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　平成26年豊浦町議会定例会4月会議の開会に当た
りまして、平成26年度の政策的補正予算案をはじめ
とした関係諸案件の提出に先立ち、町政執行に臨む
基本方針と主要な施策につきまして私の所信を申し
上げ、議員各位並びに町民の皆様の一層のご理解と
ご協力を賜りたいと存じます。
　私は、当選の栄に浴し、町政の重責を担うことに
なり、2月24日の初登庁以来、早2カ月余が経過し
ましたが、この間、町民の方々や議員の皆様方から
励ましや激励の言葉を頂き、深く感謝申し上げます
とともに、町民の皆様の付託に応えるべき町政の執
行に全身全霊を傾注すべく決意を新たにしていると
ころでございます。
　また、所信表明でも申し上げましたが、「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」を目指して町政運営を執
行してまいる所存でございますが、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、町民の皆様と約束いたし
ました公約につきましては、一つ一つ確実かつ着実
に実行に向けて取り組んでまいりたいと存じます。

　本町は、平成20年度から 29年度まで 10カ年間の
目標年次を定めた第5次豊浦町総合計画および平成
22年度から 27年度までの過疎地域自立促進市町村
計画を基盤に、その振興施策の推進に努力を重ねて
まいったところであります。
　しかしながら、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、さらには環太平洋パートナーシップ協
定（TPP）問題による影響など、課題が山積しており
ます。
　国の「中期財政計画」では、平成26、27年度におけ
る地方の一般財源総額は、平成25年度地方財政計画
と同水準を確保することが示されたものの、経済再
生に合わせ、歳入・歳出面で一層の行政改革に努め
ることなどが明記されております。このような状況
の中、今後の我が国は更なる人口減少・超高齢社会
へ突入することが予測され、経済社会は変化し続け
ていくと考えられます。
　このことから、地方交付税などに歳入の多くを依
存している豊浦町では、今後、国が財政再建に舵を
きれば大きな打撃になることは必至であり、自主・
自立の道を選択した当町といたしましても将来を見
据えた適切な財政運営を図るとともに、一次産品の
ブランド化や六次産業化に向けた足腰の強い経済基
盤を確立しなければならないものと考えております。

平成26年度

町政執行方針

豊浦町長　村井　洋一

安心していきいきと暮らせる
まちづくりを目指して

Ⅰ. はじめに Ⅱ　町政に臨む重点目標
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　そのために以下の 7点を重点目標として、町政を
執行してまいります。

　本年度の町政執行に当たりましては、平成26年町
議会定例会3月第1回会議に提案ご審議いただきま
した、一般会計並びに簡易水道事業、公共下水道事
業、国民健康保険事業、後期高齢者保健事業、介護
保険事業、総合保健福祉施設事業の各特別会計6会
計と国民健康保険病院事業会計予算の 8会計、総予
算額70億2万4千円、前年対比7.5%減のご審議を経て、
ご承認を得たところであり、今回、町民要望と緊急
度の高い事務、事業を補正予算として計上、ご提案
申し上げ、その執行方針を総括予算案といたし申し
述べたいと存じます。
　補正予算については、現下の厳しい財政事業を認
識し、節度ある行財政の運営を堅持し、一方におい
て消費税率の引き上げに伴う生活者および地域経済
の活性化対策にも配慮した中で、予算編成に努めま
した。
　この結果、一般会計予算は、6億2,779万3千円を
追加し、前年度比1.2%減、簡易水道事業特別会計は、
466万1千円を追加し、前年度比3.6%減、公共下水
道事業特別会計は、3,074万9千円を追加し、前年度
比19.4%増の 3会計の補正予算は、6億6,320万3千
円を追加して編成いたしました。
　以下、平成26年度の町政を進めるに当たり、課題
ごとに主要な施策について申し上げます。

（1）自立する元気で豊かなまちづくりの推進について
　農業の振興について

　農業は、TPP交渉
への参加、オースト
ラリアとの経済連携
協定（EPA）交渉の大
筋合意などマイナス
の影響が最も大きい
分野でありますが、
本町の基幹産業が農
業であることに変わ
りはありません。従

来の戸別所得補償制度は、経営所得安定対策へと名
称を変え、意欲ある農業者が自らの判断で作物を選
択する施策に大きく姿を変えます。
　さらに、農業の多面的機能を評価した「日本型直
接支払」制度が創られたことにより、生産者の経営
安定と生産意欲の向上が農村地域の活性化と産業全
般の発展につながると考えております。
　本年度の主な事業については、地域ブランドを推
進する観点から地域ブランド体制強化事業、生薬の
里づくり推進事業のほか、各種事業、利子助成など
を継続的に実施し、農業振興を図りたいと考えてお
ります。
　また、本町農業の持続的発展のためには、優れた
担い手の育成が欠かせないことから、引き続き新規
参入者、後継者の就農を確保するため、相談体制の
充実と研修・就農に対し支援してまいります。
　畜産振興については、町単独の草地更新事業を実
施するとともに、来年度より予定しています草地整
備事業の計画を策定いたします。
　さらに、生乳生産の拡大、品質向上等を図るため、
山梨地区で営農用水施設の整備を実施してまいります。
　鳥インフルエンザ、豚流行性下痢（PED）などの家
畜伝染病に対しては、とうや湖農業協同組合、家畜
自衛防疫組合などと連携し、迅速な防疫体制の確立
を目指してまいります。

▲田植え風景（大岸地区）

◆　安心して子育てできるまちづくり
◆　お年寄りが安心して快適に暮らせるまちづくり
◆　障がいのある人が安心して快適に暮らせる
　 まちづくり
◆　過疎対策を推進するまちづくり
◆　安心・安全な防災体制の確立によるまちづくり
◆　基幹産業である農業・漁業の発展による
　 まちづくり
◆　行政組織の改革推進によるまちづくり

Ⅲ．補正予算編成について

Ⅳ．主要な施策の推進について
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　水産業の振興について
　本町の漁業振興については、ホタテ貝養殖漁業が
中心となっており、成育を阻害する付着物の処理や、
廃棄物処理施設の適切な運営に努めてまいります。

　漁業資源確保
のため、サケのふ
化放流、マツカワ
種苗放流と磯根
資源のウニ、アワ
ビの種苗放流を
引き続き推進し、
事業効果を十分
検証して実施し
てまいります。
　漁業施設整備
に つ い て は、 礼

文漁港で老朽化が著しい上架施設の改修事業に補助
し、安全で効率的な漁業施設の環境整備を推進して
まいります。
　漁港整備については、北海道が事業主体で進める
豊浦・礼文の両漁港の長寿命化計画に基づき、漁港
の補修整備を促進してまいります。
　漁業経営安定にかかる漁業近代化資金をはじめ各
資金の利子補給は、引き続き実施し漁家経営の安定
に努めてまいります。

　森林整備の振興について
　林業については、
木材需要の落ち込み
による価格低迷など
から、間伐、造林事
業への影響が懸念さ
れておりますが、地
球規模の環境保全の
高まりにより、温暖
化防止、水資源の涵
養、大気の浄化など
公益的機能を持つ森

林の役割はますます重要になっております。このよ
うな中、本町においても、伐期を迎えた森林を適切
に監理するなど、循環利用のサイクルを維持するた
め、町有林はもとより私有林についても、未来につ

なぐ森づくり推進事業などを活用し、引き続き整備
してまいります。
　地域林業の担い手の胆振西部森林組合に対する経
営基盤強化事業を引き続き支援し、事業創出に努め
てまいります。
　また、鳥獣被害対策については、鳥獣被害防止対
策協議会が行う活動へ国・道の事業を活用し、ハン
ターの免許取得時の補助を継続し、実施隊を組織し
て農業被害の減少に取り組むとともに、猟友会への
交付金を引き続き実施してまいります。

　商工業の振興について
　商工業の振興については、豊浦町商工会の経営改
善普及事業をはじめとする各種活動事業に必要な助
成を実施してまいります。
　昨年に引き続き、消費効果の高いプレミアム商
品券（得･得商品券）、住宅リフォーム商品券の対象工
事費を 30万円以上から 10万円以上の少額工事に拡
大して継続実施するとともに、子育て支援事業、社
会体育事業や健康づくり事業（健康づくりポイント事
業）と連携して、町内の消費流出防止と購買力の向上
を図ってまいります。
　豊浦本町地区道道美和豊浦停車場線拡幅工事につ
いては、昨年度から浜町工区が着手されていること
から、工事促進と早期完成に向けて各関係機関に強
く要請してまいります。
　また、神社坂の歩道設置事業については、本年度、
新規事業で歩道設置工事が実施され、歩行者の安全
確保と避難路としての整備が図られます。

