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2 広報とようら　−令和 2年 4月号−

　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。
　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。

※令和2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。

安心して
暮らせる
まちづくり

魅力あるまちの実現

令和2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た「住生活基本
計画」の改定に着手します。
　また、改定内容に則した公営住宅の整備を
行うために「公営住宅等長寿命化計画」の改
定も併せて行います。

　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　1,000万円

予算額　435万円

予算額　1,070万円

▲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 商工業の振興

　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。

　漁業資源確保のため、「磯焼け対策」や「漁
場環境整備」などの水産資源保全事業に引き
続き支援します。

　北海道が事業主体である豊浦・礼文の両
漁港の長寿命化計画に基づき、漁港の補修
整備を促進します。

　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。

　「地域振興事業」をはじめ「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。

　畜産振興については、養豚飼養環境改善
整備事業、自力草地更新改良事業を実施し
引き続き営農基盤の充実を図ります。

　今年度も新たな研修生を地域おこし協力
隊として受け入れ、農業の担い手を育成し
ます。

　水田や畑の病害虫防除作業をラジコンヘ
リコプターによる空中散布作業へ支援し、作
業の効率化と労力軽減を図ります。

　年々増加している鳥獣による農業被害対
策として、電牧柵等の整備に引き続き支援し
ます。

予算額　460万円

予算額　392万円

予算額　2,264万円

予算額　2,391万円

予算額　1,650万円

予算額　491万円

予算額　75万円

予算額　200万円

▲豊浦いちご

▲豊浦漁港
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　インディアン水車公園の魚道木柵改修工
事を行い利用者の安全を確保するとともに、
町内10公園の修繕を計画的に進めます。ま
た、豊浦海浜公園キャンプ場の照明設備の改
修を行い利用者が快適に過ごすための環境
を整えます。

　「一般社団法人 噴火湾とようら観光協会」が
DMO候補法人として登録される予定で、今後
の本格的な事業実施により観光事業の推進が
図られます。

　北部地域に固定電話に防災行政無線の内
容を送信する新たなシステムを導入し、防災
体制の強化を図ります。

　昨年4月に稼働を開始したバイオ
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　44万円

予算額　1,648万円

予算額　9,532万円

　「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、旅行消費額増
加に向けた新たな取り組みに支援します。

　コミュニティバスの運行ルートの増便や
一部運行ルートの見直しを行い、利便性の
向上を図ります。

予算額　2,451万円

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

観光拠点施設

公共交通の維持

豊かな生活環境の実現

▲シンガポールからいちご狩り体験 ▲小幌洞窟

▲豊浦海浜公園キャンプ場
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　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実施し、
保護者の負担軽減を図ります。

　公共施設等総合管理計画および耐震改修
促進計画をもとに、公共施設等の総合的かつ
計画的な管理を引き継続き実施します。
　老朽化している除雪ロータリー 1台、除雪
トラック1台を更新し、効率的な除雪作業を
実施します。

　国道37号のクリヤトンネルおよびチャス
トンネルの狭隘解消、礼文華地区の線形改良
や、美和豊浦停車場線（浜町工区・旭町工区）
および大岸礼文停車場線等の整備促進に向
けて、要望活動を継続します。

　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。

予算額　2,665万円

予算額　9,934万円

予算額　2,760万円

　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。

　本年度は「第7期介護保険事業計画」の最
終年であることから、計画の進捗状況につい
て検証を行い、次期計画である「第8期介護
保険事業計画（令和3 ～ 5年度）」の策定に着
手します。

　債権管理マニュアルに基づき、事務処理
の適正化を図ります。
　未利用の町有財産については、その有効
活用について、順次対応を進めます。

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

効率的な行財政運営の推進

高齢化社会に対応した
　　　　　　介護・福祉サービス

公共施設・インフラを長持ちさせるための維持管理・修繕の実施

医療提供体制の確保

誰もが住みやすいまちの実現

健全な行政経営の実現

▲まちなみ整備（浜町工区）



　令和２年度一般会計予算総額は 45億8,800万円で、前年度当初予算と比べると 2億9,000万円、5.9％減
額となりました。主たる減額要因は、農林水産業費にて「いぶり噴火湾漁業協同組合豊浦支所荷捌所兼事
務所整備事業」が完成したため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、76億2,102万円で、前年度より 2億4,465万円、3.1％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。

