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一次産業の強化や新たな価値創出による雇用の確保

　定例会3月会議で、村井洋一町長から町政執
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。
　地方創生の最終目標である「子どもたちや若
者が夢や希望を持ち続け、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。

※平成31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。

活力と心豊かに誇
りを持って暮らす
まち

一次産業の強化や新たな価値創出による雇用の確保

平成31年度のまちづくり

1

▲山梨地区の広大な農地

営農基盤の充実

安定的な
　農産物の生産・供給

農業者の高齢化、
　担い手不足の解消

　道営土地改良事業（山梨地区）を実施
し、農業用排水施設の更新、農地の再整
備を実施します。

　JAとうや湖の人参洗浄選別機の更新
や鳥獣による農業被害を軽減するため、
電牧柵等を整備し、農産物の安定的な生
産・供給に支援します。

　地域産業連携拠点事業により、研修生
（豊浦いちごの栽培）の受け入れや農業
体験ツアーなどを行います。

予算額　1,020万円

予算額　1,475万円予算額　4,275万円



広報とようら　−平成 31 年 4 月号− 3

生活環境の充実により、快適に住み続けたいまちづくり生活環境の充実により、快適に住み続けたいまちづくり2

▲学校給食に提供された豊浦産のホタテ

▲しおさい朝市

漁業施設の整備

子育て支援の充実

健康づくり対策の充実 医療体制の充実

雇用対策の充実

朝市の開催

　高度衛生型管理施設として整備予定
のいぶり噴火湾漁協豊浦支所荷

にさばき

捌所兼
事務所建設事業に支援し、漁価の向上に
よる漁業所得の向上につなげます。

　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
化を引き続き実施します。

　MRI検診事業の見直しを行い、無症候
性の脳血管疾患の発見・発症防止等を
目的としたMRI・MRA検診費用の助成
を行います。

　商工会が取り組む「豊浦町起業化促進
雇用創出応援事業」に引き続き支援しま
す。

　毎月第3土曜日に天然豊浦温泉しおさい
玄関前にて、海産物や農産物を販売する朝
市を開催します。

　多くの救急患者の受け入れができる
ように「1次救急告示病院」の認定を目指
します。

予算額　5億3,842万円

予算額　2,382万円

予算額　27万円

予算額　880万円

予算額　11万円
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人の流入・移住促進に向けて、
働きたい、住んでみたい魅力あるまちづくり

公共交通対策の充実

社会福祉の充実

防災・減災に向けた取り組み
　コミュニティーバスの運行ルートの
追加（礼文華・大岸方面の運行・毎週1
往復）を行い、実証運行として次年度以
降の運賃有料化も含め交通体系の充実
を図ります。

　共助の仕組みを構築するための自主
防災組織の育成や各避難所の備蓄品の
充実を図ります。

　高齢者が家庭・地域の中で安心して暮らせるよう福祉サービスの充実に努めます。また、豊浦町手
と手でつなぐ手話言語条例に基づき、意思の疎通が困難な方が安心して生活を送ることができるよ
う支援します。

予算額　2,220万円 予算額　405万円

予算額　435万円

人の流入・移住促進に向けて、
働きたい、住んでみたい魅力あるまちづくり3

▲ウニの殻むき体験

観光資源の活用

豊浦町ファンの増加 新たな交流の取り組み

　「一般社団法人 噴火湾とようら観光協
会」と連携しながら、地域の観光資源を
活かして顧客満足度の高い観光商品を
開発し、観光客の誘致や地元住民の地域
愛を育みます。

　ホタテオーナー制度、サケ網オーナー
制度を引き続き実施し、豊浦町ファンの
増加を図ります。

　北海道新幹線の長万部駅の開業を踏
まえ、長万部・黒松内・豊浦町の3町連
携による「はしっこ同盟」を立ち上げ、新
幹線駅圏域を強みにして地域の発展に
向けた協議を進めます。

予算額　2,985万円

予算額　200万円 予算額　100万円



再生可能
　エネルギーの推進

　温室効果ガス削減のため、平成28年
度から整備を進めてきたバイオガスプ
ラントが4月から稼動し、循環型まちづ
くりの推進に努めます。
　また、プラントの稼動により、牛・豚
のふん尿とホタテ貝の養殖から出る残
渣を原料として、発電の他に、熱や液肥
が生まれ、新たな産業の創出と雇用の場
を確保します。

予算額　1億1,027万円
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エネルギーの地産地消・循環型地域を目指し
安心して暮らせる自立・持続するまちづくり

エネルギーの地産地消・循環型地域を目指し
安心して暮らせる自立・持続するまちづくり4

▲月2回の小幌駅定期点検

▲バイオガスプラント

観光拠点の改修

小幌駅の維持管理

　道の駅とようら、天然豊浦温泉しおさ
いの改修を行い、施設の維持管理に努め
ます。

　4年目を迎える小幌駅の存続につい
て、町が駅業務の維持管理費用を負担
し、小幌周辺を観光資源の核の一つとし
て、観光消費額増加につなげます。

予算額　2,745万円

予算額　443万円

移住・定住の促進

　中古住宅を購入し増改築する方への
助成を拡充し、引き続き、住宅の新築や
中古住宅の購入、賃貸住宅の建設に助
成します。

予算額　3,400万円



　平成31年度の一般会計予算総額は、48億7,800万円で、前年度より 15億1,900万円、23.7% の減額とな
りました。主な減額の要因は、バイオガスプラント整備事業や地域産業連携拠点施設整備事業の施設が
完成したため、総務費で減額となっています。
　一般会計と特別会計を合わせた予算総額は、78億6,567万円で、前年度より 14億3,313万円、15.4% の
減額となりました。