　雇用対策について
　雇用対策については、景気低迷から回復傾向にあ
るものの、依然として厳しい雇用情勢が続く中、就
労につながりにくい障がい者などの就職困難者等に
対し、ハローワークなどと連携を図ってまいります。
　また、季節労働者の冬期雇用対策を継続して実施
してまいります。

　観光産業の振興について
　観光産業の振興については、本年度も本町の豊か
な自然と海浜、スポーツ施設、天然温泉など、観光
と物産のPR活動を札幌市および首都圏で開催の「胆

▲植樹祭（桜地区）

▲耳吊り風景（本町地区）
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振物産展」並びに「オール胆振・北の大収穫祭」等へ
出店し、町および特産品のPR に努めてまいります。
　平成12年4月オープン以来、町民の憩いの施設と
して利用されている、天然豊浦温泉「しおさい」につ
いては、町の観光拠点施設の充実と観光関連事業と
の効果的な連携を図るために、リニューアル検討委
員会で検討してまいりました。
　このことから本年度はその答申結果を踏まえ、リ
ニューアル事業並びに新たな温泉井戸の掘削につい
ても検討する時期にあることから、早急に議会の皆
さんと協議させていただきたいと考えております。
　また、昨年に続き教育旅行の受入れ事業の支援と
して、受け入れ家庭の確保と農林漁業体験等の事業
支援を図ってまいります。

（2）幸せを感じるまちづくりの推進について
　社会福祉の充実について
　高齢者保健福祉計画・第5期介護保険事業計画に
基づき、高齢者が家庭・地域の中で在宅生活が続け
られるよう、社会福祉協議会との連携のもと、介護
予防、生活支援事業等の各種福祉サービスの充実に
努めてまいります。
　次期平成27年度開始の第6期介護保険事業計画に
合わせた施設整備計画も準備を開始してまいります。
　障がい者福祉は、第2次障がい者基本計画および
第３期障がい福祉計画により、障がい者の地域生活
移行、就労支援等に係る基盤整備の課題や関係機関
等と連携した相談事業を行うと同時に、居宅での生
活を営むことができるようサービス提供体制と各種
支援サービスを推進してまいります。
　認知症対策は、増加傾向にある認知症高齢者の支
援環境の構築を図るため、社会福祉協議会や法人の
各施設、事業所と地域が連携して取り組み、また、
認知症サポーター養成講座やボランティア養成によ
り、地域住民・児童生徒に対する普及啓発に努めて
まいります。
　高齢者や障がい者等を地域で見守り、支える体制
を構築するための地域支え合い体制づくり推進事業
を今年度からは社会福祉協議会を中心とした活動等
に対して、町として支援してまいります。

　子育て支援について
　地域における子育て支援については、子どもの育
ちと保護者の子育てを支え、家庭との連携をもとに、
環境を整えながら子ども一人一人の健やかな保育の
充実に努めてまいります。
　4月に開園しました「認定こども園青空」の円滑な
運営を図るために、私立認定保育所として運営費の
助成を継続実施するとともに、保育士の人材確保対
策を推進するため、保育士処遇改善臨時特例事業に
対しても支援してまいります。
　町立大岸保育所については、新たなサービスとし
て、地域の多様な保育のニーズに応えるため、1歳
からの受入を実施いたします。
　また、入園児以外の 3歳以上の子どもの「一時預
り保育」について継続実施してまいります。
　平成24年8月、子ども・子育て関連3法が成立し、
平成27年4月から本格施行される子ども・子育て支
援について、給付等のサービスに係る「子ども・子
育て支援事業計画」を豊浦町子ども・子育て支援会
議において、住民意見を十分踏まえた計画策定を進
めてまいります。
　公約の一つでもあります本町に住所を有する高
校生が通学等に要する経費の一部を補助し、子育て
支援と定住促進を図るために予算措置をいたしま
した。
　安心して子どもを生み育て、健やかな成長のため、
乳幼児健診や相談、家庭訪問、健康教育など、母子
保健事業を引き続き実施してまいります。
　また、妊婦検診費用の助成、不妊治療費助成など、
経済的負担の軽減を引き続き図ってまいります。
　乳幼児医療制度は、医療費の負担軽減措置を行い、
入院・通院費とも引き続き中学校卒業まで「子ども
医療の無料受診制度」を継続実施してまいります。

　健康づくりについて
　町民の健康を保持増進するため、健康づくり体制
の充実を図り、健康教育、健康相談、家庭訪問など
を実施してまいります。
　がん検診、特定健康診査等の受診率の向上と特定
保健指導を徹底してまいります。
　予防接種等による感染症予防事業や新型インフル
エンザに対応できる体制を強化してまいります。
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　町が実施する各種
検診の受診率と健康
づくり事業の利用率
の向上を図り医療費
を抑制するため、健
康づくりポイント付
与事業を引き続き実
施してまいります。

　医療体制について
　医療機関の充実については、豊浦町国民健康保険
病院において、初期医療体制の充実を図り、病状に
応じた医療機関との連携強化に努めてまいります。
　診療・治療の高度化を図るため、医療機器を計画
的に整備してまいります。
　また、医師や医療スタッフの確保については、サー
ビスの充実や医師の負担軽減のために増員が必要な
ため大学や北海道等へ要請してまいります。
　26年度からの地方公営企業会計基準の見直しに伴
い、本年度に限り、退職給付引当金を平成26年度末
における要支給額から退職手当組合への積立額を減
額し、不足する額を一括計上しなければならないこ
とから必要額を繰出しすることといたしました。

　国民健康保険・後期高齢者医療について
　国民健康保険事業は、国民皆保険を持続可能なも
のとするため、健全で安定的な維持運営を図り、町
民の医療確保と健康の保持増進に努めてまいります。
　健全な運営を図るために、レセプト点検や国民健
康保険税の収納・徴収体制の強化は勿論のこと、決
算補填を解消すべく段階的な保険税の引き上げを国
保運営協議会で審議してまいります。
　国民健康保険税の収納確保については、保険事業
に対する理解を深めていただき、滞納の解消に努め
てまいります。
　後期高齢者医療制度については、平成20年4月1
日より施行された、高齢者の医療費を現役世代を含
む国民全体で支え合うための制度であり、第2次広
域計画（平成25年度～ 29年度）に基づき、北海道後期
高齢者医療広域連合と相互に協力しながら、適正な
役割分担のもと効率的かつ的確に取り組み、町民の
窓口として円滑な制度の運用に努めてまいります。

　介護保険事業について
　介護保険事業は、介護保険制度（第5期事業計画）
の基本理念である高齢者の「自立生活支援」「尊厳の
保持」を基本として、予防を中心とした施策の充実に
努め、高齢者や家族にとって利用しやすいサービス
の提供を図るとともに、介護保険事業計画の着実な
実施により、安定した事業運営に努めてまいります。

（3）安心して暮らせるまちづくりについて	
　町民の安全・安心について
　防災については、デジタル防災行政無線整備や新
たな避難路の整備などを地域自治会と協議し進めて
まいりますとともに、万一の災害に備え、避難用の
食糧や備品等を計画的に備蓄してまいります。
　また、有珠山を取り巻く 1市3町で進めておりま
すコミュニティFM ラジオの整備についても、災害
時の住民への重要な情報伝達手段の一つとして、平
成27年4月開局に向けて整備を進めてまいります。
　また、自主防災組織の育成支援に取り組むととも
に避難訓練など防災教育と啓発に取り組み、地域防
災体制の充実と防災意識の向上、災害時要援護者を
含めた避難者に対する支援体制の確立に向けた取り
組みを関係自治会と連携して進めてまいります。

　交通安全および防
犯については、関係
機関・団体と連携し、
交通死亡事故ゼロの
運動、飲酒運転の撲
滅、犯罪の起こらな
い環境づくりに努め
てまいります。
　また、豊浦中学校
線など通学路の交通
規制を関係機関に引

き続き強く要請してまいりますが、町として交通安
全の注意喚起標識4基を設置することにより安全・
安心な生活環境を保持してまいります。
　西胆振地域内で不審者情報の共有化や振り込め詐
欺、悪質な訪問販売等の被害防止に地域全体の取り
組みを推進してまいります。
　防犯灯の設置およびLED化は、地域との協議の
もと計画的に実施してまいります。

▲ふれあい広場健康まつり

▲交通安全啓発（大岸地区）
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　消防については、西胆振消防組合の構成町として、
火災・防災・救急活動のための組織力の強化や消防
団の活動に対して支援してまいります。また、消防
救急無線のデジタル化は、平成28年運用開始が図ら
れよう推進してまいります。
　70歳以上の高齢者を対象に安心カードの普及（救
急医療情報キットの配布）により災害時や緊急時に
対応できる体制整備を図ってまいります。
　住宅用火災警報器の設置は、引き続き未設置世帯
に対する啓発活動に努めてまいります。