（構成比）総務費
3億 3,424 万円

歳入総額　45億 8,800万円

民生費
8億 1,512 万円

衛生費
7億 694万円

農林水産業費
4億 1,569 万円

商工費
2億 2,708 万円

土木費
3億 8,863 万円

教育費
2億 1,084 万円

公債費
6億 6,072 万円

給与費
5億 7,862 万円

その他
2億 5,012 万円

町　税
4億 2,690 万円

地方交付税
22億 4,200 万円

国・道支出金
5億 5,456 万円

繰入金
5億 2,129 万円

町債（地方債）
3億 3,220 万円

その他
5億 1,105 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

9.3％ 7.3％

9.1％

8.5％

4.6％

5.4％

4.9％

7.2％

49.0％

12.1％

17.8％

15.4％

14.4％

12.6％

11.4％

11.0％

歳出総額　45億 8,800万円
（構成比）

一般会計予算は

億 万円45 8,800
令和 2 年度令和 2 年度

まちづくり予算まちづくり予算

令和2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、平成31年4月1日現在次のとおりです。

ラスパイレス指数：97.2
①町職員の給与状況（令和2年度一般会計予算）
　職員数：69人（平均年齢40.8歳）
　給与費：4億1,174万円
　職員１人当たりの年間給与費：596万円
※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（令和2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2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 0.950 月分 2.250 月分

12 月 1.300 月分 0.950 月分 2.250 月分

計 2.600 月分 1.900 月分 4.500 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
H31　3億 1,153 万円R　2　3億 6,506 万円

H31　3億 1,153 万円H31　3億 1,154 万円

R　2　2億 3,747 万円

R　2　7億 3,378 万円

R　2　1億 2,884 万円

R　2　2億 8,680 万円

R　2　7億　439万円

R　2　2億 3,747 万円

H31　2億 6,913 万円H31　2億 6,913 万円

R　2　7億 3,378 万円

H31　7億 1,889 万円H31　7億 1,889 万円

R　2　1億 2,884 万円

H31　1億 4,011 万円H31　1億 4,012 万円

R　2　5億 7,669 万円

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

R　2　2億 8,680 万円

H31　2億 7,857 万円H31　2億 7,857 万円

R　2　7億　439万円

H31　7億 1,343 万円H31　7億 1,344 万円

令和2年度の
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農業委員と農地利用最適化推進委員の募集

①農業委員
【職務内容】
　　農地法などの許認可業務、農地利用の集積・

集約化など
【募集人数】
　9人

【応募資格】
　次のどちらかにあてはまる方
　●農業に関する識見のある農業者・農業関係

者など
　●農地法など農地行政に精通し農業委員会の

所掌事務に利害関係がない方
【任　　期】
　令和2年7月20日から令和5年7月19日まで
　（3年間）

②農地利用最適化推進委員
【職務内容】
　担当する地区の農地利用の集積・集約化
　耕作放棄地の発生防止・解消など

【募集人数】
　3人

【応募資格】
　農業に関する識見のある農業者・農業関係者

など
【任　　期】
　委嘱日から令和5年7月19日まで（農業委員の

任期満了日）まで

①と②の共通事項
【委員報酬】
　基本報酬：月額25,000円（会長は30,000円）
　活動および成果に応じた報酬：最大月額7,000円

【募集期限】
　令和2年4月30日まで

【応募・推薦方法】
　応募・推薦書類を担当へ郵送か直接提出して
ください。（推薦の場合は、農業者などの3人以上
の推薦書か農業者などの団体・法人の推薦書）。
※応募・推薦書類と、農地利用最適化委員が担当

