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　定例会3月会議で、村井洋一町長が町政執行
方針を説明しました。その概要と予算について
お知らせいたします。
　令和という新時代を迎え引き続き次世代への
責任を全うするため「子どもたちや若者が将来
にわたり夢と希望を持ち続け、町民の皆さんが
元気で明るく安心して暮らせるまちづくり」に
向けて、全力で取り組みを進めてまいります。

※令和3年度の町政執行方針の全文は、町ホームページに掲載しています。

町民生活を守り、
安心して暮らしやすい
まちづくり

魅力あるまちの実現

令和3年度のまちづくり

1

住宅の確保 移住・定住の促進
　住宅の整備確保については、基本目標であ
る魅力あるまちの実現に向け「住生活基本計
画」に基づき「空き家対策計画」を策定し住宅
の確保に努めます。

　住宅の新築や中古住宅の購入に対して引
き続き支援します。

　移住体験用住宅や空き家バンク制度を有
効活用するとともに、移住フェアやイベント
にも出展し、関係人口の増加にもつなげま
す。

予算額　191万円 予算額　150万円

予算額　900万円

▲浜町にある移住体験住宅
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農業の振興

漁業の振興

林業の振興 経済活性化の充実

　地域ブランドの豊浦いちご生産ハウスの
環境改善整備に支援し、生産性の向上を図り
ます。

　ホタテ貝の大量へい死について本町に適
する可能性のある稚貝産地試験を令和3年
度からの3カ年の試験事業として実施いた
します。

　一昨年創設された「森林環境譲与税」を財
源として森林経営管理法に基づき昨年実施
の予備調査を元に森林所有者に意向調査を
実施し、放置森林の解消、適正な森林管理と
整備促進および木材の利用促進を図ります。

　「とようら住宅リフォーム券事業」「行政
連携ポイント付与事業」に引き続き支援し、
地域内循環による経済活性化、消費の地域
外流出の抑制を図ります。雇用の創出につ
いては、商工会が取り組む「起業化促進雇用
創出応援事業」に対して引き続き支援しま
す。

　畜産振興については、新たな支援として
「畜産担い手総合整備事業」「牛舎環境改善
整備事業」を実施し、営農基盤の充実を図り
ます。

　緑肥による土づくりと廃プラスチック回
収処理に対する支援に加え、地域循環型持続
的営農支援事業を新設し、持続可能な農業の
確立を図ります。

予算額　459万円

予算額　5,829万円

予算額　1,643万円

予算額　2,472万円予算額　227万円

▲地域産業連携拠点施設の生産ハウス

▲ホタテ貝養殖作業
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　アイヌ文化とアウトドアを融合した伝統
的儀礼施設を建設しアイヌ施策の促進を図
ります。

　「一般社団法人 噴火湾とようら観光協会」が
昨年3月に「日本版DMO候補法人」として登
録され、本登録に向けて連携して進めます。
　「小幌洞窟」を含めた小幌周辺を観光資源の
核の一つとして、道の駅とようら、天然豊浦温
泉しおさいと結び付け、本町全体的な観光の
取り組みに支援します。

　防災ガイドブックを作成し啓発活動を推
進します。
　豊泉・大岸・礼文華地区を対象に固定電
話に防災行政無線の内容を送信するシステ
ムを導入し、防災体制の強化を図ります。

　バイオガスプラントの安定稼働のため、原料や液肥処理を適正に管理活用し、循環型まちづくりの推
進と地域経済の活性化に努めます。

予算額　45万円予算額　286万円

予算額　1億1,651万円

予算額　1億3,043万円

　コミュニティバスの、礼文華・大岸コー
スを週1日から週5日に変更します。利用料
金については、引き続き検討します。

予算額　3,632万円

観光の振興

防災体制の構築

再生可能エネルギーによるまちの活性化

自然との共生

公共交通の維持

豊かな生活環境の実現

▲残雪の小幌駅

▲アイヌ文様のラッピングバス
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　無償化の対象とならない0歳から2歳ま
での課税世帯の保育料、3歳以上の食材費
の全額負担、学校給食費の負担軽減や高校生
の通学費の補助、高校生までの医療費の無料
化、認可外保育施設等利用助成金支給事業を
引き続き実施し、保護者の負担軽減を図って
まいります。

　がん検診、特定健康診査等の受診勧奨や
特定保健指導、健康相談、家庭訪問などを着
実に実施し、健康づくり体制の充実を図り
ます。

　町内で社会福祉法人が運営する障がい者入所施設が築40年以上経
過したことにより、老朽化が著しく利用者の居住空間整備に助成を行
い障がい福祉サービスの基盤整備を図ります。

予算額　233万円

予算額　2,661万円

予算額　8,382万円

　GIGAスクール構想の実現に向けて、教
育におけるICT（情報通信技術）機器等の
有効活用について取り組みます。

　国民健康保険病院は、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よ
う、「初心を忘れず 使命感をもって」を理念
に、町民の皆さんの「かかりつけ医」病院とし
て、必要な医療提供を行ってまいります。

