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　本日ここに平成26年定例会3月会議が開催されるに当
たり、町長就任に際しての、ごあいさつ申し上げる機会
を得ましたことにつきまして、まずもって感謝申し上げます。
　私は、去る1月26日（日）執行の豊浦町長選挙におき
まして、多くの町民の方々の温かいご支援とご協力をい
ただき、当選の栄に浴し、町政の重責を担うこととなりま
したが、今、再びその責任の重大さを痛感するとともに、
「信」を得て「志」をもってすれば「意」は必ずかなえられ
るとあらためて決意を固めている所であります。
　私は、「町民が主人公」「町民の声が町政に反映でき
る」ことを基本姿勢として、「 町民生活が第一」「 活力あ
る住み良いまち」「産業の潤う町」「子どもたちが胸を張っ
て誇れるまちづくり」を目指して町政に臨む所存であります
が、民間人の経営感覚や町議会議員として培ってきた
経験を活かし、新たな発想の展開を図りながら、熱意と
誠意をもって何事にもぶれることなく、きめ細かで温かみ
のある諸政策を実現するために、身命をとしてやりぬく覚
悟でございます。
　今、地方自治体を取り巻く環境は、財政問題・過疎化・

少子高齢化・産業の低迷・雇用環境の悪化、さらには
TPP問題による懸念など課題が山積しております。
　地方交付税などに歳入の多くを依存している豊浦町で
ありますが、国は交付税配分の削減を続けており、今後
財政再建に大きく舵をとれば町財政にとって大きな打撃に
なるものと心配されているところであり、自主・自立を選
択した本町としては、将来を見据えた適切な財政運営を
図っていかなければならないものと考えております。
　また、基幹産業である農業・漁業については、「 活力
ある元気な豊浦町」を推進
する原動力の中心となること
から、さらなる振興・発展が
必要であります。「生産コス
ト」「生産効率」「働き手」

「質」「付加価値」「消費拡
大」など、どのように改善していくか、生産者、関係機関
等と協議を重ね、適切な施策や支援を図ってまいり
たいと存じます。
　さらに、本町は過疎化・少子高齢化の大きなうねりの中
にあり、この中にあって高齢者福祉対策や安心して子育
てのできる環境づくり、町民の方々が安心して生活できる
医療保険、日常の生活に欠かすことができない環境整備

などの福祉対策や教育・
文化・スポーツ振興などに
ついても一層の進展を図っ
てまいりたいと存じます。
　また、地域住民の生命・
財産を守ることは、地方自

町民が主役の
活力ある郷土づくりを！
町民が主役の
活力ある郷土づくりを！

所信表明
村 井 洋 一
豊浦町長
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治体としての最重要な責務であることから、防災対策に
つきましては各地域の住民の方々や関係機関と十分な協
議を重ね、これに対応を図ってまいりたいと存じております。
　これからの施策につきましては、平成29年度までの実
施期間である「第5次豊浦町総合計画」、平成27年度ま
での「過疎地域自立促進市町村計画」を基盤にして見直
すべきものは見直し、現状にあった事業の展開を図って
いきたいと考えております。
　私は、最も大切なものは信頼関係にあり、施策を執行
するに当たり議会議員の皆様との関係をより良くする努力
は無論のこと、今後とも町民の方々や職員の方 と々の信
頼関係を築いていくよう努力をしてまいります。
　私は、去る 2月24日（月）に初登庁し、職員の皆様
に就任のあいさつを致し、職員の皆さんの能力を十
分発揮し、明るく、楽しく、やりがいのある職場づ
くりをお願い致しました。その中で特に、地方公務
員として「全体の奉仕者」であるという自覚を持ち、

町民の方々がいてはじめて私たちがいるのだという
意識を常に持ち続け、町民に対するサービス業であ
るということを肝に銘じるとともに、町の発展のた
めに一緒に努力するお願いを致しておりますので、
職員の皆様においてもご尽力いただけるものと確信
しております。
　色々述べさせていただきましたが、最も大切なものは町
民の方々、議会議員の皆様、職員の皆様との信頼関係
であります。
　私は、先人たちが築いた歴史と文化を尊び町民の代
表機関である議会と十分な協議を重ね其

それぞれ

々の権能を重
視するとともに広く町民の意見を聴取し、活力ある元気な
郷土づくりに邁進する覚悟でございます。
　以上、私の町政運営に対する所信を申し述べました。
町民の皆様、議員の皆様の町政に対するご理解と一層
のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

　昭和53年豊浦町職員に採用。社会教育課社会
教育係長、総務課庶務係長、総務課長補佐、民
生課長を経て、平成26年3月5日付で豊浦町副町
長に就任。（54歳、豊浦町出身）

　教育委員会は教育行政の中立、安定性を
確保するために置かれている機関で 5人の
教育委員で組織されています。この委員の
欠員により、山下圭一さん（礼文華）が、3月
26日付で新たな教育委員として任命されま
した。任期は、平成27年9月30日までです。
よろしくお願いいたします。

　3月4日（火）に開催された議会定例会3月会議で副町長を選任し、7日（金）から開催された議会定例会
3月第2回会議で教育委員を任命し議会の同意を得ました。新体制のもと「町民の視点に立った、活力あ
るまちづくり」が始動しました。

副町長、教育長　就任

　昭和53年標津町で教職の道に入る。北海道教
育庁胆振教育局、虎杖中学校教頭、豊浦中学校長、
登別中学校長を経て、平成26年4月1日付で豊浦
町教育委員会教育長に就任。（59歳、豊浦町出身）

教育委員に

山下 圭一さん
が就任

副町長
小川 英紀

教育長
佐々木 浩治
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　平成16年10月に改定された現行料
金・使用料では、消費税額分が明確で
はありませんでした。
　今回、料金と税額を明確にし、平成
26年4月1日から消費税率が５％から
８％に引き上げられるのに伴い料金・
使用料を改定いたします。　　
　町民の皆さまのご理解とご協力をお
願い申し上げます。
　ただし、3月31日以前から継続して水道または下水道を使用している場合は、経過措置により 6月請求分（5月
分）から消費税8% が適用されます。

