前面に出し︑観光旅行者は

34 12

歳以上︶

ンを進めるなど︑推進態勢の整備・

個人向けといたしましては︑昨年

い社会生活ができるよう﹁障害者総

キャリアやエージェントと連携し︑

の中にあっても根気強く︑丁寧な取

経済効果は大きく︑様々な向かい風

月号
平成28年
広報れぶん

〔５〕

も整備から相当な年数を経ており︑

補完するため︑携帯電話通信網を活

ーブルの断線や停電時の機能不良を

通安全対策に取り組み︑交通事故死

地域︑学校︑職場が一体となって交

事故死ゼロ2千5百日﹂をめざして

⑷廃棄物処理体制の充実

確保に十分注意を払いながら財政の

用したメール配信方式による防災情

ゼロが継続されるよう努めてまいり

昨年︑新たに第3期埋立処分場が

報配信システムを導入することとし

供用開始され︑さらに段ボール・発
砲スチロールのリサイクル品目が追

衛生的な給水を確保するため計画的

また︑昨年5月の法律改正により
るとともに︑今後は3つの簡易水道

な施設整備や日常の維持補修に努め

年度からは︑都道府県が運営

安定を図ります︒

〔６〕
平成

ます︒

更には︑緊急避難場所となる自治

﹁定住自立圏構想﹂では︑稚内市

会館等への防災備品の配備や自治会

努めるともに︑北海道から示される

と連携した取組みとして︑市立稚内

みの抑制・減量化・資源リサイクル

とご協力を頂きながらより一層のご

ています︒

向けて取組んでまいります︒

加されましたが︑町民皆様のご理解

新しい国民健康保険制度へのスムー
ズな移行と円滑な施行に向けた準備

予定となっています﹁日本海におけ

病院との連携により︑船泊診療所に

組織における自主防災組織の設置に
年が

また︑ごみ焼却施設につきまして

る津波浸水想定﹂に基づき︑本町の

おいて専門医師派遣による眼科診療

への取り組みを促進いたします︒
は︑現有施設が供用開始から

地域防災計画の見直しを図ってまい

⑵下水道の整備

経過し︑老朽化による処理能力の低

ります︒

を進めてまいります︒
境の確保と公共水域の保全を図る重

下と維持管理費用の増加が顕著であ

実

⑹消防・救急・防犯・交通安全の充

想の﹁第2期共生ビジョン﹂におい

今年度においては︑定住自立圏構

います︒

よる精神遠隔診療事業が実施されて

生活排水処理対策事業は︑生活環
要な役割を担っており︑周囲を海に

ることから︑今年度より﹁新たなご

⑻温泉事業
囲まれた本町では︑水産資源に影響

月 の オ ー プ ン 以 来︑
を及ぼさないための緊急の課題であ

年

﹁礼文島温泉うすゆきの湯﹂も今年

平成
秋には丸7年となり︑通算での利用

み焼却施設建設﹂のための実施計画
に着手し︑平成

近年の自然災害は︑予想を超える

て︑各市町村に設置が義務付けられ

や妊婦健診︑テレビ会議システムに

ります︒

ヶ年で建設︑平成 年度からの供用

被害と損失をもたらし大規模化する

万人を超える見込みであり

開始に向けて取組んでまいります︒

傾向にある中で︑その責務を十分に

者数も
は︑香深・船泊地区の主要区間の整

し尿処理につきましては︑下水と

果たすことが出来る消防体制を整え︑ た﹁行政不服審査会﹂の共同設置に

年度の二

備が完了し︑加入率は ％程度とな

の共同処理により︑安全な処理水を

年度・

これまで︑皆様に喜ばれ利用しや
っており︑今後も管渠及び処理施設

維持し︑環境基準・水質基準を遵守

その施策の基盤となる下水道整備

すい施設を目指してきたところであ
の経年劣化による維持管理費用の増

ます︒

りますが︑人口の減少や観光入込数

大が予想されることから︑マンホー

向けた協議を進めることとしており

の伸び悩み等から利用者数は減少傾

消防施設の整備︑消防資器材の充実

今年1月から導入された﹁マイナン

また︑﹁効率的な行政運営﹂では︑

バー制度﹂の適正な運用を図り︑よ

連絡調整を円滑に行い︑救急救助活

た富士見団地の外壁・屋根等の整備

国の平成 年度補正予算で採択され

の避難所への改修や船泊小中学校区

対応できる非木造の旧須古頓小学校

今年度において︑津波や強風にも

係各位のご尽力によって今年1月5

交通安全対策では︑町民皆様と関

る町づくりに努めます︒

地域と連携し︑安全で安心に暮らせ

止するため︑防犯協会や関係機関︑

年5月

日達成の﹁交通

ます︒

り行政事務の効率化に努めてまいり

火災や災害に強い町づくりをめざし

発する傾向になっており︑土砂災害

動の充実に努めてまいります︒

を実施いたします︒また︑住宅機能

域避難路への冬季間でも避難可能な

日に﹁交通事故死ゼロ2千日﹂を達

など多種多様化する犯罪を未然に防

防犯では︑悪質な詐欺犯罪の横行

をはじめ暴風波浪・高潮・津波にも

ま た︑ドクターヘリや 防 災ヘリと の

てまいります︒

地域防災力の強化や予防啓発に努め

ます︒

向にあることから﹁お得な回数券﹂

また︑下水道計画区間外の地域を

風波浪高潮災害など甚大な被害が続

われた集中豪雨災害︑昨年 月の暴

を図るとともに消防団を中核とした

した施設管理に努めます︒

対象とした﹁個人設置型合併浄化槽

計画的なメンテナンス︑更新を行う

づくりを進め︑さらに﹁無料送迎バ

設置助成﹂についても継続してまい

など適正な管理に努めます︒

ス﹂の運行を今年度からは通年で定

日帰りのお客様に便利な﹁レンタル

期運行し利便性の向上を図るととも
のＰＲやインターネット等を活用し

対応した緊急避難場所の整備等防災

の維持向上に努めるとともに経年劣