　事業評価制度を導入し、総合計画における政策、施策を実現するための具体的手段として実施し、
行財政運営の改善や行政サービスの効率化と職員の意識改革を図ります。

多様なニーズに応じた子育て支援

予防を重視した健康づくりの推進

障がい福祉サービスの提供体制の確保

効率的な行財政運営の推進

医療提供体制の確保

教育の推進

誰もが住みやすいまちの実現

健全な行政経営の実現

▲教職員タブレット講習会



　令和3年度一般会計予算総額は 50億4,300万円で、前年度当初予算と比べると 4億5,500万円、9.9％増
額となりました。主たる増額要因は、民生費の「アイヌ伝統的儀礼施設建設」や「障がい者入所施設建設費
用補助」を実施するため増額となっています。
　一般会計と特別会計を合わせた予算総額は、80億7,758万円で、前年度より 4億5,656万円、6.0％の増
額となりました。

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。

（構成比）総務費
3億 7,869 万円

歳入総額　50億 4,300万円

民生費
9億 7,514 万円

衛生費
7億 7,925 万円

農林水産業費
5億 5,935 万円

商工費
1億 8,515 万円

土木費
4億 1,314 万円

教育費
2億 2,001 万円

公債費
7億 1,058 万円

給与費
5億 6,948 万円

その他
2億 5,218 万円

町　税
4億 630万円

地方交付税
24億 8,000 万円

国・道支出金
6億 7,895 万円

繰入金
4億 3,712 万円

町債
5億 710万円

その他
5億 3,351 万円

庁舎施設等管理、戸
籍、広報紙、徴税、選
挙、防災等の経費

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、寄付金など

町の借金で返済が
5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
衡をとるために国か
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
あたり交付されるお
金

積立金（基金）の取り
崩し金

社会福祉や障がい者
福祉、医療費助成、
児童手当、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、バ
イオガスプラント施設
の経費
商工振興や観光、まちな
み整備、公園等施設の管
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（町債）
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

議会費、消防費、災害
復旧費、予備費

8.1％ 7.5％

11.1％

8.2％

4.4％

4.9％

3.7％

10.1％

49.2％

13.4％

19.3％

15.5％

14.1％

11.3％

8.7％

10.5％

歳出総額　50億 4,300万円
（構成比）

一般会計予算は

億 万円50 4,300
令和3年度令和3年度

まちづくり予算まちづくり予算

令和3年度の
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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、令和2年4月1日現在次のとおりです。

ラスパイレス指数：97.4
①町職員の給与状況（令和3年度一般会計予算）
　職員数：69人（平均年齢41.7歳）
　給与費：4億440万円
　職員１人当たりの年間給与費：586万円
※町長等特別職および職員に係る共済費、負担金
　などは含みません。

②職員の初任給（令和3年4月1日現在）
職　種 高校卒 大学卒

行政職 150,600 円 182,200 円

③期末手当・勤勉手当（令和3年4月1日現在）
支給月 期末手当 勤勉手当 合　計

 6 月 1.300 月分 0.925 月分 2.225 月分

12 月 1.300 月分 0.925 月分 2.225 月分

計 2.600 月分 1.850 月分 4.450 月分

※期末・勤勉率分は、国の基準と同じ

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

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
令和3年度　3億 4,433 万円

令和 2年度　3億 6,506 万円

令和 3年度　2億 3,901 万円

令和 2年度　2億 3,747 万円

令和 3年度　6億 8,408 万円

令和 2年度　7億 3,378 万円

令和 3年度　1億 3,445 万円

令和 2年度　1億 2,884 万円

令和 3年度　6億 1,569 万円

令和 2年度　5億 7,669 万円

令和 3年度　3億　699万円

令和2年度　2億 8,680 万円

令和 3年度　7億 1,003 万円

令和 2年度　7億　439万円

令和3年度　3億 4,433 万円

令和 2年度　3億 6,506 万円

令和 3年度　2億 3,901 万円

令和 2年度　2億 3,747 万円

令和 3年度　6億 8,408 万円

令和 2年度　7億 3,378 万円

令和 3年度　1億 3,445 万円

令和 2年度　1億 2,884 万円

令和 3年度　6億 1,569 万円

令和 2年度　5億 7,669 万円

令和 3年度　3億　699万円

令和2年度　2億 8,680 万円

令和 3年度　7億 1,003 万円

令和 2年度　7億　439万円

令和3年度の
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秘境の魅力存続へ JR小幌駅維持管理業務
　　　　に関する協定を更新

　3月22日、役場にてJR北海道と小幌駅業務に関
する協定調印式が行われました。
　「日本一の秘境駅」として知られる小幌駅が、存
続の危機に直面してから6回目となる駅の維持管
理業務に関する協定の更新となります。
　JR北海道鉄道事業本部の橋場駅業務部長は、

「小幌駅の管理の他、秘境到達証明書の発行など
さまざまな取り組みを行っていただき大変感謝
しています」と話していました。

　北海道電力ネットワークでは、停電情報を
LINEでお知らせしています。QRコードからお
友登録してください。
　また、停電・設備に関するお問い合わせは
チャットでも受け付けていますので、ぜひご活用
ください。

