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To enjoy yourself forever.

自分の体の状態を確認しませんか？

健康とようら21計画
中間評価

特 集

　いつまでも健康で暮らしたい。そう思うのは当たり前のことと思います。健康でいられることは、本人も
周りの人にとっても幸せなことです。その幸せな生活をおくるため、町では、病気になる前に予防する一次
予防に重点を置いた対策として健康とようら21計画（第2次）を平成27年に策定しました。
　今回は、皆さんからいただいたアンケート結果（令和２年実施）をもとに計画の中間評価の結果をご紹介
いたします。

に予防する一次予防に重点を置いた対策が必要で
あり、町民の健康づくりに関する意識や関心をよ
り一層高めるとともに、町民が一丸となって健康
づくりを推進するために個々に応じた健康づくり
の取り組みに関する支援策について計画する」こ
とを目的としています。

　豊浦町では国が推進する「21世紀の国民健康づ
くり運動（健康日本21）」および、道が推進する「北
海道健康づくり基本指針すこやか北海道21」の趣
旨に沿い、平成17年3月に「☆輝く海・輝くまち・
輝く人☆健康とようら21計画」を策定しました。
　この計画は「高齢化社会に対応し、病気になる前

▲平成30年に行われた「ふれあい健康づくりスポーツ大会」
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ご協力ありがとうございました！

計900人の町民の皆さんに回答をお願いしました！
回答数337名（回答率37.4％）

　生活習慣病を予防し「健康寿命」を延ばすために、町民の皆さんとともに健康づくりのさまざまな対策を
していくことを示した計画です。

　健康とようら21（第2次）は、平
成27年度～令和6年度までの10
年間の計画です。この計画は5年
を目途に目標達成の評価を行う
こととなっており、令和2年度が
その中間評価の年でした。
　町内在住の20歳代から70歳代
の各年代から150人をランダム
に選び、アンケートを実施しまし
た。
　皆さんから回答いただいた結
果と、豊浦町の現状を合わせて分
析したものを中間評価として取
りまとめました。その中から抜粋
し、次ページ以降で紹介いたしま
す。

健康とようら21のめざす姿 健康とようら21
第 2次計画より抜粋・改変

町民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会

生活習慣病の発症予防と
重症化予防の徹底

健康に関する生活習慣の改善

健康寿命の延伸

がん 循環器疾患

栄養・食生活 身体活動・運動 休養・こころ 喫煙 飲酒 歯・口腔

糖尿病

健康とようら21計画とは

中間評価とは？

▲しおさいで行われている「はつらつ運動教室」
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男性
全国

北海道

豊浦町

健康寿命 平均寿命

0.82 年

65 70 75 80 85

8.84 年

8.37 年

女性
全国

北海道

豊浦町

健康寿命 平均寿命

2.32 年

65 70 75 80 85 90

12.34 年

13.23 年

男　性 平均寿命 健康寿命 差

豊浦町 74.47 73.65 0.82

北海道 80.95 71.98 8.37

全　国 80.98 72.14 8.84

女　性 平均寿命 健康寿命 差

豊浦町 85.07 82.85   2.32

北海道 87.00 73.77 13.23

全　国 87.14 74.79 12.34

　健康寿命は「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義されているため、平
均寿命と健康寿命の差は、日常生活に制限のある「健康ではない期間（不健康期間）」を意味します。

豊浦町の健康寿命

特定健診と特定保健指導

男性の不健康期間は0.82年、女性の不健康期間は2.32年です。平均寿命は国や道と比べると、
豊浦町の男性は5歳以上、女性については2歳程度短くなっています。

H25

36.4％

28.6％
22.2％ 20.6％

11.1％

30.9％
22.6％ 7.7％

37.3％
45.1％

38.6％ 38.5％ 37.0％ 41.7％

H26 H27 H28 H29 H30 H31

特定健診受診率 特定保健指導実施率

　健診受診率は微増していま
すがまだまだ低く、特定保健
指導は実施率がとても低い状
態です。健康診査・特定保健
指導どちらも、生活習慣病の
発症・悪化を避けるために、
生活改善をするきっかけづく
りに活用していただきたいと
思います。

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

特定健診受診率 36.4％ 37.3％ 45.1％ 38.6％ 38.5％ 37.0％ 41.7％

（特定健診目標率） 40.0％ 45.0％ 50.0％ 50.0％ 50.0％ 35.0％ 40.0％

特定保健指導実施率 28.6％ 22.2％ 20.6％ 11.1％ 30.9％ 22.6％   7.7％

（特定保健指導目標率） 40.0％ 45.0％ 50.0％ 55.0％ 60.0％ 35.0％ 40.0％



広報とようら　−令和 3年 7月号− 5

　野菜を毎日食べる方の割合は、平成25
年度から10.8％増加しています。評価項目
の目標値である75％を達成しています。
　あまり野菜を食べる習慣がない方は、
スープや炒め物で野菜を摂ることをオス
スメします。カサが減り、食べやすくなり
ます。

　成人の喫煙率は、平成25年度から9.3％
減少しています。国による受動喫煙対策が
令和2年から始まっていることもあり、豊
浦町にも禁煙を決意される方が増えてき
たのかと思います。また、喫煙をしない若
者が増えた可能性もあります。

　男女別で喫煙率を見てみると、男性は目
標値の32％を下回る30.7％に減少してい
ることがわかります。女性は減少している
ものの目標値には届いていない現状があ
ります。

　「多量飲酒者」とは、生活習慣病のリスク
を高める量の飲酒をしている方を指しま
す。平成25年度より13.8%減少していま
す。どうしても飲みすぎてしまうという方
は「週に1度の休肝日」「1日ビール2缶」な
どなにか自分ルールを決めるのがおすす
めです。