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。

総務費
5億 150万円

歳入総額　48億 7,800万円 歳出総額　48億 7,800万円

民生費
7億 7,427 万円

衛生費
6億 7,780 万円

農林水産業費
8億 7,183 万円

商工費
2億 332万円

土木費
2億 891万円

教育費
1億 8,681 万円

公債費
5億 9,667 万円

給与費
5億 6,726 万円

その他
2億 8,963 万円

町　税
3億 9,342 万円

地方交付税
20億 9,000 万円

国・道支出金
6億 5,757 万円

町債（地方債）
6億 2,901 万円

繰入金
6億 669万円

その他
5億 131万円

バイオガスプラント・地域
産業連携拠点施設の運営、
公共施設管理、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

議会費、消防費、災害復旧費、
予備費

一般会計予算は

億 万円48 7,800
平成 31 年度平成 31 年度

まちづくり予算まちづくり予算
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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30年4月1日現在次のとおりです。

ラスパイレス指数：97.1
①町職員の給与状況（平成31年度一般会計予算）
　職員数：72人（平均年齢39.0歳）
　給与費：3億9,604万円
　職員１人当たりの年間給与費：550万円
※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31年4月1日現在）
職　種 高校卒 短大卒 大学卒

行政職 148,600 円 161,300 円 180,700 円

③期末手当・勤勉手当（平成31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・勤勉月分は、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

H30　6億 6,585 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 H30　3億 8,377 万円

H31　3億 1,153 万円

H30　2億 7,614 万円

H30　1億 4,412 万円

H29　5億 3,355 万円

H29　2億 7,428 万円

H30　7億 1,511 万円

H30　3億　378万円

H31　3億 1,154 万円

H30　2億 7,615 万円

H31　2億 6,913 万円H31　2億 6,913 万円

H30　6億 6,585 万円

H31　7億 1,889 万円H31　7億 1,889 万円

H30　1億 4,412 万円

H31　1億 4,011 万円H31　1億 4,012 万円

H30　5億 3,902 万円

H31　5億 5,598 万円H31　5億 5,598 万円H31　5億 5,598 万円

H30　2億 5,777 万円

H31　2億 7,857 万円H31　2億 7,857 万円

H30　7億 1,511 万円

H31　7億 1,343 万円H31　7億 1,344 万円
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不 法 投 棄
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　町内全域で廃棄物の不法投棄の被害が絶えません。
　不法投棄は、町有地などの公的財産や個人の土
地などの個人財産の財産権を侵害しており、それ
を処分するのに役場および土地所有者は、多大な
費用の負担を強いられています。
　これらを取り締まり防ぐには、住民の方々の協
力が必要です。不法投棄を見かけたら最寄の警察
か役場に通報をお願いします。

　「一部の心ない飼い主」が、放し飼いをし
たり散歩時に道路や公園などに排泄された
ふんを始末しないなど、多くの方に不愉快
な思いをさせています。
　さらには、きちんと後始末をしている飼
い主も疑いの目で見ら
れてしまうという被害
にもあっています。
　飼い主のマナー違反
は、みんなの迷惑です。

ふんの処理は
飼い主の義務

問□　町民課 町民係　☎ 83−1406

ストップ！

施設・業務名
4月 5月

お　　知　　ら　　せ27日
（土）

28日
（日）

29日
（月）

30日
（火）

1日
（水）

2日
（木）

3日
（金）

4日
（土）

5日
（日）

6日
（月）

役場
☎　83−2121

4月26日まで業務を行っています。5月7日から業務を
開始します。

中央公民館
☎　83−2239

4月28・30日、5月1日から5日までの開館時間は、
午前９時から午後5時までとなります。

スポーツセンター
☎　83−2939

4月28日から5月6日までの開館時間は、午前９時
から午後5時までとなります。

ふるさとドーム
☎　83−3816

4月28日から5月6日までの開館時間は、午前９時
から午後5時までとなります。

社会館 
☎　83−2221
とわにー
☎　83−1082
道の駅とようら
☎　83−1010

4月1日より毎日営業しています。営業時間は午後5時まで（テ
イクアウトコーナーは午後4時まで）、4月27日からは午後
6時まで（テイクアウトコーナーは午後5時まで）となります。

