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2 広報とようら　−平成 27 年特集号−

　平成27年豊浦町議会定例会3月会議の開会にあたりま
して、町政執行に臨む基本方針と主要な施策を申し上げ、
議員各位なら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、昨年2月24日の初登庁以来、早1年余が経過しま
したが、この間、町民の方々や議員の皆様方から励ましや
激励の言葉をいただき、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。
　町民の皆様と約束いたしました政策課題の解決にあた
りましては、一つ一つ優先順位をつけながら執行してお
り、町長等の報酬の削減効果をはじめとした財源の確保
により、高校生の通学費等の二分の一の補助や福祉灯油
の 50リットル増を実施し、他の課題の解決につきまして
も今後とも実現に向けて取り組んでまいります。
　さて、昨年来、人口減少問題が大きく取りざたされてお
り、これに対応すべき「まち・ひと・しごと創生法案」が昨
年11月21日に参議院で可決成立されました。
　これは、少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少
に歯止めをかけるとともに東京圏をはじめとする大都市
への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住み
よい環境を確保して、将来に向かって活力ある日本社会
を維持していくために、施策を総合的かつ計画的に実施
することを目的とするものであります。
　国では、平成27年度中に「地方版総合戦略」を策定するよ
う努力義務を課しており、本町といたしましても地方自治
体として生き残りをかけて、本町の「総合戦略策定会議」を
構築し、目標や施策に関する基本的計画を策定し、実践し
ていかなければなりません。
　再生可能エネルギーの有効活用としては、公共施設や災
害時の避難所等への熱電供給の可能性を見出すとともに、
それらエネルギーをどのように駆使して活力ある産業に
結び付け、雇用増を図り、人口減少問題にどのように対
応していくのかが鍵になるものと考えております。
　このため、今まで以上に町民の皆様や議会との共通認識
を持つとともに、密接な連携をもって取り組み、将来的に
も「子どもたちや若者が夢や希望を持ち続け、町民の皆様が
元気で明るく安心して暮らせるまちづくり」を目指してまい
りたいと考えております。

　本町は、第5次豊浦町総合計画および計画最終年度を
迎える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りました。
　しかしながら、今日の地方自治体を取り巻く環境は、
人口減少や高齢社会が一段と進行するなど、今まさに変
革期を迎えており、自治体の変化により様々な課題を解
決するための新たな行動を起こさなければならない重要
な時期と捉えております。
　すべての自治体の予算を見積る、国の「地方財政計画」で
は、「まち・ひと・しごと創生事業費」が新設されることに
伴い、地方交付税の算定方法の見直しと新たに「人口減少等
特別対策事業費」を創設、人口を基本とした上で少子化対策
などの必要度や成果に応じて算定することとし、また、「地
域の元気創造事業費」を増額しておりますが、各自治体の行
政改革努力や地域経済活性化の成果が反映されて配分され
ることなどが明記されております。
　このことから、自主・自立の道を選択した責任と将来
を見据えた財政基盤の強化や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。
　そのために以下の 7点を重点目標の基本として、町政
を執行してまいります。

Ⅰ．はじめに Ⅱ．町政に臨む重点目標

◆　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

▲市街地全景

平成27年度 町政執行方針

豊浦町長　村井　洋一

町民が元気で、明るく、安心して暮らせる
まちづくりを目指して
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　水産業の振興について
　本町の漁業振興につきましては、ホタテ貝養殖漁業が
中心となっておりますが、成育を阻害する付着物や大量
へい死などにより漁獲量が減少傾向であり、ホタテの不
漁に備えた新たな魚種への対応が急務となっています。
　その対策といたしましては、漁業資源確保のためのサ
ケのふ化放流、マツカワ種苗放流に加え、磯根資源のウニ、
アワビの種苗放流を継続実施するとともにエサとなる海
藻が豊富で成長が早く良質であることから、アワビを中
心とした豊浦産水産物のブランド化・販路拡大推進事業
を実施して、商品価値を高め漁業者等の所得安定と向上
を目指してまいります。
　また、ホタテ養殖場下の海底には、多くのナマコが生
息していることが漁業関係者の間でも言われていること
から、その実態と漁獲方法を調査するため、海底未利用
資源有効活用調査事業を地域総合交流協定を締結してい
る東海大学と連携し実施してまいります。
　漁業施設整備につきましては、礼文漁港で老朽化が著
しいホタテ養殖共同作業所を現在と同じ場所に建設する
にあたり、本年度はその解体事業を実施し、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。
　また、ホタテ養殖用機材としての耳吊り自動穴あけ機
の導入につきましては、経年劣化・老朽化による作業効
率および生産性の低下により漁業経営に多大な影響を及
ぼしている現状から所要台数26台のうち、平成26年度の
補正対応分の 6台と併せて、本年度、20台の整備を図っ
てまいります。
　漁業系廃棄物保管施設は、施設の老朽化に伴い、屋根
改修工事を実施してまいります。
　漁港整備につきましては、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。
　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。