　第１次計画の最終評価時点のアンケート結果と比較した現状をお知らせします。

アンケートから見えた豊浦町民の現状

【改善傾向にあった項目】

〈全体〉
64.5％

10.8％増加！

※目標は75.0％以上

【H25年】 【R2年】

〈全体〉
75.3％

ほぼ毎日食べる…64.5％
時々食べる………30.2％
あまり食べない…  4.3％
食べない…………  1.1％

ほぼ毎日食べる…75.3％
時々食べる………21.6％
あまり食べない…  2.8％
食べない…………  0.3％

野菜はなるべく
毎食取り入れよう

〈全体〉
30.5％

9.3％減少！【H25年】 【R2年】

〈全体〉
21.2％

毎日吸う……………29.5％
たまに吸う…………  1.0％
以前吸っていたが
今は吸っていない…21.0％
以前から吸わない…48.5％

毎日吸う……………19.6％
たまに吸う…………  1.6％
以前吸っていたが
今は吸っていない…28.6％
以前から吸わない…50.2％

喫煙所が減って
肩身が狭い…

〈男性〉
42.7％

〈女性〉
20.1％

9.3％減少！

改善傾向！

男女ともに
喫煙率が減少！

※目標は
　32.0％
　以下

※目標は
　10.0％
　以下

【H25年】
【R2年】

〈男性〉
30.7％

〈女性〉
12.0％

タバコやーめた！

〈全体〉
20.9％

13.8％減少！

※目標は
　男性25％以下
　女性　9％以下

【H25年】 【R2年】

〈全体〉
7.1％

多量飲酒……………20.9％
多量飲酒ではない…79.1％

多量飲酒……………  7.1％
多量飲酒ではない…92.9％

さすがに
飲みすぎたかッ…！

野菜を毎日食べる方の割合

成人の喫煙率

成人の喫煙率（男女別）

多量飲酒者の割合
（生活習慣病のリスクを高める量の

飲酒をしている方の割合）
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豊浦町の３０代男性の２人に１人が肥満体形
【変化がなかった項目】

働き盛りの男性に
肥満が多い！

特に、

〈30代男性〉
60.9％

〈R2全体〉
31.8％

〈40代男性〉
40.0％

〈50代男性〉
56.0％肥満…………31.8％

ふつう………63.6％
やせ…………  7.8％

20代と70代は
肥満とやせの
割合が他の年代と
比べて多い！

〈R2全体〉
31.8％

〈20代女性〉
31.6％

〈70代女性〉
34.1％

肥満…………31.8％
ふつう………63.6％
やせ…………  7.8％

肥満…………31.6％
ふつう………57.9％
やせ…………10.5％

肥満…………34.1％
ふつう………56.8％
やせ…………  9.1％

〈全体〉
19.6％

統計上の
変化はなし

【H25年】 【R2年】

〈全体〉
29.8％

〈男性〉
31.5％

〈女性〉
31.7％

統計上の
変化はなし

数値は微増ですが
【H25年】

【R2年】

〈男性〉
36.9％

〈女性〉
37.5％

　左のグラフは、町民の約30％の方が、つ
まり、３人に１人が肥満体形であるという
ことを表しています。内訳をみてみると、
特に30 ～ 50代の働き盛りの男性に肥満
体形の方が多いことがわかりました。
　また、女性の場合は男性とは少し違う結
果が出ており、20代と70代で肥満体形の
方が多いことがわかりました。

　若い内から肥満体形の方は、早い時期か
ら糖尿病などの生活習慣病になるリスク
が高くなります。毎日の生活の中で、間食
や糖分の入った飲料などを摂りすぎてい
ませんか？意識して食生活を振り返って
みると、思いのほか食べすぎていることに
気が付くかもしれません。

　人間の歯は親知らずを除くと全部で28
本あります。55 ～ 64歳の方の内70％は
4本以上、歯が欠損しているということが
わかります。歯がない、義歯が合わないな
どの状態をほおっておくと、飲みこむ力が
低下したり、口周りの筋肉が弱くなるな
ど、生活に影響が出てきます。定期的に歯
科医院で検診を受け、口腔の健康を保ちま
しょう。

　町民の皆さんに運動はしていますか？
と尋ねると「仕事で身体を動かしているか
ら運動はしない」と話される方がとても多
いです。運動とは「健康のために繰り返し
て行う動作」のことを指します。仕事で使
う身体の部位は限られていることが多い
です。週に2 ～ 3回でもよいので、今より
も+10分、健康のために身体を動かしてみ
ませんか？

肥満者の割合

運動習慣者の増加
（意識して運動している方の増加）

60歳（55 〜 64歳）で24本以上
の歯を有する方の増加

男性の場合・・・

女性の場合・・・
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　高血圧が原因となり虚血性心疾患や脳梗塞を発症する方、肥満や高血糖が原因となる
糖尿病の方、高血圧や糖尿病の悪化が原因で人工透析となる方が多くいます。
　これらの症状は、全て不健康な生活習慣が原因となっています。
　身体にとって良くない生活習慣を変えないまま過ごすと、生活習慣病になる・生活習
慣病が重症化するリスクが上がるだけでなく、筋肉量が減ることで起こるフレイルや認
知症などになるリスクも高くなります。

　保健センターでは生活改善の第一歩を踏み出すお手伝いを行っています。「健診結果
の見方を知りたい」「どう生活を変えればよいのかわからない」という方は、ぜひ保健セ
ンターの保健師・管理栄養士をご活用ください。