スノーシェルターと避難所を兼ねた

今年度は︑長寿命化計画に沿って︑ 対策が急務となっています︒

化による老朽箇所の補修を計画的に

年︑平成

成することができました︒さらに来

行い適正な管理に努めてまいります︒ 防災備蓄庫の設置など防災施設の充

27

た情報発信に努めます︒

第四．安心が未来に
つながる環境づくり

⑴簡易水道の整備
簡易水道事業は︑住民生活に欠く

ことの出来ない事業であり︑安全で

10

また︑ＩＰ告知端末における光ケ

実を図ってまいります︒

19

安定的な給水は最も重要な使命であ

⑶居住環境の整備

ります︒

タオルの貸出﹂など利用し易い施設

⑸防災対策の充実

や﹁スタンプカード﹂の発行︑また︑ ルポンプの点検整備や施設機器等の

30

年に一度﹂と言

31

10

第五．協働と連携による
活力に満ちた地域づくり

主体となることが決まりましたので︑ 施設の統合・更新など大規模改修に

30

に︑事業所や各種団体︑宿泊施設へ

一昨年8月の﹁

32

50

75

30

21

35

りますが︑本町の水道施設はいずれ

29

月号
平成28年
広報れぶん

年度

50

平成

29

学校図書の充足を高めるため︑福
岡県在住︑佐々木吉夫様の心強いご
支援により﹁佐々木文庫﹂を各学校
内に設置するなど︑継続的に学校図
書の充実を図っているところであり
ます︒こうしたことから︑今年度に
おいては概ね小学校 ％︑中学校
％の充足率を達成する見込みであり︑

70

教 育 執 行 方 針

26

礼文町教育委員会の所管行政の執
行方針について︑岩城教育長が述べ
たものです︒︵一部省略して掲載し
ております︒︶

れたところであり︑現有学校施設す
の措置を講じてまいります︒合わせ
佐々木様のご支援に︑心より感謝を
べてについての耐震化を達成するこ
て︑これまで同様﹁学校・家庭・地
申し上げる次第であります︒
とができました︒
域の連携による教育支援活動促進事
今後も引き続き︑学校図書の充足
今後においては︑屋外環境施設整
業﹂を最大限に活用し︑多人数複式
率を高め︑読書環境の更なる充実を
備や老朽学校施設の改修等により︑
学級等においても質の高い教育環境
図ってまいりたいと考えているとこ
現有施設の長寿命化を図る計画であ
が保持されるよう学校現場・関係機
ろであります︒
り︑本年度においては︑グラウンド
関との連携を図りながら一層の教育
子どもたちの﹁健やかな心身﹂の
機能としての低下が著しい富士見ヶ
充実に努めてまいります︒
成長を支え育むため︑﹁専門医によ
丘グラウンドについて︑支障なく礼
また︑全国学力・学習状況調査や
る耳鼻科検診事業﹂︑学校衛生環境
文小学校及び香深中学校の体育授業
体力・運動能力等に関する調査の結
を把握し適正に維持する為の﹁薬剤
や部活動に対応できるよう整備を図
果を踏まえ︑課題やこれまでの取り
師による学校訪問事業﹂等を実施い
組みを検証し︑﹁確かな学力の向上﹂ ります︒
たします︒
また︑同施設についても周辺学校
や﹁運動習慣︑生活習慣・食習慣の
虫歯予防の為︑全小中学校で実施
施設同様︑有事における緊急物資や
改善﹂につきまして︑各学校におい
している﹁フッ化物洗口事業﹂につ
傷病者輸送等を想定した防災ヘリポ
て策定している﹁学校改善プラン﹂
きましては︑事業開始後3年を経過
ートとしての運用を行うこととなる
等により︑その推進に努めてまいり
したことから︑関係機関のご協力を
為︑一体的に機能の維持管理に努め
ます︒
得て事業効果の把握を行い︑さらな
てまいります︒
心身の障がい等により︑特別な支
る事業の充実に努めてまいります︒
さらには︑老朽化が著しい船泊小
援が必要な児童・生徒には︑一人ひ
自校調理方式で提供している給食
学校校舎につきまして改修を図るた
とりのニーズに応じた適切な指導及
につきましても︑引き続き安全で安
め︑第5次新礼文町まちづくり︵後
び必要な支援を行い︑﹁すべての子
心な﹁食﹂を提供するため︑保健所
期︶総合計画及び学校施設整備計画
どもが力強く生きるために﹂を目標
の指導を受けながら施設の衛生管理
ロードマップに沿い︑平成 年度国
に︑今年度においても4校7学級の
体制の向上に努めるほか︑増加傾向
庫補助申請にかかる実施設計に着手
特別支援学級を設置し︑特別支援教
にある食物アレルギーを持つ児童生
いたします︒
育の充実に努め︑円滑な推進を図っ
徒への給食に対して︑適切な対応を
てまいります︒
行うため﹁学校給食における対応の
手引き﹂を作成し︑事故防止に万全
読書と保健︑給食環境の充実
を期するとともに︑子どもたちの食
学校施設整備
子どもたちの読書習慣定着を図る
に対する正しい知識や望ましい食習
ため︑予てより全小中学校において︑ 慣を身に付けるため︑引き続き﹁食
朝読書や昼読書活動を積極的に進め
育授業﹂を推進してまいります︒
ているところであります︒
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るとともに︑
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の実施を行
ってまいります︒
早急に耐震化が必要な学校施設に
つきましては︑国の地震防災事業の
推進に合わせ︑これまで計画的に整
備を行ってきたところであります︒
平成 年度の船泊中学校校舎改修に
始まり︑平成 ︑ 年度には香深中
学校校舎の改修︑そして昨年度にお
いて礼文小学校屋内体育館の改築が
完了いたしました︒お蔭を持ちまし
て耐震化事業につきましては︑防災
拠点機能を併せ持った施設が整備さ