▲協定書を交わす、村井町長と橋場部長（右）

停電情報を
LINE・チャット

でお知らせします

お友だち追加は
こちらから

チャットは
　こちらから

問□　北海道電力ネットワーク（株）室蘭支店
　　お客さまサービスグループ
　　☎︎ 0120−060−813（平日午前9時～午後5時）

同居者の異動
●現在、同居している方が転出する場合など
　…同居者異動届の提出が必要です。転出などの

異動する方の住民票等異動状況が確認できる
書類、印鑑を持参して手続きしてください。

新たに同居する方が増える
●結婚（内縁）などで新たに同居する方が増える

場合
　…事前に同居承認申請書の提出が必要です。同居

する方のマイナンバー、納税証明書、印鑑、婚約証
明書などを持参して申請してください。町の許可
なく同居することは認められていません。

駐車場使用料の変更申請について
●駐車場使用の登録情報（車両、使用者等）に変更

がある場合
　…駐車場使用許可変更申請書を提出してくだ

さい。手続きの際に新しい車の車検証、印鑑を
持参して手続きしてください。

問□　建設課 管理係
　　☎︎83−1412 

	公営住宅における各種手続

「公営住宅制度」について

公営住宅とは…
　公営住宅は公営住宅法に基づき、住宅に困窮
している低額所得者に対して安価な家賃で賃
貸する住宅です。
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Town Topicsまちの話題

　3月12日に豊浦中学校、19日に豊浦小学校と礼文
華小学校で卒業式が行われました。
　豊浦中学校25名、豊浦小学校18名、礼文華小学校1
名の卒業生に、校長先生から卒業証書が手渡されま
した。
　新型コロナウイルスの影響で、さまざまな学校行
事が開催されなかったり、縮小したりと大変な学校
生活だったと思います。
ご卒業おめでとうございます。

▲礼文華小学校▲豊浦小学校

▲豊浦中学校

希望を胸に　新たな旅立ち
町内小中学校 卒業式

文 / 齊藤　竜彦 隊員

協力隊の活動はフェイスブックで発信中です！

https：//www.facebook.com/
toyoura.chiikiokoshi/

Facebook

地域おこし協力隊の活動日記
　去年の3月に豊浦町に引っ越してきて、生活、仕
事、今までと全ての環境がガラッと変わったこの
一年。新しい毎日の生活をしていく中、先輩の協力
隊の方に『一年あっという間だからできるだけ多
くの事を学べるよう行動した方がいいよ』とアド
バイスをもらったことが強く印象に残っていま
す。そして一年過ぎて・・・やっぱりあっという
間に過ぎてしまいました！
　就農を目標に豊浦町に移住し、たくさん農作業
の経験を積みたい思いや、やりたい事聞きたい事
がいろいろありました。が、コロナの影響で予定さ
れていた研修が中止になったり、自身の体調を崩
した時期があったりと思いがけないことが起きて
しまい、この一年は予想していたような一年には
ならなかったように思います。
　今現在、だんだんと暖かくなり農業の仕事も忙
しくなってきています。そんな中、任せてもらえる
仕事も増えてきて責任感を感じながらも充実した
日々を過ごしているのですが、まだまだ覚える事

が沢山あります。気持ちも前向きに一年目の経験を
元に、二年目はもっと経験を積めるよう積極的に頑
張りたいと思っています。また一年間よろしくお願
いします！
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4月1日付で町職員人事異動が次のとおり発令されました。（　）は異動前

▽農業委員会事務局長 兼産業観光課参事
　瀬野　栄一（地方創生推進室参事
　　　　　　　兼交通防災係長）

▽総合保健福祉施設保健センター係主査
　藤野　しずえ（総合保健福祉施設保健センター係）
▽建設課管理係主査
　小野　恵（建設課管理係）
▽産業観光課水産・資源循環プラント係主査
　植村　誠也（産業観光課
　　　　　　　水産・資源循環プラント係）

▽吉田　裕一（国民健康保険病院診療放射線
　　　　　　　副技師長）
▽佐藤　　勉（産業観光課参事
　　　　　　　兼農業委員会事務局長）
▽千葉　佳幸（建設課水道下水道係主査）
▽中西　朝香（地方創生推進室広報統計係）
▽西村　そのか（総合保健福祉施設保健センター）
▽鈴木　和也（出納課出納係）
▽小田　修輔（町民課大岸保育所）

▽総合保健福祉施設事務次長
　高橋　美香（総合保健福祉施設事務次長
　　　　　　　兼総務係長）
▽建設課主幹 兼住宅まちづくり係長
　佐藤　一貴（地方創生推進室室長補佐
　　　　　　　兼地方創生推進係長）
▽産業観光課主任技師
　兼水産・資源循環プラント係長
　吉崎　正幸（産業観光課主任技師）
▽地方創生推進室室長補佐
　兼広報統計係長 兼交通防災係長
　竹島　英和（地方創生推進室広報統計係長）
▽国民健康保険病院診療放射線副技師長
　吉田　裕一（再任用）

▽建設課建築第1係長
　兼住宅まちづくり係主任
　松岡　　拓（建設課建築係長）
▽建設課建築第2係長
　兼住宅まちづくり係主任
　小松　亜矢子（建設課建築係主査）
▽町民課町民係長 兼子育て支援係長
　久保　隆史（町民課子育て支援係長）
▽総合保健福祉施設総務係長
　石丸　美穂（町民課町民係長）
▽総務課庶務係長
　石川　壮輔（産業観光課農林係長）
▽産業観光課農林係長
　渡辺　亮太（産業観光課
　　　　　　　水産・資源循環プラント係長）
▽地方創生推進室地方創生推進係長
　宮崎　優亮（総務課庶務係長）