（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
　日本の農業の現状につきましては、食料自給率の低下
や農業従事者の高齢化、農産物の価格の高騰等といった
食料の安定供給への不安や後継者不足の深刻化等の問題
点が挙げられており、一方で、社会や経済のあらゆる分
野で国際化が進み、農業分野においてもＦＴＡ（自由貿易
協定）、ＥＰＡ（ 経済連携協定）、ＴＰＰ（ 環太平洋パート
ナーシップ協定）の交渉により、貿易の自由化に向けた動
きが加速しています｡
　これらの交渉により貿易の自由化が進んだ場合、国内
農業は大きな打撃を受けることが危惧されています。
　こうした農業をめぐる情勢を的確に受け止め、本町の
農業振興を進めていく必要があります。
　本町の農業につきましては、町内農業者の高齢化に伴
う離農による遊休農地化が懸念される中、担い手への農
地集積を進め、地域ブランドである「豊浦いちご」を中心と
した地域振興作物の作付けを推進し、国の支援策の確実
な導入を進めるともに独自振興策を図りながら、作物生
産の維持・拡大を推進し、農業者の経営所得の安定を図っ
てまいります。
　その他、主な事業といたしまして、地域ブランド体制
強化事業、多面的機能支払交付金事業、中山間地域直接
支払交付金事業のほか、基盤整備、利子助成などを継続
的に実施してまいります。
　また、薬草の生産拡大、試験栽培等を実施している、
生薬の里づくり推進事業が 3か年計画の最終年であるこ
とから、その検証を含め、平成28年度からの製品出荷に
つながっていくよう、引き続き支援してまいります。
　平成26年度補正予算分地方創生先行型により、農用地
有効利用と農業担い手の確保・育成と新たな農産物のブ
ランド化推進事業を平成27年度への繰越分として実施す
ることから、引き続き新規参入者、後継者の就農を確保
するため、支援要件の見直しを含め、相談体制の充実と
研修・就農等に対し支援してまいります。
　畜産振興につきましては、輸入濃厚飼料等の価格高騰
により経営環境が大変厳しい状況にあることから、牛舎
環境改善整備事業を実施し、営農基盤の充実を図るとと
もに、草地整備事業計画に基づく、畜産担い手育成総合
整備事業および自力草地更新改良事業を実施してまいり
ます。
　さらに、生乳生産の拡大、品質向上等を図るため、新
山梨・上泉地区で営農用水施設の整備を実施してまいり
ます。
　家畜伝染病対策につきましては、北海道をはじめ、とう
や湖農業協同組合、家畜自衛防疫組合など関係機関と連携
を図りながら、高病原性鳥インフルエンザ、豚流行性下痢

（ＰＥＤ）などの伝染病に対して、迅速な防疫体制の確立に
万全を期してまいります。

Ⅲ．主要な施策の推進について

▲薬草の里づくり（収穫風景）
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　森林整備の振興について
　林業につきましては、これまで温暖化防止、水資源の
涵養、大気の浄化など公益的機能の発揮に配慮した伐採
を促すとともに、伐採後の確実な植林等に支援すること
により、森林資源の循環利用を推進し、森林の有する多
面的機能の発揮と山村地域の振興を図ってまいりました。
しかしながら、国産材の多くが輸入材による影響で長期
的な価格低迷を招き、間伐、造林事業等の推進に多大な
影響を及ぼしておりました。
　このような中、本町では、人工林の第一の目的である
資源循環型の植えて、育てて、利用し、また植えること
を基本目標に、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、公費造林推進事業などを
活用し、森林資源の平準化による永続的な利用と環境に
配慮した森林整備を今後も引き続き行ってまいります。
　また、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、より一層連携を図
りながらその振興に努めてまいります。
　鳥獣被害対策につきましては、北海道など関係機関と
連携を図りながら豊浦町鳥獣被害防止対策協議会が行う
活動へ支援し、実施隊を組織して農作物被害の減少に取
り組むとともに、伊達猟友会豊浦部会への活動に対し引
き続き支援してまいります。

　商工業の振興について
　商工業の振興につきましては、豊浦町商工会が取り組
む経営改善普及事業や地域振興事業をはじめとする各種
活動事業に引き続き必要な支援をして、地域振興の活性
化を図ってまいります。
　平成20年度から実施しており、消費効果の高いプレミ
アム商品券（得・得商品券）につきましては、平成26年度
補正予算分地域消費喚起・生活支援型により、プレミア
ム分を拡充して実施することとし、さらなる地元消費の
喚起に努めてまいります。
　平成23年度から実施している住宅リフォーム商品券事
業につきましては、対象工事費を昨年度から 10万円以上
の少額工事に拡大して実施しており、その効果が地域経
済の活性化につながっていることから、引き続き実施し
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きま
しては、平成25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取り組むとともに、
旭町工区につきましても地域住民と一体なった地域要望
を各関係機関に強く要請してまいります。

　雇用対策について
　雇用対策につきましては、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なか、民間
企業への支援、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引き続き連携を

図ってまいります。
　また、高齢者事業団との連携により、きめ細やかな仕
事の配分を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きましては、引き続き、本町の豊か
な自然と天然温泉や洞爺湖有珠山ジオパークと関連した、観
光と物産のＰＲ活動を札幌市および首都圏で開催の「 胆振物
産展」ならびに「北海道フェアーｉｎ代々木～ザ・北海食堂」
へ参加して、本町を道外に広くＰＲするとともに町の特産品
である「ホタテ貝の販売」を行い、積極的な情報発信に努めて
まいります。
　また、豊浦観光ネットワーク、自然体験学校等、関係
団体との連携強化が一段と重要となってきますので、町
の組織および人材育成の強化にも努めてまいります。
　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」の改修等計画につ
きましては、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、検討委員会の答申や指定管理
者であります商工会の要望や話し合いを議会の皆さんと協
議を重ねてきたところであります。
　町広報26年9月号においてもお伝えしておりますが、
リニューアル事業を必要最小限の維持補修に切り替え、
併せて新たな温泉井戸の掘削を実施することといたしま
した。
　なお、工事の実施にあたりましては、長期間の休館が
必要となることから町民の皆様のご理解とご協力をお願
いいたします。

（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
　平成27年度を初年度とする、豊浦町高齢者保健福祉計
画・第6期介護保険事業計画に基づき、介護保険事業の
安定的運営と高齢者が家庭・地域の中で生きがいをもっ
て安心して在宅生活が続けられるよう、豊浦町社会福祉
協議会との連携のもと、健康づくりと介護予防、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。