25

学 校 教 育

る一方︑相俟って家庭の教育力向上
を図るため︑教育関係機関全般に亘
り緊密な連携・協力を推し進めてい
くことが求められております︒
礼文町教育研究会を中心として取
り組みが始まった﹁保・小・中・高
の教育連携﹂は︑節目の 年を経過
し︑実践活動の柱である﹁基礎・基
本の確実な定着﹂を目指す﹁礼文検
定﹂と︑﹁ふるさと礼文に学ぶ豊か
な心の育成﹂を目指す﹁礼文学﹂の
取り組みは︑全道的に学力向上対策
が求められている中にあって︑基礎
学力の向上が図られるとともに︑郷
土愛を育むという成果が顕著に表れ
てきているところであります︒
﹁礼文型教育連携﹂として︑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ますが︑昨年
度︑本町において開催されました
﹁全道へき地複式教育研究大会宗谷
大会﹂をこれまでの活動の総括︑展
望の機会として捉え︑今年度から始
まる新たなステージをより進化させ
るべく研鑽を重ねているところであ
ります︒
教育委員会といたしましても︑こ
れまでの取り組みを引き継ぎ︑更に
発 展させていくために︑必 要な支援を
引き続き行ってまいります︒
今年度より神崎小学校は︑閉校に
伴ない船泊小学校に統合となりまし
たが︑児童が少しでも早く新しい環
境に慣れ︑安心して通学できるよう︑
学習体制や通学体制について︑万全
24

28

﹁礼文町学校教育推進計画﹂の推
進目標である﹁保小中高の教育連携
を充実し︑一人一人の個性を生かし︑
楽しく学べる学校づくり﹂を実現す
るため︑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﹂の更なる進展を目
指し︑その推進にあたっているとこ
ろであります︒
学校教育の理念である﹁生きる力﹂
を育むため︑基礎的な知識︑技能を
習得し︑自ら考え判断表現すること
のできる﹁確かな学力﹂・相手への思
いやりや感動する心を醸成する﹁豊
かな心﹂・たくましく生きるための
﹁健やかな体﹂
︑いわゆる﹁知・徳・
体﹂のバランスのとれた力を身に付
けるとともに︑自ら学習に取り組む
積極的な姿勢の育成や個性を活かす
教育の充実が求められております︒
子どもたちの健やかな成長は︑学
校教育だけで実現できるものではな
く︑家庭・学校・地域・行政等がそ
れぞれの役割や機能を理解し︑連携
してさまざまな課題解決に取り組ん
でいくことが重要であります︒
このため︑各学校における特色あ
る取り組みについて積極的に支援す

10

月号
平成28年
広報れぶん

〔７〕

礼文高校の支援事業

10

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﹂及び﹁海外
交流事業﹂への派遣を行ってまいり
ます︒
また今後︑町内の中学校卒業予定
者数が 名前後で推移していくこと
に加え︑ここ数年︑入学者が 名を
割り込んでいる状況に鑑み︑町外か
らの入学志願者確保をも視野に入れ
た﹁魅力のある礼文高校のあり方﹂
について︑引き続き有識者委員会を
設置し︑検討を重ねてまいります︒

社 会 教 育

20

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︒
﹃こぞって学び︑ふれ合って広が
る︑ふるさとづくり﹄という生涯学
習推進理念のもと始まった第2次社
会教育推進計画は4年目を迎えまし
た︒地域住民の多様な知を育むため︑
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︒
中でも︑﹁グローバル化に対応し
た英語教育改革﹂を見据え︑ＡＬＴ
担当職員を独自採用し︑これまで小
中学校や保育所等へ派遣を行ってい

るところであります︒こうした先進
的な本町の特徴を最大限に活用し︑
海外交流事業参加生徒への英会話レ
ッスンや幼児期から英語に触れる環
境の創出を効果的に行うなど︑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︒
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︑子育ち親育ちを支える環
境の充実︑コミュニティ活動の基盤
整備に努めてまいります︒
学校教育の支援においては︑各学
校の実情や課題を把握し︑効果的に
学習活動支援員の派遣を行うほか︑
関係機関や団体・人材を活用した出
前講座の実施など︑学校のニーズに
対応した事業を引き続き実施してま
いります︒
また︑放課後等における子供の居
場所として︑香深・船泊両地区に開
設している﹁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ところで
あります︒近年においては︑子育て
世代の就業支援という要請の高まり
を受け﹁礼文町まち・ひと・しごと
創生総合戦略﹂の﹁子育て支援の充
実﹂における重要施策に据えられた
ところでもあり︑将来的な全日受入
れを視野に︑地域おこし協力隊制度
等を活用しながら計画的に拡充を図
ってまいります︒今年度においては︑
各地区週3回の開催に加え︑開催場
所を学校施設に移行させながら夏休
み︑冬休み等の学校長期休業中にも︑
参加を希望するすべての児童の受入
れを行うなどの実証的な運営を行い︑

