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平成29年度 決算に基づく健全化判断比率 及び資金不足比率を公表します。

豊富町の健全化判断比率および資金不足比率の状況

■平成29年度決算に基づく健全化判断比率

■平成29年度決算に基づく資金不足比率
各指標の説明

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

資金不足比率

早期健全化基準 財政再生基準 経営健全化基準

　健全化判断比率４指標のいずれかが早期健全化基準を上回るとイエローラインである「早期健全化団
体」、さらに悪化し将来負担比率を除く３指標で財政再生基準を上回るとレッドラインである「財政再生団
体」に指定されることになります。
　また、公営企業（病院など）については、経営健全化基準である資金不足比率により、それぞれの経営
状況を判断することになります。

　豊富町の健全化判断比率と資金不足比率は、次のとおりです。いずれの指標についても基準値をクリア
しています。

＊本町の場合、赤字が発生していないことから、実質赤字比率および連結実質赤字比率は算定されないため「－」表記に
　なっています。

＊各比率の「標準財政規模」とは、地方公共団体において標準的に収入される一般財源の規模を示すものであり、概ね町
　税や地方譲与税、普通交付税の合算額となります。

＊各会計で資金不足が発生していないことから、資金不足比率は算定されないため「－」表記になっています。

　実質公債費比率は、単年度比率の場合、前年度（平成28年度）に比べ2.1ポイント増加しています。この要因は普通交
付税の減少によるもので、３ヶ年平均比率の場合、比率の低い平成26年度比率の13.5％が算定されないことから前年度
（３ヶ年平均比率）に比べ0.7ポイント増加しています。
　将来負担比率は、前年度に比べ26.3ポイント減少しています。この要因は地方債の償還額などに充てることができる
基金（貯金）が増加したことによるものです。

　一般会計などにおいて赤字となった場合、町税や交付税などの財源の規模（標準
財政規模）に対する赤字額の割合であり、家計に例えると年収に占める年間赤字額
の割合を表します。

　全ての会計の赤字額や黒字額を合算し、町全体として赤字となった場合、町税や交
付税などの財源の規模（標準財政規模）に対する赤字額の割合であり、家計に例える
と家族全員の年収に占める年間赤字額の割合を表します。

　一般会計の借金返済額のほか、特別会計や一部事務組合の借金に対する負担額な
ど、単年度の借金返済額の標準財政規模に対する割合であり、家計で例えると年収に
占める年間の借金返済額の割合を表します。

　町の借入金や将来支払いが見込まれる負債などの現時点における残高の標準財政
規模に対する割合であり、家計で例えると借金残高が年収の何年分に相当するかを示
した割合を表します。(１年相当分＝100%）

　それぞれの公営企業における資金不足額の事業規模に対する割合を表します。

　「財政健全化計画」を策定
し、外部監査を受け、自主的
な改善努力による財政健全
化に取り組むことになりま
す。早期健全化が著しく困難
と認められる場合は、総務大
臣または知事から必要な勧
告をされます。

　「財政再生計画」を策定
し、国の管理下のもと確実な
再生に取り組むことになりま
す。財政運営が計画に適合
しないと認められる場合は、
国から予算の変更などを勧
告されます。