▲地域支え合い体制づくり事業（徘徊模擬訓練の様子）
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　障がい者福祉につきましては、第2次障がい者基本計画
および平成27年度から 3か年間の第4期障がい福祉計画に
より、「障がいのある人が、豊浦町民の一人として生活でき
るまちの実現」に向けて取り組んでまいります。
　本町に在住する障がい者・障がい児、また、その家族
が地域で安心して日常生活や社会生活を送ることができ
るよう、障がい福祉サービスおよび相談支援、地域生活
支援事業の体制整備を進め、障がい者の自立と社会参加
を支援してまいります。
　認知症対策につきましては、認知症の正しい理解を持ち、
認知症の人やその家族を見守る「認知症サポーター」の養成
を通じ、小・中学校での授業や研修会、企業や職域での講
座の開催など、幅広く地域住民への認知症の理解および知
識の普及啓発に努めてまいります。
　また、引き続き、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事
業を事業主体であります、豊浦町社会福祉協議会を中心
とした活動等に対し支援してまいります。
　臨時福祉給付金につきましては、昨年同様、国の要綱
などに基づき、適正な支給事務に努めてまいります。

　子育て支援について
　地域における子育て支援につきましては、これまで「豊
浦町次世代育成支援地域行動計画」を策定し、子育て支援
体制の整備を図ってまいりました。
　また、昨年4月には、幼児教育の総合施設として、私立
の「認定こども園」が開園し、幼保一体的なサービスの提供
がスタートいたしたところであります。
　今年度からは、国の子ども・子育て支援法に基づき、新
制度の円滑な移行を目指して、平成27年4月から向こう 5
年間における、給付等のサービスに係る「子ども・子育て支
援事業計画」を推進してまいります。
　また、引き続き「子ども・子育て支援会議」において、そ
の事業計画の効果と検証を進め、子どもが健やかに成長
できる環境づくりに努めてまいります。
　就学前児童のための教育、保育の提供につきましては、
公立大岸保育所および私立の認定こども園青空において、
保護者のニーズに応じた通常保育や延長保育、障がい児
保育の推進を図ってまいります。
　また、待機児童解消対策では、まずは本町から大岸保
育所までの通園バスの運行を新たに取り組むとともに、
保育を支える保育士の確保と保育体制の強化も図ってま
いります。
　公約の一つでもあり、昨年度から実施している「高校生
通学費等補助事業」を引き続き実施し、保護者の経済的負
担の軽減を図ってまいります。
　乳幼児等医療制度につきましては、対象者を今年度か
ら従来の中学卒業を高校卒業まで拡大して、入院・通院
費とも子ども医療の無料受診を実施してまいります。
　子育て世帯臨時特例給付金につきましては、昨年同様、

国の要綱などに基づき、適正な支給事務に努めてまいり
ます。
　母子保健事業につきましては、安心して子どもを生み
育て、健やかな成長のため、引き続き乳幼児健診や相談、
家庭訪問、健康教育などを実施してまいります。
　また、妊婦健診費用の助成、不妊治療費助成など対象
者の経済的負担の軽減を図ってまいります。

　健康づくりについて
　健康づくりにつきましては、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、健康づくり教室、
健康相談、家庭訪問などを継続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。
　また、新たに将来の胃がん予防に対する取り組みとし
て、中学３年生を対象にしたピロリ菌の抗体検査を無償
で実施し、がん因子であるピロリ菌の早期発見・除菌に
つなげ、発症リスクを軽減するため、費用助成事業を実
施してまいります。
　さらに、各種予防接種等により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維持し、町が実施す
る各種健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
業を継続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きましては、町内唯一の医療機関
であり、へき地医療の中核を担っている、豊浦町国民健
康保険病院において、地域に密着した医療サービスを安
定的・継続的に提供できる医療体制の充実を図り、第一
次医療機関として、病状に応じた他の医療機関との連携
強化に努めてまいります。
　病院の管理運営につきましては、改築以降16年が経過
し、老朽化に伴う改修等が必要となってきていることか
ら、施設本体や空調設備等計画的に整備してまいります。
　併せて、医療機器類も必要に応じて更新してまいりま
す。また、医師や医療スタッフの人材確保では、給与面
を含めた処遇改善策を講じるとともに、関係機関との連
携のもとサービスの充実や医師等の負担の軽減を図って
まいります。

▲認定こども園青空運動会
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　国民健康保険・後期高齢者医療について
　国民健康保険事業につきましては、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は、医療費の抑制や国民健康
保険税の収納・徴収体制の強化に加えて、決算補てんを
解消すべく、段階的な税率改定が必要となっております
が、現在、国保事業に係る財政運営の主体を北海道へ持
たせる検討がなされておりますことから、その推移を見
極めて検討してまいります。
　なお、本年度の改正につきましては、平成27年度税制
改正大綱に基づく、法令に準拠した課税限度額を 4月か
ら 4万円引上げて、85万円に改正いたしたいと考えてお
ります。
　後期高齢者医療制度につきましては、第2次広域計画（平
成25年～平成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
　介護保険事業につきましては、介護保険制度（ 第6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
を図ってまいります。
　なお、介護保険料につきましては、平成27年度以降の
介護報酬改定を踏まえた介護保険給付費と地域支援事業
費を適正に推計し、低所得者層をはじめ、全階層者の負
担軽減も考慮しつつ、保険料の基準額を設定してまいり
ます。
　今後も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
　防災につきましては、防災訓練を効果的に実施するとと
もに、平成26年度に整備いたしました、デジタル防災行政
無線（同報系）による情報伝達訓練を重点的に実施してまい
ります。
　また、避難用の食糧や防災資機材等の備品等を計画的
に備蓄してまいります。
　有珠山を取り巻く 1市3町で進めておりました、コミュ
ニティＦＭラジオが本年4月に開局を予定していること
から、災害時の住民への重要な情報伝達手段として、また、
平常には地域に密着した、きめ細やかな情報をわかりや
すくお届けしてまいります。
　また、自治会防災組織の育成支援では、地域防災体制
の強化と防災意識の向上を図るために、避難時に手助け
が必要な方の名簿を作成し、共助の仕組みを構築するた