問□　建設課 水道下水道係　☎83-1413

水道料金
下水道使用料

消費税率引き上げに伴い

水道料金
下水道使用料
水道料金
下水道使用料

が変わります

3/20頃

検針日 検針日

4/1 5/14/20頃 5/20頃

4/1以降新規の場合
検針日検針日

5月請求分（4月分） 消費税5％消費税5％消費税5％ 6月請求分（5月分） 消費税8％消費税8％消費税8％

5月請求分（4月分） 消費税8％消費税8％消費税8％

基本料金（8㎥まで） 1,040円
超過料12㎥×130円 1,560円
メーター使用料 130円

①合　計　2,730円

水

道

料

金

下
水
道
使
用
料

基本料金（8㎥まで） 1,200円
超過料12㎥×150円 1,800円

②合　計　3,000円

区　　分 改正前
（5％内税）

改正後
（8％外税を含む）

水道料金 基本料（8㎥まで）
超過料（1㎥毎）

1,040円
130円

1,060円
133.7 円

メーター使用料 130円 130円

下水道・農業・
合併処理浄化槽

基本料（8㎥まで）
超過料（1㎥毎）

1,200円
150円

1,230円
154.3 円

・基本料金（8㎥まで） 990.4円
・超過料12㎥×123.8円 1,485.6円

2,476.0円＋消費税198.0円≒2,670円
（10円未満の端数は切り捨て）

・メーター使用料が 123.8円＋消費税9.9円≒130円
（10円未満の端数は切り捨て）

①合　計　2,800円

・基本料金（8㎥まで） 1,143.2円
・超過料12㎥×142.9円 1,714.8円

2,858.0円＋消費税228.6円≒3,080円
（10円未満の端数は切り捨て）

②合　計    3,080円

◎改正前（5％内税扱い） ◎改正後（8％外税）

＜経過措置＞

支払総額例えば・・・
　水道・下水道ともに利用している
　一般家庭で 20㎥の使用があった場合

改正前　　①＋②＝5,730円
改正後　　①＋②＝5,880円
値上額	 	 　　150円
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　私は、去る 1月26日（日）執行の町長選挙におきまして、
多くの町民の方々の温かいご支援とご協力をいただき、
当選の栄に浴し、町政の重責を担うことになり早1ヵ月
が過ぎましたが、あらためて町民の方々に厚く感謝とお
礼を申し上げます。
　私は、「町民が主人公」「町民の声が町政に反映できる」
ことを基本姿勢として、「 町民生活が第一」「 活力ある住
み良いまち」「産業の潤うまち」「子どもたちが胸を張って
誇れるまちづくり」を目指してまいりますが、民間人の
経営感覚や議会議員として培ってきた経験を活かし、新
たな発想の展開を図りながら、熱意と誠意を持って何事
にもぶれることなく、きめ細やかで温かみのある諸政策
を実現するために、身命をとしてやりぬく覚悟でございます。
　さて、2月24日（月）の初登庁以降は、北海道庁をはじ
め胆振総合振興局や公的機関、各市町や新聞社などのあ
いさつ回りや逆にあいさつに来られる方々の対応に追わ
れました。
　3月4日（火）の議会定例会3月会議において小川英紀副
町長を選任し、同意を得、7日（金）からは議会定例会3
月第2回会議が開かれ、所信表明を述べさせていただき、
骨格予算（経常的な予算）ではありましたが、予算委員会

および本会議において議員各位のご理解をいただき、可
決成立させていただきました。
　3月25日（火）には教育委員として佐々木浩治氏、山下
圭一氏を任命し、議会の同意を得、教育委員会にお
いて佐々木浩治氏が教育長として就任されました。
　また、公約でありました町長、副町長、教育長の報酬
削減について、報酬等審議会を開催するとともに議会に
提案しましたところ、可決成立させていただきましたので、
できるだけ早期に、子育て支援の施策としての通学費の
負担軽減をさせていただきたいと考えております。
　さらに、行政改革の一端としての組織改革（課の統合や
分離）の一部再編を行うとともに、お茶の無料サービス
コーナーを設置することによる憩いの場としての庁舎を
目指すことにより、町民の方々が用事をたしやすく、気
軽に来庁していただくような雰囲気づくりを構築するこ
とにより、町民の方々と役場の距離感が少しでも近づく
ように努力してまいりたいと思います。
　4月30日（水）からは、政策的（投資的）予算の議会定例
会4月会議が行われますが、今後とも議会との信頼関係
を保つとともに、町民の方々のご理解を賜りますようお
願い申し上げます。

★郷土愛ふれあいトーク
　町民の皆さんと町長との「郷土愛ふれあいトー
ク」は、町民の皆さんから地域の身近な問題や普
段、思っていることなど何でも構いませんので、
お気軽に役場町長室にお越しいただき、楽な気持
ちでお話しください。

【開催日時】
　毎月第3金曜日　午後6時から 8時までの 2時間

　（60分以内×2組）
【平成26年度日程】
　4/18、5/16、6/20、7/18、8/15、9/19、10/17、
　11/21、12/19、1/16、2/20、3/20

（祝祭日の場合は、前日または前々日）
※重複を避けるため、電話で予約をしてください。
　公務の都合上、支障のある場合は調整させてい
　ただきます。

【方　　法】
　一人または一組（ 5人程度）を対象として、トー
クの時間はおおむね 1時間です。

（豊浦町にお住いの方に限ります）

※トークの状況を広報紙やホームページで紹介する場
　合がありますので、ご承知おきください。

問□　総務課 広報統計係
　　☎83-1418　FAX83-2129

◆出前ふれあいトーク
　町長が自治会の会合やサークルなどを訪問し、
町民の皆さんから地域の身近な問題や普段、思っ
ていることなど何でも構いませんので、楽な気持
ちでお話しください。