▽地方創生推進室広報統計係 兼交通防災係
　関　　大輔（総務課付）
▽建設課水道下水道係 兼住宅まちづくり係
　武澤　大夢（議会事務局兼監査委員事務局）
▽出納課出納係
　本間　愛望（生涯学習課学校教育係）
▽地方創生推進室地方創生推進係
　石丸　卓弥（町民課税務係）
▽町民課子育て支援係 兼町民係
　伊藤　貴昭（町民課子育て支援係）
▽産業観光課水産・資源循環プラント係
　佐藤　　基（生涯学習課社会教育係主査）
▽国民健康保険病院看護師
　大沼　光世（新規採用）
▽北海道へ派遣
　山本　昂輝（地方創生推進室交通防災係）
▽西いぶり広域連合へ派遣
　小黒　郁（町民課町民係）

課長職

退職者（3月31日付）

課長補佐職

係職

係長・主査職
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着任先生紹介
（　）は前任校

豊浦小学校

豊浦中学校

大岸小学校

礼文華小学校

飯田　真之 教頭
（伊達市伊達西小）

長田　真希子 教諭
（室蘭市天神小）

福山　希望 教諭
（室蘭市白蘭小）

大山　佳祐 教諭
（新採用）

岸本　俊宏 教諭
（室蘭市旭ヶ丘小）（期限付）
中安　茂代 養護教諭

（伊達市伊達小）
権平　光子 専門事務主任

（伊達市大滝徳舜別学校）

牛島　夏陽 教頭
（伊達市東小）

加藤　美智子 養護教諭
（礼文華小）（再任用）

千葉　康弘 校長
（白老町教委）

小熊　雄大 教諭
（期限付）

鈴木　かおり 養護教諭
（室蘭市天沢小）

町民課
税務係

（4月1日採用）

中野　大雅

総合保健福祉施設
保健センター
保健師

（4月1日採用）

山﨑　安摘

総合保健福祉施設
保険福祉係

（3月1日採用）

　　高橋　　佑

産業観光課 商工観光公園係
兼まちなみ整備係

（1月1日採用）

　　朽葉　昌生

新規採用職員の紹介

毛利　憲二 校長
（伊達市伊達中）



豊浦町陶芸クラブのご紹介

【新型コロナウイルス】ワクチンお問い合わせ窓口

厚労省相談窓口
●電話番号：0120 ー 761－770
　毎日／午前9時〜午後9時まで

豊浦町コロナワクチン専用ダイヤル
（やまびこ内）
●電話番号：0142－82－3880
　平日のみ／午前９時〜午後５時まで

12 広報とようら　−令和 3年 4月号−

児童巡回相談のお知らせ

No.133

　児童の保護者を対象に育児・発達などの問題や療育手帳の申請などについて、室蘭児童相談所の児童福
祉士および判定員が、保護者のご相談に対応いたします。
　相談を希望される方は、やまびこ保険福祉係までご連絡ください。なお、事前に所定の調査票を提出して
いただきますので、よろしくお願いいたします。
【日　　程】6月22日（火）
【時　　間】午前10時～午後4時
【場　　所】総合保健福祉施設やまびこ
【申込期限】5月21日（金）まで（定員がありますのでお早めにお申し込みください。）
【担　　当】やまびこ保険福祉係（☎82－3843）

　豊浦町陶芸クラブでは陶芸に興味のある方が粘土とさまざまな発想を用いて“べんべ焼き”と呼ばれる
陶器を作っています。
　べんべ焼きとは・・・むかし豊浦町は、海や川に恵まれている地域であることからアイヌ語で“べんべ“と
呼ばれていました。べんべ焼きは「べんべ村（豊浦町）の粘土を使って、郷土陶器を生み出せたら・・・。」と
いう発想から名づけられたとされています。
　陶芸に興味のある、お子さんから大人の方、一度見学や体験をしてみませんか？いつでもご連絡お待ち
しています！

　町では新型コロナウイルスのワクチンをスムーズに接種できるよう、現在準備を進めております。ご不
明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

豊浦町陶芸クラブ
【活動場所】　いきがいの家
　　　　　　豊浦町字東雲町 56 番地 3

【活動時間】　午前 10 時～午後 4 時 30 分（不定休）
【月 会 費】　300 円

問□　陶芸クラブ　☎︎ 83−2642

ワクチンに関する疑問・相談など 町での接種対象者・スケジュールなど
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　一般不妊治療および特定不妊治療の助成
を希望される方、ご不明な点がある方は、
やまびこ内保健センター（☎ 82-3844）
までお気軽にご相談ください。

【助成対象者】
　次にあげる要件をすべて満たす方が対象とな
ります。
・夫婦ともに、豊浦町内に 6 カ月以上住民登録

しており、引き続き定住の意思がある
・法律上の婚姻をしている夫婦である　　
・夫婦ともに町税等の滞納がない　
・各種医療保険に加入している
【対象となる治療】
①医療保険適用外の不妊治療（人工授精）
②医療保険適用の不妊治療（タイミング法・ホ

ルモン療法等）
③上記治療に係る、診察費、検査費、薬剤費な

ど
【助成金額】
　1 年度内に一般不妊治療に要した自己負担分

（夫婦合算）を 10 万円を上限に助成

【助成回数】
　治療回数にかかわらず年 1 回、通算 3 年間ま
で助成します。
※不妊治療により無事出産を迎えた夫婦が、次

子の不妊治療を受ける場合は、出産以前の助
成はリセットされ再び通算 3 年間まで助成対
象になります。

※平成 29 年度までに助成した回数は通算期間に
含めません。

【助成対象者】
　「北海道特定不妊治療助成事業」で対象となり
左記一般不妊治療の【助成対象者】の要件を満
たす方
※特定不妊治療を申請した時点から一般不妊治

療は助成対象外となります。
【対象となる治療】
　体外受精・顕微授精、男性不妊治療等
※対象者の要件を全て満たした日以後に受ける

治療が対象となります。
【助成金額】
　北海道から受けた助成金を差し引いた自己負
担分を町で全額助成します。　
【その他】
・申請書等は豊浦町ホームページ（【暮らし】⇒【保