めの活動や防災活動を行う上での必要な経費に対し、予
算措置をいたしました。
　交通安全および防犯につきましては、引き続き関係機
関・防犯協会等の団体と連携し、交通死亡事故ゼロ旗の
波運動や交通安全旗の更新、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。
　公共事業からの暴力団の排除をはじめ、町民の安全で
平穏な生活の確保を目指し、啓発活動に努めてまいります。
　消防体制の整備につきましては、消防救急デジタル無
線および高機能消防センターの一括整備により、平成28
年4月の運用開始を図ってまいります。
　また、平成26年中に火災は 1件も発生せず、記念すべ
き年となりましたが、この要因は、町民の皆様が火災予
防や防火意識を強く持ったことが大きく、引き続き火災・
防災活動のための組織力の強化や消防団員の活動および
団員の確保に対して支援してまいります。

　環境衛生について
　快適な生活環境対策につきましては、ごみの減量化、
使用済小型家電製品をはじめとしたリサイクルの推進な
ど、町民一人ひとりの環境保全と美化意識の向上を図っ
てまいります。
　また、引き続き町内パトロールの強化や西いぶり定住
自立圏事業において、ごみの不法投棄防止を推進してま
いります。
　さらに、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。
　昨年から実施しております、放置されたままになって
いる廃屋等の解体撤去経費の助成につきましては、一定
の成果があることから継続実施することといたしました。
　なお、今後は、空き家・空き地等に関する情報の提供
や活用のための対策に努めてまいります。

▲1市 3町コミュニティ FMラジオ番組収録の様子
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　消費者保護について
　消費者行政につきましては、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者モニター活動を推
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、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
　町道整備につきましては、平成24年度から実施してお
ります豊浦本町線の豊浦橋歩道橋は、諸般の事業から 1
年遅れの平成28年度完成の予定でありますので、ご理解
を賜りたいと存じます。
　新規事業では、船見町山本線歩道設置、中央公民館裏
線改良舗装を実施してまいります。
　維持補修では、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、生
活道路の安全確保に努めてまいります。
　除雪体制では、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。
　国道整備につきましては、国道37号の洞爺湖町管内
のチャスずい道およびクリアずい道の改良工事が急務と
なっておりますことから、近隣の関係市町と連携し、強
く国に要望してまいります。
　道道整備につきましては、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）を引き続き、要望してまい
ります。
　公営住宅整備につきましては、地域住宅計画および公
営住宅等長寿命化計画に基づき、高齢化改善工事および
長寿命化改善工事を実施して、住環境の整備に努めてま
いります。
　課題でありました大岸地区での建替工事につきまして
は、地域との協議の結果、町の計画および入居者の状況
等を踏まえて、実施を見送ることといたしましたので、
ご理解を賜りたいと存じます。
　老朽化した公営住宅の改修や用途廃止では、豊浦町住
生活基本計画および公営住宅等長寿命化計画に基づき、
継続実施してまいります。
　なお、独居高齢者対策として、管理人付き高齢者住宅
の整備に向けて検討を進めてまいります。

　公共交通対策について
　町営バス等の公共交通につきましては、地域公共交通
総合連携計画に基づき、地域の安心で安全な暮らしを守
り、定住する上で、公共交通のサービス水準を維持する
ことを基本に、地域住民、事業者、行政機関で構成する
豊浦町地域公共交通活性化協議会において、連携・検討
してまいります。

　水道下水道の整備について
　簡易水道事業につきましては、安全で安定した水を供
給し、快適で衛生的な生活環境の改善向上を図るため、
本年度も引き続き、豊浦町水道施設更新整備計画基本方
針に基づき、中央監視装置およびポンプ場や配水管の電
気計装設備の更新を実施してまいります。
　生活排水対策につきましては、管路長寿命化計画を策
定するため管内のカメラ調査および簡易診断を実施して
まいります。
　また、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。
　下水道未普及地域においては、引き続き合併処理浄化
槽設置の整備普及に取り組んでまいります。
　経営面につきましては、平成26年4月から料金および
使用料に消費税を転嫁して、その算定方法を見直しまし
たが、本年度は、水道・下水道事業運営審議会において、
料金および使用料の見直しを検討するとともに、効率的
で効果的な事業運営を目指し、今後も経費の節減と収入
確保のため努めてまいります。

　低炭素化の推進について
　低炭素化につきましては、本町の木質・畜産・養殖残
さなどバイオマスをはじめとする未利用資源を活用し、
地域や産業への熱電供給システムを構築し、地域や産業
の低炭素化と効率化を実現するため環境省の補助金を活
用した、具体的な事業化に向けての必要な計画策定、需
給調査、事業性効果等を新たに実施してまいります。
　また、豊泉地区に民間による大規模太陽光発電所の建
設計画があることから、本町としても早期の実現を望ん
でいるところであります。
　省エネルギー対策では、これまで電力量および維持コ
ストを低減するため、町内の防犯灯を順次ＬＥＤに切り
替えてまいりましたが、この度、初期投資が不要となる
リース方式の導入により、防犯灯の全ＬＥＤ化を一括整
備してまいりたいと考えており、一般家庭の省エネルギー
導入への支援につきましても検討を進めてまいります。