【方　　法】
　希望日の 15日前までに、申込書または、電話
でお申込みください。ご希望の日時・場所に町長
が出向きますが、公務の都合上、支障のある場合
は調整させていただきます。

【申 込 書】
　総務課広報統計係で用意しています。また、ホー
ムページからダウンロードすることもできます。
http ://www.town . toyoura .hokka ido . jp/

『郷土愛 ふれあいトーク』『郷土愛 ふれあいトーク』『郷土愛 ふれあいトーク』
町民の皆さんと町長との

と

『出前ふれあいトーク』『出前ふれあいトーク』『出前ふれあいトーク』
スタート！

ふれあいトーク
スタート！

ふれあいトーク
スタート！

ふれあいトーク
スタート！

ふれあいトーク
スタート！

ふれあいトーク
スタート！

ふれあいトーク

町長からの町長からの町長からの 町長から身近な話題や皆さんへのメッセージを紹介します。
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平成26年度

動職員人事異
IN

OUT

　町発令
▽議会事務局長
　澁谷　豊彦　（税務課長）
▽建設課長
　橋田　正二　（国民健康保険病院事務長）
▽総務課長
　半澤　　豊　（企画調整課長）
▽総合保健福祉施設事務長
　吉田　朋行　（総務課長）
▽国民健康保険病院事務長
　髙橋　幸一　（議会事務局長）
▽町民課長
　竹林　善人　（総合保健福祉施設事務長）
▽水産商工振興課長兼まちなみ整備室長
　杉谷　佳昭　（産業振興課長兼まちなみ整備室長兼水産商工係長事務取扱）
▽農政振興課長
   瀨野　栄一　（産業振興課主幹（農政担当））
▽町民課主幹（子育て支援担当）兼大岸保育所長
　西　　蘭子　（民生課大岸保育所長）
▽総務課長補佐兼財政係長
　藤原　弘樹　（総務課財政係長）
▽町民課長補佐兼税務係長
　長谷部　晋　（国民健康保険病院総務係長）
▽国民健康保険病院 事務次長
　本所　　淳　（産業振興課林政係長）
▽総合保健福祉施設 保険福祉係長
　井上　政信　（企画調整課調整係長）
▽総務課 企画防災係長
　竹島　英和　（企画調整課広報統計係長）
▽町民課 子育て支援係長
　武石　　修　（総合保健福祉施設保険福祉係長）
▽国民健康保険病院 総務係長
　竹村　哲也　（税務課税務係長）
▽総務課 広報統計係長
　大嶋　果林　（生涯学習課学校教育係長）
▽農政振興課 農政係長
　石川　壮輔　（民生課町民係長）

平成26年4月１日付で町職員人事異動が次の通り発令されました。（　）は異動前

▽町民課 納税係長
　吉田　京子　（議会事務局主査）
▽水産商工振興課 林政商工係長
　西　　良行　（産業振興課林政係主査）
▽町民課 町民係長
　高橋　美香　（民生課町民係主査）
▽水産商工振興課 水産係長
　堤　　　輔　（北海道から派遣）
▽建設課 建築係長
　松岡　　拓　（建設課建築係）
▽議会事務局 主査
　中谷　栄子　（出納課出納係主査）
▽出納課 出納係主査
　岩崎　洋子　（総務課庶務係主査）
▽総務課 財政係主査
　渡辺　亮太　（総務課財政係）
▽建設課 水道下水道係主査
　佐々木　真　（建設課土木係）
▽総務課 広報統計係主査
　吉田　千恵　（企画調整課広報統計係主査）
▽農政振興課 農政係
　櫻澤　　隆　（生涯学習課社会教育係）
▽農政振興課 農政係
　宮崎　優亮　（総合保健福祉施設総務係）
▽水産商工振興課 林政商工係
　上野　純尚　（総合保健福祉施設総務係）
▽総務課 庶務係
　中西　朝香　（生涯学習課学校教育係）
▽総務課 企画防災係
　板垣　周平　（企画調整課調整係）
▽町民課 町民係
　石丸　美穂　（民生課町民係）
▽町民課 町民係
　山本　昂輝　（民生課町民係）
▽町民課 子育て支援係
　本間　愛望　（民生課町民係）
▽町民課 税務係
　江刺家　信吾　（税務課税務係）
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豊浦小学校
　森田　芳明 校長

　（むかわ町立穂別小）
　藤澤　　学 教諭
　（利尻富士町立鴛泊小）
　今野　清美 教諭

　（洞爺湖町立虻田小）

大岸小学校
　小仲　　剛 教頭

　（函館市立神山小）

礼文華小学校
　近藤　大作 教頭

　（伊達市立伊達西小）
　若濱　大地 教諭

　（登別市立富岸小）
　増井　晶子 教諭
　（別海町立別海中央小）
　中垣　尚子 養護教諭

　（期限付）

豊浦中学校
　我妻　郁夫 教頭
　（豊浦町立豊浦中 昇任）
　福山　裕美 教諭

　（伊達市立光陵中）
　山本　慶生 教諭

　（豊浦町立大岸小）
　奥澤　　彩 教諭

　（新　規）
　菅野　汐里 教諭

　（期限付）
　川瀬あゆみ 養護教諭

　（新　規）

▽町民課 大岸保育所
　和野　有紗　（民生課大岸保育所）
▽総務課 庶務係
　武澤　大夢　（産業振興課農政係）
▽水産商工振興課 林政商工係
　東畑　　一　（建設課水道下水道係）
▽水産商工振興課 水産係
　北村　真人　（産業振興課水産商工係）