国保病院
☎　83−2228

救急患者は診察を受付いたしますので、事前に電話を
入れてからお越しください。

やまびこ
☎　83−2408

介護老人保健施設は、休み期間中も平常通り業務を
行います。

しおさい
☎　83−1126

通常通り営業しています。開館時間は、午前10時か
ら午後9時までとなります。

ごみ収集
☎　83−1406
おおきし保育所
☎　84 −1351
認定こども園青空
☎　83−3662
コミュニティバス
☎　83−1411

今年度から毎週水曜日、礼文華・大岸ルートが追加
になりました。（1便・往復）

町営バス
☎　83−1411

4月30日、5月2日は臨時運行となり、礼文華線1・2・3・4便、
山梨線1・2便のみの運行となります。

連休中の業務のお知らせ □は業務日　■は休業日
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Town Topicsまちの話題

「ホタテ」に魅せられて 豊浦野球スポーツ少年団が受賞

思い出を胸に、輝く未来へ

第17回まるごと豊浦北の収穫祭 平成30年度胆振管内教育実践表彰

町内小中学校 卒業式

　3月10日、豊浦ふるさとドームにて「第17回ま
るごと豊浦北の収穫祭」が開催されました。
　会場では、旬の豊浦産ホタテの即売、ホタテ焼
き、浜の母さんの名物料理「浜鍋」などが人気を
集め、販売開始前から長蛇の列ができました。ス
テージイベント「第11回TOYOURA世界ホタテ
釣り選手権大会」では、総勢64名による熱い戦い
が繰り広げられ、豊浦町ならではのホタテづくし
のイベントに、町内外から訪れた約5,500人の方々
が楽しんでいました。

　豊浦野球スポーツ少年団が、少年団活動を通し
た青少年の健全育成に関わる取り組みについて、
平成30年度胆振管内教育実践表彰を受賞し、3
月13日に胆振教育局の佐野局長から豊浦野球ス
ポーツ少年団の入船団長に表彰状が贈られまし
た。
　入船団長は「子どもたちの将来のために、礼儀
や人との接し方、思いやり、何事にも負けない心
を養う健全育成に、これからも努めていきます」
と話していました。

　3月13日に豊浦中学校、20日に豊浦小学校と大
岸小学校で卒業式が行われました。
　豊浦中学校19名、豊浦小学校25名、大岸小学校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。
　母校で過ごした思い出を振り返り、仲間や家族
への感謝の言葉、そして将来の抱負を語り、涙を浮
かべていた姿がとても印象的でした。
　ご卒業おめでとうございます。

▲一人ひとりに重みある卒業証書の授与（豊浦中学校）

▲在校生による卒業生を送ることば（豊浦小学校） ▲思い出を胸に卒業証書を受け取ります。（大岸小学校）

▲多くの人で賑わう会場内

▲左から佐野局長、入船団長、野橋教育長
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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

▽国民健康保険病院事務長
　半澤　　豊（総務課長兼選挙管理委員会事務局長）
▽地方創生推進室長
　久々湊　忍（総務課参事兼交通防災係長）
▽地方創生推進室参事兼交通防災係長
　瀬野　栄一（農業委員会事務局長）
▽建設課長
　吉田　朋行（総合保健福祉施設事務長）
▽産業観光課参事兼農業委員会事務局長
　佐藤　　勉（建設課長）
▽総合保健福祉施設事務長
　杉谷　佳昭（産業観光課長兼まちなみ整備室長）
▽産業観光課長兼まちなみ整備室長
　藤原　弘樹（地方創生推進室長）
▽総務課長兼選挙管理委員会事務局長
　本所　　淳（国民健康保険病院事務長）
▽国民健康保険病院総看護師長
　兼地域医療総合連携局長
　大山　理恵（国民健康保険病院看護師長）
▽議会事務局長
　荻野　貴史（議会事務局次長）　

▽国民健康保険病院事務次長兼総務係長
　秋島　弘子（国民健康保険病院事務次長）
▽地方創生推進室長補佐兼地方創生推進係長
　佐藤　一貴（地方創生推進室長補佐）
▽生涯学習課学校給食センター長
　武石　　修（町民課長補佐兼子育て支援係長）
▽総合保健福祉施設事務次長兼総務係長
　井上　政信（総合保健福祉施設事務次長）
▽産業観光課長補佐兼まちなみ整備室長補佐
　堀　　克吉（産業観光課長補佐兼まちなみ整備
　　　　　　　室長補佐兼農林公園係長）
▽国民健康保険病院看護師長
　赤堀　眞由美（国民健康保険病院主任看護師）

▽産業観光課商工観光公園係長
　兼まちなみ整備室まちなみ整備係長
　鈴木　　努（生涯学習課学校給食センター長）
▽地方創生推進室広報統計係長
　竹島　英和（総務課広報統計係長）
▽町民課子育て支援係長
　久保　隆史（総合保健福祉施設総務係長）
▽総務課財政係長
　佐々木　真（総務課企画財政係長）
▽産業観光課農林係長
　石川　壮輔（地方創生推進室地方創生推進係長）
▽産業観光課水産・資源循環プラント係長
　渡辺　亮太（産業観光課水産係長兼商工観光係長
　　　　　　　兼まちなみ整備室まちなみ整備係長）
▽産業観光課農林係主査兼商工観光公園係主査
　桜澤　　隆（産業観光課農林公園係主査）
▽町民課税務係長
　板垣　周平（町民課税務係主査）
▽建設課水道下水道係主査
　千葉　佳幸（建設課水道下水道係）
▽総合保健福祉施設地域包括支援センター主任
　阪下　克哉（総合保健福祉施設
　　　　　　　地域包括支援センター）
▽総合保健福祉施設介護支援専門員主任
　渡辺　和貴（総合保健福祉施設介護支援専門員）