自分では当たり前と思っている生活習慣が、
自分の身体にどのような影響を与えているのか。
それは健康診査を受けてみないとわかりません。

豊浦町には

まとめると…

若い世代は、肥満予防のために

運動習慣を作りましょう！

シニア世代は、

フレイル予防・介護予防のために

運動習慣を作りましょう！

年に1回の健康診査を受けましょう！

問□　やまびこ内保健センター　☎82−3844 
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新型コロナウイルスワクチン接種について
　6月末現在のワクチン接種状況については、希望する高齢者について1回目の接種がおおむね終了しま
した。
　現在2回目の接種と並行し、64歳以下の基礎疾患のある方から順次接種を開始しています。
　また、豊浦町独自の優先対象者として、町内の小中学校、保育所などの施設職員を以下のとおり優先接種
の対象としましたので、ご理解いただきますようお願いいたします。

◎従来の優先接種対象者
・医療従事者および接種会場従事者
・基礎疾患のある方
・高齢者施設などの従事者
※国などの方針により変更する場合
があります。

◎豊浦町独自の優先対象者
・保育施設、幼稚園、児童施設の従事者
・小中学校の教職員
・学校給食センターの従事者
・警察官　・社会福祉協議会職員

☆キャンセル待ち登録について
　6月広報でもお知らせしました、ワクチン接種のキャンセル待ち登録を受付しています。接種当日また
は予約割り当て後にキャンセルがあった場合に、ワクチンを少しでもムダにしないよう人数調整が必要に
なりますので、希望される方は電話にてお申し込みください。
　なお、対象条件については、６月広報折込チラシをご確認ください。
（☎0142-82-3880コロナワクチン専用ダイヤル）

●接種日は予約申込書を提出された方へ、約２週間前に予約日時などを郵送でお知らせします。
●豊浦町国民健康保険病院での接種を希望される方で、まだ予約申込書を提出されていない方は保健セン

ターまで提出してください。予約申込書の提出がない場合は、予約日の割り付けはされませんのでご注
意してください。

●今後は台風シーズンに入ります。警報が出た場合または警報が出る見込みの場合は、中止となる場合が
あります。中止の際は電話などでご連絡します。振り替えの日程はそのときにご案内いたします。

【ワクチン接種予定日】 接種場所:豊浦町国民健康保険病院
・平日
　毎週月曜日、水曜日、木曜日
　午後2時から4時45分
・土曜日、日曜日
　午前9時から正午、午後2時から4時45分

問□　やまびこ内保健センター
　　コロナワクチン専用ダイヤル　☎82−3880 

1回目 7/10（土） 8/8（日） 8/21（土） 9/5（日）

2回目 7/31（土） 8/29（日） 9/11（土） 9/26（日）

区　分 65歳以上
接種券送付者数

１回目
接種者数 ※ 接種率 ２回目

接種者数 ※ 接種率

６５歳以上高齢者 1,420人 1,066人 75.1％ 604人 42.5％

豊浦町におけるワクチン接種状況 6月30日現在

※豊浦町国民健康保険病院での接種に限る
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　現在ご使用の水色の保険証の有効期限が令和3年7月31日をもって満
了となるため、8月以降は使用できなくなります。
　7月中に新しい保険証を交付しますので、8月1日からは、黄緑色の保
険証をご使用ください。

　現在ご使用の黄色の減額認定証および限度証の有効期限が令和3年7月
31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。
　引き続き交付対象に該当する方は7月中に減額認定証および限度証を交付
しますので、8月1日からは橙色の減額認定証および限度証をご使用ください。
　新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、
町民課町民係へ申請してください。
※有効期間は保険証と同じく１年間です。

○新しい保険証の有効期限は、令和4年7月31日までです。
○紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、町民課町民係まで

お申し出ください。

問□　町民課 町民係
　　☎83−1407

後期高齢者医療制度のお知らせ
～保険証（被保険者証）の一斉更新について～

■ 保険証が新しくなります（水色→黄緑色）

■ 減額認定証（限度額適用・標準負担減額認定証）も新しくなります（黄色→橙色）

◆減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方
区分Ⅱ ○世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方

区分Ⅰ

世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに
該当する方
○世帯全員の所得が0円の方
　（公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の方）
○老齢福祉年金を受給されている方

新しい保険証は黄緑色です

新しい減額認定証および限度証は橙色です

　無責任な飼い主により、歩道、公園、グラウ
ンドなどが犬や猫などのふんで汚れて、迷惑し
ている人が大勢います。
　ふんの処理をしないで放置した場合は、軽犯
罪法の違反や廃棄物処理法違反となり、5 年以
下の懲役もしくは 1,000 万円以下の罰金となりま
す。
　ペットのふんは、必ず持ち帰りましょう。

蜂の巣の駆除について

問□　町民課 町民係　☎ 83−1406問□　町民課 町民係　☎ 83−1406

　町では、スズメバチによる人身事故を防ぐた
め、蜂の巣の駆除を業者に委託しておりますの
で、町民課に連絡してください。
　なお、蜂の巣1個につき下記の手数料を業者
にお支払いください。生活保護の方については、
手数料はかかりません。
　また、蜂の巣の場所が見えないところ（換気扇
や壁の中など）にある場合は、確認・駆除のため
に、その部分を壊すことがあり、その作業にか
かる費用は自己負担となります。
・蜂の巣駆除手数料　2,500円（1件あたり）
※駆除の対象は、一般家庭の住居や庭にある巣

の駆除で、事業所などにある巣や飛んでいる
蜂の駆除は対象外です。

ふんの処理は
犬や猫などの

飼い主の義務
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▲夫婦2人で収穫・選別した豊浦いちごと一緒に