　環境衛生について
　快適な生活環境を目指して、ごみの減量化、リサ
イクルの推進、花いっぱい運動など、町民一人一人
の環境保全と美化意識の向上を図り、公衆衛生は、
西いぶり定住自立圏事業で引き続き実施し、ごみの
不法投棄防止を推進してまいります。また、町民総
ぐるみのクリーン作戦を実施し、空き缶・ごみなど
のポイ捨てやペットの適切な飼育管理について町民
意識の高揚に努めてまいります。
　海岸線の美化を保つため町民による「海の日」海岸
清掃やボランティア活動を推進してまいります。
　危険建築物が放置されている現状を打開し、美し
い景観の形成と生活環境の整備を図るために、一般
住宅の所有者が自ら行う、老朽化した廃屋等の解体
撤去経費に助成することといたしました。

　消費者保護について
　消費者行政については、町民の利益を確保するた
め、消費者相談や被害の救済支援に加え、教育、啓
発など幅広い活動を展開している町消費生活モニ
ター活動を推進してまいります。
　また、振り込め詐欺や架空請求などの被害から町
民を守るために啓発パンフ、町広報紙による注意喚起
を行うとともに相談窓口の開催や関係機関との連携
により、消費者被害の未然防止に努めてまいります。

　快適な道路と住宅環境について
　町道整備については、 豊浦本町線の豊浦橋歩道橋
L=81.2m を平成24年度から進めておりまして、平
成27年度で完成する予定でおります。
　新規事業は、船見町山本線歩道設置、船見町山本

支線狭
きょう

隘
あい

解消、はまなす団地線改良舗装を実施して
まいります。
　維持補修は、路面の傷みや降雨時等における被害
拡大を未然に防止するため危険箇所を計画的に補修
して、生活道路の安全確保に努めてまいります。
　除雪体制は、委託業者との連絡を密にし、作業の
安全確保、迅速かつ丁寧な除雪に努めてまいります。
　国道整備については、国道37号の洞爺湖町管内の
茶津隧

ずい

道およびクリア隧
ずい

道の改良工事並びに本町管
内の隧

ずい

道や礼文華地区の道路線形改良工事を国に継
続要望してまいります。
　道道整備については、道道美和豊浦停車場線の整
備促進（浜町工区、認可要望:旭町工区、神社坂の歩
道設置）、道道大岸礼文停車場線拡幅事業の促進（平
成30年度完成予定）を要望してまいります。
　公営住宅整備に
ついては、地域住
宅計画および公営
住宅等長寿命化計
画に基づき、高齢
化改善工事として、
朝日台団地2棟8戸、
高齢化対応として、はまなす団地2棟8戸を実施し、
住環境の整備に努めてまいります。
　課題となっておりました、大岸地区での建替工事
については、地域との協議が整った段階で実施設計
についてご提案をしたいと存じます。
　老朽化した公営住宅の改修や用途廃止について
は、住生活基本計画と長寿命化計画に基づき、継続
実施してまいりたいと存じます。 

　公共交通対策について
　町営バス等の公共交通を高齢者などの交通弱者の
足（循環福祉バス・移送サービス）として確保するた
め、地域内での効率的な運行と利便性の向上を図る
ことを目的に、地域住民、事業者、行政機関で検討
してまいります。

　水道下水道の整備について
　簡易水道事業については、安全で安定した水を断
水することなく供給し、快適で衛生的な生活環境の
改善向上を図るため、豊浦町水道施設更新整備計画

▲船見町定住促進住宅
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基本方針に基づき、ポンプ場や配水管の老朽化対策
と震災等の災害に強い水道施設の構築を目指してま
いります。
　生活排水対策は、既存の下水道施設の公共下水道
施設改築更新事業を継続実施してまいります。
　合併処理浄化槽設置事業は、引き続き普及に取り
組んでまいります。
　経営面については、より効率的で効果的な事業運
営を目指し、経費の節減を図るとともに収入確保の
ため、水道・下水道使用料の見直しを、目標を定め
て運営審議会において検討してまいります。

（4）活力が湧き出るまちづくりの推進について
　産業の活力は町民生活を支える基盤であり、雄大
な自然や農林水産業の一次産品を活かし道内外企業
の誘致を進めるため、優遇制度の周知や調査・研究
をはじめ進出サポートに努めてまいります。
　町民の「起業」は、起業化促進条例に基づき、引き
続き支援してまいります。
　人口減少と定住対策は、住宅建設等助成金制度に
よる持ち家奨励や民間が実施するアパートの建設促
進、町有住宅の一般貸出などを行い、積極的に定住
人口の増加に取り組んでまいります。

（5）いきいきと輝くまちづくりの推進について
　本町教育の特色である幼児教育から小中学校教育
までの系統的・継続的な教育活動を推進してまいり
ます。このため、町民の誰もが、いつでも、どこで
も学習ができ、知識の向上を図ることができる生涯
学習社会の実現を目指した体制づくりを、教育委員
会と連携して進めてまいります。

　「まちづくりは人づくり」の観点から、町民の学習
ニーズや社会変化に対応した学習機会の提供を図る
とともに、情報提供のさらなる充実や学習した成果を
まちづくりに生かす取り組みを推進してまいります。
　なお、具体的な教育の執行方針については、教育
長から申し上げます。

（6）みんなで創るまちづくりの推進について
　自治会活動を支援するとともに、自治会と行政等が
連携したまちづくりを推進していくとともに、地域コ
ミュニティの維持と活性化を図るため老朽化した地
域集会施設の建て替え等の整備も図ってまいります。
　また、町民の声を町政に反映するために、新たな
形で「郷土愛ふれあいトーク」、「出前ふれあいトー
ク」を実施して意見交換などを積極的・効果的に行っ
てまいります。

（7）行財政改革の推進について
　本町では「豊浦町自立計画書（平成18年度～ 27年
度）」に基づき、行財政改革に取り組んでおります。
　この計画は町財政の根幹をなす地方交付税の減額
に対応した行財政改革プランでありましたが、現状
は実態にかけ離れた計画となっていることから、本
年度から見直し準備を進め、実行性のある計画の策
定に取り組んでまいります。
　また、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
革を行いましたので、引き続き、国の動向を注視し
つつ、町民の皆様のニーズを的確に捉え、中長期的
な展望に立った行財政運営を行ってまいります。

　以上、平成26年度の町政執行に臨む私の所信を申
し上げました。大変な時代でありますが、お互いに
協力し、知恵を出し合い、勇気をもって挑戦するこ
とで乗り越えられることも多いはずです。
　今後も町民の皆さんと協力し合い、「町民みんな
で歩むまち」の実現に努めていきたいと考えており
ます。
　町議会議員の皆様、町民の皆様の一層のご理解、
ご協力を心からお願い申し上げます。

（平成26年4月30日　平成26年度町政執行方針より）▲畑起こし（山梨地区）

Ⅴ．むすびに
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Ⅰ　はじめに
　平成26年豊浦町議会定例会4月会議の開催に当た
り、豊浦町教育委員会の所管行政の執行に関する主
要な方針について申し上げ、町議会並びに町民の皆
様方のご理解とご支援を賜りたいと存じます。
　現在、我が国にお
いては、少子化や高
齢化による社会活力
の低下、国際競争の
激化や産業の空洞化
などによる経済環境
の厳しさ、さらには、都市化・過疎化の進行や価値観・
ライフスタイルの多様化などを背景とした社会のつ
ながりの希薄化など、6つの危機に直面していると
言われております。
　そして、これらの危機を乗り越える鍵は、住民総
意による知識や知恵、そして学習意欲の質と量であ
り、それぞれ個人が自己の能力と可能性を最大限に
高め、様々な人々と協働しつつ、自己実現と社会貢
献を図ることが求められております。そのためには、
地域住民がそれぞれのニーズに応じた多様な学習を
あらゆる機会と場所において積極的かつ自発的に行
い、その学習成果を社会に生かしていくことができ
る生涯学習社会の構築が必要であります。
　また、もう一つの鍵は、日本人の持つ勤勉性や協
調性、そして先の大震災時において国際的にも評価