▽建設課管理係
　小野　　恵（総務課企画財政係）
▽議会事務局兼監査委員事務局
　武澤　大夢（建設課管理係）
▽産業観光課水産・資源循環プラント係
　植村　誠也（産業観光課水産係）
▽産業観光課農林係
　駒井　亜星（産業観光課農林公園係）
▽町民課町民係
　竹島　貴徳（町民課税務係）
▽建設課土木係兼水道下水道係
　佐藤　大吾（建設課土木係）
▽産業観光課商工観光公園係兼まちなみ整備係
　菅原　彩加（産業観光課商工観光係
　　　　　　　兼まちなみ整備室まちなみ整備係）
▽総務課財政係
　笹川　涼平（総務課企画財政係）

課長職

課長補佐職

係職

係長・主査職

職員人事異動

▽医療保健福祉連携統括兼総合保健福祉施設長
　能登屋　久志（国民健康保険病院長
　　　　　　　　兼総合保健福祉施設長）
▽国民健康保険病院長
　秀毛　寛己（国民健康保険病院副院長）

医師職
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▽小野　　稔（国民健康保険病院副院長）
▽吉田　京子（町民課税務係長）
▽吉田　千恵（総務課交通防災係）
▽佐藤　弘恵（総合保健福祉施設
　　　　　　 老人ディサービスセンター看護師）

▽地方創生推進室交通防災係
　川瀬　裕太（総務課交通防災係）
▽地方創生推進室広報統計係
　宮越　恵里奈（総務課広報統計係）
▽町民課税務係
　吉田　京子（再任用）
▽地方創生推進室交通防災係
　吉田　千恵（再任用）

退職者

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

高井　真浩 教頭
（函館市高丘小）

大野　泰枝 教諭
（洞爺湖町洞爺湖温泉小）

福田　　暁 教諭
（礼文華小）

髙橋　理進 教頭
（室蘭市翔陽中）

張石　卓司 教諭
（厚真町厚南中）

宮ケ原　隆二 教諭
（壮瞥町壮瞥中）

木下　友博 教諭
（苫小牧市啓北中）

髙橋　一敏 教諭
（安平町追分中）

池田　吉三 教諭
（伊達市有珠小）

葛西　正敏 校長
（伊達市長和小）

入江　志織 教諭
（室蘭市みなと小）

山下　文人 校長
（洞爺湖町とうや小）

秋岡　みどり 教諭
（洞爺湖町虻田小）

宮崎　　剛 教諭
（ニセコ町ニセコ小）

　今年度、2 名の職員が新たに採用されました。
　4 月からそれぞれの係で頑張っておりますので、
どうぞよろしくお願いします。

町民課
税務係

石丸　卓弥

町民課
おおきし保育所

二ツ森　さと美

新規採用職員の紹介



12 広報とようら　−平成 31 年 4 月号−

　皆さんもテレビなどで一度は手話を見かけたこ
とがあるのではないでしょうか？
　昔、ろう学校（耳が聞こえない児童が通う学校）
では手話を使うことが禁止されるなど、手話で会
話することを周りから良く思われない時代があり
ました。
　そのような環境では、日本語の習得が不十分に
なったり、伝えたいことの表現がうまくできない
ことも多く、自分に自信を失くしてしまうことも
ありました。
　しかし、最近では、手話が普段私たちが使って
いる日本語と同じく 1 つの言語であると、国際条
約（障がい者の権利に関する条約）の中で位置づ
けられるなど、手話は、世界的に言語として認め
られるようになってきています。

豊浦町「手と手でつなぐ手話言語条例」を制定しました！

健康相談をご利用ください

No.109

　平成 30 年 4 月に北海道手話言語条例が制定さ
れ、道内外の市町村が、具体的な手話に関する条
例を制定することにより、手話に対する理解を深
め、手話を使用する環境づくりが進められていま
す。
　豊浦町においても、障がいの有無に関わらず、
お互いを尊重し合いながら安心して過ごせるまち
づくりを進めるために“豊浦町手と手でつなぐ手
話言語条例“を制定しました。
　今後は、町職員や町民向けの手話講座の開催や
イベントでの手話通訳者の配置など、手話と触れ
合うための事業も実施する予定です。
　手話に関する相談や要望がありましたら、やま
びこ保険福祉係（☎ 83 ｰ 2408）までご連絡くだ
さい。

手話言語条例とは？

・保健センターでは、保健師や管理栄養士による個別の健康相談を、随時受け付けております。
・生活習慣病の予防や健診結果の見方、お子さんの予防接種に関するご相談など、幅広い年代を対

象に実施しています。
・相談方法は、電話、来所、家庭訪問などがあります。お気軽にやまびこ保健センター（☎ 83 ｰ

2408）へご相談ください。
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　風疹は、子どものときの症状は比較的軽度で、主な症状は発熱・発疹・リンパ節の腫れですが、妊婦
の方（特に妊娠初期の方）が感染すると、先天性風疹症候群（心疾患・難聴・白内障等）の赤ちゃんが
生まれてくる可能性が高くなります。
　平成 31 年 4 月より風疹の、り患歴および接種歴は問いませんが、接種の際、抗体検査の結果が分か
る書類の提出が必要になります。