　教育委員会発令
▽生涯学習課長補佐兼学校給食センター長
　細木　輝雄　（生涯学習課主幹兼社会教育係長）
▽生涯学習課 学校教育係長
　日下　　茂　（産業振興課農政係長）

▽生涯学習課 社会教育係長
　堀　　克吉　（総務課庶務係主査）
▽生涯学習課 社会教育係
　天野　　勉　（国民健康保険病院総務係）

　退職者（平成26年3月31日付）

▽河合　　旬　（生涯学習課学校給食センター長）
▽庄子　英一　（建設課長）
▽阿部　　環　（税務課納税係長）
▽山田　美穂　（とようら幼稚園主任教諭）
▽梅津　直美　（民生課子育て支援センター）
▽四宮　亜由実（総合保健福祉施設 保健センター）

新規採用職員紹介 着任先生紹介
（　）は前任校

　公私共に自信をつけて、一日でも早く
町民の皆様に信頼していただけるよう努
力します。

生涯学習課
学校教育係

関
せ き

　大
だ い す け

輔
（札幌市出身）

　生まれてから今まで暮らしてきた豊浦
町のため、若さと元気と明るさで頑張り
ます。

総合保健福祉施設
総務係

笹
さ さ が わ

川 涼
りょう

平
へ い

（豊浦町出身）

　子どもたちと一緒に、楽しく元気に頑
張りたいと思いますので、よろしくお願
いします。

町民課
大岸保育所

畠
はたけ

山
や ま

 美
み く

紅
（室蘭市出身）

　住民の皆様に満足していただける、よ
り住みやすい快適な町づくりを目指して
頑張ります。

建設課
土木係

佐
さ

藤
と う

 大
だ い

吾
ご

（室蘭市出身）

　保健センターに配属になりました。
町民の皆様の健康の維持・増進に努めて
いきます。

総合保健福祉施設
保健センター

西
に し む ら

村 そのか
（洞爺湖町出身）
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　町は当面する行政課題に適切に対応
するため、4月1日付で役場内部の組織
を変更する機構改革を行いました。変わりました変わりました

より効果的な行政運営のために

4月1日から4月1日から

変わりました
役場の組織が役場の組織が役場の組織が

豊浦町の未来のために過疎対策・
防災対策の充実を図る

足腰の強い経済基盤の
構築を図る

総　務　課
・庶務係
・財政係
・企画防災係
・広報統計係

総　務　課

産業振興課

企画調整課
＋

役場庁舎 2階４月１４日（月）より

　役場内の配置
も右のように変
わります。
　たびたびの配
置 替 え に つ き、
町民の皆様には
大変ご迷惑をお
掛けいたします
がご理解をお願
いいたします。

・町民係
・子育て支援係
・税務係
・納税係

町　民　課

・農政係農政振興課

・林政商工係
・水産係

水産商工
振興課

民　生　課

税　務　課

子育て支援や町民の窓口サービス向
上を図る

＋
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支給額
「臨時福祉給付金」
　給付対象者一人につき １万円
「子育て世帯臨時特例給付金」
　対象児童一人につき	 １万円

「臨時福祉給付金」・
「子育て世帯臨時特例給付金」とは

　4月から消費税率が 8% に引き上げられています
が、所得の低い方への負担の影響に配慮し、暫定的・
臨時的な措置として『臨時福祉給付金』が支給されます。
　また、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の
消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置と
して『子育て世帯臨時福祉給付金』を支給する予定で
す。（児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金（簡
素な給付措置）と類似の給付金として、これと併給
調整をして支給。）

持ち家住宅奨励金
■助成の対象
 ・豊浦町に住民登録をしている
 ・5年以上居住することを確約できる
 ・生活基盤が豊浦町にある
 ・他奨励制度や移転補償制度に該当しない
■助成の額（主なもの）
 ・200㎡以上の土地を購入し、3年以内に 65㎡以 
  上の住宅を新築した場合

→150万円（町内施工業者）
 ・自己所有地または借地に 65㎡以上の住宅新築・ 
　全面改築した場合 →100万円（町内施工業者）
 ・65㎡以上の中古住宅を購入した場合

→購入価格の 10％以内（50万円限度）

民間アパート建設
　　支援事業奨励金
■助成の対象
 ・自己所有地または借地に賃貸共同住宅等を新  
 築または全面改築した方
 ・対象者は個人・法人を問いません
 ・対象となる住宅は、共同住宅または長屋
 ・1棟につき 2以上の戸数を有するもの
 ・各戸に玄関、便所、浴室および台所があり、  
 居住室を有するもの
 ・社宅、家族親族等の入居に限定していないもの
■助成の額
　25,000円/㎡（町内業者）
　16,000円/㎡（町外業者）　

（例）
　自己所有地に 1棟6戸（65㎡が 4戸、40㎡が 2戸）
のアパートを町内業者が施工

（25,000円×65㎡）×4戸＋（25,000円×40㎡）×2戸
＝850万円の奨励金

まずは、ご相談ください。
ホームページにも掲載しています。

給付対象者
■臨時福祉給付金
　基準日（ 平成26年1月1日）に豊浦町の住民基本台
帳に登録されており、かつ市町村民税（均等割）が課
税されていない方。ただし、以下の場合は対象外と
なります。
①平成26年度市町村民税（均等割）が課税されている 
 方の扶養親族となっている方
②生活保護制度の被保護者となっている場合など
　
■子育て世帯臨時特例給付金
　基準日（ 平成26年1月1日）における平成26年1月
分の児童手当を受給されている方で、平成25年の所
得が児童手当の所得制限に満たない方。
　ただし、臨時福祉給付金（簡素な給付措置）の対象
者および生活保護の被保護者は対象外となります。
★支給手続き方法については現在準備中です。
 詳細が決まり次第、お知らせいたします。