早期の完全実施に向けた条件整備を
年度に町の文化財に指定されまし
併せて︑本町の文化・コミュニテ
整えるとともに︑如いては教育分野
た厳島神社神輿渡御の一角を占める
ィ活動の拠点となるピスカ ︑及び
における雇用の創出にも繋げてまい
子供﹃四ヶ散米舞行列﹄につきまし
輝交流館は︑引き続き町民のサーク
ります︒
て︑映像による記録保存を行い︑次
ル活動や芸術文化鑑賞の場として積
家庭教育に対する支援活動として︑ 極的に活用していくため︑計画的な
世代へ確実に継承する取り組みを実
安心で安全な親子の遊び場を﹁親子
施いたします︒
補修や改修等により︑施設のさらな
遊・ゆうスペース﹂として潮騒ドー
また︑これらについて広く町内の
る利便性向上と長寿命化を図ってま
ムと輝交流館内に通年設置している
方々に鑑賞していただく機会を設け︑
いります︒
ところでありますが︑今後も子育て
文化財に対する理解促進に努めてま
スポーツや運動は︑人々が心身の
世代からより親しまれる場となるよ
いります︒
健康を保持し︑豊かで潤いのある生
うな施設づくりを展開するとともに︑ 活を送る上で必要不可欠なものであ
さらに︑これらの歴史文化遺産を
親子のスキンシップ促進のため︑絵
﹁島の宝・国の宝﹂として︑多様な
ると言えます︒
本の読み聞かせ等の図書室事業を継
媒体による周知宣伝活動を積極的に
幼児期から少年期における体力向
続して実施してまいります︒
展開し︑島を訪れる多くの皆様に新
上に関する取り組みを︑家庭教育支
また絵本を媒介とした親子のコミ
援事業や放課後子供教室等を通じて︑ たな魅力を感じていただけるよう努
ュニケーションを図るブックスター
めてまいります︒
継続的に実施するとともに︑成人の
ト事業につきましては︑事業効果の
﹁最北の縄文普及活用事業﹂の展
健康増進や体力維持を図るため︑ス
助長を図るためのフォローアップ事
ポーツ推進委員を積極活用した中で︑ 開や展示内容の工夫等もあり入館者
業として︑幼児期の3歳時︑就学前
が増加傾向にある郷土資料館につき
季節に応じた運動・スポーツ事業の
にも贈呈機会を提供し︑読書活動へ
ましては︑引き続き重要文化財の公
実施に努めてまいります︒
の親しみを幼児期から学齢期へとつ
開をはじめ︑外国語による音声ガイ
併せて︑体育協会等を通じて積極
なげていくための︑きめ細やかな対
ドシステムの導入などを積極的に検
的にスポーツ活動を奨励するととも
応を図ってまいります︒
討してまいります︒
に︑各種スポーツ団体の支援を行っ
なお︑国が実施する﹁土曜日の教
また︑文化財めぐり事業等を通じ︑
てまいります︒
育活動推進プラン﹂と連動して行っ
礼文島の様々な歴史遺産の認知度を
なお︑社会体育施設である潮騒ド
ている土曜教育推進事業につきまし
向上させる取り組みを︑継続して推
ーム︑自然体験公園︑スキー場につ
ては︑今年度より参加対象を未就学
進してまいります︒
きましては︑引き続き多くの方々が
児童まで拡大し︑引き続き地域の人
なお︑平成 年度から浜中地区に
スポーツ・運動に親しむことができ
材や資源を活用して実施してまいり
おいて実施されているカナダ・アル
るよう︑適切な維持管理及び運営に
ます︒
バータ大学と北海道大学の﹁バイカ
努めるほか︑社会教育施設と同様に
ル・北海道考古学プロジェクト﹂に
計画的な補修等によって施設の長寿
おける学術発掘調査につきましては︑
命化を図ってまいります︒
芸術文化及びスポーツの振興
今年度も8月に実施が予定されてお
ります︒昨年同様︑大学側が企画す
文化財の保護と活用
る現地説明会や体験発掘の実施など
各種支援・協力を行ってまいります︒
離島という地理的ハンディキャッ
プを抱えてはおりますが︑優れた芸
術作品の鑑賞機会を確保するととも
に︑地域の文化団体への支援活動を
継続し︑地域住民が心豊かに過ごす
ため︑その一翼を担う機会を提供し
てまいります︒
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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︑
今年度も5カ年計画の3年目として
国の補助を受けて引き続き保存処理
等修理事業を行います︒また︑平成