文 / 北浦　佳 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
　豊浦いちごが最も旬な6月が過ぎました。今年度
も新型コロナの影響で「いちご豚肉まつり」が中止
となりとても残念でしたが、連日多くの方々が豊
浦いちごをお買い求めに訪れてくださり、豊浦い
ちごのブランド力を再認識したひと月でした。
　研修2年目の今年、私たち夫婦は2人の収穫作業
時間と実際の収穫量・出荷時の値段変動を意識し
ながら、研修先の親方宅で毎日朝4時からいちごの
収穫に携わりました。
　今後は、研修施設「いちご分校」にて次年度に向
けた定植準備が本格化します。これまで親方宅で
学んだことを夫婦2人で実践していく中で、「でき
ない（＝親方研修時に教えていただいたが理解で
きていない）作業」を明確にしてどうすれば効率よ
く作業できるようになるかを常に考えながら、先
輩研修生の星夫妻のようにおいしい豊浦いちごを
出荷できるよう頑張っていきたいと思います。

　令和２年度の「豊浦町ふるさと応援寄付金」は、1,703人の方から51,255,000円のご寄付をいただきました。
　お寄せいただきましたご寄付は、各基金に積み立て、豊浦町の発展のために大切にご活用させていただきます。

　ご寄付をいただいた際に豊浦町への応援メッセージをいただいておりますので一部ご紹介させて
いただきます。
・小幌駅の存続に町として取り組まれていることに、敬意を表します。これからも、この秘境駅を守る

ための施策の継続に期待しております。
・釣り&温泉&キャンプでよく訪問させていただいてます。環境も良く、地元の方も優しく気さくな方

ばかりで大好きな町です。これからも良い町づくり頑張ってください！
・また豊浦に行けるのを楽しみにしています。道の駅のウニ丼、美味しかったです！ホタテもかぼちゃ

もメロンも大好きヽ (^o^) 次はピザ屋さんも行ってみたい(*^^*)

～広島県広島市の寄付者様

～北海道札幌市の寄付者様

～東京都文京区の寄付者様

※１人の方から複数の寄付をいただくことがあるため人数と件数は一致しません。

積み立てた基金 寄付件数 寄付金額

まちづくり整備基金 1,153件 33,693,000円

小幌駅応援基金 450件 10,302,000円

教育・文化及び
スポーツ振興基金 265件 7,260,000円

合計 1,868件 51,255,000円

寄付金の主な使い道
・起業化雇用創出応援事業
・海浜公園照明設備改修事業
・小幌駅維持管理事業
・放課後子ども教室開設事業
・公民館図書購入事業
・給食センター改修工事

お寄せいただいた応援メッセージ

豊浦町ふるさと応援寄付金について
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Town Topicsまちの話題

　6月12日大岸小学校、6月13日に礼文華小学校
の運動会が行われました。
　新型コロナウイルス感染症対策を行いながらの
運動会。
　練習を重ねたよさこいや、一輪車などを元気
いっぱいに披露する姿に、観客の皆さんから多く
の温かい拍手が送られました。

▲元気に選手宣誓（礼文華小学校）

▲みんなでばっちり決めポーズ「ソーラン節」（大岸小学校）

▲心をひとつにして一輪車走行（礼文華小学校）▲最後まで全力で取り組んだ玉入れ（大岸小学校）

全力で取り組む姿に感動
大岸、礼文華小学校運動会

野火火災の初期消火に尽力 地域振興に役立ててほしい
羅津さん山本さんに感謝状 伊達地区自動車整備協同組合
　6月6日、西胆振行政事務組合消防本部豊浦支
署にて、羅津康幸さん（室蘭市）と山本繁さん（洞
爺湖町）に、古賀順一豊浦支署長から野火火災の
消火活動に尽力されたとして感謝状が手渡され
ました。
　野火火災は、5月4日の午後0時15分ころ、道
道大岸礼文停車場線の道路脇で発生。お二人は、
消防車が到着するまで、初期消火に尽力し延焼を
防ぎました。

　6月4日、伊達地区自動車整備協同組合（渡部理
事長）から10万円の寄付がありました。
　伊達地区自動車整備協同組合では、今年で設立
50周年を迎え、コロナ禍で式典が開けないことか
ら、豊浦町を含む1市3町へ地域振興のためにと
寄付されました。いただいた寄付金は、豊浦町の
振興発展に大切に使用させていただきます。
　ありがとうございました。

▲村井町長に寄付金を手渡す渡部理事長（真ん中）と
柴田顧問（左）

▲勇気ある行動に感謝いたします。



注意　マスク着用により、熱中症のリスクが高まります。

定期的にマスクを外しましょう。

　高齢者、子ども、障がい者の方は、熱中症になりやすいので十分
に注意しましょう。
　周囲の方からも積極的な声かけをお願いします。
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No.136

熱中症予防×コロナ感染対策

　マスクを着けると皮膚からの熱が逃げにくくなったり、気づ
かないうちに脱水になるなど、体温調節がしづらくなってしま
います。
　暑さを避け、水分を摂るなどの「熱中症予防」と、感染予防を両
立させましょう。

熱中症を防ぐために

マスク着用時は…

屋外で人と2m以上
（十分な距離）
離れているとき

激しい運動は避けましょう
のどが渇いていなくても
こまめに水分補給をしましょう
気温・湿度が高いときは特に注意しましょう

2m以上（十分な距離）

感染対策は
忘れずに！
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〜特別児童扶養手当〜
　「特別児童扶養手当」は、精神または身体に一
定程度の障害を有する 20歳未満の児童を養育
している方に対して支給される手当です。
　ただし、障害を理由に年金を受けることので
きる児童や児童福祉施設などに入所している
児童などは対象となりません。
◆支給額（月額）
　障害等級 1級　52,500 円
　障害等級 2級　34,970 円
◆支給期日
　毎年 4月、8月、12月にそれぞれ前月分ま
で支給されます。