問　□ 町民課 町民係　☎83−1407

臨時福祉給付金（簡素な給付）・臨時福祉給付金（簡素な給付）・臨時福祉給付金（簡素な給付）・
子育て世帯臨時特例給付金の支給子育て世帯臨時特例給付金の支給子育て世帯臨時特例給付金の支給

設住宅建応援
しま
す

応援
しま
す

応援
しま
す

応援
しま
す

問□　総務課 企画防災係 ☎83−1417
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？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？

？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？
？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？

？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？

 
 
 
 
 

　平成24年度より行ってきました、ポイントシール
を使用した、「豊浦町健康づくりポイント事業」のポ
イント付与が 3月末で終了しました。
　25ポイントが貯まったカードは豊浦町商工会加盟
店やＡコープとようら店で 500円の金券として直接
買い物をすることができますが、有効期限が 4月末
となっており、期限が迫っておりますので、お早め
にご使用ください。

ノルディックウォーキングの効果
①通常のウォーキングよりも約20％高いカロリー燃焼率が実証されています。効果的な有酸素運動として 
 トレーニングメニューに最適です。
②体の全体の約90％の筋肉を動かし、1時間あたり約400kcal（通常のウォーキング/280kcal）を燃焼します。
③ポール使用での膝の関節・脊髄への負担を約5kg/歩、軽減します。また、正しい歩行姿勢の場合は約 
 8kg/歩までの負担を軽減します。

　25ポイントを貯めることができなかった場合に、
残ったポイントは無効となり繰り越すことはできま
せんのでご了承ください。
　平成26年度からは、新しいポイントカードに変更
になります。詳細は、広報5月号でお知らせいたし
ます。
　ご不明な点は総務係（83−2408）までご連絡ください。

「とようら健康づくりポイント」のポイントカードの交換有効期限は4月末です！

ノルディックウォーキングを始めませんか？

ノルディックウォーキングで、健康的な体を手に入れましょう！

　約80年前に、クロスカントリースキーチームの夏場のトレーニングとして、フィンランドで始まりました。
　ポールを使うことで、全身の筋肉をたくさん刺激するので、普通のウォーキングよりエネルギー消費量が
約20% も増加します。つまり、体力づくり、スタミナアップ、減量などにとても効果的です。

　また、上半身もしっかり使うので、肩や首のコリの解消、肩甲骨の可動域の改善にも
有効です。
＜オススメする方＞

	 　★	体重が気になる方・・・・・・・・メタボリックシンドロームの改善に効果的です！
	 　★	運動不足が気になる方・・・・・・効率の良い運動効果を求める方にオススメ！
	 　★	姿勢が気になる方・・・・・・・・正しい歩行姿勢が身に付きます！
	 　★	シニアスポーツを考えている方・・年齢を問わず行えます！

ノルディックウォーキングって
何だろう？

No.49
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☞保健センターでは、保健師や栄養士による個別の 
 健康相談を随時受け付けております。
☞健診結果の読み方や、お子さんの予防接種に関す 
 るご相談など、幅広い年代を対象に実施しており 
 ますので、ご自身やご家族の健康について、不安 
 や疑問を抱えている方はぜひ一度ご相談ください。
☞相談方法は、電話や手紙、来所、家庭訪問などが 
 あります。

■地区健康相談
　各地区の皆さんを対象に、次のとおり健康相
談を行います。血圧測定も行いますので、ぜひ
ご利用ください。

【山梨地区健康相談】
　日時／ 4月11日（金） 午後1時30分～
　場所／山梨公民館

【東雲3区健康相談】
　日時／ 4月16日（水） 午前10時～
　場所／朝日台子ども会館

■健康づくり教室（申込終了）
　日時／ 4月22日（火）
　　　　午前9時15分～ 11時45分
　場所／天然豊浦温泉しおさい

■乳がん・子宮がん・骨粗しょう症検診
　日時／ 4月27日（日） 午前8時30分～
　場所／やまびこ町民健診室

■1歳6ヵ月・3歳児健診
　日時／ 5月7日（水）
　①1歳6 ヵ月児健診 午後0時30分～ 45分
　②3歳児健診  午後1時15分～ 30分
　場所／やまびこ町民健診室

在籍者 待機者
男 　8 0
女 35 0
計 43 0

【お問い合せ先】
〒049−5411
豊浦町字東雲町16番地1
総合保健福祉施設やまびこ　保健センター
　☎	 ８３−２４０８
FAX	 ８３−２４７７

個別健康相談のお知らせ 各教室・健康相談のお知らせ

ご質問ご相談等がありましたら、
	 お気軽に『やまびこ』へご連絡ください

介護老人保健施設
入所・待機情報（３月末）

　母は身体障害者手帳を交付されています
が、紛失してしまいました。再交付してもら
うにはどうしたらいいの？

　再交付申請が必要になりますので、やまび
この窓口まで印鑑と写真を持ってお越しくだ
さい。

（たて4㎝	×	よこ 3㎝）

ちょっと教えて、福祉のこと

Ｑ

Ａ
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・ベビーホタテを使った
　「豊浦噴火WANかけ焼きそば」600円（税込）
・SPF豚や地元の食材（野菜、パン）を使用した
　「ピリ辛とよTONバーガー」380円（税込）
・豊浦産のいちごを使用した
　「とようらいちごスムージー」400円（税込）

新 メ ニ ュ ー

思いでを胸に
卒園・卒業式

豊浦の味覚を満喫
道の駅とようらで新メニューの発表

豊浦町地域防災計画の修正・
職員防災研修会の開催

　旅立ちの春。今年も幼稚園、保育園、保育所、小学校、
中学校で、それぞれ卒園・卒業式が行われました。
　各式典では、園（所）長・校長からのはなむけの言葉とと
もに卒園・卒業証書が手渡されました。
　卒園・卒業おめでとうございます。