22

〔８〕
月号
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〔９〕

広報れぶん

人

事

異

動

平成28年

月号

平成28年４月１日付

礼 文 町 職 員
異

動

後

氏

名

異

動

前

氏

名

建設課主事

異

動

後

小野

未頼

異

動

前

出納室主事

辻

夕理

出納室主事補

産業課主事補

山口

智宏

衛生センター主事補

産業課長

越後

勝司

船泊支所長兼礼文空港管理
事務所長兼船泊保育所長

船泊診療所事務長

石動

昭彦

産業課主幹

船泊支所長兼礼文空港管理事務
所長兼船泊保育所長

木村

稔

町民課主幹

町民課主事補

佐藤

唯

教育委員会主幹
（出向） 川村

長

産業課主幹

総務課主事補

下田

大斗

船泊診療所主事補

衛生センター技師

森

建設課主事補

総務課主事補

産業課主幹

今野

直樹

町民課主幹

裕幸

新規採用

町民課主幹

三浦

辰三

総務課地方創生室主幹 香深保育所保育士

本間

大

新規採用

総務課地方創生室主幹

石動

仁

教育委員会主幹（出向） 船泊診療所主事補

石田

裕哉

新規採用

衛生センター主幹

佂谷

尚之

衛生センター主査

町民課主事補

堀内

光司

新規採用

産業課主査

村山

誠治

産業課主任

衛生センター技師補

佐藤

怜

新規採用

船泊支所上席主任兼運転技術員

川村

政美

総務課上席主任兼運転技術員 建設課技師補

谷藤

雅治

新規採用

総務課主任兼運転技術員

山崎

優

船泊支所主任

船泊診療所看護師

柳谷菜津実

新規採用

船泊診療所主任

中道由美子

船泊診療所主事

船泊保育所臨時保育士

渋谷

麻美

臨時採用

総務課主事

森尾

桃子

町民課主事

定年退職

片川

正明

産業課長

定年退職

岡本

博之

船泊診療所事務長

自己退職

香深保育所保育士

町民課主事

渋谷

光平

建設課主事

船泊診療所主事

畠山

翔太

船泊診療所主事補

岡本

真弓

産業課主事

桧物

卓

産業課主事補

（再任用）
総務課

片川

正明

総務課主事

三津谷優太

総務課主事補

（再任用）
総務課

岡本

博之

教育委員会主事

和田

教育委員会主事補

氏

名

貴典

利尻礼文消防事務組合消防署礼文支署
異

動

後

氏

名

異

動

前

異

動

後

庶務係長兼予防係長
消防司令補

金田一広樹

庶務係長兼予防係長 救急救助兼警防係
消防士長
予防兼庶務係

警防兼救急救助係

石動

警防係

拓美

警防兼救急救助係

異

動

三津谷俊亮

救急救助係

石動

絢暉

予防係

佂谷

佳汰

警防係

前

礼文町教職員
学 校 名

礼
文
小 学 校

香 深 井
小 学 校

船
泊
小 学 校

転
職

者
新

任

転
校

名

職

氏

名

入

者
現

任

校

名

今野

亘

枝幸町

枝幸小学校

校長

佐々木

事務職員

杉本

謙

中頓別町

中頓別中学校

事務職員

坂田裕太郎

新採用

教諭

三浦

圭介

期限付採用（代替）

教頭

高橋

一哉

礼文町

香深中学校

教頭

本田

辰也

稚内市 潮見が丘中学校（教頭昇任）

教諭

高橋

有子

稚内市

大岬小学校

教諭

石松佐智子

稚内市

稚内中央小学校

教諭

則座

勝己

枝幸町

音標小学校

教諭

石戸谷和利

旭川市

東栄小学校
知来別小学校

康

稚内市 稚内南小学校
（校長採用）

養護教諭

村上

舞

期限付

養護教諭

佐藤奈津代

猿払村

教諭

三浦

圭介

期限付

教諭

安田

新採用

教諭

石澤美保子

稚内市

教諭

中井

駿

稚内市

稚内南小学校
（定数増）

教諭

石松

宣彦

豊富町

豊富小学校
（定数増）

教諭

大堀

竜弥

礼文町

神崎小学校

教頭

高橋

一哉

礼文町

香深井小学校

教諭

根塚亜沙美

利尻町

沓形中学校

教諭

高橋

彩香

新採用

神
崎 教頭
小 学 校
（統廃合） 教諭

船
泊
中 学 校

出

名

校長

校長

香
深
中 学 校

氏

富磯小学校

石澤

正紀

稚内市

宗谷小学校

松浦

修司

旭川市

旭川第五小学校

山本あゆみ

退職

教諭

大堀

竜弥

礼文町

船泊小学校

教頭

森河

真

稚内市

稚内中央小学校

教諭

藤田

晃

退職

教諭

棒田

志帆

礼文町

船泊中学校

小春

養護教諭

佐々木和代

退職

佐々木和代

再任用

教頭

山本

聡

枝幸町 目梨泊小学校
（校長採用） 教頭

佐藤

建

猿払村

教諭

金沢

祐一

猿払村

拓心中学校

教諭

根塚

幸生

利尻富士町 鴛泊中学校
（定数増）

教諭

松原

悠香

豊富町

豊富中学校

教諭

上田

雄大

新採用

教諭

下里

裕子

猿払村

拓心中学校

教諭

棒田

志帆

礼文町

教諭

香川

拓郎

新採用

養護教諭

拓心中学校
（教頭昇任）

香深中学校

広報れぶん

平成28年

月号

〔10〕

「礼文町子育て世代マイホーム
新築助成制度」が変わりました
子育て世代への住宅支援として昨年からスタートした「子育て世代マイホーム新築助成制
度」が増改築（リフォーム）と中古等住宅の購入も対象とした制度にあらためられました。
（助成の対象）
１．礼文町内に自らが居住する「住宅の新築、増改築（リフォーム）、中古等住宅の購入」
をすること。
２．新築住宅は、その契約日が平成27年4月1日以後であるもの。
増改築・購入は、その契約日が平成28年4月1日以後であるもの。
３．住宅の新築、増改築、購入に要した金額が500万円以上のもの。
購入した住宅を増改築する場合で、購入から１年以内に増改築する場合は、購入費と
増改築費を合算した金額が対象となります。（１年を超える場合は、それぞれ別で取り
扱います。）
４．住宅の所有者の年齢が45歳以下であること。
５．18歳以下の子供がいること。（その子が就職又は高校を卒業等した場合は除く）
６．礼文町民として3年以上その住宅に居住すること。
７．町税等の滞納がないこと。
※上記の条件に該当すれば、町外からの移住者も対象となります。
（助成金の額）
上記、住宅の新築、増改築、購入に要した金額（500万円以上）に10％を乗じた金額で、
200万円を限度する。
（助成金の申請及び交付の基準日）
住宅の新築や増改築等が完了後、その住宅に居住し、その住所に住民登録し、建物所有権
登記をした日。

国 民 年 金 の お 知 らせ
●保険料について
４月に入り新年度が始まります。今年度の保険料額は16,260円となっております。
保険料の未納がある方は、過去５年分の未納保険料を納付できる「後納制度」があります
ので、将来の年金を増やすためにもぜひご活用ください。

●学生納付特例について
学生納付特例の申請がお済みでない方は、忘れずに申請しましょう。
申請の際には学生証を持参いただくよう、よろしくお願い致します。
※詳しくは稚内年金事務所または役場町民課までお問い合わせください。

〔11〕

広報れぶん

平成28年

月号

礼文町持ち家住宅支援助成について
礼文町では、町民や移住者の住宅環境の向上と定住を目的として、次のとおり「持ち家住宅への助成」
礼文
移住者 住宅 境 向上 定住
的
次
「持 家住宅
助成」
を実施します。
（助成の対象）
１．礼文町内に自らが居住する「住宅の新築、増改築（リフォーム）、中古等住宅の購入」をすること。
２．新築、増改築・購入は、その契約日が平成28年4月1日以後であるもの。
３．住宅の新築、増改築、購入に要した金額が500万円以上のもの。
購入した住宅を増改築する場合で、購入から１年以内に増改築する場合は、購入費と増改築費を
合算した金額が対象となります。（１年を超える場合は、それぞれ別で取り扱います。）
４．礼文町民として３年以上その住宅に居住すること。
５．町税等の滞納がないこと。
※上記の条件に該当すれば、町外からの移住者も対象となります。
（助成金の額）
上記、住宅の新築、増改築、購入に要した金額（500万円以上）に10％を乗じた金額で、100万円
を限度する。
新築住宅に限り、65歳以上の高齢者や高校生までの子供が入居する場合は、30万円が加算されます。
（助成金の申請及び交付の基準日）
住宅の新築や増改築等が完了後、その住宅に居住し、その住所に住民登録し、建物所有権登記をし
た日。

子ども医療費助成制度
助成対象者が拡充されます
礼文
礼文町では平成25年4月から、医療費の助成対象年齢を満15歳（中学校終了までに）に拡充しました。
は平成2 年4 か
療費 助成対象年齢を満1 歳（中学校終 ま
） 拡
このたび、平成28年4月診療分から助成対象年齢を満18歳（高校終了まで）に拡大し、外来・入院の
医療費（保険適用分）の無料化を実施いたします。
●助成対象及び内容
礼文町に住所登録があり、保護者の健康保険（国保・社保）に加入している、0歳から18歳に達する
日以後最初の3月31日までの方。
（但し、お子さんが保護者（世帯主）の扶養者として加入している場
合でも、就労により年収130万円を超える場合は対象となりません。）
助成対象の医療費は、医療機関窓口で一部負担金を一度支払いして頂きますが、その負担分について
申請により助成いたします。
●申請に必要なもの
医療機関にかかった際の領収書（原本）
印鑑及び振込先通帳
（申請は、役場町民課・船泊支所にて受け付けておりますので窓口までお越しください。）
●受給資格証の交付
平成28年4月1日現在、高校等に在学中で対象となるお子さんには新規に受給資格証を発行します。
なお、医療費の助成を受けるには、事前に認定（登録）が必要ですので、役場・支所にて手続きをお
願いします。
（登録に必要なもの）①子ども医療費受給資格者認定申請書（役場・支所にあります）
②保護者及びお子さんの保険証
③印鑑
④在学証明書又はお子さんの収入がわかるもの
不明な点があれば町民課地域福祉担当までご連絡ください。