〜障害児福祉手当・特別障害者手当〜
　「障害児福祉手当」は、精神または身体に重度
の障害を有するために日常生活において常時
介護を要する20歳未満の児童に対して支給さ
れる手当です。
　「特別障害者手当」は、精神または身体に著し
く重度の障害を有するために、日常生活におい
て常時特別な介護を要する20歳以上の方に対
して支給される手当です。
◆支給額（月額）
　障害児福祉手当　14,880 円
　特別障害者手当　27,350 円
◆支給期日
　毎年 2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月
分まで支給されます。

　日　　時：10 月 2 日（土）午後 2 時から 4 時 30 分
　　　　　　※新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、検診が中止なる場合があります。
　会　　場：洞爺湖町健康福祉センター「さわやか」（洞爺湖町栄町 63 － 1）
　対　　象：20 歳以上の町民
　定　　員：8 名程度　※定員を超えた場合は抽選が行われます。
　検 診 医：日本口腔外科学会専門医　検診方法：問診、口腔の視診・触診
　検 診 料：1,000 円（検診当日にお支払いください）
　申込期限：8月13日（金）
　申 込 先：豊浦町総合保健福祉施設やまびこ内 保健センター　
　電　　話：82-3844　※土・日曜日・祝日は受付しておりません。

【対象者】昭和 36 年 4 月 1 日～昭和 57 年３月 31 日生まれの国民健康保険加入者以外の方
　　　　 ただし、脳血管疾患のため脳神経外科で治療中の方、ペースメーカー使用中の方、脳動脈瘤ク

リップなどの金属を埋め込んでいる方は対象外となります。
【料　金】7,000 円
【会　場】検診会場は、伊達赤十字病院です。年間を通して実施していますので、申し込み・日程などの

調整は、直接伊達赤十字病院（☎ 23-2211）「健診センター」へご連絡ください。

口腔がん検診を受けましょう

MRI・MRA検診のお知らせ

障害者（児）に関する各手当制度のご紹介

　口の中にできるがんを「口腔がん」といいます。40 歳過ぎころからみられるようになり、加齢ととも
に発生率は上昇します。口腔がんは、がんの中でも死亡率が高いがんでもあります。下記のとおり口腔
がん検診を実施しますので、早期発見・早期治療のために検診を受けましょう！

　くも膜下出血・脳出血・脳梗塞などの脳卒中は突然発症し、重い後遺症が残ったり、長期療養が必要
となる場合があります。MRI・MRA 検査の両検査を行うことで、より精密に脳の状態を確認することが
できます。

※受給者もしくはその配偶者，または扶養義務者の前年所得が一定額以上であるときは支給されません。
※各手当を受給するには認定請求書を提出する必要があり、受給資格があっても請求をしないと支給さ

れません。
　なお、請求に必要な添付書類は各ご家庭の状況により異なりますので、詳細は総合保健福祉施設やま
びこ保険福祉係（☎ 82-3843）までお問い合わせください。
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令和 3 年度 生涯学習課だより

第351 号（7 月）

豊浦町　放課後子ども教室

　5月17日、すっかりおなじみとなってきた
アクリル絵の具を使った制作活動。「巨大生物
大集合」と題し、「生きもの」をテーマに制作し
ました。自分の好きな生きものを、実物と同じ大
きさで作ってみよう、という試みです。図鑑と
メジャーを用意して、アクリル絵の具について
説明を受けたらいよいよ制作開始。段ボールを
使って立体的な作品を作る子や、同じ生きもの
を何度も描いて、本で調べた大きさに近づけて
いる子など、それぞれの個性が光っていました。

　令和2年度に開設したYouTubeチャンネルをご存知でしょうか。今年度も新作をアップしています。
　新型コロナウイルスの影響で放課後子ども教室が開催できなくなったとき、せめてもの代わりに、と
試みたのが始まりでした。ぜひご家族でご覧ください。

Toyoura…とようら　Ouchide…おうちで　Do!…やってみよう
　この動画配信では毎回おうちでチャレンジできる、さまざまな
テーマの“TODo”をお届けしています。
　今年度はTODoアナログ版としてTODoノート作りも始めまし
た。こちらも少しずつご紹介していきます。

生き物の大きさって？

豊浦町放課後子ども教室YouTubeチャンネルTODo!とは

豊浦町放課後子ども教室ちゃんねる

　また、こういった制作活動の際は、「たくさん
汚れてもいいんだよ」と子どもたちに伝えるよ
う意識しています。「汚れないように、恐る恐る
…」作った物と、「汚れなんて気にしない！」と
のびのび作った物に、明らかな違いを感じるか
らです。「〇〇してはいけない」はときに必要な
こともありますが、できるだけ子どもたちそれ
ぞれの「やってみる」に沿えるよう心がけてい
ます。

活動報告
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中央公民館
図書室

開館時間：午前9時～
　　　　　午後5時
休 館 日： 月曜日
※事前予約制 ☎83-2239

　「大岸小学校」、「礼文華小学校」の図書室には、公民館
図書室から60冊ずつ本を貸し出し、配架しています。
　「そよかぜ団地」、「とわにー」には、図書室で除籍と
なった本を置いています。そちらはご自由にお持ち帰
りいただけますので、ぜひご活用ください。

　ここに載せきれませんでしたが、他にも通信大
学時代に政治経済の課題で読まれていたという
トルコのアタテュルク関連についてもお話いた
だきました！村井町長、楽しい時間をありがとう
ございました！