された「人の絆」であり、これからの日本や超高齢社
会を迎える本町において必要なことは、地域住民が
主体的に社会参画し、地域全体で支え合う「互助・
共助」の精神を発揮することと考えます。
　そのためには、人間関係づくりを円滑に、そして
良好にするための「社会全体の絆づくり」が必要であ
り、学校教育においては、他者への思いやりや公共
の精神を育む「豊かな心の育成」に重点をおいて取り
組むとともに、社会教育においては、生涯学習で得
た知識や経験を生かし、積極的に地域活動に参加す
ることによる多様なコミュニティづくりに取り組ん
でまいります。
　また、本年度の教育行政推進に当たりましては、
昨年制定されました町の「教育振興基本計画」およ
び「社会教育中期計画」の 2年目であり、基本的には
それらの計画に沿いまして事業を取り組んでまいり
ます。
　以下、26年度の重点施策について申し上げます。

（1）学校教育の充実について
　社会の変化が激し
い中で、今日の子ど
もたちが自立して生
きていくためには、
子どもたちが基礎
的・基本的な知識や

▲とようら大学修了式

▲礼文華小学校運動会（一輪車発表）

平成26年度

教育行政執行方針

豊浦町教育委員会教育長　佐々木　浩治

健やかで心豊かな子どもたちの
育成と社会全体の絆づくりの推進

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．重点施策の展開
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技能、そして活用する力を身につけることが重要で
あります。
　確かな学力の育成については、本年度、道教委が

「全国学力・学習状況調査」において、北海道の子ど
もたちの学力を全国平均まで引き上げるとし、様々
な取り組みを行ってまいりました。
　本町においても、各学校において「チャレンジテ
スト」や「授業改善」、さらには「校内研修の充実」や

「家庭と連携した家庭学習の習慣化」などに取り組
み、その結果、平成25年度の調査においては、小学
校では全国平均に肩を並べる項目や中学校では全国
平均を上回る項目が出るなど、その成果が現れてき
ております。
　これらの学力向上の取組については今後も続くもので
あり、豊浦小・豊浦中学校に学習支援員を配置し、チー
ムティーチングや少人数指導など、きめ細かな指導の充
実に努め、一人一人の学力向上につなげてまいります。
　教職員の資質向上については、子どもたちの成長や人
格形成に大きな影響を及ぼすとともに、学習意欲の向上
に欠かせないものであることから、道教委などが行う各
種研修会への参加促進を図るとともに、町教育研究会と
連携し、優れた指導力を持つ教員を当町に招き交流を図
るなど、研修機会や内容の充実に努めてまいります。
　 幼・ 小・ 中 の 一　
貫教育については、
昨年度の研究大会を
終えて道教委の指定
は外れましたが、全
道的・管内的にも高
い評価を受けてお
り、また、小 1 プロ
ブレムや中 1 ギャップなどの新たな課題に対して、校種
間を円滑に接続するためにも必要な取組ですので、町教
育研究会さらには認定子ども園との連携を図り、研究内
容の見直し等を含め継続して取り組んでまいります。
　特別支援教育においては、引き続き介護員を豊浦小学
校に配置するとともに、個々の教育的ニーズに対応する
ため、関係機関等との連携を図り、発達段階を踏まえた
個別の教育指導計画や支援計画に基づく学習支援に努め
てまいります。

（2）豊かな心と健やかな体の育成
　子どもたちを取り巻く教育環境には厳しいものがあ
り、その中で「他人を思いやる心や生命を尊重する心」、

「自然や美しいものに感動する心」などの豊かな心を育
むことは大切なことだと考えています。これらの豊かな
心を育むためには、道徳の時間を中心に教育活動全体を
通して育成する取組が必要であり、各学校の道徳教育推
進教師を明確に位置づけ、道徳の全体計画の策定や副教
材「私たちの道徳」などの活用を図り、より心に響く道
徳教育を推進してまいります。
　いじめ問題の対応については、国における「いじめ防
止対策推進法」、道における「北海道いじめの防止等に
関する条例」を受け、本町においても、各学校でいじめ
の未然防止、早期発見及び早期解消のための対策に関し、
基本理念や関係者の責務などを盛り込んだ「いじめ防止
基本方針」を作成いたします。
　また、教育委員会といたしましても仮称ではあります
が、年度内に「豊浦町子どものいじめ防止基本方針」を
整備してまいります。
　健やかな体づくり
においては、体力の
向上と望ましい食生
活、さらには、健全
な生活習慣を送るこ
とが大切であり、「早
寝・早起き・朝ごは
ん」運動を学校や家
庭と連携し、推進してまいります。
　また、本町においても子どもたちの体力については、
二極化が進んでいる傾向があり、学校と連携し、数値目
標を設定した継続的な体力づくりの取組に努めるととも
に、子どもたちの状況を保護者へ知らせ家庭と連携した
体力づくりに取り組んでまいります。

（3）社会教育の推進について
　生涯学習社会を構築するに当たっての社会教育の役割
は大きなものがあり、人生 80 年・90 年時代と言われる
今日において、人生をより心豊かで充実したものにする
ためには、生涯にわたり自ら学習し、社会の変化に対応
できる知識を身につけ自分自身を高めることが大切であ
ると考えます。そのため、自発的な意志で学習する「生
涯学習」の推進や子どもたちから高齢者までの幅広い世
代のニーズに対応した学習機会の提供や充実に努めてま
いります。
　家庭教育においては、家庭の教育力を高める学習機会
の拡充を目指し、子育て支援施設との連携を図り、若い
母親を対象とした「子育て講座」の開設などに取り組み
ます。

▲わんぱく水泳教室（豊浦小学校プール）

▲幼小中一貫教育研究大会（豊浦小学校）
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　また、地域の自然を生かした親子でのふれあいを深め
る「わくわく体験隊」を実施するとともに、子育ての知
恵を高齢者から学ぶ異世代との交流事業などに取り組ん
でまいります。
　青少年教育においては、青少年の健全育成を目指し、
地域の教育資源を活用した「公民館講座」の開設や自然を
生かした体験活動の機会の拡充に努めるとともに、関係
機関・団体との連携を図り、少年団活動や青少年の活動
支援に努めてまいります。
　高齢者教育においては、生きがい感を高める学習機
会の拡充を目指し、「とようら大学」などにおいて、老後
の暮らし・防犯問題など高齢者の生活課題や健康づく
り・食生活などに関する学習機会の提供に努めてまい
ります。

　また、経験や学習
成果を生かした社会
参加活動を推進する
ため、高齢者のボラ
ンティア活動やその
活動に取り組むサー
クル等の育成支援に
努めてまいります。
　文化・スポーツ活
動においては、各種
団体の構成員の減少
や高齢化などの厳し
い状況はあります

が、若い世代からの芸術文化や自然環境教育活動に取り
組む姿やスポーツ少年団・部活動における活躍から全道・
全国大会への出場が見込まれておりますので、これらの
支援に努めてまいります。
　礼文華地区におきまして北海道大学の協力により遺跡
の発掘調査を行いますが、本町における貴重な学術資源
でもありますので、これらの文化財の保全と保護、さら
には活用に取り組んでまいります。
　図書活動においては、読書活動が豊かな心を育てるた
めには欠かせない活動であることを踏まえ、「ブックス
タート事業」を通しまして親子による読み聞かせを奨励
し、「読み聞かせボランティアの育成」など家庭や地域
における読書活動の推進に努めてまいります。
　また、各施設や学校との連携を図り、移動図書の充実
に努めるとともに、子どもたちの読書習慣を図るため「家
読」の積極的な推進に取り組んでまいります。

（4）施設・設備等の充実について
　本年度、取り組みます施設・設備等の充実について申
し上げます。
　豊浦小学校が、昭和 48 年の建築以来 40 年が経過し老
朽化していますことから、平成 27 年度に公共建築物の
長寿命化対策として国の補助を受け大規模改修工事を行
う予定となっております。本年度は、そのための実施設
計業務の委託を行ってまいります。
　二つ目は、給食費の値上げについてであります。
　給食費につきましては、ご承知のように食材費として
の徴収金額となっており、4 月 1 日の消費税値上がり後、
大変苦労しながら献立を作成し、給食を提供している状
況にあります。
　この給食費の値上げにつきましては、25 年度内に学
校給食運営委員会にお諮りし、4 月・5 月分の食材費の
値上がりの推移を見て給食費の値上げを行うことが了承
されておりますので、状況確認後値上げを行っていきた
いと考えております。