する地区の詳細は担当窓口で確認ができます。
※農業委員と農地最適化推進委員の両方に応募・

推薦できますが、兼務はできません。

　5年に一度、国内に住む全ての人・世帯を対象
とした国勢調査が、今年全国一斉に行われます。
調査票の配布や回収などを行う国勢調査員を募
集します。

【応募要件】
・町内に居住する概ね20歳以上の健康な方
・責任をもって調査活動ができる方
・秘密の保持ができる方
・警察、選挙に直接関係のない方
【任命期間】
　令和2年8月から11月

【報酬額】
　1調査区（40 ～ 70世帯）　約38,000円
　2調査区　　　　　　　 約73,000円

【応募方法】
　5月29日までに、広報統計係に備え付け、また
は、町ホームページに掲載の申込書に記載し提出
してください。

【番組名】FM77.6 MHz
　Wi-radio開局5周年特別番組
　「西いぶりのお宝発掘！！」

【放送日時】
　4月25日　正午から午後3時

【放送場所】
　伊達市観光物産館内wi-radioスタジオから
　公開生放送

【放送内容】
　①GWに向けての西胆振1市3町のおすすめス

ポットの中継を交え紹介します。
　②番組後半では、有珠山噴火から20年となる今

年、火山の恵みと噴火への備えとして、住民
の皆さんに関しての知識や情報をわかりや
すく解説します。

【リスナープレゼント】
　温泉宿泊券や食事付き入浴券等のプレゼント
を数本検討しています。

　農業委員と農地利用最適化推進委員の任期満了に伴い、新たな委員の候補者を募集します。

問□　産業観光課 農政係　☎ 83−1410
農業委員会事務局　☎ 83−1410

問□　地方創生推進室 広報統計係　☎ 83−1418

■ 令和2年
　 国勢調査員を募集します

■ wi-radio開局5周年特別番組
　 西いぶりのお宝発掘！！
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Town Topicsまちの話題

小幌駅の管理協定

ご卒業

JR小幌駅維持管理業務に関する協定を更新

〜おめでとう　　
　 　　ございます〜

　3月26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5回目となる駅の維持管
理業務に関する協定の締結となります。
　JR北海道鉄道事業本部の菊地和宏部長は、「駅
の管理業務の他、フォトコンテスト開催など、小幌
駅の魅力のPRにも尽力していただいており、大変
感謝しています」と話していました。

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、規
模を縮小して、豊浦小学校、大岸小学校、礼文華小
学校、豊浦中学校の卒業式が3月19日に行われま
した。
　豊浦小学校18名、大岸小学校1名、礼文華小学
校1名、豊浦中学校21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胸に、輝く未来へ一歩
踏み出した瞬間でした。
　これからのさらなるご活躍を期待しています。
ご卒業おめでとうございます。

▲協定書を交わす、村井町長と菊地部長（右）

▲礼文華小学校

▲大岸小学校

▲豊浦中学校

▲豊浦小学校

ご卒業
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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

▽建設課長
　竹林　善人（生涯学習課長）
▽生涯学習課長兼給食センター長
　杉谷　佳昭（総合保健福祉施設事務長）
▽総合保健福祉施設事務長
　井上　政信（総合保健福祉施設事務次長
　　　　　　　兼総務係長）
▽国民健康保険病院事務長
　半澤　　豊（再任用）
▽会計管理者兼出納課長兼出納係長
　川端　康子（再任用）

▽野橋　知哉（教育委員会教育長）
▽半澤　　豊（国民健康保険病院事務長）
▽川端　康子（会計管理者兼出納課長兼出納係長）
▽小笠原　智恵子（国民健康保険病院看護師）
▽吉田　朋行（建設課長）
▽丹波　理夏（出納課出納係）
▽阿部　由梨佳（総合保健福祉施設保健センター
　　　　　　　　保健師）
▽倉知　悠花（総合保健福祉施設保健センター
　　　　　　　保健師）
▽福岡　千歩（町民課大岸保育所）