健・予防】⇒【不妊治療を一部助成いたします】）
に掲載していますので、ご利用ください。

不妊治療について

〈一般不妊治療〉 〈特定不妊治療〉

献血のお知らせ
　病気やけがなど輸血を必要としている方の尊い命を救うため、多くの方々のご協力をお待ちして
おります。

　【日　程】
　  5月12日（水）　※日程は変更になる場合があります。
　【時　間】
　  午後1時30分～ 4時00分
　【場　所】
　  役場庁舎前
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令和 3 年度 生涯学習課だより

第348 号（4 月）

令和 3年度生涯学習課　主な開催事業のご紹介
一般・成人向け事業

・英会話教室
　（5 ～７月、９～ 11 月、1

～ 3 月の水曜日開催予定）
・ふれあい健康づくりスポー

ツ大会（6 月）
・礼文華遺跡発掘現地説明
　（9 月上旬）
・ふれあい広場・公民館祭り
　（9 月末）
・札幌交響楽団公演
　（10 月 3 日）
・礼文華山道散策会（10 月）
・ミニバレーボール大会
　（12 月）
・移動図書（奇数月） 
・生涯スポーツ体験会
　（年 1 回）
・山人あそび隊（１～ 2 月）
・その他各種公民館講座
・図書通信りーぶる発行

・放課後子ども教室
　（毎週月・火曜日）
・Jr スポーツクラブ
　（毎週金曜日）
・わくわく体験教室
・ヨット体験（8 月）
・児童向け芸術文化鑑賞会
　（8 月 25 日）
・ブックスタート（奇数月）
・こども読書週間
　（４～５月上旬）
・子育て支援講座
　（ 6 月　ヨガ体験
　12 月　子育て講話
　 1 月　お片付け講座）

学校連携事業
・防災キャンプ
　（7 月下旬、8 月上旬）
・平和・防災学習
・学芸員派遣授業

　今回ご紹介した以外にも多くの事業があり、本年度も生涯学習の推進を図っていきます。
　上記事業の参加者募集のチラシは時期が近づきましたら町広報にて折り込みいたします。
　なお、新型コロナウイルスの感染状況などによって変更・延期・中止される場合がございます。

児童・保護者向け事業

高齢者向け事業
・とようら大学
　（毎月第３金曜日）
　豊かな人生を送るために、
楽しみながら学びます。

青少年向け事業
・成人式
　（令和 4 年 1 月 9 日）
　豊浦町に住民票のある新
成人と豊浦中学校を卒業し
た新成人に対しご案内をい
たします。



〜タブレット端末を活用した授業〜

大岸小学校

学 校 活 動 紹 介学 校 活 動 紹 介学 校 活 動 紹 介
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　3学期から、子どもたち一人一人にタブレット端末が貸し出されました。
　大岸小学校では、早速授業に活用しています。
　例えば、

　〇毎日、朝の時間、先生のタブレット端末から出された質問に回答する。
　〇体育のとび箱の学習の中で、手本となる映像をみて、跳び方を確認する。自分の跳び方

を録画し、振り返る。
　〇体育のバスケットボールの学習で、タブレット端末を使って作戦会議を行う。
　〇総合的な学習の時間にまとめた発表物を、タブレット端末を活用して、リモート発表を

行う。
　〇国語の学習で、調べたことをリモートで礼文華小学校の子どもたちと交流する。

など、利用しています。
　子どもたちは、飲み込みが早く、自分でパスワードを入力して使います。
　今後も、活用の幅がどんどん広がっていきます。



16 広報とようら　−令和 3年 4月号−

　寒さ厳しく大雪であった冬も春の暖かい日差し
を感じる今日この頃、町民の皆様には益々ご清栄
のこととお喜び申し上げます。
　緊急事態宣言が解除されたとは言え、変異ウイ
ルスも含め第4波ではないかと言われ増加傾向に
ある新型コロナウイルス感染症、町民の皆様には
気を緩めることなく、マスク装着、手指消毒をはじ
め3密の回避、不要不急の外出を控えるなど、感染
防止に努めていただくようお願いいたします。
　また、ワクチン接種においてはリスク軽減のた
め、できるだけ多くの方々が接種されますよう重
ねてお願いいたします。
　さて、3月議会では令和2年度補正予算と令和3
年度予算審議が行われ、成立させていただきまし
たことに深く感謝を申し上げます。
　バイオガスプラントの消化液については、3
月11日付で北海道から特殊肥料として登録完了
し、JAとうや湖が推進しておりますグローバル
ギャップに対応できるものであり、今後広く畑作