　資金不足比率が基準を超
えた場合は、公営企業会計
ごとに「経営健全化計画」を
策定し、自主的かつ計画的
に経営の健全化に取り組む
ことになります。

健全化判断比率

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

平成29年度決算
（前年度数値）

－
（ － ）
－

（ － ）
13.5%
（12.8%）
12.4%
（38.7%）

早期健全化基準

15.0%

20.0%

25.0%

350.0%

財政再生基準

20.0%

30.0%

35.0%

公営企業（特別会計）の名称

ガス事業会計

国民健康保険病院事業特別会計

簡易水道事業特別会計

下水道事業特別会計

平成29年度決算
（前年度数値）

－
（ － ）
－

（ － ）
－

（ － ）
－

（ － ）

経営健全化基準

20.0%

20.0%

20.0%

20.0%
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平成30年度 工事等入札結果表

（平成30年9月16日～10月15日まで）

入札年月日

H30.9.27 豊富町水産加工施設改修実施設計委託業務 3,200千円 ㈱ドーコン 農林水産課 稚咲内

事業名 落札価格（千円） 落札業者名 担当課 工事住所

〈落札価格250万円以上〉

役場建設課上下水道係　☎82-1001（内線155・157）お問い合わせ

今号のテーマ 停電に伴う対応経過・
今後の施設更新について

本町配水池 本町送水ポンプ場発電機

■耐用年数が切れた水道管の布設替・老朽化した
　施設の更新・新たな水源の発掘

上下水道の非常時の対応について

1停電時における地区毎の対応詳細

地区毎の配水方法のしくみ一覧表

※自然流下…山の高低差により水圧を供給。　圧力送水…ポンプによる圧力送水により水圧を供給。

2老朽化しつつある上下水道施設について

　皆さまご承知のとおり、9月6日に発生した北海道胆振東部地震の影響により豊富町も停電となりました。
その間、上下水道施設については発電機により上下水道の供給を続けることができました。

　今後の災害に備え、各地区の水道施設にある発電機の整備
が必要であるとともに、近年、施設の老朽化に伴う漏水も増加
傾向にあることから、施設更新に充てるための財源の確保に
向け、上下水道使用料の改定も視野に入れ検討し、年次的か
つ計画的な整備を計画します。なお、今年度については、資産
台帳整備（資産の現状・将来見通の把握）をおこなっていま
す。（※下水道については更新計画を整備済）

　市街地の水道は、発電機対応により断水などはなく終日通水とし、節水のお願いを広報車により周知しま
した。市街地の下水道は、一部発電機を設置し、発電機により下水道を流入継続しました。
　徳満～開源地区は、発電機経年劣化と連続使用により、適時休止させながらの発電が必要となり、水道使
用が集中する時間帯には、ホッコウ物流（株）と消防の協力により市街地の水を芦川配水池へ給水運搬し、断
水を回避しました。福永～修徳・有明・兜沼・豊徳地区は、発電機を休ませるため深夜のみ断水としました。
※主な作業は、各施設燃料補給、配水池水位の目視監視、流入バルブおよび発電機操作をおこないました。

上下水道情報

地 区

配 水 池

自然流下
圧力送水

市街～温泉
西豊富～新生 豊幌～本流

本町配水池
（自然公園）

〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇

豊幌配水池 目梨別
ポンプ場

豊徳配水池 北部配水池
（芦川）

兜沼水池 北部第2配水池
（万願山）

庄内配水池

福永～修徳
有明

稚咲内～
豊徳 芦川～開源 兜沼

瑞穂南～
沼向 豊栄～豊里

豊 富 町 役 場 か ら の お 知 ら せ

　インフルエンザ予防接種費用助成について

●助成・申請期間～

●対象者 ●助成額
接種日に豊富町に住民票がある方 生活保護世帯・・・・・・・・全額助成

上記以外の世帯・・・・・・・・半額助成
●助成を受ける方法
国保診療所で予防接種を受ける場合

豊富町以外の医療機関で予防接種を受ける場合

なお、手続き受付は
１１月５日（月）より
開始しております。

①必ず事前に専用申込用紙にて接種申込をしてください。

②予診票、病院診察券、接種料金を持参の上、予約日に直接、国保診療所にお越しく
　ださい。接種前に保健センターでの手続きは不要です。

平成３０年１０月1日～平成３０年１２月３１日までに接種した料金で、
役場に平成３１年２月８日までに申請した分を助成します。
ただし、２回接種が必要な方で、１回目の接種が平成３０年１２月３１日までに終了し、かつ２回目の接種が平
成３１年１月３１日までに接種した分についても、平成３１年２月８日までに申請した場合は接種費用の助成
対象とします。

豊富町では、下記の要領で町民の皆さまに予防接種費用の助成をおこないます。

申込用紙は国保診療所または役場保険給付係窓口、保健センターにて配布しております。

  予防接種費用の助成を受けるには、通常、接種前に保健センターにて助成申請や助成決定書の交付を
受けるなどの手続きが必要ですが、町民の皆さまの利便性に配慮し下記の対応とさせていただきます
のでご理解の程よろしくお願いします。
★助成申請は予防接種の申込（用紙）と兼ねて申請に代えさせていただきます。
★助成決定書は国保診療所から予約者情報を事前にいただき、保健予防係にて事前に作成し国保診療所
にお渡ししておきます。
★生活保護世帯の情報は役場内での申請手続きを経て事前把握しておきます。
  上記の対応により、接種後、町民の皆さまは診療所会計窓口にて助成を受けた料金の支払や確認だけと
なります。
  申込み方法の詳細については、別途回覧にてご確認いただくか、国保診療所へお問い合わせください。