▽建設課長補佐兼管理係長
　武石　　修（生涯学習課学校給食センター長）
▽総合保健福祉施設事務次長兼総務係長
　高橋　美香（建設課管理係長）
▽産業観光課主任技師
　吉崎　正幸（建設課車輌係長）

▽町民課税務係長
　佐々木　真（総務課財政係長）
▽建設課土木係長兼水道下水道係長
　安倍　茂仁（建設課土木係長）
▽総務課財政係長
　板垣　周平（町民課税務係長）
▽建設課車輌係長
　駒井　秀輝（建設課車輌係主任）
▽町民課大岸保育所長
　二ッ森　さと美（町民課大岸保育所）
▽国民健康保険病院主任管理栄養士
　中塚　千晶（国民健康保険病院管理栄養士）

▽地方創生推進室広報統計係
　中西　朝香（総務課庶務係）
▽地方創生推進室交通防災係
　山本　昂輝（生涯学習課学校教育係）
▽町民課税務係
　駒井　亜星（産業観光課農林係）
▽生涯学習課学校教育係
　江刺家　信吾（総合保健福祉施設保険福祉係）
▽総合保健福祉施設保険福祉係
　菅原　彩加（産業観光課商工観光公園係
　　　　　　　兼まちなみ整備係）
▽産業観光課農林係
　川瀬　裕太（地方創生推進室交通防災係）
▽総務課庶務係
　宮越　恵里奈（地方創生推進室広報統計係）
▽建設課水道下水道係
　工藤　竜太郎（総合保健福祉施設総務係）
▽生涯学習課社会教育係
　天野　　　勉（生涯学習課学校教育係）
▽生涯学習課学校給食センター
　大嶋　果林（建設課水道下水道係長）
▽国民健康保険病院看護師
　小笠原　智恵子（再任用）

課長職

退職者

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

大谷　昌史 校長
（室蘭市八丁平小）

柳瀨　智雄 教諭
（室蘭市水元小）

八木　啓太 教諭
（寿都町寿都小）

西島　このみ 教諭
（苫小牧市豊川小）

宮崎　令華 事務
（礼文華小）

異動はありませんでした。

佐藤　　豊 校長
（函館市桔梗小）

佐野　奈美 教諭
（室蘭市みなと小）

田原　　亮 教頭
（登別市幌別西小）

伊藤　　修 教諭
（室蘭市旭ヶ丘小）

加藤　美智子 養護教諭
（再任用）

本川　美樹 専門事務主任
（豊浦小）

　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。

出納課
出納係

鈴木　和也

吉田　朋行

総合保健施設保健センター
保健師

　佐藤　いくみ

新規採用職員の紹介

4月1日付けで
新教育長が就任しました。

（前建設課長）



　このコーナーでは毎月、日常で
使える手話をご紹介しています。
　今月はやまびこ保険福祉係の
武田貴博です。

「はじめまして」

水平にした左手の甲に右手の指先をかぶ
せるようにのせます。そこから人差し指を
立てて、他の指をすぼめながら上げます。

両手の人差し指を向かい合
わせながら、近づけます。

今月の手話
〜第12回目〜

今月の手話
Ａは「初めて」、
Ｂは「会う」という意味もあります。

BA
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障害者(児)の各手当て制度のご紹介

No.121

※受給者もしくはその配偶者、または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支
給されません。

※各手当を受給するためには、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などにより異なりますので、詳細は、
豊浦町総合保健福祉施設やまびこ内の保険福祉係（☎ 83 ｰ 2408）へお問い合わせください。

－ 特別児童扶養手当 － 　－ 障害児福祉手当・
　　　　特別障害者手当 －

　「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等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」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。
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0.02％消毒液の作り方

消毒液を扱うときの注意

　新型コロナウイルスの影響により、現在、アルコール消毒液が各地で売り切れ、店頭で入手できない
状況が続いています。そのため今回は、自宅でできる家庭用塩素系漂白剤を使った消毒液の作り方を紹
介します。