　第一弾はやはり町の代表から…ということで
村井町長にお願いしました！思い入れのある本、
忘れられない本などありますでしょうか……。

移動図書を行っています！

協力隊が行く！

奇数月の第2週に
本を入れ替えています！

公式インスタグラム

町長：最近はあまり本を読めていないんだけ
ど…直近で読んだ本は『海賊とよばれ
た男』。出光興産がモデルの。

木村：映画化もされたお話ですね！
町長：そうそう。一番印象に残っているのが、

戦後（どこも働き口が無い、経済的に厳
しいときに）、戦地から帰ってくる社員
を誰一人クビにせず受け入れるとこ
ろ。社長と社員の“信頼関係”が、凄いん
だよなぁ。

木村：それは凄いですね…どうやってそんな
信頼関係を…いや、本を読んだほうが
良いですね！！

町長：かなりね、引き込まれますよ。
木村：もう既に、町長のお話でだいぶ引き込

まれてます！

　豊浦町の図書室にやってきた地域おこし
協力隊の木村が、紹介リレー形式で、町の
人たちと出会っていこう！という企画を
スタート。次に伺うのはあなたのお家かも
…！！

まちびと

とようら町人リレー

『海賊とよばれた男』　百田 尚樹
【読みました！】 永遠の０の百田さんの作品。
経済や商売に興味がなかった私でも、ぐんと
引き込まれる“ヒューマンドラマ”でした。戦
後の状況も見え、あらためて日本を築き上げ
てきた人々を敬います。

Vol.1
村井  洋一  町長

次号は、

町長からご紹介いただいた方のもとへ！

さて、どなたでしょうか？！お楽しみに。
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　例年よりも寒暖差が大きく感じますが、日一日
と暑さも感じる今日この頃、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。
　コロナ禍の中、残念ながら昨年同様、豊浦町の一
大イベントであります「とようらいちご豚肉祭り」
をはじめ、賑わいをもたらすキャンプ場も閉鎖と
なりました。誠に残念であり、来年こそは開催でき
ることを願ってやみません。
　コロナウイルスに関して緊急事態宣言が解除さ
れた東京や関西圏では、感染力の強い「デルタ株」
が増え続けており、先月29日には札幌でも初めて
確認され「市中に広がれば第4波を上回る感染拡
大が懸念される」として警戒感を示しております。
　町民の皆様には気を緩めることなく引き続きマ
スクの装着、手指消毒、3密の回避、不要不急の外
出の自粛など、感染防止にご協力をお願いすると
ともに、ワクチン接種にご理解とご協力をお願い
いたします。
　6月25日、漁業系一般廃棄物リサイクルセン
ターの残渣水の処理について、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律違反容疑で、警察の強制捜査
を受けました。
　ホタテ水揚げ時には、ホタテに付着してくる
ザラボヤなどの雑物や水分が伴いますが、雑物
量・残渣水が当初計画の2倍〜 3倍になりました。
　さらに、発酵促進に不可欠なブロアーの機能
低下などにより残渣水が上手く活用されず、
オーバーフローの危険性からその一部を町有地
において処理したものであり、周辺での臭いと
笹原の一部が塩分などにより枯れた状況となり
捜査を受けたものであります。
　このような状況になったことに関し、町民の
方々に大変なご迷惑とご心配をかけることにな
り、心よりお詫び申し上げます。
　なお、今後の対策については、早急にプラント
メーカーや委託先である漁協に機能回復の指示
を出すとともに、それぞれの責任において再発
防止に取り組んでまいります。
　誠に、申し訳ありませんでした。

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81回

はしっこ同盟
各まちのお知らせ

ビーフ天国まるっと黒松内2021
　　　　　　　　　　開催の中止

長万部町 黒松内町

　ビーフ天国まるっと黒松内実行委員会では、
5月11日に役員会議を開催し、今年のビーフ天
国の開催について協議したところ、新型コロナ
ウイルス感染症に対する万全な感染予防対策を
講じることは困難であると判断し、昨年に引き
続き中止することに決定しました。ビーフ天国
まるっと黒松内の開催を楽しみにしていた皆さ
んのご期待に沿えず、誠に申し訳ありませんが、
ご理解をお願いします。来年度、さらなる内容の
充実を図り、開催できるよう取り進めていきま
すので、今後とも変わらぬご支援・ご協力をお
願いいたします。

問□　ビーフ天国まるっと黒松内実行委員会
　　☎ 0136−72−3835

　昭和58年（1983年）の終戦記念日に、展示品の
数々が町に寄贈され平和を祈念して開館いたし
ました。
　丸木位里・俊夫妻「原爆の図・母子像」など、
反戦と平和を願う心が生んだ美術工芸品を展
示。
　前庭には、世界的彫刻家、本郷新の作品群が並
んでいます。（入場は、無料）

【場　所】　長万部町字長万部413番地12
【時　間】　午前10時〜午後4時
【休館日】　毎週月曜日、祝日の翌日、年末年始

問□　長万部町 教育委員会 社会教育係
　　☎ 01377−2−2748

「平和」をテーマに作品展示
　　　　　　　平和祈念館



消防だより 7月の広報テーマ
『花火による火災の防止』☎83‒2119

　新型コロナウイルスに限った話ではありませ
んが、うがい手洗いは感染予防に非常に有効な行
動です。
　人は無意識に1時間あたり数十回顔に手をあて
ると言われています。
　素手で何かに触れた後や、外出先から帰ってき
たら、必ず真っ先にうがい手洗いをしましょう。