接種後、接種料金を払い戻すための手続きが必要となりますので、保健センターへお越しください。
＜手続きに必要なもの＞
①「医療機関発行の領収証」 
②「印鑑」 
③「本人名義の信金・農協・銀行の通帳」（お子さまの場合は、保護者の方の通帳）

保健センター　☎８２-３７６１お問い合わせ

予診票も診療所または役場保険給付係、
保健センターにあります!
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交通事故が無くなることを祈って
　「交通安全祈願式」がとりおこなわれ、天塩警察署をは
じめ、町内の各関係団体から26名の方が参列。交通事
故の絶無を願うとともに、事故のないまちづくりに向け
て交通安全を願い、1人ひとりが白菊の花を交通安全之
碑に供えました。

10月16日火
はじめてのメディカルアロマ
　子育て支援センターで『育児講座「アロマでリフレッシ
ュ」』がおこなわれ、12名のお母さんが参加しました。
　講師にメディカルアロマインストラクターの村上さんを
お招きし、メディカルアロマの基本的な話を聞いた後、ア
ロマオイルを使用したウイルス対策アロマスプレーをつく
りました。

9月28日金10月6日土

オープン！！１DAYレストラン
　豊富高校で「１DAYレストラン」が開催され、約80名の
方が訪れました。豊富高校のフードデザイン教育の一環
として高校生が受付、接客などをおこないました。
　今年の1DAYレストランはビュッフェ形式を採用してお
り「合鴨団子と大根の和風煮込み」や「鶏肉のホワイトシ
チュー」など多くの料理が振る舞われました。

10月17日水
優良運転者5名の方が表彰される
　豊富町役場にて「交通安全優良運転者表彰伝達式」がおこ
なわれ、豊富町からは優良運転者無事故15年から30年以上
の方が5名表彰されました。
　今後も、他の運転者の模範となる安全運転をお願いし
ます。

10月18日木
北海道知事来町
　高橋北海道知事が豊富町を訪問されました。高橋知事は「豊
富牛乳公社ヨーグルト工場」を視察され、のむヨーグルトや豊
富牛乳を試飲しました。視察終了後は、湯の杜ぽっけへ移動し、
三好北海道議員や川原副町長、河田議長、コンシェルジュ・デスク
奥村さん、ふれあいセンター健康相談員齋藤さん、湯の杜ぽっけ
スタッフ髙木さんと豊富温泉に関する懇談をおこないました。

9月28日金
安全運転を心がけて！
　国道40号芦川駐車帯で「S・S運動街頭啓発ホワイト作
戦」がおこなわれました。国道40号を通過する車両に牛乳
やチラシなどを配布しながら、スピードダウン、シートベル
ト着用など、安全運転を呼びかけました。

9月30日日
記念大会で輝かしい成績を収める
　スポーツセンターで豊富町バレーボール少年団の設
立35周年を記念して「平成30年度第13回チャレンジカ
ップ小学生バレーボール大会」が開催されました。
　大会には、猿払や稚内などから合計6チームが参加
し、豊富JVTが見事優勝を果たしました。

10月4日木
火災に備えて
　豊富消防団による「秋季合同消防演習」が実施されま
した。演習開始の合図とともに、セミナーハウス前に出
動。消防団員らは、俊敏な動きで火点に向け放水をおこ
ない、火災時に対する技術を磨きました。

T O YO T O M I

P H O T O  N E W S
とよとみとよとみ

ここには掲載されていないイベントの記事も掲載しておりますのでぜひご覧ください。
豊富町ホームページ「トピックス」ではイベントの記事を随時掲載しております。
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T o y o t o m i  h e a l t h y  n e w s とよとみヘルシーニュース

ご意見・ご要望などは管理係(☎82-1515)へ

　こんにちは、子育て支援センターです！季節は秋になり、お散歩
やお外遊びもできず、室内で過ごすことが増えてきていませんか？
　ぜひ、子育て支援センターに遊びに来て下さいね。

怒りは自然な感情のひとつ、
身を守るための感情
アンガーとは・・・怒り
マネジメントとは・・・後悔しないこと
アンガーマネジメント・・・怒る必要
のあることは上手に怒り、必要のな
いときは怒らない。