・使用時は十分換気をしてください。
・他の洗剤と混ぜないでください。有毒ガスが発生する恐れがあります。

・皮膚への刺激が強いので、直接触れないようビニール手袋を使用してください。

・皮膚に付着したり、目に入った場合は、大量の水で十分洗い流してください。
・金属腐食性があるため、消毒後は洗い流すか、水拭きしてください。スプレーボトルで噴霧しない
でください。

・希釈した消毒液はなるべく早く使用するようにしましょう。
・保管する場合は、誤って飲むことがないように消毒液であることを明記して、冷暗所、もしくは遮
光性のある容器で保管してください。

①2リットルのペットボトルに水を
半分くらい入れておきます。

②そこへ家庭用塩素系漂白剤を20ml
（ペットボトルのキャップ4杯分）
入れます。

③最後に水を加えて全体を2ℓとし
ます。

④ふたをして、よく振って混ぜ合わせ
てください。

①集団健診（やまびこで受ける健（検）
診）は1回に何種類の健（検）診を受
けても200Pを付与いたします。ご自
身でカードを機械にかざし、ポイン
トをつけます。

②個別検診、結核・肺がん検診はポイ
ントを付与しませんので、ご了承く
ださい。

家庭用塩素系漂白剤を使った消毒液の作り方(次亜塩素酸ナトリウム)

児童巡回相談のお知らせ 令和2年 4月より健診を受けた際
のとよＰポイント付与が変わります

【消毒する場所】
ドアノブ、窓の取っ手、照明のスイッチ、テー
ブル、椅子、電話機、パソコンのキーボードや
マウス、水道の蛇口、便器のレバー等
※皮膚の消毒には使用しないでください！

家庭用
塩素系漂白剤

　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 4 日（木）
【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 8 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（☎ 83 － 2408）

ドアノブ等の消毒用です‼

水

漂白剤

水
ペットボトルのキャップ4杯

（5ml×4＝20ml）
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令和 2 年度 生涯学習課だより

第336 号（4 月）

令和 2年度生涯学習課の主な開催事業のご紹介

一般・成人向け事業
・小幌海岸探索会（5 月中旬）
・英会話教室（5 ～７月、９

～ 11 月の水曜日開催予
定）

・一般向け芸術文化公演
・ふれあい健康づくりスポー

ツ大会（6 月 20 日予定）
・札幌交響楽団公演（6 月）
・礼文華遺跡発掘現地説明
　（9 月上旬）
・ふれあい広場・健康まつ

り in 公 民 館（9 月 26 日
予定）

・礼文華山道探索会（10 月）
・自治会対抗ミニバレーボー

ル大会（12 月）
・山人あそび隊（１～ 2 月）
・移動図書（奇数月） 
・生涯スポーツ体験会
　（年 1 回）
・各種公民館講座

・放課後子ども教室
　（毎月・火曜日）
・Jr スポーツ教室
　（毎週金曜日）
・わくわく体験教室
・こども読書週間
　（４～５月上旬）
・子育て支援講座
　（6 月・10 月・1 月）
・わんぱく水泳教室
　（夏休み中）
・ヨット体験（8 月）
・児童向け芸術文化鑑賞会
　（8 月）
・スキー教室（2 月・3 月）
・ブックスタート

学校連携事業
・防災キャンプ（8 月上旬）

・平和学習

・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。また、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広報紙に折り込みいたします。

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３年 1 月 10 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。



〜第122回卒業証書授与式〜礼文華小学校

＜下級生一人一人にメッセージを送る宇治孝栄さん＞

＜4、5年生のときの担任の先生とテレビ電話＞

＜卒業証書を受け取る宇治孝栄さん＞

＜最後の家庭科で作った在校生へのプレゼント＞

学 校 活 動 紹 介学 校 活 動 紹 介学 校 活 動 紹 介
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　礼文華小学校では、今年2年ぶりの卒業式が行われ、男子１名が学び舎を巣立ちました。
新型コロナウイルスの影響により、参加者の制限や内容・時間の縮小を行っての開催と
なったことは残念でしたが、在校生が参加して見送ることはできました。