　夏を間近に控え、花火を楽しむ季節がやってき
ました。しかし、花火は取り扱いを誤ると火災や
火傷などの事故につながる危険なものでもあり
ます。
　子どもだけで花火をすると大変危険です。花火
をするときは必ず大人が付き添い、子どもの手の
届かないところに花火を保管するようにしてく
ださい。子どもに正しい火の取り扱い方法を教
え、花火や火遊びによる火災を防ぎましょう。

うがい手洗いを徹底しましょうルールを守って楽しい花火を

〜花火で安全に遊ぶポイント〜
①子どもだけでの花火はしない。
②風が強い日には花火はしない。
③周囲に燃えやすいものがなく、広い安全な

場所を選ぶ。
④取扱説明書をよく読み、注意事項を守る。
⑤水が入ったバケツなどを用意し、使用後は

水につける。

伊達警察署 からのお知らせ ☎ 22-0110

◯採用予定人員：220名程度
　男性A区分40名程度、男性B区分125名程度
　女性A区分15名程度、女性B区分 40名程度
◯受験資格：平成元年4月2日から平成16年4月

1日までに生まれた方
◯受付期限：8月20日（金）、午後5時30分まで
◯第1次試験日：9月19日（日）
◯第2次試験日：10月下旬〜 11月中旬

・万引きは犯罪
・喫煙、飲酒は非行の入口
・大麻の乱用が増加しています。
・インターネットの世界は危険がいっぱい
・非行防止は家庭から

令和 3 年度 第 2 回北海道警察官
採用試験実施日程

夏休みにおける少年の
非行・犯罪防止と有害環境の浄化

夏の交通安全運動の実施
◯運動期間
　7月13日（火）から22日（木）の10日間
　7月13日は、飲酒運転根絶の日です。
◯運動重点
　・飲酒運転の根絶
　・バイク、自転車の交通事故防止
　・スピードダウンと全席シートベルト着用
　・子どもと高齢者の交通事故防止
◯夏季における交通事故防止のポイント
　7月は、暑さや長距離運転などによる疲労から注
意力が散漫となり、居眠り運転による正面衝突事故
や車両単独事故が増加する傾向にあります。

豊浦消防団 （6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） 17名
第3分団（礼文華地区） 20名
定員85名 計82名

豊浦町火災・救急発生件数
 5月 ●火災件数   1件（累計 　 4件）

●救急件数 16件（累計　78件）

広報とようら　−令和 3年 7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

西いぶりリサイクル
プラザの講座

知
知

混ぜればごみ、分ければ資源

有限会社 松下商店
TEL（0142）22-5353
TEL（0142）83-3235豊浦支店

伊達市松ヶ枝町６１番地８

（物によっては回収できないものもあり
 ます。まずはお電話を！）

出張見積

無料！

大型ごみの収集日に
ついて知

　布団・畳・マットレス・自転車
の大型ごみを次の日程で収集しま
すので、7月21日（水）までに下記
までお申し込みください。
▶収集日：7/28（水）
問□　町民課 町民係
　 ☎83−1406

18 広報とようら　−令和 3年 7月号−

①レザークラフト～三角コイン
ケース～

▶日時：8/8（日）・9（月）
　　　　13：00 〜 15：00
▶定員：先着各10人
▶料金：各1,000円
②ハーバリウムワークショップ
▶日時：8/7（土）・28（土）
　　　　13：30 〜 15：30
▶定員：先着各3人
▶料金：各1,700円
③きめこみパッチワーク講座
▶日時：8/21（土）
　　　　13：00 〜 16：00
▶定員：先着各15人
▶料金：900円〜 3,000円

▶場所：①、②、③ともに西いぶり
リサイクルプラザ

▶申し込み方法
　8/1（日）から①②は各前日まで、

③は8/13まで、電話で
問□　西いぶりリサイクルプラザ
　　☎0143−59−0319

マイホーム取得の
助成について

祝日が
移動しています

▶マイホーム取得を豊浦町が応援
します！

　町内に住宅を新築する、中古住宅
を購入した方を町が応援します。新
築は最大200万円（二世帯住宅は最大
250万円）、中古住宅購入は購入価格
の10％（50万円限度）を助成します。
▶空き家を活用しませんか？
　住んでいない、使われていない空
き家をお持ちの皆さん、空き家バン
クに登録しませんか？
　町では、空き家を売買・賃貸した
い人と空き家を利用したい人を橋
渡しをする空き家バンクを行って
おります。どちらもお気軽にご相談
ください。
問□　建設課 住宅まちづくり係
　　☎83−1420

　2020年の東京オリンピック・パ
ラリンピック競技大会が延期とな
り「2021年」の特例として、『海の
日』、『スポーツの日』、『山の日』が移
動しています。お使いのカレンダー
に、祝日の移動が反映されていない
場合がありますので、確認してくだ
さい。
▶海の日
　7月19日（月）→7月22日（木）
　※7月19日は平日となります。
▶スポーツの日
　10月11日（月）→7月23日（金）
　※10月11日は平日となります。
▶山の日
　8月11日（水）→8月8日（日）、8
日が日曜日のため、8月9日（月）は
振替休日となります。
　※8月11日は平日となります。
問□　地方創生推進室 広報統計係
　　☎83−1418

町営バス臨時運行
のお知らせ知

　学校の夏休み期間中の7月22日
（木）から8月16日（月）までは山梨
線は運休期間となっていますが、次
のとおり臨時運行いたします。な
お、礼文華線は、運休期間中も平常
運行いたします。（発着場所、運行時
刻に変更はありません。8月17日

（火）から平常運行いたします。）
▶山梨線臨時運行日（第1・2便
のみ運行）：7/27（火）、7/30（金）、
　8/3（火）、8/6（金）、8/10（火）、
　8/13（金）
問□　建設課 車輌係
　 ☎83−1411
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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 7月号− 19