　このほど、道の駅とようらのテークアウトコーナーで新
メニューの開発が行われ、3月24日（月）に関係者に発表さ
れ 4月1日（火）から販売されています。また、人気のホタ
テフライ級に付けるタルタルソースにワサビやバジル味が
新たに加わりました。
　NPO法人豊浦観光ネットワークの伊藤つぐみ事務局次
長は、「豊浦の味覚を満喫できる商品が完成し、道の駅と
ようらを訪れた皆様や豊浦町民の皆様にも足を運んでいた
だき、新商品を味わっていただければ」と話していました。

　3 月 26 日（水）に豊浦町防災会議が開催され、
豊浦町地域防災計画の修正案を審議した結果、
原案の内容で承認されました。
　今回の計画の見直しは、東日本大震災や平成
25 年 11 月末に発生した暴風雪による大規模停電
の教訓を踏まえた、修正となりました。
　また、3 月 28 日（金）に、NPO 法人環境防災
研究機構の藤間 聰氏を講師に招き、「職員防災
研修会」を開催しました。研修会では、『災害時
初動対応演習』が行われ、職員は災害が起きた
際の最初の行動について、設問を解きながら確認
しました。

Town Topicsまちの話題

大岸小学校

豊浦中学校豊浦小学校
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伊達警察署からのお知らせ　☎22-0110
○「春の全国交通安全運動」が実施されます
　　交通安全運動は、道民一人一人に交通安全思想の普

及を図るため、交通安全を自らのことと捉え、交通
ルールの遵守や交通マナーの実践が主体的に行われ
るよう習慣付け、交通事故防止の徹底を図ることを目
的としています。

1. 実施期間　4月6日（日）～15日（火）の10日間
2. 実施の重点
　（1）子どもと高齢者の交通事故防止
　（2）自転車の安全利用の推進
　（3）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
　（4）飲酒運転の根絶　

3. 交通事故防止ポイント
　（1）子どもと高齢者の交通事故防止
　　家庭や地域の大人が手本となって、基本的なルール

やマナーを教え交通安全意識を高めていきましょう。 
　また、交通事故死者数全体のうち、高齢者が約半数
を占めています。ドライバーの皆さんは、思いやりの
ある安全運転を心がけましょう。

　（2）自転車の安全利用の推進
　（3）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
　（4）飲酒運転の根絶
　　運転者はもちろん、同乗者、車を貸した者、酒を飲

ませた者にも厳しい罰則が！飲んだら絶対運転しな
い！「少しだから平気」「近所だから大丈夫」という
ことは絶対にありえません。

４月の広報テーマ
『林野火災の防止』

林野火災を
起こさないために

春の火災予防運動実施

礼文華積載車更新

　例年、この時期になると雪どけが
進み、山では枯葉や枯草が多くなる
ことに加え、空気の乾燥や気象条件
等から、林野火災の危険性が高い時
期となります。これから暖かくなる
につれ、山に入る機会も多くなりま
すが、特に空気が乾燥している日や
風が強い日には火入れをしないな
ど、火の取扱いには十分な注意が必
要です。
　平成 25 年中に北海道では林野火
災が 12 件発生しており、出火原因
別では、「ごみ焼」3 件、「落雷」2
件、「その他」4 件、「不明」3 件と
なっています。
　林野火災の出火原因は、そのほと
んどが人為的な過失によるものと考
えられ、特に最近の過去 10 年間で
は、ごみ焼によるものが 48 件、た
ばこ・マッチによるものが 18 件と
全体の 3 割近くを占めています。
　一人一人が森林の大切さを認識
し、防火意識を高めることが最も大
切です。
　林野火災を起こさないために、次
の項目を守りましょう。　　　

　豊浦消防団第 3 分団詰所（礼文華
地区）に配備されている消防車両が
22 年ぶりに更新されました。
　従来の車両には無かった、小型動
力ポンプの油圧式自動昇降装置や折
りたたみ式リアカー、チェーンソー
や応急処置用セットなどを積載し、
多種多様な災害に対応ができる多機
能型積載車となっています。
　今後も町民の皆様の安全を確保す
るため、迅速な消防活動を進めてま
いります。

　4 月 20 日（日）～ 30 日（水）の 11
日間、全道一斉に春の火災予防運動
が実施されます。
　豊浦支署では期間中、防火サイレ
ンの吹鳴や防火旗を設置し、町民お
よび通行中の方への防火意識の啓
発、防災無線や消防車両による防火
広報などを実施いたします。
　火災は、皆さんの防火意識ひとつ
で防ぐことができます。皆さんで協
力し豊浦町を火災の無い町にしま
しょう。

消防だより

豊浦町火災・救急発生件数
2月

●火災件数  0件（累計 0件）
●救急件数21件（累計45件）

・枯れ草等のある場所は、火災
が発生しやすいので火入れを
しない。

・火入れ等の火気の使用中はそ
の場を離れず、使用後は完全
に消火する。

・強風時および乾燥時には火入
れをしない。

・火入れを行う際は、必ず役場
に届出をする。

・たばこは、指定された場所で
喫煙し、吸いがらは必ず消す
とともに、投げ捨てをしない。

・火遊びはしない。



　町では、厳しい財政状況の中、新たな財源を確保するととも
に、地域経済の活性化を図ることを目的に、広告を募集してい
ます。詳細は、お問い合わせ先までご連絡ください。

問　□ 総務課 広報統計係　☎83-1418

広報
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　メルトタワー 21 の「ダイオキ
シン類対策特別措置法」による排
出基準値は、0.1 ナノグラムと定
められており、測定結果は、基準
値を下回っています。

【ダイオキシン類測定結果】
2 号炉

測　定　日
測定結果
（ﾅﾉｸﾞﾗﾑ）

 平成25年
　　12月5日

0.0017

（ナノグラムは、10 億分の 1 グラム）

　　 西いぶり広域連合
　☎ （0143）59-0705

　今年度のオープンは、4 月 19 日
（土）を予定しています。
　また、平成 26 年度から豊浦渚
パークゴルフ場の芝の適切な管理
のため、毎月第 3 水曜日を定休日
として定めますので、ご理解とご
協力をお願いします。