農家さんへ広めていきたいと思っています。
　また、道中央農試や改良普及センターなど関係
機関で構成されている「胆振地域農業技術支援会
議」において、消化液の調査が行われました。有害
成分はいずれも基準以下で散布は問題なく、牧草
とデントコーンの粗飼料分析においても牛への
安全性に問題はないと考えられるとしています。
　また、消化液を化学肥料相当分に置き換えても
生育および収量は同等になる可能性は高いと考
えられるとしております。
　結果として消化液中の成分に問題はないこと
が確認され、適正利用範囲では生育・収量および
安全性、栄養価は同等であり、土壌の化学性にも
影響が低いことが確認されたとしております。
　今後とも、普及啓発に取り組んでまいりますの
で、ご理解・ご支援をお願い申し上げます。
　心待ちにしている桜の時期ももうすぐ、コロナ
に負けず咲きこぼれてほしいと願っています。

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。第78回

はしっこ同盟
各まちのお知らせ

北のハイグレード食品2021に選定

長万部町 黒松内町

源泉100％かけ流し「長万部温泉」

　黒松内町の「特産物手作り加工センター トワ・
ヴェール」の「スペアリブベーコン」が2月22日に
北海道の優良加工食品を選定する「北のハイグ
レード食品」に選定されました。スペアリブベー
コンは肩バラ肉を使用し、脂身が少なく赤身の旨
味を楽しめる商品でポトフなどの煮込み料理に
最適です。「スペアリブベーコン」はトワ・ヴェー
ルまたは道の駅くろまつないでお買い求めいた
だけます。

　源泉100％かけ流しの長万部温泉。泉質は高帳
性弱アルカリ高温泉で湯上がり後も身体がポカ
ポカ！皮膚に優しい泉質は神経痛や冷え性など
に高い効能があと言われ、すべすべの肌になる
と評判の温泉です。

【泉質】高張性弱アルカリ高温泉
【温泉日帰り入浴料金】約 500円

問□　特産物手作り加工センター　トワ・ヴェール
　　☎︎ 0136−72−4416

問□　長万部温泉共同利用組合
　　☎︎ 01377−2−2270



豊浦消防団 （3月１日現在）

消防団本部 9名
第1分団（本町地区） 36名
第2分団（大岸地区） 16名
第3分団（礼文華地区） 20名
定員85名 計81名

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 17件（累計　35件）

消防だより 4月の広報テーマ
『林野火災の防止』☎83‒2119

林野火災を起こさないために 火の用心！春の火災予防運動実施

　4月20日～ 30日の11日間、全道一斉に春の火災
予防運動が実施されます。
　火災予防期間中、豊浦支署では防火サイレンの
吹鳴、防災行政無線や消防車両による防火広報な
どを実施します。また、豊浦町防火協会と協力して
町内各所に「火の用心」と
書かれた防火旗を設置
し、町民および通行中の
方への防火意識の啓発活
動を実施いたします。
　火災は、町民の皆さん
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
町から火災による被害
を無くしましょう。

　雪解けも進み、春の陽気となってきました。例
年、道内では4月から5月にかけて『火入れ』や『タ
バコの投げ捨て』が原因となる野火火災や林野火
災が多く発生しています。
　一旦火災が発生すると乾燥していることに加
え、春特有の強い風により火は急速に拡大してい
きます。
　当組合管内においても、ちょっとした油断が原
因で火災が発生し野火火災へ発展したケースが
多くあります。
　決して、他人事とは思わず身近な場所でもこの
ような火災が起きていることを認識しましょう。
　なお、火入れをする際には、役場の許可が必要
になりますので、必ず申請し許可を得てから実施
してください。

【自転車には防犯登録とツーロックを】
（1）大切な自転車を盗難被害から守るために
（2）万が一、被害に遭ったときのために
（3）自転車盗難防止の基本
　〇わずかな時間の駐輪でもツーロック！
　〇自宅や駐輪場でも油断せずにツーロック！
　〇防犯登録は忘れずに！

【山菜採りによる事故の防止】
「慣れた山にも、隠れた危険が！」
（1）行き先を家族に伝えましょう。
（2）無理に山奥に入らないようにしましょう。
（3）単独での入山は避けましょう。
（4）目立つ色の服装で入山しましょう。
（5）携帯電話やホイッスルを持ちましょう。

　4月15日（木）まで「春の全国交通安全運動」を実
施しています。

運動重点
　〇子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
　〇自転車の安全利用の推進
　〇歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の向上
　〇飲酒運転の根絶
　〇スピードダウンと全席シートベルト着用
交通事故防止のポイント
■子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者

の交通事故防止
■自転車の安全利用の推進

１ 火入れをする際は、必ず役場の許可を受
ける。

２ 枯れ草等があり火災が起こりやすい場所
では、火入れをしない。

３ 強風時には、火入れをしない。
４ 消火用の水バケツ等を備える。
５ 火入れの最中にその場を離れない。

伊達警察署 からのお知らせ ☎ 22-0110

春の全国交通安全運動の実施　
手をあげて　じぶんでまもろう　いのちのあいず

広報とようら　−令和 3年 4月号− 17
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「募集」「お知らせ」「イベント」
などの情報をお届けします。

広 告

…お知らせ …イベント …募集

国税の納付はキャッ
シュレス納付で

令和3年度調理師試験
のお知らせ

国民年金基金の
お知らせ

YOSAKOI ソーラン
祭り市民審査員の募集

知 知

知

知

広報広告、バナー広告を
掲載しませんか

問□　地方創生推進室 広報統計係　 　☎︎83−1418
FAX 83−2129

メルトタワー21の
排ガス測定結果知

　「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います。メルト
タワー 21の測定結果は、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：11/25
▶測定日：0.009ナノグラム
　※ナノグラムは10億分の1グラム
問□　西いぶり広域連合
　　☎︎ 0143−59−0705