〔12〕
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「新規起業」
「規模拡大」
「資格取得」をする
場合の補助金制度を作りました。

を合言葉に、島内で様々な活動する皆さんを

補助金は、新規起業・規模拡大に関する補

応援する「礼文島リボンプロジェクト助成金

助金は対象額の10分の1（限度額100万円）

事業」を随時募集しています。

以内で、資格取得に関する補助金は対象額の

助成金は「礼文島いきものつながり基金」

10分の1（限度額5万円）以内となっています。

を活用し、対象額の2分の1（限度額30万円）

詳しいご相談は産業課観光グループまでお気

以内となっています。詳しいご相談は産業課

軽にどうぞ。

観光グループまでお気軽にどうぞ。

女子

佐々木夏実︵礼文小︶

金田一

小田桐 由

石 井

2位 小田桐 雅

佳

南

佳

●回転の部

女子

男子

石井

高木 海渡︵礼文小︶

小学校5・6年生

2位

渡

3位

高 木 海

2月

男子 1位

●小学校5・6年生

輝交流館

1位

山

仲

佐

谷

本

野

藤

純

麻

和

柊

濱

田

泰

理

俊
埜
奈

男子 1位

遠 藤 海

●中学生

金田一

生

清 水 誠

大 堀 竜

平

也

弥

ななみ

女子 1位

2位

男子 1位

澁 谷 光

●一般男子︵青年︶

3位

遠 藤 伸

佐々木

樹

剛

●一般男子︵壮年︶
2位

男子 1位

佂 谷 政

和 田

岩 城

之

稔

修

行

3位

2位

男子 1位

岡 本 博

●一般男子︵マスターズ︶

3位

子

●一般女子

下 里 裕

1位

ロータリークラブ杯 礼文町スキー

3月

日
︵土︶

スポーツ少年団タイムトライアル

日時

男子

山本 麻埜︵香深井小︶

佐藤 柊斗︵礼文小︶

小学校1・2年生

女子

男子

佐々木夏実︵礼文小︶

濱田 理生︵礼文小︶

小学校3・4年生

女子

石井

高木 海渡︵礼文小︶

小学校5・6年生︑中学生

男子

南︵礼文小︶

女子

男子

山本 麻埜︵香深井小︶

佐藤 柊斗︵礼文小︶

小学校1・2年生

●大回転の部

女子

男子

佐々木夏実︵礼文小︶

濱田 理生︵礼文小︶

小学校3・4年生

女子

石井

高木 海渡︵礼文小︶

小学校5・6年生︑中学生

男子

南︵礼文小︶

女子

会長杯テニス大会

日時 3月 日
︵日︶

渡 部

山 本 ゆりか

佐藤

ベストスライス賞

ベストボレー賞

サービスエース賞

山下

吉田

杉本

政俊

祐一

謙

潮騒ドーム

優 勝

大 堀 竜 弥

場所

準優勝

※優勝者氏名

第3位

鈴 木 美 里

富士見が丘スキー場

第4位

場所

柊斗︵礼文小︶

春

男子

純奈︵礼文小︶

男子 和泉 琥珀︵礼文小︶

優

女子 佂谷

小学校1・2年生
珀

小学校3・4年生

●平地滑走の部

実
茉

志

那

生

南︵礼文小︶

日時

亜加音

勝

2位

佂

心

佐々木

女子 1位

場所

那

回 剣道錬成大会

谷
菜

雅

第

柳
田

泰

愛

2月

日
︵日︶

日時

富士見が丘スキー場

1位

藤
1位

菜

斗

場所

2位

佐

●小学校1・2年生
男子
女子

3位

2位

●小学校3・4年生
男子

佐々木 夏

和

道

田

琥

3位

武

泉
1位

高

みづき

優
武
動
井
心

英

日
︵日︶

準優勝
石

●低学年の部

第3位
●高学年の部
石

藤

壮

南

優

佐

谷

勝

準優勝

柳

井

愛

南

第3位

石

藤

心

年間最優秀選手賞

佐

年間優秀選手賞

21

第 回 礼文町民スキー大会
38

女子

2位

13

礼文町では、商工業者や従業員の皆さんが
礼文町では、「島によいことをしよう！」

39

3位

5

28

商工業者の起業を
応援します

地 域 活 動を
応 援 します

〔13〕

広報れぶん

平成28年

月号

日本脳炎の予防接種が
定 期 接 種 と なりま す
北海道では、これまで感染を
媒介する蚊が生息しないため、
日本脳炎の定期予防接種を行っ
てきませんでした。
しかし、道民が道外や海外に
行き来する機会が増え、感染の
可能性が高まっているため、平
成28年4月より、定期予防接種
を行うこととなりました。

定期予防接種を受ける年齢

3歳（2回） 4歳

定期予防接種を
受けられる期間
（6か月以上7歳6か月未満）

9歳

定期予防接種を
受けられる期間
（9歳以上13歳未満）

【特例制度】これまで定期予防接種を行っていなかったことから、これ以外の年齢の方にも特例で
予防接種を受けることが出来ます。
実 施 年 度
平成28年度から3年間

対 象 と す る 年 齢
6歳、7歳に達する者のうち平成21年10月2日以降生まれ

平成38年度まで

18歳、19歳、20歳に達する者のうち平成19年4月1日以前生まれ

平成31年度・32年度

11歳、12歳に達する者

詳細については、役場保健師（86−1001）までお問い合わせください。

春の全道火災予防運動が実施されます
〔実施期間〕平成28年4月20日〜4月30日まで
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時期を迎えます。
●ガスコンロを使用する時は、その場を離れないようにしましょう。
●タバコの投げ捨て、寝タバコをしないようにしましょう。
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、屋外でたき火などをするときは、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急増していま
す。礼文町では、これらの被害についてまだは聞いていませんが、各家庭、事業所の皆さんは十
分に注意して下さるようお願いします。（購入前、点検前にはよく検討して下さい）