　【定休日】
　　5 月 21 日、6 月 18 日、
　　7 月 16 日、8 月 20 日、
　　9 月 17 日、10 月 15 日、
　　11 月 19 日

　　水産商工振興課 林政商工係
　　☎ 83-1411

　提出した確定申告書に計算誤り
や申告漏れなど申告内容に誤りが
あることに気付いた方や、うっか
り確定申告書の提出を忘れている
方はいませんか。もう一度ご確認
ください。税額を多く申告してい
たことに気付いたときは、「更正
の請求書」を提出して正しい税額
の訂正を求めることができます。
　税額を少なく申告したことに気
付いたときは、「修正申告書」を
提出して正しい税額に修正してく
ださい。

　　室蘭税務署
　　☎ （0143）22-4151

　火入れをする際には、必ず許可
が必要となりますので、火入れの
5 日前までに林政商工係まで許可
申請を行ってください。
　火入れをする際には、次の点に
十分注意してください。
○火入れを行うときは、消火用具

を必ず用意する。
○風の強い日は、火入れをしない。
○周囲に燃え移らないよう注意

し、火入れ中はその場を離れ
ない。

○火入れ前に必ず消防豊浦支署へ
連絡する。

　　水産商工振興課 林政商工係
　　☎ 83-1411

今月の税金等の納期限
・公営住宅使用料	 4 月分
・保育料	 	 4 月分

4月30日（水）です
税金等の納期限を
守りましょう

今月の夜間収納相談窓口

コンビニで納付できます
　税金・公営住宅使用料がコン
ビニエンスストアで納付するこ
とができます。

【開 設 日】
　4 月 17 日（木）

【相談時間】
　午後 5 時 30 分～ 8 時

【相談窓口】町民課・建設課
　税金・公営住宅使用料・水道
下水道料・保育料等を、何らか
の事情により納付困難な方に対
し、収納相談窓口を開設してい
ますので、ご利用ください。

口座振替を利用しませんか
　安心で便利な口座振替をご利
用ください。

問 町民課 税務係
　 ☎ 83-1404（直通）

渚パークゴルフ場のオープンについて

確定申告書の内容が間違っていたとき

火入れの届出について

メルトタワー 21の排ガス測定結果

問
問

問問
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　世界最高峰のトライアスロンレ
ース「アイアンマン・ジャパン北
海道」が今年も 8 月 24 日（日）豊
浦町内をはじめ、洞爺・羊蹄周辺
で行われます。
　大会の準備、選手の誘導・給水
などをお手伝いしてくださるボラ
ンティアスタッフを募集していま
す。大会および選手のサポーター
として大会を盛り上げ、選手とと
もに感動を味わいましょう。お申
込み・詳細は、下記までお問い合
わせください。
　　アイアンマン・ジャパン北海道
　　実行委員会事務局 ☎ 73-1085
　　E-mail:japan@ironman.com
　　大会ホームページ
　　http://www.ironmanjapan.com

客船　サン・プリンセス
日　　時／ 6 月 30 日（月）午前 10 時～ 11 時 30 分
　　　　　（船側の都合により予定が変更になる可能性があります。）
場　　所／室蘭港中央ふ頭旅客船バース
定　　員／ 90 名
対　　象／西胆振 3 市 3 町在住の健脚な方（船内で階段を利用するため）
乗船に必要な身分証明書／パスポートまたは運転免許証
応募方法／官製ハガキか封書でご応募ください。1 通で 5 名まで応募可（乳

幼児も 1 人）。乗船希望者全員の氏名（ふりがな必須）、住所、電話番号、
生年月日、性別、身分証明書の種類と番号を記載。

締切り／ 5 月 23 日（金）必着
その他／記入漏れ、重複応募は無効。応募数が定員を超えた場合は抽選し

当選者のみに郵送で通知、当選権利の譲渡はできません。
お申込・お問い合わせ先
　〒 051-0022
　室蘭市海岸町 1 丁目 20 番地 30
　室蘭市港湾部 総務課振興係
　☎（0143）22-3191

　国家検定制度の平成 26 年度前
期「技能検定」の申請書受付が始
まります。
　応募資格など詳細は下記までお
問い合わせください。
受付期限／ 4 月 18 日（金）
職　　種／金属熱処理、とび、園

芸装飾、造園、建築板金、左官、
塗装など

申 請 時／写真 2 枚と受検手数料
が必要

　　胆振地方技能訓練協会
　　☎（0143）24-9588

4月30日（水）です

今月の無料相談会

大型ごみの収集日

カセットボンベ、スプレ
ー缶は必ず穴を開けて

• 札幌弁護士会
　いぶり無料法律相談会
　日時／ 4 月 17 日、5 月 1 日（木）
　　　　午前 10 時 30 分～正午
　場所／中央公民館　小会議室
　※事前に予約が必要です。
　　予約は下記へお願いします。
• 北海道行政書士会
　くらしの無料相談会
　日時／ 5 月 10 日（土）
　　　　午前 9 時 30 分～正午
　場所／中央公民館　小会議室

　　　総務課 庶務係
　　　☎ 83-1402

　広報とようら 3 月号に掲載し
た「誕生おめでとうございます」
の記事の中で誤りがありました。
渡辺琉くんのお母さんの名前は
玲奈さんです。
　訂正してお詫びいたします。