夏休みチビッコ水泳
教室の開催

▶日時：7/27（火）、29（木）
　　　　 8/3（火）、5（木）
　　　　 18：00 〜 19：00
▶会場：伊達市総合体育館
　　　　温水プール
▶対象：泳ぎが苦手な子（小学生）
▶募集人員：20名（先着順）
▶参加費：2,000円（プール入館料、

保険料含む）
▶申込期日：7/22（木）
　はがき、FAX、メールで申し込み
問□　〒052−0022
    伊達市梅本町23−80
    伊達水泳協会　藤原達雄さん
    ☎25−4105　FAX 25−5936
    e-mail：t23fuji@poppy.ocn.ne.jp

札幌弁護士会
いぶり巡回無料法律相談会

▶日時：7/15（木）、8/5（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：8/14（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

町長とのふれあいトーク

・郷土愛ふれあいトーク
▶日時：8/20（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

6 月 30 日現在

保育施設入所状況 
6 月 30 日現在

大岸保育所　　　　12 名（30 名）
認定こども園青空　56 名（65 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

14 戸
0戸）
13 戸
2 戸

25 戸

公営住宅に空き室があります
　　　　　　　6 月 30 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
固定資産税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料
公営住宅使用料
水道下水道料

8 月 2 日（月）

（第 2 期）
（第 2 期）
（第 1 期）
（第 1 期）
（第 4 期）
（第 4 期）

知 働きたい方のための
出張相談会

　働きたいと思われている方に向
けた就労自立支援施設です。
　その他就職相談も歓迎です。「働
きたい」を応援する無料出張相談会
を開催します。
▶日時：8/6（金）13：30 〜 15：30
　　　　（先着順・予約可）
▶会場：ハローワーク伊達
▶対象：おおむね15歳から49歳の
　　　　方・ご家族
▶内容：就労相談、就労体験ほか 
問□　とまこまい若者サポート
　　ステーション
　 ☎0144−84−8670
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カレンダー7月 7月12日～8月10日（7/6現在）

July

12 月
13 火 ・フッ素塗布（15：00 〜 16：30 やまびこ）
14 水

15 木

・いきいきサロン燦々（10：00 〜 12：00 礼文華生活館）
・いぶり巡回無料相談会（10：30 〜 12：00 中央公民館 要予約）
・戦没者追悼式（11：00 〜 12：00 中央公民館）
・山梨地区健康相談（13：30 〜 15：30 山梨公民館）

16 金 ・新富地区健康相談（11：00 〜 13：00 新富保健福祉館）
17 土
18 日
19 月
20 火 ・はつらつ運動教室（10：00 〜 11：30 しおさい）
21 水
22 木  海の日
23 金  スポーツの日
24 土
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
28 水
29 木
30 金
31 土
8/1 日

2 月
3 火 ・はつらつ運動教室（10：00 〜 11：30 しおさい）
4 水 ・1 歳 6 か月児、3 歳児健診（13：00 〜 15：00 やまびこ）
5 木 ・いぶり巡回無料相談会（10：30 〜 12：00 中央公民館 要予約）

6 金
・いきいきサロン燦々（10：00 〜 12：00 社会館）
・保健推進委員会議（13：30 〜 15：00 やまびこ）

7 土
8 日  山の日
9 月  振替休日

10 火  

編 後集 記

※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、時間の変更、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。

・『いつまでも健康で暮らしたい』そのためには日々の健康
づくりが大切ですが、中々できないのも現実。自分もそう
ですが、この特集が少しでも健康づくりを考えるきっかけ
となっていただければと思います。（英）

　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

人 の 動 き 令和3 年  6 月　1 日〜
令和3 年  6 月 30 日受付分

●お誕生おめでとうございます

　7月2日（金）に行われた、「豊浦中学校体育
大会」での一コマ。
　大会スローガン『力戦奮闘』のとおり、それ
ぞれが個々の力を発揮し、そして各リーダー
のもとお互いが協力して競技を進めていまし
た。
　グラウンドには、真剣な表情、笑顔がたくさ
ん見られた体育大会でした。

今月の表紙 豊浦中学校体育大会

●世帯と人口  令和 3 年 6 月 30 日現在
（前月対比）

●ご冥福をお祈りいたします

世　帯
人　口

男
女

内 外国人
67 人
35 人
32 人

（　- 9 世帯）
（　- 7　人 ）
（　- 6　人 ）
（　- 1　人 ）

2,091 世帯
3,747　人
1,770　人
1,977　人

▲曽
そがわ

川　應
おうすけ

介くん
令和3年6月1日生

（父 ･智史さん、母 ･法子さん　浜町）

▲川
かわむら

村　実
み か

佳ちゃん
令和3年6月16日生

（父 ･尚弘さん、母 ･沙妃さん　山梨）

大　良　重　雄さん　73歳、礼文華、令和3年5月27日死亡
森　廣　捨　次さん　91歳、大　岸、令和3年6月  4日死亡
佐々木　ユ　キさん　98歳、高　岡、令和3年6月  6日死亡
近　藤　美　穂さん　39歳、東雲町、令和3年6月  9日死亡
永　沼　郁　郎さん　92歳、船見町、令和3年6月10日死亡
眞　田　邦　麿さん　76歳、浜　町、令和3年6月11日死亡
根　津　トシ子さん　89歳、東雲町、令和3年6月15日死亡
松　尾　フ　サさん　93歳、礼文華、令和3年6月17日死亡
伊　藤　洲　司さん　82歳、旭　町、令和3年6月19日死亡
藤　原　春　夫さん　83歳、礼文華、令和3年6月20日死亡