　現在、国においては、21 世紀の日本にふさわしい教
育体制を目指す目的でつくられました「教育再生実行会
議」から、首長の権限や新教育長の役割など教育委員会
制度の根幹に関わる見直しなどが提言され、新たな教育
委員会制度が立ち上がろうとしております。教育委員会
といたしましては、これらの動向をしっかりと見極めな
がら、首長部局と連携し適切に対応してまいります。
　また、この「教育再生実行会議」のスローガンには、「人
づくりは国づくり」と掲げられております。この人づく
りとは、まさに教育に込められた熱い思いであり、教育
に課せられた使命でもあります。このことを肝に銘じ、
ふるさと豊浦町に住む人々が心豊かに落ち着きを持って
過ごせますよう、教育委員会職員一丸となり本町の教育
の推進に取り組んでまいりますので、町議会議員の皆様
並びに町民の皆様のご理解とご支援を賜りますよう、心
からお願い申し上げます。

（平成26年4月30日　平成26年度教育行政執行方針より）

▲小幌洞穴遺跡発掘風景

▲豊浦中学校吹奏楽部成人式での演奏（とわにー）

Ⅲ．むすびに
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今年のまちづくり今年のまちづくり今年のまちづくり

　平成26年度の一般会計予算総額は、45億1,079万
円で、前年度より 5,721万円、1.3％の減額となりま
した。
　一般会計と特別会計を合せた予算総額は 76億
6,323万円で、前年度より 9,827万円、1.3％の増額と
なっています。

区　　　　分 平成 26 年度 平成 25 年度 比較増減額 対前年度比率

簡 易 水 道 1 億 8,601 万円 1 億 9,318 万円 ▲ 717 万円 ▲ 3.7％

公 共 下 水 道 3 億 4,397 万円 2 億 8,784 万円 5,613 万円 19.5％

国 民 健 康 保 険 7 億 9,546 万円 8 億 4,775 万円 ▲ 5,229 万円 ▲ 6.2％

後 期 高 齢 者 保 健 1 億 3,914 万円 1 億 4,153 万円 ▲ 239 万円 ▲ 1.7％

＊特別会計とは、特定の歳入をもって特定の
　歳出にあて、特別な事業を行う会計です。

平成25年度末見込額　93万120円
（基金総額　42億1,159万円）

平成26年度末見込額　85万8,500円
（基金総額　38億8,729万円）

【前年度比較】

　一人当たり　　 7万1,620円減
　基 金 総 額　3億2,430万円減

一般会計予算額 45億1,079万円一般会計予算額 45億1,079万円
町民税 2万8,139円
固定資産税 3万5,404円
軽自動車税 1,543円
たばこ税 7,658円
入湯税 131円
合　計	 ７万2,875円
■町民一人当たりの金額は、平成22年
　国勢調査人口（ 4,528人）をもとに算
　出しています。
■合計は四捨五入の関係で一致しない場
　合があります。

45億1,079万円
歳 入

45億1,079万円

町税
3 億 3,260 万円

地方交付税
23 億円

国・道支出金
6 億 3,481 万円

町債（地方債）
5 億 965 万円

繰入金
3 億 3,158 万円

その他
4 億 215 万円

町税
3 億 3,260 万円

地方交付税
23 億円

国・道支出金
6 億 3,481 万円

町債（地方債）
5 億 965 万円

繰入金
3 億 3,158 万円

その他
4 億 215 万円

町民一人当たりの　預金（基金）

特別会計の予算状況

町民一人当たりの　町税負担額
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今年のまちづくり今年のまちづくり今年のまちづくり

　「豊浦町をもっと元気に、もっと豊かに、安全に」
を基調とし「自立する元気な豊浦町」の実現に向けた
予算編成を目指しました。
＊一般会計とは、町の基本的な歳入と歳出を総合的
　に管理する会計です。
※今回掲載している予算は当初（ 骨格）予算と４月
　補正（政策）予算を合算したものです

区　　　　分 平成 26 年度 平成 25 年度 比較増減額 対前年度比率

介 護 保 険 5 億 6,734 万円 5 億 1,885 万円 4,849 万円 9.3％

総合保健福祉施設 2 億 5,988 万円 2 億 5,809 万円 179 万円 0.7％

国民健康保険病院 8 億 6,064 万円 7 億 4,971 万円 1 億 1,093 万円 14.8％

一 般 会 計（ 再 掲 ） 45 億 1,079 万円 45 億 6,800 万円 ▲ 5,721 万円 ▲ 1.3％

合　　　　計 76 億 6,323 万円 75 億 6,496 万円 9,827 万円 1.3％

平成25年度末見込額　136万7,173円
（借金総額　61億9,056万円）

平成26年度末見込額　135万6,294円
（借金総額　61億4,130万円）

【前年度比較】

一人当たり　　 1万879円減
借 金 総 額　　 4,926万円減

一般会計予算額 45億1,079万円一般会計予算額 45億1,079万円
総務費 11万7,940円
民生費 19万4,838円
衛生費 17万5,512円
農林水産業費 6万9,434円
土木費 8万3,773円
教育費 4万6,530円
公債費 12万4,798円
給与費 11万6,531円
その他 6万6,840円
合　計	 99万6,196円

給与費
5 億 2,765 万円

総務費
5 億 3,404 万円

民生費
8 億 8,223 万円

衛生費
7 億 9,472 万円

土木費
3 億 7,933 万円

農林水産業費
3 億 1,440 万円

公債費
5 億 6,508 万円

その他
3 億 265 万円

45億1,079万円
歳 出

45億1,079万円

給与費
5 億 2,765 万円

総務費
5 億 3,404 万円

民生費
8 億 8,223 万円

衛生費
7 億 9,472 万円

土木費
3 億 7,933 万円

農林水産業費
3 億 1,440 万円

教育費
2 億 1,069 万円

教育費
2 億 1,069 万円

公債費
5 億 6,508 万円

その他
3 億 265 万円

町民一人当たりの　目的別経費

町民一人当たりの　借金（地方債）
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款 26 年度 25 年度
比　　　率 増減の要因となる主な事業

増減額 伸率（％） 事　　　業　　　名 事業費

議 会 費 40,905 43,248 ▲ 2,343 ▲ 5.4

総 務 費 534,035 220,146 313,889 142.6 ☆地域コミュニティー FM 放送局整備事業 2,969

☆防災行政無線（同報系）整備事業 313,750

民 生 費 882,226 1,173,496 ▲ 291,270 ▲ 24.8 ☆大和多目的集会所整備事業 33,613

☆東雲多目的集会所整備事業 31,876

☆通学費補助事業 5,223

衛 生 費 794,717 652,686 142,031 21.8 ☆廃屋等解体撤去費補助金交付事業 2,000

農林水産業費 314,395 401,537 ▲ 87,142 ▲ 21.7 ☆山梨地区営農用水新設事業 4,570

☆礼文漁港上架（船台）施設改修事業 40,139

○新規就農者支援助成事業 8,105

○豊浦・礼文漁港整備事業 23,899

商 工 費 92,891 118,940 ▲ 26,049 ▲ 21.9 ○とようら住宅リフォーム券事業 6,000

土 木 費 379,326 436,886 ▲ 57,560 ▲ 13.2 ☆はまなす団地線改良舗装事業 26,573

☆町営バス更新事業 21,559

○公営住宅高齢化改善（朝日台 ･ はまなす） 91,952

消 防 費 163,667 176,310 ▲ 12,643 ▲ 7.2

教 育 費 210,688 199,589 11,099 5.6 ☆豊浦小学校大規模改修事業（実施設計） 9,730

災害復旧費 8 8 0 0.0

公 債 費 565,084 574,616 ▲ 9,532 ▲ 1.7

給 与 費 527,651 567,638 ▲ 39,987 ▲ 7.0 △特別職分削減、退職手当組合負担金減

予 備 費 5,200 2,900 2,300 79.3

合 計 4,510,793 4,568,000 ▲ 57,207 ▲ 1.3

今年のまちづくり今年のまちづくり今年のまちづくり
前年度歳出との比較と要因 （凡例：☆新規、○拡充、△縮小）	 【単位：千円】



広報とようら　−平成 26 年 5 月号− 15

　町民の皆さんの一層のご理解をいただくため、町
職員の給与等のあらましをお知らせします。
　町職員の給与は、民間給与の実態調査結果などに
基づく人事院の勧告に準じ、豊浦町議会の審議を経
て、条例で定められています。
　町職員の給与水準は、国家公務員を 100とした場
合、地方公務員の給与水準を示すラスパイレス指数
は、平成25年4月1日現在次のとおりです。
　・国の給与減額支給措置後との比較　103.0
　・国の給与減額支給措置前との比較　 95.2
　なお、平成25年1月の国の要請を踏まえ、平成
25年7月より町職員の独自削減（△4%）を実施して
おり､ 平成25年7月1日現在のラスパイレス指数は
99.4% となっています｡