※上記の町事業とは別に、国の風疹の追加的対策として昭和37年4月2日～昭和54
年4月1日生まれの男性の方は、平成33年度まで抗体検査および定期接種の対象
となります。対象者へは、昭和47年4月２日～昭和54年４月１日生まれの男性の
方から段階的に個別通知でクーポン券を送付いたします。

接種の前に…
※抗体検査の結果をお持ちでない方は、事前

に抗体検査を受ける必要があります。検査
の結果が出るには数日かかります。

※風疹の抗体検査は有料となります。ただ
し、今まで一度も抗体検査を受けたことが
無く、妊娠を希望している女性等は、北海
道の補助が受けられる場合があります。室
蘭保健所（☎0143 ｰ 24 ｰ 9846）にお問い
合わせください。

場　所　豊浦町国民健康保険病院
　※事前予約が必要です。（☎83 ｰ 2228）
期　間　平成32年3月31日まで
料　金　無料（予防接種）
持ち物
・抗体価が低いことが判明している結果票
（結果票がない場合対象外となります）

・接種する方の住所、氏名、生年月日が分か
る書類（健康保険証など）

・対象者（２）に該当する方は、胎児の母子
手帳

　ご不明な点はやまびこ内保健センター（☎
83 ｰ 2408）までお問い合わせください。

風疹の予防接種（任意）が無料で接種できます！

献血のお知らせ

◆豊浦町では下記の方を対象に風疹の予防接種費用の助成を行っています。

将来妊娠を希望されている方等へ

◎対 象 者
　　過去に風疹の抗体検査を受け、抗体価が低いことが判明している結果票をお持ちの方で、

接種時に豊浦町に住民登録があり、以下の（１）または（２）に該当する方
　（1）接種日時点で 19 歳以上 50 歳未満の妊娠を希望されている女性
　（2）妊婦の夫および同居の家族（※定期接種対象者は除く）
　【注意！】
　・妊娠中の方は、風疹の予防接種を受けることはできません。
　・女性の方は、接種後 2 カ月間は妊娠を避けることが必要です。

　下記の日程において、役場庁舎前で献血が行われます。多くの方々のご協力をお待ちしております。
【日程】5 月 14 日（火）
【時間】13：30 ～ 16：00
【場所】役場庁舎前
　※日程は変更になる場合があります。
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平成31年度 生涯学習課だより

第324 号（4 月）

平成 31年度生涯学習課の主な開催事業のご紹介

とようら大学
通年・第 3 金曜日
10:00 ～ 14:30
60 歳以上の町民が対象で
す。

放課後子ども教室
毎週月・火曜日の放課後

（祝祭日・春夏冬休み以外）
楽しく遊びながら学び・健
康な心身を育みます。

わくわく体験隊
防災キャンプ（8 月上旬）
わんぱく水泳教室（8 月）
ニセコ　スキー・スノーボー
ドツアー（2・３月）

読書啓発事業
移動図書（奇数月）
ブックスタート（奇数月）
こども読書週間
図書室で DVD も借りられ
ます。

芸術文化公演開催事業
児童向け鑑賞事業（8 月末）
一般向け鑑賞事業（未定）

公民館講座（一般・野外）
小幌海岸探索会（5 月中旬）
礼文華遺跡発掘現地説明会　　
　　　　　　　（9 月上旬）
礼文華山道探索会（10 月）

など

公民館講座（一般・屋内）
英会話教室（5・6、9 ～ 3 月）
毎週水曜日 18:30 ～ 19:30
亜麻まるごと体験会（7 月・2 月）
防災講座（未定）

など

公民館講座（子育て支援）
口腔衛生・歯磨き指導（7 月）
子どもに対するしつけの方法
　　　　　　　　　（10 月）
お片付けの方法　　（1 月）

体育推進事業
自治会対抗ミニバレー大会
　　　　　　　（12 月上旬）
生涯スポーツ大会
　　　　（内容・開催日未定）

など

ふれあい広場 in公民館
9 月 28 日（土）
皆さんに楽しんでもらいな
がら、公民館活動について
の啓発を行います。



豊浦中学校 3年生を送る会
第47回卒業証書授与式

修学旅行

1
日
目

2
日
目

3
日
目

新千歳空港

新千歳空港

宮島（厳島神社）

関西国際空港バックヤードツアー

伊丹空港 京都市内自主研修

広島平和記念公園（原爆ドーム） 広島市内宿泊

京都市内宿泊

　3月12日（火）、「3年生を送る会」では在校生・
先生方が工夫を凝らした出し物を披露しました。
3年生も感謝の気持ちを込めた発表を行い、最後
の中学校生活を楽しみました。
　翌日、19名の卒業生がそれぞれの思いや決意
を発表し、豊浦中学校を巣立ちました。