診 療 所 だ よ り

豊富保育園では「一時保育事業」「ベビー・チャイルド・ジュニアシートの貸し出し」をおこなっております。
お申し込み、お問い合わせは、豊富保育園または子育て支援センターまで。 （豊富保育園内） ☎８２－３５８８

子育て 支援 センター
能登屋　仁美保健師

　皆さまこんにちは。冬が近づいてきましたね。寒さに負けない
からだづくりをしながら、長い冬を乗り越えましょうね。
　今月はこれから流行するインフルエンザについてお伝えします。

　インフルエンザは、突然現れる高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の症状が強いのが特徴です。

■インフルエンザワクチンを接種する
　※ワクチンを接種した後効果が現れるまで２週間ほどかかり、効果は約５か月間持続します。インフルエンザの　
　　流行は例年12月下旬～３月上旬と言われています。流行する前に早目の接種をお勧めします。

■人込みへの外出を控える
■室内では適度な湿度（50～60％）を保つ
■うがい・手洗いをする

❶咳・くしゃみの際は、ティッシュなどで口と鼻を押さえ、周囲の人から１ｍ以上離れる。
❷鼻水・痰などを含んだティッシュをすぐにふた付きの箱などに入れる。❸咳をしている人にマスクの着用を促す。

　●インフルエンザかな？と思ったら、早めに医療機関を受診しましょう。
　　⇒受診する前には、必ず医療機関に電話をしてからにしましょう。
　●睡眠を十分にとり、安静を保ちましょう。　●高熱がでる場合が多いため、水分は十分にとりましょう。
　●マスクを着用し、周囲の人に感染しないようにしましょう。　●外出は控えましょう。

■外出時はマスクを使用する
■十分な休養と栄養をとる
■咳エチケットを心がける

　こんにちは。寒い季節がやってきましたね。体調は崩されていませんか？
　私たちスタッフは普段はふれあいセンターでお客さま相談業務を中心におこなっていますが、実
は、遠方での活動も少しずつ増えてきています。今月は、町外の活動を少しご紹介させて頂きます。
　10月には広島で第1回目となる「アトピーフォーラムin広島」がありました。お医者さま複数名
をお招きし講演やQ&Aなどがあり、多くのお客さまがこられていました。豊富温泉のスタッフも
出席し、講演をおこないました。また、富良野では「温泉機構物理医学会　北海道地方会」が開
催され、主に豊富温泉の紹介をおこないました。その内容としては、湯治による皮膚症状の改善
には個人差があったり、完治に至らないこともあるけれど、楽になる方はとてもたくさんいらっ
しゃること。そして温泉そのものの効果のみならず、理解者が多く気持ちをわかちあえる場所で
あることが、心身の癒し、肌への回復につながっていること。温泉スタッフは湯治経験者が多く、
症状や湯治の悩みなどを伝えやすいことなどを説明しました。実際にこういった町外での活動
で話を聞いてくださったお客さまから後日お問い合わせをいただいたり、温泉に足を運んでい
ただけることもあります。
　また、11月には東京でおこなわれる「宗谷イチ押しプロモーション」というイベントにも出席
予定です。
　豊富温泉が町民の皆さまの憩いの場、また全国の皮膚症状に悩む方の癒しの場となると嬉し
いです。これからもどうぞよろしくお願いします。
お問い合わせ

ぬ
く
ぬ
く
の温
泉
だ
よ
り

豊富温泉コンシェルジュ・デスク（ふれあいセンター2階）☎82-3782　http://toyotomi-onsen.com

臨床検査主任技師　井形 登也

すこやか情報館

■「インフルエンザ」と「かぜ」の違い

豊富町保健センター　☎８２-３７６１お問い合わせ

症状
発症

症状の部位

■インフルエンザの予防

インフルエンザに
かかって
しまったら

流行前に

流行
したら

咳エチケット

インフルエンザ
高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、咳、鼻水、のどの痛みなど のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、咳、発熱