②町職員の給与状況（平成26年度一般会計予算）
　職員数　62人（平均年齢41.6歳）
　給与費　3億4,665万円
　　・給　　料		 	 2億2,815万円
　　・職員手当（扶養手当等）	 3,892万円
　　・期末・勤勉手当	 	 7,958万円
　職員１人当たりの年間給与費	 	 559万円
　※町長等特別職及び職員に係る共済費、負担金等は
　　含みません。

③職員の初任給（平成26年4月1日現在）
職　種 高校卒 短大卒 大学卒
行政職 140,100円 152,800円 172,200円

※初任給は、国の基準と同じ

④期末手当･勤勉手当（平成26年4月1日現在）
支給月 期末手当 勤勉手当 合　計
　6月 1.225月分 0.675月分 1.90月分
12月 1.375月分 0.675月分 2.05月分
計 　2.60月分 　1.35月分 3.95月分

通学費補助事業

 子育て支援対策として､ 本町に住所を有する高
校生が通学する際に利用する公共交通機関の定
期運賃等の一部を補助します｡
　◎補助対象経費の2分の 1

（予算額	522万円）
防災行政無線（同報系）整備事業
地域コミュニティーFM放送局整備事業

 東日本大震災を教訓に､ 今後起こり得る災害時
の緊急時の素早い情報伝達体制の確立のため､
デジタル無線およびコミュニティーFM整備を
行います｡
　◎防災行政無線	親局､ 拡声子局等の整備
　◎コミュニティーFM	1市3町共同事業整備

（予算額	3億1,672万円）

はまなす団地線改良舗装事業

 海抜の低い大岸地区において､ 災害発生時に一
時避難所となる ｢ 特別養護老人ホーム幸豊園｣ を
連絡する当該路線について､ 地域住民の安全･
安心な生活確保を図ることを目的に整備します｡
　◎全体延長	420m	W=6.0m（片歩道2.5m）
　　平成26年度〜 28年度	3ヵ年事業

（予算額	2,657万円）

廃屋等解体撤去費補助金交付事業

 美しい景観の形成と生活環境の整備を図るため
に､ 一般住宅の所有者が自ら行う､ 老朽化した
廃屋等の解体撤去経費の一部を助成します｡
　◎10千円/坪	1件50万限度

（予算額	200万円）

礼文漁港上架（船台）施設改修事業（支援）

 礼文漁港における漁船上架施設の改修･増強を
行い､ 大型化した漁船や効率的な上架作業が可
能となり､ 作業効率化と環境改善による漁業振
興を図ることを目的に支援します｡

（予算額	4,014万円）

今年のまちづくり今年のまちづくり今年のまちづくり

①人件費の状況（平成24年度一般会計決算）
	 歳出決算額	 49億1,012万円
	 人件費	 	 	 5億7,262万円（11.6％）
※人件費には、町長等特別職給与及び議員、委員等
　報酬、共済費、負担金等を含んでいます。

今年の重点事業

町職員給与の状況を公表します
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が変わります

平成26年度から

が変わります

　国民健康保険は、病気やケガをしたとき安心して医
療が受けられるよう、皆さんで支え合う制度です。
　しかし、医療費が年々増加傾向にある中、国保の健
全な運営を図っていくために、次のとおり改正いたし
ます。
　今回の改正は、法律の改正を踏まえ、保険税負担軽
減と課税限度額を変更します。
　今後とも、収納率の向上や医療費の適正化など、国
保財政の健全化に努めてまいりますので、ご理解をお
願いいたします。

　より所得の高い世帯に新たな負担を求めることに
より、負担感が重いと言われている、中間所得者層
との所得階層の負担ができるだけ公平になるように
課税限度額を変更します。

　ようやく春らしい暖かい日々が続いてきており、桜も開花
してきている今日この頃、町民の方々にはますますご健勝の
こととお喜び申し上げます。
　お隣の韓国では、旅客船「セウォル号」が沈没し 300人を超
える犠牲者・行方不明者という痛ましい事故が発生しました。
心よりご冥福をお祈りするとともにお見舞いを申し上げ、ま
た一刻も早い捜索・救助を願うものであります。
　さて、豊浦町では 3月には各学校などの卒業式があり、感
激した場面がありました。特に中学校の卒業式では、修学旅
行をはじめとする中学校生活での思い出や、先生たちや同級
生との別れに感極まり涙する生徒たちが少なくなく、私も当
時の自分自身のことが思い出されました。4月に入ると認定
こども園の入園式をはじめ各学校などの入学式が始まり、中
でも新設された認定こども園青空や新一年生の可愛い初々し
い姿に思わず微笑んでおりました。　
　4月30日（水）からは、平成26年豊浦町4月会議および政策
的予算の審議が始まり、その中で町政執行方針や教育行政執
行方針を述べ、議案審議や予算審査が行われ、5月2日（金）
の会議で原案どおり可決成立することができました。このこ
とは、町民の皆様や議会議員の皆様のご理解とご協力の賜物
と深く感謝を申し上げる次第でございます。
　新規事業の主な事業としては、町民の方々とのお約束であ
りました高等学校への通学費等補助を盛り込み、原則といた
しまして 1/2を補助することといたし、自治会長会議でも協
議されておりました廃屋等につきましては、危険度が増し地

域住民の生活環境にも支障をきたしていることから、解体を
促し解消するため、その解体撤去費を補助することといたし
ました。
　また、老朽化が著しい大和母と子の家、東雲子ども会館に
つきましては、本年度それぞれ多目的集会所として建設し、
地域のコミュニティーと活性化を図ってまいります。さらに、
山梨地区の営農用水新設事業や礼文華の漁港上架船台施設改
修事業により、一次産業の振興を図ってまいります。
　町民の生命と財産を保護することは、地方自治体として最
も重要な使命であることから、大岸地域のはまなす団地線の
改良舗装工事を実施し、防災にも対応した安全・安心な生活
環境を整えてまいります。
　高齢者対策として行っております福祉灯油の給付事業につ
きましては灯油が高止まりしていることから、100リットル
から 150リットルに拡充し生活するうえでの負担軽減を図っ
てまいります。
　今後とも｢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取り組んでまいりますので、よろしく
お願い申し上げます。
　結びに、町長との｢郷土愛ふれあいトーク｣、｢出前ふれあ
いトーク｣をぜひともご活用くださいますようお願い申し上
げますとともに、町民の皆様方のご健勝ご多幸を心よりご祈
念申し上げます。

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。

問□　町民課 町民係　☎83−1406

１ ２課税限度額の引き上げを行います 2割・5割軽減の拡大を行います

現行
77万円

改正後
81万円

4万円増4万円増

●例えば、3人世帯の場合…

改
正
後

所得額が

の判定所得となります

106.5万円までが 5割軽減
168万円までが 2割軽減

現

　行

所得額が

の判定所得となります

82万円までが 5割軽減
138万円までが 2割軽減
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５月の広報テーマ
『林野火災の防止』

　春は空気が乾燥しているため、タバコ等の小さな火種
でも枯草等に着火し、火災が発生しやすい季節であり、
風も比較的強いことから、火入れ等の炎が風にあおられ
飛び火し、火勢が強まって、延焼拡大する危険が高まり
ます。
　林野火災の原因の第 1 位は『ゴミ焼き』によるもので
す。西胆振管内では、すでにゴミ焼きが原因による野火
火災が発生しております。
　豊浦町では、火入れをす
る際は役場の許可が必要で
す。消火用の水バケツ等を
用意し、その場を離れずに
行い、火災の発生を防ぎま
しょう。

　4 月 1 日付で、豊浦支署へ配属された職員をお知らせ
します。

　4 月 1 日付で、豊浦支署より異動した職員をお知らせ
します。
	 ・佐藤	徹也　伊達消防署署長 兼 次長
  　　（旧 豊浦支署 支署長）
	 ・庄子	哲也　洞爺湖支署 救急係主任
  　　（旧 豊浦支署 庶務係主任）
	 ・阿部	智也　伊達消防署 庶務係
  　　（旧 豊浦支署 救急係）

消防だより
林野火災を無くしましょう 伊達消防署豊浦支署

新職員および異動職員のお知らせ

豊浦町火災・救急発生件数
3月

●火災件数  0件（累計 0件）
●救急件数30件（累計75件）

　4 月 20 日（日）から 4 月 30日（水）まで､ 春の火災予防
運動を実施しました。消防職・団員による車両広報活動
や防災無線による広報を行い、4 月 15 日（火）には豊浦
町防火協会が主体となり、豊浦町の無火災を願って豊浦
町内に「火の用心」の防火旗
を設置して防火啓発活動を
実施しました。
　日頃から火の取扱いには
十分注意をし、豊浦町から
火災を発生させないよう、
火の用心を心掛けましょう。