　今年で3回目となった広島方面への修学旅行。初日に京都で自主研修
を行い、2日目は広島平和記念公園を訪れ、これまで平和について調べ
てきた学習を深めます。

広島訪問にむけて、2年生のときから学級で千羽鶴をつくった
り、テーマごとに事前学習をしたり、準備をしてきました。

京都・大阪と広島の移動は新幹線

　今年、人類史上初めて月面着陸に成功してから50年を迎えることにちなみ、
4月23日（火）からはじまる「子ども読書の日」と「こどもの読書週間」にあ
わせて、宇宙に関する絵本など、約20冊を展示します。ぜひ、お子様とお越し
ください！
・日　　時　4月23日（火）～ 5月12日（日）
・場　　所　中央公民館図書室
・そ の 他  期間中、展示本は館内閲覧のみとさせていただきますが、
　　　　　　5月14日（火）以降は借りることができます。

卒業式、思い出に涙や笑
顔を浮かべる卒業生

４月21日（日）
　～23日（水）
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子ども読書の日 企画展「宇宙ってすごい！」
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　肌寒い日々が続いておりますが、本州では桜の
開花や満開の便りが聞かれる今日この頃、町民の
皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお喜
び申し上げます。
　平成31年度に係る3月会議と予算委員会が開催
され、議員各位のご理解の下、成立させていただき
ましたことに、深く感謝とお礼を申し上げます。
　さて、新年度に向け、人事異動を発令しました。
人事異動は、なぜ必要か。近年、急速な社会変化へ
の対応や、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実
現に向けての人材育成が必要不可欠となってお
り、これができるかできないかによって、その持続
可能な地域社会の構築がかかっていると言っても
過言ではありません。
　仕事に慣れ、マンネリが生じる前に異動を行う
ことにより、職務に必要な技能と現在保持してい
る技能との落差を作り、人材が育つ状況を意図的
に作り出し、各々の職員の技能や努力を引き出す
ものであり、結果として本人のためにも、町民のた
めにもなるものであり、魅力あるまちづくりに資
するものであると思っております。
　平成31年度は、総合戦略の最終年度であり、特に

主要3大事業であります「バイオガスプラント事
業」「地域産業連携拠点事業」「豊浦版DMO観光
地域づくり事業」の結果が求められます。それぞ
れの事業の組織作りは構築され、あらためて目
的に向かって関係団体等と連携し鋭意努力する
覚悟でありますので、町民の皆様には、変わらぬ
ご理解とご支援をお願い申し上げます。
　朝晩はまだまだ寒く、滑りやすくなっており
ますので、十分気をつけてお過ごしくださいま
すようお願い申し上げます。

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56回

問□　地方創生推進室 地方創生推進係
☎ 83−1422　　　　　　　　　

　「空き家バンク」制度は、町内にある空き家・空
き地・空き店舗を所有者の方に登録していただ
き、空き家の購入・賃貸を希望する方へ情報を提
供するものです。
　現在、空き家バンクには、4月1日現在、8件の
物件が登録されていますが、物件情報が少ない状
況にあり、購入・賃貸を希望している方が60人
おります。
　「空き家を貸したい・売りたい」と少しでも考
えている所有者の皆さん、ぜひ登録をお願いしま
す。

豊浦町空き家バンク登録申込書
を持参または、郵送にて提出し
ていただきます。

町の担当者が現地を確認します。

町のホームページで物件の情報
を公開するとともに、空き家バ
ンク利用登録者へ情報を提供し
ます。

登録物件については、所有者と
利用登録者の当事者間で直接交
渉をします。

当事者間の契約成立で手続き完
了となります。

①登　　録

②現地確認

③情報公開

④交　　渉

⑤成　　立

【空き家バンクへ登録の手順】

に登録しませんか？

▲観光体験ツアーの様子



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） 18名
第3分団（礼文華地区） 21名
定員85名 計84名

豊浦町火災・救急発生件数
2月 ●火災件数   1件（累計 　 1件）

●救急件数 23件（累計　54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、防災無線や消防車両による防火広報などを
実施いたします。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
をなくしましょう。

　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『た
ばこの投げ捨て』が原因となる野火火災や林野火
災が多く発生しております。
　いったん野火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。
　その多くはヒューマンエラーが原因となって
おり“目を離した間に”または“ちょっとなら”と
いう油断で火災に至っています。
　当組合管内においてもちょっとした油断で火
災に至り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
ような事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す
るようにしてください。

▲昨年の防火旗設置時の様子

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。

住宅用火災警報器の作動確認の方法をご存知ですか ??