▲新規導入した町営バス



8 広報とようら　−平成 27 年特集号−

（4）活力が湧き出るまちづくりの推進について
　民間企業等の仕事づくりを支援するため、優遇制度の
周知や調査・研究をはじめ、進出のためのサポートに努
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。
　定住促進対策につきましては、民間が実施するアパー
トの建設を促進するため、本年度から制度の見直しによ
る補助金の拡充を図るとともに、住宅建設等助成金制度
による持ち家奨励や町有住宅の有効利用などを行い、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
　本町は、「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したが、本
年度も引き続きその推進に取り組んでまいります。
　本年４月にスタートする、新教育委員会制度による、「総
合教育会議」の開催や教育に関する「大綱」の策定など、こ
れまで以上に教育委員会と連携を強化して、学校づくり
および地域づくりを進めてまいります。
　なお、旧とようら幼稚園の利活用につきましては、利
活用検討委員会の報告結果も踏まえて、図書室機能をも
たせながら、子どもから高齢者まで幅広く利用可能な多
機能共生型施設として、平成28年4月の開設を目指して
整備してまいります。
　教育の執行方針につきましては、教育長からその詳細
を申し上げますので、ご理解を賜りますようお願い申し
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まいります。
　また、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備品更新や補修等の整備に努
めてまいります。
　札幌、苫小牧、東京の各豊浦ふるさと会の皆様方には、
ふるさと納税等、豊浦町の応援団として、日々ご支援い
ただいておりますことに対しまして心から感謝申し上げ
ます。本年度、東京で開催予定の「東京豊浦会交流会」に、
町議会議員の皆様をはじめ、町民の皆様も参加いただき、
本町にご縁のある方々が一同に会し、今までに培った絆
を深めながらその交流の輪が広げられることを願って支
援してまいります。なお、町民の方は公募により選考し、
その費用の一部助成を行うための予算措置をいたしま
した。
　ふるさと納税につきましては、より具体的な事業を掲
げ、応援いただける方々を募るとともに、特産品ＰＲを
兼ねた特典により感謝の思いを伝えるなど、地方創生に

参加いただける取り組みとして努めてまいります。
　町民の声を町政に反映するために、昨年度から「郷土愛
ふれあいトーク」や「 出前ふれあいトーク」を実施してお
り、今後も町民の方々との意見交換などを積極的に行っ
てまいりたいと存じますので、ぜひご利用いただきたい
と存じます。

（7）行財政改革の推進について
　本町では、これまで「豊浦町自立計画書（平成18年度～
27年度）」に基づき、中長期的な財政状況を見通しながら、
時代の要請に即した行財政改革に取り組んでまいりま
した。
　この自立計画につきましては、今年度で終了いたしま
すが、日本経済を取り巻く環境は、「アベノミクス」によ
る経済の好循環の拡大はあるものの、本町にとりまして
は、依然と厳しい経済および財政状況に変わりはありま
せん。
　一方で、多様化する町民ニーズに的確に答え、持続可
能なまちづくりを進めていくためには、限られた財源や
資源を最大限に活用することが不可欠であり、徹底した
行財政改革を実施するとともに、公共施設等の老朽化が
急速に進展する中、公共施設等の総合的かつ計画的な管
理を推進するための計画の策定、町税等の徴収の強化、
町有財産の有効活用などを進めてまいります。
　社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）につきまし
ては、平成27年10月に個人番号が通知され、平成28年
1月には個人番号カードの申請交付が開始されますので、
円滑な導入に向けたシステムの改修等を着実に進めてま
いります。

　以上、平成27年度の町政執行に臨む私の所信を申し上
げました。
　生き残りをかけた大変な時代でありますが、今こそ、
弱みを強みにかえる、地方の知恵と力を発揮する大きな
チャンスであることを念頭に勇気をもって挑戦すること
で乗り越えたいと思います。
　今後も町民の皆さんと協力し合い、町民が主役の町民
の意見が町政に反映できる「生活が第一」を基本理念に掲
げ、そ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
力を賜りますよう心からお願い申し上げます。

Ⅳ．むすび
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　平成27年豊浦町議会定例会3月会議の開会にあたり、
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、町議会なら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。
　現在のわが国においては、高齢者人口が増大する一方
で生産年齢人口が減少するなど、少子高齢化が急速に進
むとともに、グローバル化の進展に伴う国際競争が激化
していると言われております。また、日常の生活におい
ても、都市化や過疎化、さらには価値観やライフスタイ
ルの多様化などにより、地域社会の人間関係の希薄化や
孤立化なども指摘されております。
　こうした中で、日本が将来にわたり、社会や個人の豊
かさを求めていくためには、国民一人一人の能力の向上
や底上げが必要であり、また、地域住民が学習を通して
住民意識を高め、必要な知識・技術等を身に付け、その
成果を社会参画や社会貢献につなげていく環境づくりが
求められているところであります。
　教育委員会といたしましては、これらの教育に寄せら
れる期待や責任の重さをしっかりと受け止め、学校教育
においては、知育・徳育・体育のバランスのとれた「生き
る力」を培う教育をより一層充実させていくとともに、社
会教育においては、町の豊かな自然や歴史・文化等の学
習環境の整備・充実に努めながら、町民の生きがいや心
の豊かさを学ぶ学習機会を充実させ、その成果を地域社
会で生かす生涯学習社会の構築に努めてまいります。
　以下、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
　今日の子どもたちに身に付かせるべき学力とは、子ど
もたちが生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基
礎的な知識および技能を習得させること、そして、これ
らを活用し課題を解決するために必要な思考力・判断力・
表現力などを育むこと、さらには主体的に学習に取り組
む態度を養うことであります。
　これらを踏まえ、本町においては、子どもたちが確か
な学力を身に付け、楽しく学び、心身共に豊かに成長で
きるよう学校・家庭・地域そして教育行政が、お互いに
連携し合い、それぞれの責任と役割を果たしながら、「 生
きる力」を育む教育活動の推進に努めてまいります。
　本町における確かな学力の推進につきましては、平成
26年度の全国学力・学習状況調査の結果に見られるよう
に、小学校では、ここ数年全道・全国平均並みとなるよ
う各学校の取組の成果は上がってきておりますが、中学
校では年度によってのバラつきが見られ、確実なものと
はなっていない状況にあります。また、本町の子どもた
ちの課題としては、1日の学習時間が全道や全国に比べ低
い比率となっており、家庭学習の習慣化を図る必要があ
ります。
　このためには、家庭と連携した生活改善を図るための
取組を行うとともに、学校においても基礎・基本の定着
を図る授業改善や放課後および長期休業中における補習
授業の実施などに積極的に取り組んでまいります。また、
現在、北海道教育委員会の指定を受け取り組んでおりま