春の火災予防運動
豊浦町の火災ゼロへ

副支署長

中野　良
（旧 伊達消防署警防課長補佐）

救急係

若松　友太
（旧 伊達消防署警防課救急係）

庶務係

竹島　誠人（新規採用者）

北海道ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰ専門学校
救急救命士学科卒

消防司令 消防司令 消防司令補 消防士長 消 防 士

警防係

庶務係

救急係

予防係

支 署 長
大西　　靖

副支署長
中野　　良
副支署長
古賀　順一 警防係長

工藤　晃也
警防係主任
武川　智明

警防係員
花田　翔太

警防係員
森　　貴洸

庶務係長
小林　　修

庶務係主任
洞ヶ瀬俊喜

庶務係員
竹島　誠人

救急係長
松本　正義

救急係員
若松　友太

予防係長
明神　和明

予防係主任
荒　　竜一

予防係員
井嶋　　毅

西胆振消防組合伊達消防署豊浦支所機構図

4係　15名

階級 役職
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不妊治療をお考えの方へ不妊治療をお考えの方へ

 
 
 
 
 

　保健センターには係長1名、保健師4名、
管理栄養士1名の計6名の職員がいます。
　保健センターでは、妊婦さんへの母子健康
手帳交付から、赤ちゃん・成人・高齢者の健
康診査や家庭訪問など、幅広い年齢層を対象
に、病気の予防と健康の維持・増進のための
様々な保健事業を行っています。
　また、保健師は下記のように担当地区を
持って保健活動をしています。自分の地区の
担当保健師の顔を覚えていただき、健康に関
するご相談などがあれば、お気軽にお声かけ
ください。

○豊浦町では、子どもを安心して産み育てられる環境を支援するため、一般不妊治療 
 （人工授精）・特定不妊治療（体外授精および顕微授精）にかかる医療保険適用外診療 
 費を助成しています。
○助成を受けるためには申請が必要です。対象治療、指定医療機関等もありますので、 
 詳細はやまびこ保健センター（☎83-2408）までお問い合わせください。ホームペー 
 ジにも掲載しています
 （トップページ＞暮らし＞保健・予防＞『不妊治療費を一部助成いたします』）。

No.50

保健師
斉藤　昌子

係　長
久保　隆史

管理栄養士
新山　玲子

保健師
西田　香織

保健師
西村　そのか

保健師
鹿内　文枝

担当保健師 担当地区（自治会名） 担当保健師 担当地区（自治会名）

斉藤保健師 1 区、2 区、大岸 西田保健師
3 区、4 区、5 区、6 区、浜町
船見、船見西、大和、新富

鹿内保健師
旭町、桜、新山梨、上泉
高岡 1・2 区、礼文華 西村保健師

7 区、8 区、東雲 1・2・3 区
船見東、美和、山梨

？ 保健センターって
どんな所？

保健センターのスタッフをご紹介します！保健センターのスタッフをご紹介します！

健康相談は随時受け付けておりますので、
お気軽にご相談ください！
健康相談は随時受け付けておりますので、
お気軽にご相談ください！
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　下記の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。

＜健康づくり教室＞

　【日程】5月13日（火）、27日（火）

　【時間】午前9時15分～ 11時45分

　【場所】天然豊浦温泉　しおさい

＜乳児健診・ＢＣＧ予防接種＞

　【日程】5月21日（水）

　【時間】午後1時30分～

　【場所】やまびこ　町民健診室

＜新富地区健康相談＞

　【日程】6月4日（水）

　【時間】午前11時から

　【場所】新富保健福祉館

　お子さんのすこやかな成長・発達を促す支援

の一環として、「 すこやか子ども相談」を行って

います。日頃、お子さんについて心配している

事など、どんな相談にも応じますので、お気軽

にご利用ください。

【日時】6月6日（金）　午後1時～ 5時

【場所】やまびこ　町民健診室

【対象】1歳から中学生までのお子さんと保護者

【申込期限】5月23日（金）まで

　料理を作ってみたいと思っている男性の

方、「男たちの料理教室」に参加しませんか？初

めての方でもボランティアさんのサポートで楽

しく料理に挑戦できます！もちろん、腕に自信

のある方も大歓迎です！

【日程】5月23日（金）

【時間】午前10時～午後1時

【場所】やまびこ　調理室

【対象】60歳以上の男性

【料金】一人300円

【持物】エプロン、バンダナ、手ふきタオル

【申込期限】5月19日（月）まで

在籍者 待機者
男 　9 1
女 35 2
計 44 3

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（４月末）

教室、健診、健康相談のお知らせすこやか子ども相談のお知らせ

男たちの料理教室、参加者募集

● ● ●

● ● ●

● ● ●
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新年度がはじまりました！
入園・入学・進級式

　今年も町内の保育所・認定子ども園・小学校・中
学校でそれぞれ入園・入学・進級式が行われました。
　新入生たちは、緊張や不安、そして期待に満ちた
面持ちで式に臨んでおりました。
　入園・入学・進級おめでとうございます。

Town	Topicsまちの話題

▲豊浦中学校 30 名（4 月 7 日）生徒数 101 名

▲礼文華小学校 1 名入学（4 月 7 日）児童数 5 名 

▲大岸保育所 2 名入所（4 月 2 日）入所者数 17 名

▲認定子ども園青空86名入園（4月1日）園児数89名

▲大岸小学校 2 名入学（4 月 7 日）児童数 9 名

▲豊浦小学校 20 名入学（4 月 7 日）児童数 132 名
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町長と「まちづくり」を語ろう

お気軽に相談を 6月8日（日）開催決定！

金子忠氏「旭日単光章」受章

郷土愛ふれあいトーク

特設人権・困りごと相談 第43回いちご豚肉まつり

高齢者叙勲受章

　町民の皆さんと町長が町長室で気軽に話し合う「郷土愛ふ
れあいトーク」が 4月18日（金）に開催されました。第1回目
には 1組1人の参加があり、町長との懇談をされました。
　郷土愛ふれあいトークは毎月第3金曜日午後6時から 8時
までを予定しております。（今月は 5月16日です。）
　また、地域や職場などに町長が出向く出前ふれあいトーク
も随時受け付けておりますので、お申込みください。皆さん
も町長とお気軽に話しませんか。

　豊浦町には人権相談や人権の考えを広める活動を
する人権擁護委員が法務大臣から 2名委嘱されてお
ります。
　人権擁護委員は「あなたの街の相談パートナー」で
す。お気軽にご相談ください。

　豊浦の旬の味や特産品を提供する初夏のイベント
「いちご豚肉まつり」が今年は 6月8日（日）豊浦海浜
公園を会場に開催されることが決定しました。
　皆さんも地元の新鮮ないちごと豚肉を味わいなが
ら楽しいひとときを過ごしませんか。

※詳しい内容は後日配布されるチラシおよび豊浦町ホーム
ページでお知らせします。

　金子忠さん（旭町）が、高齢者叙勲で『旭日単光章』を受
章されました。
　金子さんは 4期16年間町議を務め、長年にわたり町
政の発展に貢献されました。
　4月11日（金）に町長室において胆振総合振興局の山本
地域政策部長から勲記と勲章を伝達されました。
　このたびの受章を心よりお祝い申し上げます。

Town	Topicsまちの話題

●特設人権・困りごと相談所の開設
日　時／ 6月 1日（日）

午前 9時 30 分～午後 0時 30 分
会　場／中央公民館
相談員／豊浦町人権擁護委員

荒井 常昭さん（船見町）
☎ 83-2249

日野 節子さん（海岸町）
☎ 83-2004

5 月 2 日 ( 金 ) 金子 忠さんが、急性腎不全により 88 歳で急逝され
ました。謹んで故人のご冥福をお祈り申し上げます。



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
を掲載しています。
　広告料収入は、広報とようらの製作費に当てるなど、
町の貴重な財源として活用されています。
　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
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　豊浦町と防災協定を結んでいる第
71 戦車連隊が所属する第 7 師団の
行事です。

日時／ 5 月 25 日（日）
午前 8 時から午後 3 時
場所／東千歳駐屯地
※当日は JR 千歳駅より無料シャト

ルバスを運行いたします。
内容／日本最大の戦車等パレード、
訓練展示、装備品展示、戦車試乗等。

問□第 7 師団司令部
　　 総務課広報渉外班
　 ☎ （0123）23-5131 内 2136

今月の税金等の納期限
・軽自動車税	 全　期
・固定資産税	 第1期
・公営住宅使用料	 5 月分
・保育料	 5 月分

6月2日（月）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】
　5月 15 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