全国統一防火標語『無防備な

心に火災が かくれんぼ』

平成27年 出動件数

火災 0件

救急 84件

平成28年 出動件数

火災 0件

救急 14件（3月11日現在）
利尻礼文消防事務組合
消 防 署 礼 文 支 署

広報れぶん

平成28年

〔14〕

月号

238

ALTクリストファー・ブラウンによる

【土曜教育推進事業】について
ジョイフル
ジ
イ ル

礼文町教育委員会では、ALTクリストファー・ブラウンを講師とした土曜教育推進事業【Joyful
サタデー

イー

チャレンジ

Saturday】【E-CHALLENGE】を実施いたします。
英会話教室とは違い、様々な体験・創作活動を英語と取り入れて行う事により、英語を身近に違和
感なく感じることができ、楽しみながら英語を学び親しむことを目的とした事業となっております。
今年度からは土曜教育推進事業の参加対象者を小学1年生から4年生に加え、4歳から6歳の幼児及
びその保護者と拡大し実施いたします。
ジョイフル

サタデー

小学生の部【Joyful Saturday】は学ぶ時間や各種体験活動を行い、学びを深める時間を前年度
イー

チャレンジ

よりも増やし、5年生から始まる英語授業に向けて一助となるよう実施、幼児の部【E-CHALLENGE】
については英語に慣れることを目的とし、様々な遊びや体験活動に英語を取り入れ、違和感なく楽し
みながら学ぶことができるよう実施いたします。
定員に達し次第締め切りとなりますが、空きがある場合は年度途中からでも参加できますので皆様
ぜひお申し込みください。
詳しい内容につきましては後日、ＩＰ告知端末等にてお知らせいたします。
ジョイフル

サタデー

イー

チャレンジ

Joyful Saturday

E-CHALLENG

【開催日】毎月1回 第3土曜日
【対 象】小学校1年生〜小学校4年生

【開催日】毎月1回 第4日曜日
【対 象】4歳〜6歳の幼児とその保護者

※学校を通して配布するチラシにて内容をご確認くだ
さい。

※ＩＰ告知端末にて内容をご確認ください。

放課後子供教室【ジュニアスクール】が始まります！
礼文町教育委員会では、放課後子供教室推進事業として今年度も次のとおり【ジュニアスクール】
を開催いたします。
スポーツ活動や創作活動、自然体験等を通して、色々な人たちと遊び、学び、触れ合うことのでき
る居場所を提供することを目的とした事業です。
なお、前年度は両地区週２日開催でしたが、今年度からは学びの拡充として様々な活動を取り入れ
ていくため、両地区週３日開催とし、学びの大切さを伝え、楽しさを感じることができるプログラム
の展開をしていきます。
地域の皆様には昨年同様、子供たちが安全に参加できるよう声掛けや目配りなどご協力よろしくお
願いいたします。
【船泊地区】船泊小学校体育館：月曜日・火曜日・水曜日 【香深地区】
ピスカ21：水曜日・木曜日・金曜日

〔15〕

広報れぶん

平成28年

月号

連絡先▶教育委員会社会教育担当（☎86−2119）

ラブ

今月のブック愛
ブック
BOOK愛ランドれぶんでは、幼児及び保護者、また
OOK愛ランドれぶんでは、幼児及び保護者、
絵本が好きな方皆さんを対象としたボランティアの方に
よる絵本の読み聞かせなどを行っております。
４月のブック愛は右記の通り行いますのでお子さんと
一緒にぜひお越しください。

【テーマ】〜 花 〜
【日 時】4月23日（土）
午前10時から
【場 所】BOOK愛ランドれぶん

平成27年度 ジュニアスクール【まなぼう】完全制覇おめでとう！
香深・船泊両地区にて開催しているジュニアスクールでは【まなぼう】という国語・算数のプリン
トを月1回取り組みました。自ら積極的に取り組み、完全制覇した児童は下記の13名です。各地区最
終日に表彰されました。
【香深地区：６名】久保 花稟さん・武田 菜那さん・三浦 瑠夏さん・佐々木夏実さん
三浦 梨夏さん・石井南さん
【船泊地区：７名】太田香梨奈さん・宮崎
梓さん・木戸つむぎさん・梅田 美涼さん
三浦このはさん・相馬 遥翔くん・宮崎 尊琉くん

学校施設の開放について
礼文町教育委員会では、体育・スポーツ・学習のた
めに利用する団体（10名以上）を対象に学校施設を
開放いたします。利用にあたっては、教育委員会にあ
ります申請書に必要事項を記入のうえ、教育委員会ま
で提出ください。なお、昨年度利用していた団体につ
きましても必ず提出くださいますようお願いします。

開 放 校：町内小中学校
開放期間：平成28年4月から
平成29年3月まで
開放時間：学校活動に支障がない時間
※開放時間でも学校の都合により使用でき
ない場合もあります。

礼文町地域おこし協力隊
礼
町 域
協力隊

あずさの つぶやき
こんにちは。地域おこし協力隊の綿貫です。
礼文島に来てはや１年が経とうとしています。
利尻山がある風景は毎日見ていても、やっぱりきれい
だなーと改めて感じてしまう日々です。
特に夕方、横日が山にあたる時間が好きです。
今年度も引き続き放課後子供教室（ジュニアスクール）
での業務が中心となります。
よろしくお願いいたします。

〔16〕
月号
平成28年
広報れぶん

日時：平成28年4月8日（金） 13時30分より
場所：北海道礼文高等学校体育館

第39回 入学式のご案内

礼文高校通信
礼文高校通信

平成28年度が始動します

本日から平成28年度が始まります。来る4月8日（金）には新3年生5名と新
2年生6名が着任式･始業式を行い、入学式に向けて準備を進め、第39期生を
迎え入れます。
今年度も小さな学校の利点を生かし、全生徒が部活動・生徒会行事・ボラ
ンティア活動に主体的に取組んでいけるよう支援していきます。