　卒業式を終えて教室に戻り、テレビ電話を通じて、式への参加が叶わなかった以前の担任
の先生に卒業の報告を行いました。保護者の方も加わり、思い出話に花が咲きました。
　そして、いよいよ巣立ちのとき、卒業生の孝栄さんは、玄関先で見送る在校生一人一人に、
最後の家庭科の時間で作成した巾着袋のプレゼントを手渡しました。在校生からもみんな
のメッセージカード付きの手作りアルバムが渡されました。お互いに内緒にしていたサプ
ライズプレゼントだったので、びっくりしながらも、大喜びの子どもたちでした。
　礼文華小学校を後輩たちに託し、孝栄さんは夢に向かって未来への一歩を踏み出します。
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　朝晩は肌寒さを感じますが、日中は暖かく春の
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。
　皆さんご存知のとおり、新型コロナウイルスの
猛威は未だ衰えず、世界中に社会的・経済的に大
きな影響をもたらしております。
　町民の皆様におかれましては、手洗い・消毒・
マスク着用をお願いするとともに、密閉空間（換
気の悪い）、密集場所（多数が集まる場所）、密接
場所（間近で会話をする等）の 3 つの密を避けて
いただきますようお願いいたします。
　さて、令和 2 年度に係る議会 3 月会議と予算委
員会が開催され、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。
　当町の 3 大事業であります観光事業について
は、噴火湾とようら観光協会が DMO 候補法人と
して登録され、今後の本格的な事業実施により効
果を上げ、本登録に向けて積極的に取り組んで
いくことに期待をしています。おりしも、来年、
アジアで初めて北海道札幌を中心に「アドベン

チャー・トラベル・ワールド・サミット」の開
催が内定されました。
　これは、世界各国（約 60 か国）から約 800 名
の観光関係の方々が北海道に集まる観光サミッ
トであり、旅行先としての北海道の認知度が飛
躍的に向上するものと思っており、豊浦町にも
サミット関係者が来ていただけるよう噴火湾と
ようら観光協会と連携し、取り組んでまいりた
いと考えております。
　大岸の旧鉱山分校の拠点施設では、地域おこ
し協力隊として新たに 2 組の夫婦と 1 名の 5 人
が携わることになり、いちごをはじめ農業を実
践し、新規就農を目指すことになっております。
　バイオガスプラント事業については、当初低
い発電量でしたが、調整・改善等により、安定
してきており、事業内容については今後、広報
とようらの中でお知らせしていきます。
　結びに、早期の新型コロナウイルス感染の終
息を願うとともに、町民の皆様のご健勝を願っ
ております。

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67回

はしっこ同盟
各まちのお知らせ

　はしっこ同盟では、昨年12月からふるさと納税
の返礼品として3町の特産品セットを提供してい
ます。
　豊浦町からは、（株）高岡のいちごシャーベット、
長万部町からは長万部漁協のホタテ毛がに焼

しゅうまい

売、黒
松内町から田中商店の味付き親鳥を詰め合わせた、
一度の寄付ではしっこ同盟3町の特産品を味わう
セットとなっています。
　寄付金は寄付を受けたそれぞれの町で活用され
ます。

問□　総務課 財政係　☎ 83−1401

ふるさと納税返礼品に、はしっこ同盟セットを作りました

▲はしっこ同盟特産品3町詰め合わせセット



豊浦消防団 （3月１日現在）

消防団本部 7名
第1分団（本町地区） 37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83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 24件（累計　44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『た
ばこの投げ捨て』が原因となる野火火災や林野火
災が多く発生しています。
　いったん、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。

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言われています。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

広報とようら　−令和 2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

悪質商法にご注意く
ださい

確定申告期限の延長に
ついて知 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：令和元年12月20日
▶測定日：0.010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 2年 4月号−