〜作動確認の方法〜

　住宅用火災警報器の電池は 10年を目安に交換するよういわれています。設置が早かった住宅で
は、設置してからすでに 10年以上経過し、なかには電池切れをおこしている警報器もあるかもし
れません。
　作動確認の方法については、機種により多少の違いはありますが、下に一例を示しますので、町
民の皆さんもご自宅の住宅用火災警報器が正常な状態かどうかを試してみてください。

・警報器のタイプにより、テストボタンを押すもの、
点検ひもを引いてテストするものがあります。
・上記どちらかの点検操作をして正常な場合は
「ピューピュー火事です、火事です」や「ピッ正
常です」などのアナウンスが鳴ります。（アナウ
ンスはメーカーにより異なります）
・もし、何も反応がない場合は、電池切れをおこし
ているか、警報器の異常が考えられます。
・住宅用火災警報器を交換したい場合や正常な状態
かわからない場合は、豊浦消防までお気軽にご相
談・ご連絡ください。（☎83 ｰ 2119）

テ
ス
ト
ボ
タ
ン

点
検
ひ
も
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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

工業統計調査を実施
します

平成31年度「協会け
んぽの健診」のご案内

知

知

消費税の軽減税率
制度に関する説明会知

▶内容：本年10月に実施される消
費税の軽減税率制度に関する説
明会を開催します。

①軽減税率制度（軽減対象品目、帳
簿・請求書等の記載方法、税額計
算など）の概要

②制度実施後の帳簿・請求書の記
載方法および適格請求書等保存
方式（インボイス制度）の概要

③軽減税率制度に対応するための
中小事業者への支援措置

④事例紹介
▶対象者：3市3町内の事業者の方
▶日時：5/9（木）、5/24（金）、6/7（金）

および6/17（月）
　10：30 ～ 11：30、
　13：30 ～ 14：30、
　15：30 ～ 16：30（1日3回開催）
▶会場：室蘭税務署
▶お申し込み：説明会への参加は

事前の申し込みをお願いしてい
ます。各開催日の2日前（6/17開
催のみ4日前）までに室蘭税務署
へお電話にてお申し込みくださ
い。

問□　室蘭税務署
　　☎0143−22−4435

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

18 広報とようら　−平成 31 年 4 月号−

　工業統計調査は我が国の工業の
実態を明らかにすることを目的と
した統計法に基づく報告事務があ
る重要な統計です。
　調査結果は中小企業施策や地域
振興などの基礎資料として利活用
されます。
　調査時点は6月1日です。調査票
へのご回答をお願いいたします。
問□　地方創生推進室
　　広報統計係
　　☎83−1418

　協会けんぽ北海道支部では年度
内に1回、加入者の皆さまの検診費
用の一部を補助しています。
　35歳～ 74歳の被保険者（ご本人）
さまへは、がん検診を含めた充実し
た健診項目の「生活習慣病予防健
診」を、40歳～ 74歳の被扶養者（ご
家族）さまへは、メタボリックシン
ドロームに着目した「特定健康診
査」の2つの健診をご用意しており
ます。
　生活習慣病の予防と早期発見・
早期治療のためにも年に1度は健
診を受けましょう！
問□　全国健康保険協会（協会けんぽ）
　 北海道支部
　　☎011−726−0352（代表）

自衛官採用試験の
ご案内

【自衛官候補生】
▶資格：18歳以上33歳未満の方
▶受付締切：6/3（月）
▶試験期日：6/8（土）～ 6/10（月）

のいずれか 1日
▶採用予定：平成32年3月末
【一般曹候補生】
▶資格：18歳以上33歳未満の方
▶受付締切：5/15（水）
▶試験期日：5/25（土）
▶採用予定：平成32年3月末
問□　防衛省自衛隊 札幌地方協力本部  
　 室蘭地域事務所
　　☎0143−44−9533

フリーマーケット
出店者募集知

▶日時：5/19（日）10：00 ～ 13：00
　※雨天中止
▶場所：室蘭市石川町22番地2
　多目的広場
▶募集区画数：70区画（1区画2ｍ

×3ｍ）
▶出店料：1区画500円
▶申込方法：4/18（木） 午前10時

から電話受付（先着順）
問□　西いぶりリサイクルプラザ
　　☎0143−59−0319

　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。



知

区分 定員 入所人数 待機人数
男 12 10 3
女 38 34 5
計 50 44 8

定員 50 名

19

■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。
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 税 等 の 納 期 限
公営住宅使用料
おおきし保育所保育料

5 月 7 日（火）

（ 4 月分）
（ 4 月分）

保育施設入所状況 
3 月 31 日現在

おおきし保育所　　31 名（30 名）
認定こども園青空　59 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 

　　　　　　　　　 3 月 31 日現在

6月 1日は
「電波の日」です

　総務省では6月1日を「電波の日」
と定め、6月10日までの「電波利用
環境保護周知啓発強化期間」に電波
利用に関するルールの周知・啓発
活動を行います。
　総務省北海道総合通信局では、電
波監視の使われ方を監視し、適正な
電波環境の維持に努めています。
　電波に関する困りごとやご相談
は、お問い合わせください。
問□　総務省 北海道総合通信局
　　☎011−737−0099

※男女の定員は入所状況で変動する
場合があります。待機人数に今後
入所予定の方も含まれています。

夏休み海外研修交流事業
参加者募集知

▶内容：ホームステイ・ボランティ
ア・文化交流・学校体験・英語
研修・地域見学・野外活動など

▶研修先：イギリス・オーストラ
リア・カナダ・シンガポール・フィ
ジー

▶日程：7/26（金）～ 8/20（火）
　8 ～ 18日間（※コースにより異

なる）
▶対象：小3 ～高3の方まで（※コー

スにより異なる）
▶参加費：36 ～ 65万円
▶締切：5/24（金）および6/7（金）
　（コースにより異なる）
問□　公益財団法人
　 国際青少年研修協会
　 ☎ 03−6417−9721