地域包括ケア

がいない﹂方の割合も年

〜い
いく
くつ
つに
になっても住み慣れた礼文で暮らし続けるために〜
〜
また︑毎月1回会議がある
ことにより︑会議の場以外で

そこで礼文町では︑社

年4月に介護保険法

の改正があり︑いくつになっ

も︑スムーズに連絡を取り合

会福祉協議会︑船泊診療

平成
ても住み慣れた地域で生活し

うことのできる仕組みができ

所と協議を行い︑4月か

かつ寝たきり等自分で身

ら︑身寄りのない方で︑

々増加しています︒

ていく︵地域包括ケア︶の実
ています︒

その他︑これまで保健師が

現のために︑今後ますます医
療と介護の連携を図っていく
必要があること︑とされまし

年以上前

礼文町では国のこのような

民の方から︑﹁身寄りがいな

高齢者実態調査を通じて︑住

とができるような体制を

ついての支援を受けるこ

った場合にのみ︑洗濯に

地域での健康教育や家庭訪問︑ 動きが取れない状況にな

動きに先駆けて︑

くて︑万が一入院し︑寝たき

た︒

から升田医師も含んだ︑﹁保

寄りもいないので頼める人も

を毎月1回おこなっています︒ 洗濯をどうしたらいいか︒身

の中で洗濯支援について

具体的には︑住民の方

の洗濯機を使用して︑洗

会議では︑入院中の患者さ

礼文町は︑親戚間のつなが

濯・乾燥を行うものです︒

協力を得られる方に支援

また︑自宅で生活している方

りが強く︑また親戚でなくて

詳細については︑地域

いないし⁚⁚︒﹂といった不

で︑介護サービスの利用にあ

も﹁昔世話になったから⁚⁚﹂

包括支援センター︵礼文

んを退院に向けてどのように

たり︑気を付けることについ

というように︑人と人との絆

町役場︶保健師までご連

員として登録してもらい︑

ても確認し︑地域で安心して

や助け合いの気持ちが強い地

絡ください︒

安の声を聴くことがありまし

暮らしていくためのサポート

域であることが特徴です︒し

サポートすればよりよい生活

の仕方をそれぞれの立場から

かしその一方︑一人で暮らし

支援の必要な方へ︑病院

意見を出し合い︑支援の方向

ている方や﹁町内で頼れる人

た︒

性が話し合われます︒

を送ることができるかなど︑

健・医療・福祉の担当者会議﹂ りの状態になってしまった時︑ 整えました︒

20

（健診日：平成28年2月25日）

1歳6か月児・3歳児健診

むし歯0本のお友だち

27

佐々木 香穂ちゃん

山田 乃愛ちゃん

木村 智紀くん

福士 暖人くん

（1歳9か月）

（3歳8か月）

（3歳7か月）

（3歳7か月）

〔17〕

広報れぶん

平成28年

月号

子ども相談支援センター
相談窓口のお知らせ
いじめや不登校、体罰などの学校教育に関する悩み、子育て・しつけなど家庭教育に関する
悩みなど相談してください。

●電話相談

0120−3882−56（無料、毎日24時間対応）
●メール相談
doken-sodan@hokkaido-c.ed.jp
※急ぎの場合は電話相談を利用してください。

●来所相談（10〜16時、土日・祝日、年末年始はお休みです。）
子ども相談支援センター
札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館8階
※上記の電話相談で予約してください。

水道の届け出を忘れずに！
４月は人事異動等により人の出入りが多い時期です。
水道は、引越しなどで初めて使う時や使わなくなった時、使用者が変わる時は必ず届出をす
ることになっています。
この届出をしていないと、使用していない水道や前の使用者に料金が請求される場合があり
ますので、住居を移した時などは忘れずに届出をしてください。
また、長期間の留守や倉庫などで休栓の届出をしていた方は、あらためて使用する時は「給
水開始届」を忘れずに届出をしましょう。
開始届を出さずに使用している場合は、さかのぼって料金を請求する場合がありますのでお
気をつけください。
◆ご不明な点は？
役場建設課（水道担当）までお問い合わせください。

春の全国
交通安全運動
4/6（水）〜4/15（金）

●子どもと高齢者の交通事故防止
●自転車の安全利用の推進
（特に、自転車安全利用五則の周知徹底）
●全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用の徹底
●飲酒運転の根絶

父母の名前

伸
香

人 のうごき

☆お誕生おめでとう

性別

晃
由

.14

〜

忍

自治会

尺
②

由

10：50 13：25
↓
↓
11：35 14：10
15：35
↓
16：30

↓
珠

り

交通機関

①

丘

14：15
↓
15：10

フェリー

尻

経
飛行機

利

①

稚
行

珠
↓

利

尻

利

尻

16：00
↓
16：45

↓
礼

経

き

文

①

由
帰

②

新千歳
↓
稚 内

フェリー

内 11：55 17：30
↓
↓
↓
新千歳 12：50 18：25

交通機関

飛行機

文

↓

稚

内

稚

①

②

10：25
↓
11：20

③

16：05
↓
17：00

内 14：10 14：40

↓

礼

り

↓

↓

接続なし

文 16：05 16：35

注：稚内経由行きのフェリー②、帰りのフェリー②は4/21からの運行
となります。

利尻空港 ☎0163−82−1770

境

交通事故死ゼロ記録

名

父
母

株式会社 国

24日
（日） 春季ソフトミニバレーボール大会

平成28.

注：利尻経由行きのフェリー①・②は4/21からの運行となります。

飛行機

13：00〜）

男

尻

フェリー

印刷

15：00〜）

.15

帰

8：55 10：50
↓
↓
稚 内 10：50 13：45

12日
（火） 健康相談

氏

ゆき

利

礼

15日
（金） 定例行政相談（ピスカ21

志

文
↓

交通機関

乳幼児予防接種
（船泊診療所

はる

礼

尻

き

交通機関

（礼文小・香深井小・船泊小・船中）

13日
（水）

︵敬称略︶

行

日
（木） 入学式

日
（金） 入学式（香中・礼高）

☆ご厚情に感謝します

枝

利

丘

17：30〜）

○寄附金をいただきました

株 本 千

運転免許更新時講習
（ピスカ21

埼玉県

日
（火）

平成28.

礼文〜札幌 交通アクセス

飛行機

日
（月） 保育所入園式（香深・船泊）

〔18〕

平成28年4月
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今年も新１年生に宗谷地方安全運転管理者事業主会礼文支
部︑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︒
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