Ⅰ．はじめに Ⅱ．重点施策の展開

▲豊浦中学校吹奏楽部3校合同コンサート ▲浜のお母さんの出前授業

平成27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

学習環境の整備に努め、学習を通して 
心豊かで潤いのある地域づくり
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す「ほっかいどう学力推進事業小中一貫教育実践事業」を
継続して取り組み、町内の教職員が一丸となり学力向上
に向けた取組を推進してまいります。
　さらには、一人一人の能力に応じたきめ細やかな指導
の充実を図るため、チーム・ティーチングや習熟度別少
人数授業に取り組み、学力向上につなげてまいります。
　子どもたちの学力向上に欠かせないものは、魅力ある
授業づくりを行う教職員の資質向上であります。
　そのためには、北海道教育委員会や本町教育研究会と
の連携を図り、各種研修事業への積極的な参加や各学校
で取り組んでおります校内研修をより一層充実させ、授
業力の向上を図ってまいります。
　特別支援教育につきましては、近年、保護者等による
特別支援教育への理解が深まったことなどから、本町に
おいては、全ての学校に特別支援学級が設置されており、
支援が必要な児童生徒に対しては、一人一人に応じたき
め細やかな支援を行うことが必要であり、特別支援教育
支援員や介護員を配置するとともに、特別支援教育に関
係する研修会を実施し、資質向上や特別支援教育へのさ
らなる理解を深めてまいります。また、特別に支援を必
要とする児童生徒の自立や社会参加に向けては、適切な
就学指導や相談活動、さらには個別の教育的支援が必要
であり、関係機関等との連携を深め、学習指導や教育支
援の充実に努めてまいります。

（2）豊かな心と健やかな体の育成
　子どもたちに豊かな心を身に付かせるためには、数多
くの感動体験が必要であり、郷土の自然や文化、産業な
どに触れる機会を充実させ、ふるさとの良さを発見し郷
土愛の醸成を図る、ふるさと学習や体験学習の支援に努
めてまいります。
　また、道徳教育につきましては、「私たちの道徳」など
の副読本を活用し、生命を大切にする心や思いやりの心、
さらには、公共心や規範意識を育てる教育活動の充実に
努め、未来を担う子どもたちの豊かな心の育成を図って
まいります。
　本町における子どもたちの体力につきましては、平成

26年度に実施された全国体力・運動能力、運動習慣等の
調査によりますと、小学校5年生において 8種目のテスト
のうち、男子で 5種目、女子で 2種目が全国平均を上回り、
中学2年生においては、男子で 5種目、女子では 4種目が
全国平均を上回るなど、本町の子どもたちの体力が高い
ことを示しております。
　これは、各学校で取り組んでいる日常的な体力づくり
や町内の小中学校が一体となって取り組んでいるマラソ
ンなどが寄与していると考えられ、これらの成果が継続
できるよう各学校で取り組んでおります体力づくりを支
援してまいります。
　いじめや不登校など、児童生徒の問題行動につきまし
ては、未然防止や早期発見、早期対応が重要であり、特
にいじめの問題については、「 いじめは人として絶対に許
さない」という確固たる認識と毅然とした態度で取り組む
必要があります。町内においては、国の「いじめ防止対策
推進法」を受け、各学校で「学校いじめ防止基本方針」を策
定し、いじめ根絶に向けた取組を実践しているところで
あります。

（3）社会教育の推進について
　少子高齢化や高度情報化の進展など、私たちを取り巻
く生活環境は、急激に変化しておりますが、そのような
中で、人生に生きがいを持ち心豊かに過ごす人や社会の
変化に対応した新しい知識や技能を望む人が増え、「 いつ
でも、どこでも、だれでも」が学ぶことのできる生涯学習
社会の構築が求められております。
　これらを踏まえ、社会教育につきましては、自発的な
意思で学習活動に取り組む生涯学習の推進や、子どもた
ちから高齢者まで幅広い世代のニーズに応じた生涯学習
の環境づくりに努めてまいります。
　青少年教育につきましては、従来実施している「わくわ
く体験隊」の内容の充実を図り、本町でも想定している津
波や地震に対しての防災教育を連動させ、避難生活体験
と地域の豊かな自然や文化に触れる野外活動を取り入れ
た親子での「 防災キャンプ」に取り組みます。また、関係
団体の協力を得て、「わんぱく水泳教室」や「親子スキーツ

▲小中学生マラソン記録会 ▲わんぱく水泳教室
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アー」を実施いたします。
　成人教育につきましては、本町の豊かな自然や文化等と
の触れ合いを通して自己の生き方を高める「公民館講座」を
はじめ、スポーツ推進員等の協力を得て、地域スポーツや
生涯スポーツの振興を図るため、「移動ゲームスポーツ教室」
や「学校開放事業」、さらには各種スポーツ大会の開催に取り
組んでまいります。
　高齢者教育につきましては、「とようら大学」を引き続き
開設し、高齢期における学習意欲を喚起させるとともに、
学習ニーズに応じた講座を展開し、「仲間づくり・生きがい
づくり・健康づくり」につながる内容の充実に努めてまいり
ます。
　文化活動につきましては、子どもたちに豊かな感性や個
性を育むことを目指しまして、普段、本物の文化に触れる
ことが少ない子どもたちや町民を対象に「芸術鑑賞会」を開
催してまいります。また、生涯学習や各種サークルで身に
付けた技能を「公民館まつり」や文化団体協議会の協力を得
て開催する「総合文化祭」において発表できますよう支援し
てまいります。
　礼文華地区において行われている「礼文華遺跡」の発掘
調査につきましては、本年度から本格的な調査に入りま
すので、発掘調査にあたる北海道大学に対し、関係団体
と連携し積極的に支援してまいります。なお、現在、旧
礼文華中学校には町内各所より発掘された土器等が保
管・保存されており、海洋・民俗資料を含めた郷土資料は、
生涯学習、郷土学習の観点からも有効活用を図ってまい
ります。また、本町は「洞爺湖有珠山ジオパーク」のジオ
サイトとして、国の名勝指定を受けた「カムイチャシ」や
礼文華海岸文学碑公園・小幌洞窟エリアなどが紹介され、
各地から多くの観光客が訪れるなど、今後、観光資源と
しての活用につきましても、町の観光担当と連携し、整
備を進めてまいります。
　スポーツ活動につきましては、スポーツ人口の減少な
どにより、団体活動の縮小化が見られるところでありま
すが、関係団体の協力により実施しております各種事業
では、地域や職場単位での参加が見られるなど、今後へ
の活動の期待が高まるものもあります。