陸上自衛隊第 7師団記念行事

　商品の取引や証明に使用する計量
器は、すべて定期検査を受けなけれ
ばなりません。
　下記の日程で計量器の検査を行い
ますので、必ず受けましょう。
　なお、新たに使用を開始、または
中止された方は、ご連絡ください。

検査日程／
■ 5 月 21 日（水）
　・礼文華生活館
　　午後 1 時 30 分～午後 2 時 15 分
　・大岸いきいきセンター
　　午後 3 時 15 分～午後 4 時
■ 5 月 22 日（木）
　・豊浦町社会館
　　午前 9 時 30 分～ 11 時 30 分

問□ 水産商工振興課 林政商工係
　　☎ 83-1408

　道の駅とようらではテイクアウト
コーナーの愛称を募集しておりま
す。豊浦町に関連するぴったりの愛
称に採用された方には特産品をプレ
ゼント！
　ふるってご応募ください。

応募対象者／豊浦町民に限らせてい
ただきます。

募集期間／ 5 月 30 日（金）まで

応募方法／道の駅とようらまたは
役場総務課窓口に置いてある応募
用紙により、応募箱に応募するか
NPO 法人豊浦観光ネットワークま
で FAX で応募してください。

問□ NPO 法人豊浦観光ネットワーク
　 事務局（道の駅とようら内）
　 ☎ 83-2222、FAX 82-3088

特定計量器（小型はかり）の
定期検査を受けましょう！

道の駅とようら
　テイクアウトコーナー
	 	 　愛称募集！

広報広告、バナー広告を
掲載しませんか



広報とようら　−平成 26 年 5 月号− 23

　自動車税は、毎年 4 月 1 日現在の
所有（使用）者の方に納めていただく
道税です。忘れずに納期内に納めま
しょう。納税通知書は、5 月 7 日（水）
に全道一斉に発送しています。納税
通知書がお手元に届かない方は、札
幌道税事務所自動車税部へご連絡く
ださい。
　なお、自動車税・自動車取得税申
告や身体障がい者などの課税免除申
請の手続き、納税相談などは、今ま
でと変わらず最寄りの総合振興局な
どで受け付けします。

問	□札幌道税事務所 自動車税部
　 ☎（011）746-1190

　悪徳商法の被害に遭わないための
キ ー ワ ー ド ～『悪質業者は、う・そ・
つ・き！』です～

○『【う】まい話は信用しない！』
の≪う≫

　うますぎる話、絶対もうかる話な
どといったものには、大きな落とし
穴がつきものです！
○『【そ】うだんする！』

の≪そ≫
　ひとりで悩んだり、判断したりせ
ず、家族・知人・相談機関に相談を！
○『【つ】られて返事をしない！す
ぐに契約しない！』

の≪つ≫
　悪質業者は言葉巧みに「すぐに契
約をするように」迫ってきます！
○『【き】っぱり！はっきり！断る！』

の≪き≫
　あいまいな返事はせず、キッパ
リ！ハッキリ！断る！

問	□伊達警察署
　　☎ 22-0110 

　無線 LAN 機器や特定小電力トラ
ンシーバーなどを購入するときは必
ず技適マークをご確認ください。技
適マークの付いていない外国規格な
どの製品をそのまま国内で使用する
ことは法律で禁止されています。
　総務省北海道総合通信局では、電
波監視を実施し、適正な電波環境の
維持に努めております。
　電波に関する困りごとやご相談は
下記へお問い合わせください。

電話受付時間／
午前 8 時 30 分～正午
午後 1 時～ 5 時
 （土・日・祝日を除く）

問	□北海道総合通信局
　　☎ （011）737-0099

現在の技適マーク（H7.4 〜）

6 月 2日（月）は、
　　自動車税の納期限です

伊達警察署からのお知らせ
無線機器の使用には

技適マークの確認を

　家族のアルコールに関する問題に
ついて一人で悩んでいませんか。
　この集いで同じ悩みを抱えている
家族が話し合い、気持ちを分かち合
い、それぞれの体験から自分なりの
解決方法を見つけてみませんか。

日時／毎月第 2 月曜日
午後 2 時～ 4 時

（月によって例外あり）
場所／室蘭保健所 2 階会議室
参加方法／事前に電話で申込みして　
ください。

問	□室蘭保健所健康推進課
　 健康支援係
　 ☎（0143）24-9846

5月28日（水）です

5月21日（水）〜25日（土）
狂犬病の予防注射

今月の無料相談会

大型ごみの収集日

• 札幌弁護士会
　いぶり無料法律相談会
　日時／ 5 月 15 日、6 月 5 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。

　問　□ 総務課 庶務係
　　　☎ 83-1402

情報ひろば

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。

　詳細は配布したチラシをご覧
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。

問　□ 町民課 町民係
　　☎ 83-1406

アルコール問題を抱える家族の集い



12 月
13 火・健康づくり教室 （9:15 ～ 11:45 しおさい）
14 水

15 木
・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 （17:30 ～ 20:00 役場）

16 金
・いきいきサロン （10:00 ～ 15:00 社会館） 
・郷土愛ふれあいトーク （18:00 ～ 20:00 町長室）

17 土
18 日
19 月
20 火

21 水
・乳児健診・BCG 予防接種 （13:30 ～ やまびこ）
・狂犬病予防注射 （～ 24 日まで 町内各会場）

22 木・いきいきサロン （10:00 ～ 15:00 礼文華生活館）
23 金・男たちの料理教室 （10:00 ～ やまびこ）
24 土
25 日
26 月
27 火・健康づくり教室 （9:15 ～ 11:45 しおさい）

28 水
・大型ごみ収集日
　（5/21 申込期限､ 申込先 : 町民課 町民係 ☎︎ 83-1406）

29 木
30 金・いきいきサロン （10:00 ～ 15:00 大岸いきいきセンター）

31 土
・コープ札幌未来の森豊浦植樹祭
　（10:00 ～ 12:00 桜地区町有林）

6/1 日
2 月
3 火・フッ素塗布 （13:45 ～ 15:30 やまびこ）
4 水・新富地区健康相談 （11:00 ～ 新富保健福祉館）
5 木・いぶり無料法律相談会 （10:30 ～ 12:00 中央公民館）
6 金・すこやか子ども相談 （13:00 ～ 17:00 やまびこ）
7 土

8 日
・第 43 回豊浦町いちご豚肉まつり
　（10:00 ～ 14:00 豊浦海浜公園）

9 月
10 火・健康づくり教室 （9:15 ～ 11:45 しおさい）

カレンダー５月 5月12日～6月10日（5/7現在）

May人 の 動 き 平成26年 4月		 1 日〜
平成 26年 4月 30日受付分（敬称略）

▲　金
きりがね

　桂
けい

くん
平成 26年 4月 2日生

（父 ･正平、母 ･千早 東雲町）

▲竹
たけ

田
だ

　彩
さ ら

良ちゃん
平成 26年 4月 3日生

（父 ･光良、母 ･怜子 船見町）

●ご冥福をお祈りいたします

澤　山　八　重　97 歳、幸豊園、平成 26 年 3 月 30 日死亡
阿　部　　　環　57 歳、海岸町、平成 26 年 4 月　2 日死亡
河　野　秋　夫　80 歳、礼文華、平成 26 年 4 月　4 日死亡
幣　　　米　藏　84 歳、礼文華、平成 26 年 4 月 10 日死亡
小　亀　一　夫　81 歳、大　岸、平成 26 年 4 月 18 日死亡
清　水　藤　榮　97 歳、　桜　、平成 26 年 4 月 22 日死亡
佐　藤　　　正　88 歳、旭　町、平成 26 年 4 月 29 日死亡

●世帯と人口  平成 26 年 4 月 30 日現在
（前月対比）

　世　帯　　2,323 戸　（14 戸）
　人　口　　4,350 人　（　3 人）
　　男　　　2,051 人　（- 2 人）
　　女　　　2,299 人　（　5 人）　
	 　（外国人含む）

●誕生おめでとうございます

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

　5月5日は子どもの日。
　大岸保育所では、4月30日（水）に年
長児さんと年中児さんがこいのぼりと
かぶと作りをしました。
　一生懸命に作ったそれぞれの作品を
持って外で記念撮影。
　笑顔がとても素敵な一枚となりました。
　これからもみんなでたくさん遊ん
で、健やかに成長されることを願って
います。

編 後集 記
　人事異動により、今月から広報
を担当することになりました。
　これから広報の取材や写真撮影
のため、いろいろとご協力や情報
提供をお願いすることがあると思
いますが、前任者同様に頑張って
まいりますので、よろしくお願い
いたします。（か）

今月の表紙 大岸保育所　子どもの日行事