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

18 戸
0戸）
11 戸
6 戸

21 戸

　　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

札幌弁護士会
いぶり巡回無料法律相談会

▶日時：4/18（木）
　　　　10：30 ～ 12：00
▶会場：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

こころの健康相談
▶日時：5/14（火）13：00 ～
▶会場：伊達市保健センター
※事前に予約が必要です。予約

は下記へお願いします。
問□　室蘭保健所 
　 健康推進課 健康支援係
　　☎ 0143−24−9846
ひきこもり家族交流会

▶日時：4/24（水）
　　　　13：30 ～ 15：30
▶会場：室蘭保健所 2階会議室
問□　室蘭保健所 
　 健康推進課 健康支援係
　　☎ 0143 −24 −9846

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：5/17（金）
　18：00 ～ 20：00
▶会場：町長室
　※公務の都合上日程に支障が

ある場合は調整させてく
ださい。

・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
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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

・「ありがとう、さようなら平成！」今月号で「平成」と表
記するのは最後となりました。平成に生まれ、平成と
いう時代しか知らない私。寂しさもありつつ、「 令和」
新時代の始まりにわくわくもしています。（恵）

・今月号は、平成最後の広報紙となります。新元号になっ
ても皆さんに読んでいただける、広報紙を目指したい
と思っています。（英）

　　世　帯　　2,188 戸　（　– 0 戸）
　　人　口　　3,966 人　（　–11 人）
　　　男　　　1,865 人　（　– 1 人）
　　　女　　　2,101 人　（　–10 人）
 　 　（外国人含む）

橋　田　絹　子　85歳、東雲町、平成31年2月25日死亡
山　口　スミ子　80歳、海岸町、平成31年3月17日死亡
三　澤　　　博　89歳、船見町、平成31年3月18日死亡
佐　藤　　　初　87歳、幸　町、平成31年3月21日死亡

11 木

12 金・いきいきサロン燦々（10：00 ～ 15：00 社会館）
・洞爺湖町との合同乳児健診（13：15 ～ 15：00 洞爺湖町さわやか）

13 土

14 日・春の環境清掃（7：00 ～ 8：00 各自治会）
15 月
16 火

17 水・東雲 3 区健康相談（10：00 ～ 12：00 朝日台子ども会館）
・議会第 1 回 4 月会議（予定 13：30 ～ 役場議事堂）

18 木・いきいきサロン燦々（10：00 ～ 15：00 礼文華生活館）
・山梨地区健康相談（13：30 ～ 15：30 山梨公民館）

19 金・学校見学日（要予約）（16：00 ～ いずみの学校・こどもの園）

20 土
・しおさい朝市（10：00 ～ 11：00 天然豊浦温泉しおさい）
・春の火災予防運動（～ 4/30）

21 日・豊浦中学校修学旅行（～ 4/23 広島方面）
22 月・高齢者クラブ連合会総会（10：30 ～ 12：00 社会館）
23 火
24 水・議会第 2 回 4 月会議（予定 13：30 ～ 役場議事堂）
25 木・町教育研究会総会（14：40 ～ 豊浦中学校）

26 金
・いきいきサロン燦 （々10：00～15：00 大岸いきいきセンター）
・しおさい風呂の日感謝 day（10：00 ～ 21：00 天然豊浦温泉しおさい）

27 土
28 日
29 月 　昭和の日

30 火 　国民の休日
5/1 水 　天皇の即位の日

2 木 　国民の休日
3 金 　憲法記念日
4 土 　みどりの日

5 日 　こどもの日

6 月 　振替休日
7 火

8 水
・1 歳 6 カ月・3 歳児健診（12：30 ～ 16：00 やまびこ）
・自治会長会議（13：30 ～ 中央公民館）
・大岸小学校開校記念日

9 木

10 金
・いきいきサロン燦々（10：00 ～ 15：00 社会館・とわにー）
・学校見学日（要予約）（16：00 ～ 17：20 いずみの学校・こどもの園）

カレンダー4月 4月11日～5月10日（4/5現在）

April人 の 動 き 平成31年 3月　1日〜
平成31年 3月 31日受付分（敬称略）

●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  平成 31 年 3 月 31 日現在
（前月対比）

　3月10日、ふるさとドームで行われた第11回
TOYOURA世界ホタテ釣り選手権大会。2月に
実施した予選記録会の上位30人をはじめ、抽選
で選ばれた方など、道内各地から計64人が出場
しました。
　年々、白熱した戦いが繰り広げられ決勝戦は、
昨年を上回る22枚（3分間2セット）のホタテが
釣り上げられました。

今月の表紙 第 11 回 TOYOURA
世界ホタテ釣り選手権大会

▲菊
きくち

地　奏
そ ら

来くん▲山
やまだ

田　結
ゆ あ

愛ちゃん

◀白
しらかわ

川　　舵
かじ

くん

平成 31年 3月 19日生平成 31年 3月 16日生

平成 31年 3月 2日生

（父 ･啓太、母 ･真緒　大岸）（母 ･杏樹　大岸）

（父 ･翔、母 ･夢　浜町）