　生涯スポーツ社会の実現は、仲間づくりや地域づくり
に欠かせないものであり、今後も関係団体と連携しスポー
ツ活動の推進に努めてまいります。また、スポーツ少年
団や部活動においては、全道大会や全国大会に出場する
など、目覚ましい活躍が見られております。
　これらの活動は、子どもたち自らの活動の励みになる
だけではなく、自信を持って行動できる原動力になるも
のであり、今後も支援に努めてまいります。
　図書活動につきましては、読書が豊かな心づくりの基
礎となることから、家庭や学校との連携を深め、読書活
動の推進や豊かな創造性を育む読書指導に取り組んでま
いります。
　特に、子どもたちへの読書活動の推進につきましては、
平成26年度よりスタートしております「第２次豊浦町子ど
も読書活動推進計画」に基づき、読書週間の定着や読書環
境の整備をしてまいります。
　また、図書室が中央公民館から旧とようら幼稚園に移
設することに伴い、図書室機能をベースに施設設備の充実
が図られますので、利用する方々にとり利用しやすい施
設の在り方や運用面について、検討を進めてまいります。

（4）施設・設備等の充実について
　施設・設備等の整備につきましては、豊浦小学校大規
模改修工事をはじめ、豊浦小学校プール濾過機更新事業、
豊浦小学校プール加圧給水・給湯ポンプユニット改修工
事や大岸小学校整備工事および町民グラウンド夜間照明
等設置工事ならびに給食センター改修事業等の実施を予
定しており、今後も、安全・安心な教育環境の充実に努
めてまいります。

　町教育行政の推進にあたりましては、本年4月1日より、
「 地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改
正する法律」が施行されることから、教育委員会といたし
ましては、これまで以上に町長部局との連携を図りなが
ら、子どもたちから高齢者までの幅広い学習ニーズに応
える学習環境の整備に努め、学習を通して心豊かで潤い
のある地域づくりに取り組んでまいります。
　結びとなりますが、町議会議員の皆様ならびに町民の
皆様のご理解とご支援をお願い申し上げ、教育行政執行
方針といたします。

▲豊浦町総合文化祭（コールウェンズによる合唱）

Ⅲ．むすびに



　平成27年度の一般会計予算総額は、52億8,300万円で、前年度より 7億7,221万円、17.1% の増額となりました。
　一般会計と特別会計を合わせた予算総額は、84億3,538万円で、前年度より 7億7,215万円、10.1% の増額となっ
ています。
※前年度の比較予算は、政策的補正予算後の予算額としています。（前年度当初予算とは異なります）
　「子どもたちや若者が夢や希望を持ち続け、町民の皆様が元気で明るく安心して暮らせるまちづくり」に向けた
予算編成を目指しました。

一般会計 ※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。

総務費
3億 1,013 万円

歳入総額　52億 8,300万円 歳出総額　52億 8,300万円

民生費
8億 2,285 万円

衛生費
7億 2,870 万円

農林水産業費
3億 1,465 万円

商工費
6億 7,014 万円

土木費
4億 6,779 万円

教育費
5億 1,739 万円

公債費
5億 8,361 万円

給与費
5億 5,188 万円

その他
3億 1,406 万円

町　税
3億 3,972 万円

地方交付税
22億 8,000 万円

国・道支出金
6億 5,248 万円

町債（地方債）
11億 9,232 万円

繰入金
3億 9,251 万円

その他
4億 2,597 万円

選挙や施設管理、防災、
広報発行等の経費

住民税、固定資産税、
軽自動車税、たばこ税等の税金

使用料や手数料、財産収入、
寄付金等

町の借金で償還が 2 年以上
にわたるもの

全国の自治体が同水準の行
政を進められるよう財政運
営の均衡を取るために国か
ら交付されるお金

国や道が認めた特定の事務
事業の実施に当たって国や
道から交付されるお金

積立金（基金）の取り崩し金

障がい者福祉や児童手当、
医療費助成、保育所等の経費

環境衛生や火葬場、
ごみ処理、し尿処理等の経費

農業委員会や農業振興、
林業振興、水産振興等の経費

商工振興や観光、まちなみ
整備、施設の管理委託等の
経費

道路や河川、住宅等の管理
および整備等の経費

教育委員会や小・中学校、
公民館、体育施設等の経費

借りたお金の元金、利子等
を支払うための経費

町職員の給料等の経費

消防費、災害復旧費、予備費

一般会計予算は

52億8,300万円
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　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26年4月1日現在次のとおりです。

ラスパイレス指数：94.4
①町職員の給与状況（平成27年度一般会計予算）
　職員数：71人（平均年齢40.8歳）
　給与費：3億7,373万円
　職員１人当たりの年間給与費：526万円
※町長等特別職および職員に係る共済費、負担金等
　は含みません。

②職員の初任給（平成27年4月1日現在）
職　種 高校卒 短大卒 大学卒

行政職 142,100 円 154,800 円 174,200 円

※初任給は、国の基準と同じ

③期末手当・勤勉手当（平成27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 0.750 月分 1.975 月分