18 広報とようら　−令和 3年 4月号−

　国税の納付は、振替納税などの
キャッシュレス納付が簡単・便利
ですのでぜひご利用ください。
▶振替納税
　事前に税務署に届け出ることで、
振替日に預貯金口座から自動的に
納税ができます。
▶クレジットカード納付
　パソコン・スマホ等から「国税ク
レジットカードお支払いサイト」に
アクセスし、必要事項を入力するこ
とで、納税ができます。
▶その他の納付手段
　QRコードを利用したコンビニ納
付・ダイレクト納付・電子納税な
どができます。
問□　室蘭税務署
　　☎︎0143−22−4151

▶試験日：8/25（水）
　　　　　13：30 ～ 16：00
▶願書受付：5/10（月）～ 21（金）
▶試験地：苫小牧市
　※令和3年度から室蘭市での実

施はありません。
▶受験料：6,900円
▶願書受付先：室蘭保健所企画総

務課企画係
問□　室蘭保健所企画総務課企画係
　　☎︎0143−24−9844

▶活動日程：
　6/12（土）11：30 ～ 19：30
　6/13（日）9：00 ～ 22：00の中で、

どこかの3 ～ 4時間
▶活動場所：札幌市大通公園周辺
▶活動内容：YOSAKOIソーラン

祭りにおける演舞の審査
▶募集期限：4月30日（金）まで
　 応 募 方 法 な ど の 詳 細 は、
YOSAKOIソーラン祭り実行委員
会のホームページでご確認くださ
い。
問□　YOSAKOIソーラン実行委員会
　　☎︎011−231−4351

フリーマーケット
出店者募集

▶日時：5/23（日）10：00 ～ 14：00
▶会場：多目的広場（室蘭市石川町

22−2）屋外開催のため、雨天中止
▶料金：1区画500円
　募集区画数は先着50区画
　1区画2ｍ×3ｍ
▶申込方法：4/20（火）までに電話

で申し込み
問□　西いぶりリサイクルプラザ
　　☎︎0143−59−0319

　国民年金基金は、国民年金に上乗
せして加入し、税金優遇を受けなが
ら掛金を積立て、老後より充実した
年金を受け取ることができる公的
な年金です。

【加入できる方】
①国民年金の第1号非保険者（免除

の方などを除きます。）
②国民年金の任意加入者（60歳か

ら65歳未満の方や海外在住の方）
です。

問□　全国国民年金基金北海道支部
　　☎︎0120−65−4192

　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。
　広告収入は、広報とようらの制作費に充てるな
ど、町の貴重な財源として活用されています。
　詳細は、下記までご連絡ください。

西いぶり広域連合は、ツイッター
で情報発信しています。
（@nishi_iburi）
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■防災行政無線の放送を聞き逃したら…

防災行政無線放送について

問□　地方創生推進室 交通防災係　☎︎83−1417

②午後 5時 23分頃

毎週金曜日
（2回・各 1分 30秒）
①午前 7時 57分頃

豊浦町の放送日

問□　地方創生推進室 広報統計係　☎︎83−1418

☎︎ 83−7044
でご確認ください。

広報とようら　−令和 3年 4月号− 19

黄砂について

　黄砂とは、東アジアの乾燥地域で
強風により大気中に砂やちりが吹
き上げられ、上空の風によって運ば
れ、浮遊しながら地上へ降下する現
象です。日本における黄砂は、春に
観測されることが多く、空が黄色く
かすむことがあります。比較的大き
な黄砂粒子はその重さによって速
やかに落下しますが、小さな粒子は
上空の風によって遠くまで運ばれ
るため、太平洋を越えて届いたこと
も報告されています。
　黄砂による社会的な影響として、
2002年や2010年には見通しの悪化
が原因で航空機の離発着に影響が
ありました。日常生活への影響とし
ては、屋外に干した洗濯物や自動車
などへの付着が挙げられます。その
ため、黄砂が予想された場合には、
洗濯物は外に干さない、車にはカ
バーをかけるなどの対策が必要で
す。また、見通しのきかない場合に
は、交通障害が発生する恐れがあり
ますので車の運転等に注意してく
ださい。
　気象庁HPの黄砂情報のページ
では、黄砂の実況図と予測図を発表
しています。実況図では、地図上に
観測された地点をその時の見通し
に応じて色分けして示します。予測
図では、3日先までの地表付近の
黄砂濃度と大気中の黄砂総量の分
布を示します。
　黄砂の予想があるときには、これ
らの情報を活用し、日常生活に役立
ててください。
問□　室蘭地方気象台
　　☎︎0143−22−4249