　新型コロナウイルスの感染拡大
に便乗した悪質商法被害の発生が
確認されています。
【実際に道内で相談のあった事例】

　今後、『マスクの電話勧誘』『健康
食品等の勧誘』『義援金詐欺』等が懸
念されますので、十分ご注意くださ
い。商品購入の勧誘や義援金名目の
お金の要求などを受けた場合には、
その場で簡単に決めずに、もう一度
よく考えることが大切です。家族な
ど、周囲の方々にも相談して、冷静
に対応してください。
問□　産業観光課 商工観光公園係
　　☎83−1408

　今般、政府の方針を踏まえ、新型
コロナウイルス感染症の拡大防止
の観点から、申告所得税、贈与税、個
人事業者の消費税の申告期限・納
付期限を、4月16日（木）まで延長
しています。
　これに伴い、振替納税を利用され
ている方の振替日についても、申告
所得税は5月15日（金）に、個人事業
者の消費税は5月19日（火）に延長
しています。

【申告・納付期限】
▶申告所得税：延長前3/16（月）
　　　　　　　→延長後4/16（木）
▶贈与税：延長前3/16（月）
　　　　　→延長後4/16（木）
▶個人事業者の消費税：
　延長前3/31（火）
　→延長後4/16（木）

【 振 替 日 】
▶申告所得税：延長前4/21（火）
　　　　　　　→延長後5/15（金）
▶個人事業者の消費税：
　延長前4/23（木）
　→延長後5/19（火）
※贈与税は振替納税を利用できま

せん。
※申告所得税の延納制度利用の場

合、延納分の納付期限および振替
日は6月1日（月）です。

問□　室蘭税務署
　　☎0143−22−4403

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：5/22（金）
▶試験期日：5/28（木）～ 5/31（日）

のいずれか 1日
▶採用予定：令和3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

　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。

「マスク50枚入り、3箱、合計12,000
円。明日発送予定。」などと民間業者を
装った者からメールがあったが、購入
した覚えがない。

豊浦まるごとカレンダー
　　　　　（4/10 ～ 6/10）
　2カ月に一度発行している

「豊浦まるごとカレンダー」
は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、行事やイベ
ントの開催や公共施設の開館
状況が随時変更となることか
らお休みします。
　行事やイベントの情報は、
町ホームページでお知らせい
たします。

問□　地方創生推進室 広報統計係
　 ☎ 83−1418
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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。

3 月 31 日現在

 税 等 の 納 期 限
公営住宅使用料

4 月 30 日（木）

（4 月分）

保育施設入所状況 
3 月 31 日現在

おおきし保育所　　28 名（30 名）
認定こども園青空　56 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

13 戸
0戸）
12 戸
0 戸

25 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

空きベッド数
待機者数

0床
5名

広報とようら　−令和 2年 4月号− 19

フードドライブ活動
にご協力ください

　フードドライブとは買いすぎて
しまった食材、お中元やお歳暮でい
ただいた食材などご家庭に眠って
いる食材を持ち寄っていただき、捨
てることなく有効に使わせていた
だく活動です。
　特定非営利活動法人ワーカーズ
コープ室蘭事務所フードバンクい
ぶりは、豊浦町社会福祉協議会をは
じめとする胆振管内の協力事業所
と連携してフードドライブ活動を
開始しています。
　持ち寄られた食材は、食材不足で
お困りの方や子ども食堂、地域食
堂、障がいをお持ちの方の支援事業
所などにお届けして有効に活用し
ています。
▶食材の持ち寄り拠点：豊浦町社

会福祉協議会 ☎83−2662
【食材について】
▶ご寄贈いただける食材：お米
（白米、玄米、アルファ米）、麦、乾
麺（そば、うどん、そうめん、パス
タ）、めんつゆ、缶詰、レトルト・
インスタント食品、調味料（みそ、
しょうゆ、油）、粉ミルク、お菓子、
料理酒、みりん