12 月 1.375 月分 0.750 月分 2.125 月分

計 2.600 月分 1.500 月分 4.100 月分

町職員給与の状況を公表します

特別会計 ※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。

0【単位：億円】 2 4 6 8 10

H27　2億 8,080 万円

H26　1億 8,601 万円

H27　3億　463万円

H26　3億 4,397 万円

H27　8億 8,341 万円

H26　7億 9,546 万円

H27　1億 3,284 万円

H26　1億 3,914 万円

H27　5億 4,404 万円

H26　5億 6,734 万円

H27　2億 8,648 万円

H26　2億 5,988 万円

H27　7億 2,018 万円

H26　8億 6,064 万円
国民健康保険病院

総合保健福祉施設

介護保険

後期高齢者保健

国民健康保険

公共下水道

簡易水道

国民健康保険病院

総合保健福祉施設

介護保険

後期高齢者保健

国民健康保険

公共下水道

簡易水道 H27　2億 8,080 万円

H26　1億 8,601 万円

H27　3億　463万円

H26　3億 4,397 万円

H27　8億 8,341 万円

H26　7億 9,546 万円

H27　1億 3,284 万円

H26　1億 3,914 万円

H27　5億 4,404 万円

H26　5億 6,734 万円

H27　2億 8,648 万円

H26　2億 5,988 万円

H27　7億 2,018 万円

H26　8億 6,064 万円
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　平成12年オープン以来15年が経過し、各設備が老
朽化してきており、改修が必要となっている。
　また、利用客等から「源泉かけ流し」や宿泊部屋等の
要望があることから、憩いの施設としての充実を図る。

予算額	 機械設備改修工事	 2億2,977万円
	 	 	 	 電気設備改修工事	 4,658万円
	 	 	 	 建築改修工事	 1億1,990万円

　現在、温泉施設の主となる源泉については掘削から
20年以上が経過しており、新たな源泉の確保が急務で
あることから、町民の健康・福祉の増進としての確保
を図る。

予算額	 1億6,119万円

重点事業 ※当初予算に計上した重点事業について、ご紹介します。

商 工 費

しおさい施設改修事業 豊浦温泉４号井掘削事業

商 工 費

予算額	 4,400万円

　移住・定住人口の確保と増加を図ることを目的に奨
励している本事業の「民間賃貸共同住宅等建設支援奨励
事業」の支援金額を増額し、高額家賃世帯の負担軽減と
民間資金活用による町の活性化を図る。

定住促進事業
　自治会において管理運営している防犯灯について
は、計画的にＬＥＤ化を図ってきているが、電気料の
大幅値上げや蛾の大量発生対策を早急に解消するた
め、全基をＬＥＤ化し、防犯対策や経済的な効果の充
実を図る。

予算額	 1,038万円

総 務 費

防犯灯ＬＥＤ化事業

総 務 費



広報とようら　−平成 27 年特集号− 15

　乳幼児医療給付制度について、対象者を従来の中学
校卒業を高校卒業まで拡大して、子ども医療費無料化
を実施し、子育て支援対策の充実を図る。

　昭和52年設置後37年が経過し、老朽化が著しいこ
とから（ 撤去済）、新たな夜間照明等を設置し、夜間開
放事業による町民のスポーツ振興と健康増進を図る。

民 生 費 教 育 費

乳幼児等医療給付事業 町民グラウンド照明等設置事業

予算額	 1,037万円 予算額	 3,755万円

　ホタテ養殖に係る機材として導入している、耳吊り
自動穴あけ機について、経年劣化・老朽化により作業
効率および生産性の低下が著しいことから、新たに耳
吊り自動穴あけ機を導入し、漁獲量の維持・増大によ
る漁業振興を図る。

農林水産業費

ホタテ耳吊り自動穴あけ機導入事業

予算額	 2,993万円

　胃がんの発生原因の一つとしてピロリ菌感染が深く
関わっていることが実証されていることから、検診機
会の少ない若い世代（中学３年生）を対象に、ピロリ菌
検査に要する費用を助成し、若い世代からの健康への
意識の高揚を図る。

衛 生 費

ピロリ菌検査費用助成事業

予算額	 43万円

農林水産業費

畜産担い手育成総合整備事業

予算額	 1,018万円

橋梁補修事業

土　木　費

予算額	 3,000万円

消防救急デジタル無線・消防指令センター整備事業

消　防　費

予算額	 9,122万円

豊浦小学校大規模改修事業

教　育　費

予算額	 2億9,592万円
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　町では、きめ細かい行政サービスを提供するために 4月から組織機構の一部を変更しました。

◎水産商工振興課林政商工係の林政
　担当が農政振興課林政係に変更し
　ました。
◎水産商工振興課林政商工係の商工
　観光担当が水産商工振興課商工観
　光係に変更しました。
◎総合保健福祉施設保険福祉係が介
　護保険係と福祉係に変更しました。

　4月から乳幼児等医療費助成制度について、対象者を従来の中学校卒業を高校卒業まで拡大して子育て支
援対策の充実を図ります。（詳細については、下記までお問い合わせください｡）

対 象 者
高等学校終了前までの児童・生徒

（満 18 歳に達する日（誕生日の前日）以後の 3 月 31 日まで）

実施時期

4 月 1 日から
但し、医療機関での取り扱いは 8 月からとなります。

（診療分の医療費は、領収書・印鑑・振込口座を確認できるものを持参のうえ、町民課で払
い戻しの手続きをしてください。）

助成内容
入院・通院ともに自己負担金無料

（但し、予防接種料、薬の容器代、入院食事代等の健康保険が適用されないものは助成対象
外です。）

そ の 他

※一部医療機関では、自己負担分を医療機関に全納し、後日町民課で払い戻しの申請を行っ
　ていただく場合がありますので、ご了承ください。
※重度医療受給者証、ひとり親受給者証を持っている方でも、年齢要件に該当する方は同じ
　ように取り扱われます。

問□　町民課 町民係　☎83−1406

新しい組織新しい組織
農政係
林政係

農 政 振 興 課

商工観光係
水産係

水産商工振興課

総務係
保健センター
福祉係
介護保険係
地域包括支援センター

総合保健福祉施設
農政係農 政 振 興 課

林政商工係
水産係

水産商工振興課

総務係
保健センター
保険福祉係
地域包括支援センター

総合保健福祉施設

■今までの組織

4月
から
4月
から 役場の組織の一部が変わります

4月
から
4月
から 乳幼児等医療費助成制度が変わります