急激 比較的ゆっくり
強い倦怠感など全身症状 鼻、のどなど局所的

かぜ

　診療所では現在インフルエンザ感染迅速検査は、1年前より「クイックチェイサーImmuno Reader」を用いて検査をし
ております。導入以前の検査方法に比べ検出感度が高く、インフルエンザ発症の比較的早い時期から陽性判定を導きだ
すことができ、早期治療開始に役立っております。
　従来の検査法では、陽性反応がでるまでに要する時間は、発症後約12～24時間と言われており、患者さんにとって、発
熱・頭痛・悪寒・関節痛などの症状がある時に、治療薬の投薬までに長時間待つことは非常に大変な思いをします。又、小
児、高齢者、持病のある方にとってはリスクが増大するとともに、感染力が増大し感染拡大も懸念されます。
　従来の検査キットでは発症後6時間未満までの陽性率が70％だったものが、この検査キットでは陽性率が85％まで高
まり、早期治療開始につながっており、町民の皆さまの健康維持の一助になっています。
　これからインフルエンザの流行期を迎えますので、早期受診・早期治療をお願いします。検査などについて不明な点が
ありましたら、お気軽に検査室までお尋ねください。

■インフルエンザ感染迅速検査について

ぴよちゃんクラブ

子育て講演会より「怒りの感情と上手に付き合うコツ！」～アンガーマネジメント～
暗号１  「６秒待つ！」～衝動のコントロール～

暗号２  「許せるか？許せないか？」～思考のコントロール～
６秒以内に怒ると後悔や衝動性につながる。深呼吸をして待つ。

自分の中で許せないことは怒らないと後悔する。
自分の納得できる範囲で許せる範囲を広げていく。

「願う」は厳禁！！そうならなかったときに怒りが大きくなるので放っておくのも１つの方法。
暗号３  「思い込みの分かれ道」～行動のコントロール～

●１０月のテーマは「手作りおもちゃ作り」

１５組の
親子さんが

来てくれました♥

●マッシュポテトでうさぎを作ってお月見を楽しみました（１５組参加）

親子遊びの広場
あつまれわくわくお月見だい！
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くらしの情報

２０歳を迎える方へ
国民年金加入
手続きのご案内

個人住民税は
特別徴収で
納めましょう。

豊富町の

　20歳以上60歳未満の日本国内にお
住まいの方は、国民年金に加入すること
になっています。「国民年金被保険者関
係届書（申出書）」に必要事項を記入し、
誕生日の前日から数えて14日以内に役
場町民課戸籍住民係に提出してくださ
い。（郵送も可能です）
　20歳になった時点で次に該当する方
は「国民年金被保険者関係届書（申出
書）」の提出が不要です。
・厚生年金保険に加入している方
・厚生年金保険に加入している配偶者
に扶養されている方（※１）
※１）配偶者の勤務先で手続きをおこな
いますので、20歳になったことを配偶
者の勤務先に連絡してください。
お問い合わせ　
役場町民課戸籍住民係　
☎82-1001（内線121・122）

　個人住民税の特別徴収とは、事業
主（給与支払者）が所得税の源泉徴収
と同じように、従業員（納税義務者）に
代わり、毎月従業員に支払う給与から
個人住民税を引き去り（給与天引き
し）納入していただく制度です。
　事業主（給与支払者）は特別徴収義
務者として、法人・個人を問わず、全て
の従業員について、個人住民税を特
別徴収していただく必要があります。
（地方税法第３２１条の４）
　具体的な手続きに関するお問い合
わせは、役場総務課税務係までお問
い合わせください。
お問い合わせ　
北海道宗谷総合振興局税務課　
☎0162-33-2520
役場総務課税務係
☎82-1001（内線117・118）

年末調整・消費税
軽減税率制度
説明会のお知らせ

　年末調整のしかたや給与支払報告
書（源泉徴収票）、各種支払調書の作
成と提出についての説明会を次のと
おり開催します。ご出席される方は、
事前に税務署から郵送する年末調整
の関係書類を会場にお持ちください。
 なお、年末調整説明会終了後、消費
税軽減税率制度説明会を開催しま
す。
●説明会日時　11月20日（火）　
　年末調整　 9:00～
　消費税軽減税率制度　11:00～
●場所　豊富町商工会館
　　　　（豊富町東1条6丁目）
お問い合わせ　
総務課税務係　☎82-1001（内線117・118）
稚内税務署　☎0162-20-1002