▶受け取れない食材：賞味期限が
1カ月未満のもの、生鮮食品（生
肉、魚介類、野菜）、開封されてい
るもの、ご自宅で作られたお惣
菜、料理酒・みりん以外のお酒

問□　特定非営利活動法人
　　ワーカーズコープ室蘭事務所
　　フードバンクいぶり
　　☎0143−83−7355

札幌弁護士会
いぶり巡回無料法律相談会

▶日時：4/16（木）、5/7（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

北海道行政書士会
くらしの無料相談会

▶日時：5/9（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：5/15（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

・人事異動により、この号で最後の広報紙づくりとなり
ました。役場に入庁し、社会人となって町民となって
4年間、取材などを通して多くの町民の方と出会い、
たくさんお世話になりました。この場をお借りして感
謝申し上げます。ありがとうございました。（恵）

・日頃から西胆振の情報を発信しているコミュニティ
FM のwi-rad io。4月25日に開局5周年特別番組が放
送されますので、ぜひ、お聴きください！ （英）

10 金・いきいきサロン燦々（10：00 ～ 社会館）
11 土

12 日・春の環境清掃（7：00 ～ 8：00 各自治会）
13 月
14 火
15 水・東雲 3 区健康相談（10：00 ～ 12：00 朝日台子ども会館）
16 木・いきいきサロン燦々（10：00 ～ 礼文華生活館）

17 金・とようら大学開講式（10：00 ～ 12：00 中央公民館）

18 土

19 日

20 月・春の火災予防運動（～ 30 日）
21 火・はつらつ運動教室（10：00 ～ 11：30 天然豊浦温泉しおさい）

22 水・J アラート情報伝達訓練（14：00　各防災行政無線）
23 木

24 金・いきいきサロン燦々（10：00 ～ 大岸いきいきセンター）

25 土
26 日・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 月
28 火
29 水 　昭和の日

30 木

5/1 金・いきいきサロン燦々（10：00 ～ 社会館）

2 土

3 日 　憲法記念日
4 月 　みどりの日

5 火 　こどもの日

6 水 　振替休日
7 木

8 金・大岸小学校開校記念日
・学校見学日（要予約 16：00 ～ 17：20 いずみの学校）

9 土
10 日

カレンダー4月 4月10日～5月10日（3/31現在）

April

人 の 動 き 令和2年 3月　1日〜
令和2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 2 年 3 月 31 日現在
（前月対比）

　NPO法人「ぽけっと」に、公益社団法人24時間
テレビチャリティー委員会から福祉車両が寄贈
されました。
　NPO法人「ぽけっと」は、発達に支援が必要な
子どもたちを預かり、発達を促す働きかけを行う
放課後等デイサービスを行っています。今回寄贈
された福祉車両は、伊達市や洞爺湖町から通う
子どもたちの送迎などに活用されています。車両
は、車いす利用者も容易に乗り降りできるスロー
プがついている7人乗りのワゴン車。代表を務め
る櫻井知津子さんは「子どもたちが“これ乗って
帰りたい”と喜んでいる姿を見ることができ、嬉
しいです。活動の幅も広がって、ありがたい1台
です。」と表情を緩ませ、話してくれました。

今月の表紙 NPO 法人「ぽけっと」に
福祉車両の寄贈

佐　藤　一　惠さん　81歳、旭　町、令和2年2月29日死亡
山　口　孝　　さん　93歳、新山梨、令和2年2月29日死亡
野　地　ツ　ウさん　98歳、幸豊園、令和2年3月　2 日死亡
德　田　節　子さん　85歳、船見町、令和2年3月16日死亡

　　世　帯　　2,134 戸　（　–22 戸）　 内 外国人
　　人　口　　3,849 人　（　–35 人）　　　72 人
　　　男　　　1,818 人　（　–16 人）　　　41 人
　　　女　　　2,031 人　（　–19 人）　　　31 人

※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。

◀︎北
きたい

井　和
わ く

玖くん
令和 2年 3月 12日生

（父 ･瞭治さん、母 ･恭子さん　船見町）