3 月 31 日現在

保育施設入所状況 
3 月 31 日現在

大岸保育所　　　　12 名（30 名）
認定こども園青空　55 名（60 名）

（　）は定員
※定員を超えて入所可能な場合

があります。

介護老人保健施設入所状況 

※役場出納窓口で納付された方
は、とようらポイントカード
に行政連携ポイントが進呈さ
れます。

市街地区
（旭町そよかぜ団地
大岸地区
礼文華地区
北部方面

公営住宅に空き室があります
　　　　　　　3 月 31 日現在

※詳細は、下記までお問い合わ
せください。

問□　建設課 管理係　☎ 83−1412

　現在空床があります。
　入所のほか短期入所も実施
しておりますので、お気軽にご
相談ください。
（やまびこ総務係　83-2408）

 税 等 の 納 期 限
公営住宅使用料

4 月 30 日（水）

（第 1 期）
札幌弁護士会

いぶり巡回無料法律相談会
▶日時：4/15（木）、5/6（木）
　　　　10：30 ～ 12：00
▶会場：中央公民館 小会議室
※会場にはマスクを着用のうえ

お越しくださいますようお願
いします。

※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

北海道行政書士会
くらしの無料相談会

▶日時：5/8（土）
　　　　9：30 ～12：00
▶会場：中央公民館 小会議室
問□　北海道行政書士会室蘭支部
　 ☎ 76−3538

無料相談会

・郷土愛ふれあいトーク
▶日時：5/21（金）
　　　　18：00 ～19：00
▶会場：町長室
・出前ふれあいトーク
　ご希望の日時・場所に町長が

出向きます。
▶申し込み方法：いずれのトー

クも希望日の15日前に電話
でお申し込みください。

問□　地方創生推進室 広報統計係
　 ☎ 83−1418

町長とのふれあいトーク

13 戸
0戸）
16 戸
2 戸

24 戸
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　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

・短い間でしたが、広報に携わることで豊浦町の魅力を
再発見することができる一年間でした。今までご協力
いただいたすべての方々に感謝でいっぱいです。あり
がとうございました！（朝）

・令和3年度も「広報とようら」をどうぞよろしくお願い
いたします。（英）

12 月 ・いずみの学校入学式（9：00 ～ 10：50 いずみの学校）
13 火 ・こどもの園入園式（9：00 ～ こどもの園）
14 水

15 木
・いきいきサロン燦々（10：00 ～ 礼文華生活館）
・しおさい休館（10：00 ～ 21：00 しおさい）
・いぶり巡回無料法律相談会（10：30 ～ 12：00 中央公民館 要予約）

16 金 ・大岸小学校参観日
・礼文華小学校参観日

17 土
18 日 ・春の環境清掃（7：00 ～ 8：00 各自治会内）
19 月

20 火
・春の全道火災予防運動（～ 4/30 日）
・はつらつ運動教室（10：00 ～ 11：30 しおさい）

21 水
22 木

23 金
・いきいきサロン燦々（10：00 ～ 大岸いきいきセンター）
・いずみの学校、こどもの園見学日（16：00 ～ 要予約）

24 土 ・豊浦小学校参観日
25 日
26 月 ・しおさい風呂の日感謝 day（10：00 ～ 21：00 しおさい）
27 火 ・議会 4 月会議 予定（13：30 ～）
28 水 ・防災行政無線情報伝達訓練（14：00 ～ 各防災行政無線）

29 木  昭和の日
30 金
5/1 土

2 日
3 月  憲法記念日
4 火  みどりの日
5 水  こどもの日
6 木 ・いぶり巡回無料法律相談会（10：30 ～ 12：00 中央公民館 要予約）

7 金

8 土
・未就園児親子クラス体験（9：30 ～ 11：40 こどもの園）
・くらしの無料相談会（9：30 ～ 12：00 中央公民館）

9 日

10 月

カレンダー4月 4月12日～5月10日（4/5現在）

April人 の 動 き 令和 3 年 3 月　1 日〜
令和 3 年 3 月 31 日受付分

●ご冥福をお祈りいたします

●お誕生おめでとうございます

●世帯と人口  令和 3 年 3 月 31 日現在
（前月対比）

　3月18日、NHK「あさイチ」の番組での1コマ。
　この日は、豊浦漁港から全国に生中継がされ、噴
火湾とようら観光協会の田中博子さんが、ホタテ貝
養殖の紹介をし、TOYOURA世界ホタテ釣り協会
の宇川チェアマンと岡本事務局長、ホタテマスクが

「TOYOURA世界ホタテ釣り選手権大会」を通して
豊浦町産のホタテを全国にPRしました。

今月の表紙 豊浦産のホタテを全国にPR

和　田　容　子さん　87歳、礼文華、令和3年3月12日死亡
石　丸　光　治さん　87歳、高　岡、令和3年3月14日死亡
菊　地　　　豊さん　74歳、船見町、令和3年3月22日死亡
藤　井　洋　子さん　71歳、礼文華、令和3年3月22日死亡

※掲載している行事について新型コロナウイルス感染拡大防
止のために急遽中止や延期、規模を縮小する場合がありま
すので、お手数ですが事前にご確認をお願いいたします。

▲巻
まきの

野　芽
め い

依ちゃん

▲木
きむら

村　華
は る

瑠ちゃん・仁
に れ

玲ちゃん

▲矢
やじま

島　悠
はるひ

陽くん
令和 3年 3月 7日生

令和 3年 3月 1日生

令和 3年 3月 4日生
（父 ･政也さん、母・千沙都さん 浜町）

（父 ･佳晶さん、母・香菜子さん 桜）

（父 ･広大さん、母・彩楓さん 浜町）

　　世　帯　　2,092 世帯　（　– 2 世帯）　　内 外国人
　　人　口　　3,744　人　（　–13  人 ）　　　　74 人
　　　男　　　1,763　人　（　–10  人 ）　　　　39 人
　　　女　　　1,981　人　（　– 3  人 ）　　　　35 人