総務課 広報統計係

ボランティアスタッフの募集

豪華客船 船内見学会のお知らせ

技能士を目指す皆さんへ

問

情報ひろば

お詫びと訂正

町民係からのお知らせ

Pick UP

（布団、マットレス、自転車）

　申込みは、収集日の 1 週間
前までに連絡ください

　カセットボンベやスプレー
缶は資源ごみではありません。
燃えないごみとなります。
　また、中身が残ったままご
みとして出されますと、収集
車や処理施設で火災の原因と
なり大変危険です。必ず中身
を使い切ってから穴を開けて
出してください。
　　町民課 町民係
　　☎ 83-1406

注意…平成 26 年度「サン・プリン
セス」は室蘭港に 12 回入港予定で
すが、船内見学会の開催について
は、6 月 30 日（月）のみとなります。

問

問

問



10 木・高齢者クラブ連合会定期総会（10:00 ～ 社会館）

11 金・いきいきサロン（10:00 ～ 15:00 社会館）
・山梨地区健康相談（13:30 ～ 山梨公民館）

12 土
13 日
14 月・身体障害者福祉協会総会（10:30 ～ 13:00 社会館）
15 火

16 水
・献血（ 9:30 ～ 11:00　14:30 ～ 16:00 役場前）
　　　（11:30 ～ 13:00 やまびこ前）
・東雲 3 区健康相談（10:00 ～ 朝日台子ども会館）

17 木
・いきいきサロン（10:00 ～ 15:00 礼文華生活館）
・いぶり無料法律相談会（10:30 ～ 12:00 中央公民館）
・夜間収納相談窓口開設（17:30 ～ 20:00 役場）

18 金・とようら大学開校式（10:00 ～ 14:00 中央公民館）
・新山梨区健康相談（13:30 ～ 新山梨集会所）

19 土

20 日・春の環境清掃（7:00 ～ 8:00 町内）
・全道春の火災予防運動（～ 30 日）

21 月
22 火・健康づくり教室（9:15 ～ 11:45 しおさい）
23 水
24 木
25 金・いきいきサロン（10:00～15:00 大岸いきいきセンター）

26 土・ｵﾍﾟﾗ ｳｪｲﾌｪｱﾗｰｽﾞｵｰｽﾄﾗﾘｱ ｸﾜｲｱ公演
（開場 13:30 ～ 開演 14:00 ～ とわにー）

27 日・乳がん・子宮がん等検診（8:30 ～ やまびこ）
28 月
29 火 昭和の日
30 水・議会定例会 4 月会議（10:00 ～ 議事堂、予定）

5/1 木・議会定例会 4 月会議（10:00 ～ 議事堂、予定）
・いぶり無料法律相談会（10:30 ～ 12:00 中央公民館）

2 金・議会定例会 4 月会議（10:00 ～ 議事堂、予定）
3 土 憲法記念日
4 日 みどりの日
5 月 こどもの日
6 火 振替休日
7 水・1 歳 6 ヵ月・3 歳児健診（12:45 ～ やまびこ）
8 木・自治会長会議（13:30 ～ 15:30 中央公民館）
9 金
10 土・くらしの無料相談会（9:30 ～ 12:00 中央公民館）
11 日
12 月

カレンダー４月 4月10日～5月12日（4/7現在）

April

人 の 動 き 平成26年 3月		 1 日～
平成 26年 3月 31日受付分

●ご冥福をお祈りいたします（敬称略）

小　野　タマヱ　82 歳、幸豊園、平成 26 年 3 月 7 日死亡
盛　合　千代子　81 歳、大　岸、平成 26 年 3 月 10 日死亡
武　藤　市　藏　91 歳、幸　町、平成 26 年 3 月 11 日死亡
尾　形　節　子　84 歳、大　岸、平成 26 年 3 月 13 日死亡
高　梨　知　枝　85 歳、東雲町、平成 26 年 3 月 16 日死亡
西　村　ゆ　き　95 歳、東雲町、平成 26 年 3 月 20 日死亡

●世帯と人口  平成 26 年 3 月 31 日現在
( 前月対比 )

世　帯　　2,309 戸　（15 戸）
人　口　　4,347 人　（- 5 人）
　男　　　2,053 人　（- 5 人）
　女　　　2,294 人　（　0 人）
 　（外国人含む）

広報統計係では、多くの町民の皆さんに読んでいた
だけるように、「読みやすく親しまれる広報紙」を目
指していますので、広報紙へのご意見・ご感想をお
寄せください。☎83-1418　FAX 83-2129

　4月1日に開園した「認定子ども園青
空」の入園式の一コマ。
　木の香りが漂う園内に子どもたち
の元気な声が響き、参加した父母や
来賓は“まちの宝”の子どもたちが元
気に健やかに、成長されることを願
いながら、やさしい眼差しで園児た
ちを見つめていました。

編 後集 記
　新年度がスタートしました。町民の
皆様と町長とのふれあいトークなど、
新しい取り組みが始まります。
　今回の人事異動で、広報紙を作るの
がこの号で最後となりました。町民の
皆様には、写真撮影や取材に協力して
いただきありがとうございました。　
これからもよろしくお願いいたします。

（ひ）

■ TOYOURA 世界ホタテ釣り協会とは…
　噴火湾での「ホタテ養殖発祥の地」である豊浦町。こ
のホタテを活用し、豊浦町の名物ご当地イベントとして

「世界ホタテ釣り選手権大会」を開催し、競技のブラン
ド化を図ることで、交流人口の増加、豊浦町の知名度向
上、豊浦産ホタテの販売促進、町内経済の活性化に寄与
することを目的としています。
■個人サポーター会員入会資格
　20 歳以上の健康な方。地域・性別は問いません。本
会の目的に賛同し事業に参加できる個人であること。
■お申し込み・お問い合わせ先
　TOYOURA 世界ホタテ釣り協会事務局
   　（豊浦町商工会内）
   　☎ 83-2221　FAX 83-2975

今月の表紙 認定子ども園「青空」入園式

TOYOURA

世界ホタテ釣り協会
The World Scallop Fishing Championships

個人サポーターを募集しています

募集