緊急地震速報

12月のスケジ
ュール

11月のスケジュ
ール

1,966
1,987
1,954
3,941

1,962
1,986
1,953
3,939

世帯数
男
女
計

9/30 10/31 増減
 +4
+1
+1
+2

交通事故死ゼロ500日目標交通事故死ゼロ500日目標

11/1で 77日

戸籍のうごき人のうごき 平成30年9月16日～平成30年10月15日　※敬称略平成30年10月31日現在

おくやみ

宮脇スヱノ      

松本　和良      

藤島　洋三      

森　　久夫      

（幌  加）

（1町内）

（4町内）

（2町内）

96歳

72歳 

81歳

79歳

T O Y O T O M I  E V E N T S  C A L E N D A R

こ う き
山　本　紘　輝（豊　徳）

佐　藤　結　音（５町内）

やま  　もと

ゆ い ね  さ　　とう

こんにち
は！

あかちゃ
んこんにち
は！

あかちゃ
ん

歯科検診・フッ素塗布

手芸講座

元気体操

リズムボクシング

元気ボールクラブ

免許更新時講習

レディースヨガ

フロアカーリング

元気体操

乳児健診

バランスボール

木工講座

元気ボールクラブ

町民センター

保健センター

町民センター

保健センター

ふらっと☆きた

ふらっと☆きた

ふらっと☆きた

ふらっと☆きた

ふらっと☆きた

保健センター

保健センター

ふらっと☆きた

豊富中学校

ふらっと☆きた

ふらっと☆きた

10：30~

12：35~

13：30~

14：00~15：30

19：00~20：00

10：00~11：30

13：00~17：30

10：00~11：30

19：00~20：00

14：00~15：30

12：30~

19：00~20：00

19：00~20：30

10：00~11：30

10：00~11：30

1㈯

2㈰

3㈪

4㈫

5㈬

7㈮

8㈯

10㈪

11㈫

12㈬

13㈭

14㈮

歳末たすけあい運動
（12月10日まで）

親子遊びの広場「あつまれ
わくわくクリスマス」

第59回
歳末チャリティーショー

期 日 行　事 開始時間 開催場所

木工講座

湯の杜ぽっけ

豊富中学校

13：00~15：00

19：00~20：30

29㈭ LINEスタンプ用の
画像を作ろう！

期 日 行　事 開始時間 開催場所

子育て支援
センター

チーズ&バター作り体験

元気ボールクラブ

フロアカーリング

ミセススクール

元気体操

1歳6カ月・3歳児健診

リラックスヨガ

生涯現役塾

兜沼小中学校秋の運動会

心配ごと相談

元気体操

リラックスヨガ

レディースヨガ

フロアカーリング

元気体操

バランスボール

乳児相談・2歳児健康相談

湯の杜ぽっけ

ふらっと☆きた

ふらっと☆きた

ふらっと☆きた

湯の杜ぽっけ

保健センター

保健センター

ふらっと☆きた

保健センター

ふらっと☆きた

兜沼小中学校

豊富町商工会館

湯の杜ぽっけ

福祉センター

保健センター

ふらっと☆きた

消防署豊富支署

消防署豊富支署

ふれあいセンター

ふらっと☆きた

ふらっと☆きた

保健センター

ふらっと☆きた

保健センター

10：30~15：00

10：00~11：30

19：00~20：00

10：00~13：00

10：30~13：30

14：00~15：30

  9：00~

19：00~20：30

  9：30~11：00

  9：30~

14：00~15：30

10：30～

  9：00~

10：00~12：00

13：00~15：00

14：00~15：30

19：00~20：30

  9：00~12：00

  9：00~17：00

  8：30~21：00

10：00~11：30

19：00~20：00

14：00~15：30

19：00~20：00

  9：00~

8㈭

9㈮

12㈪

13㈫

14㈬

15㈭

16㈮

17㈯

20㈫

21㈬

24㈯

25㈰

26㈪

27㈫

28㈬

29㈭

パン教室
「スペルト小麦食パン」

第6回育児講座
「ホッと一息コーヒータイム！」

年末調整・消費税軽減税率
制度説明会
ふわふわパンケーキと
アイスクリーム作り　

パパママ教室・
のびのび教室

応急手当講習
（普通救命講習Ⅰ）
応急手当講習
（上級救命講習）
ふれあいセンターふろの日
【大人250円子ども無料】

期 日 行　事 開始時間 開催場所

　緊急地震速報は、地震による最大震
度が５弱以上と予想される場合に、震度
４以上が予想される地域に対して発表
される情報です。
　最初の地震波をキャッチしてから発
表する情報であるため、緊急地震速報
を発表してから強い揺れが到達するま
での時間は、数秒から長くても数十秒程
度と極めて短く、震源に近いところでは速

報が間に合いません。
　緊急地震速報は、テレビやラジオ、携帯
電話などで皆さまにお知らせします。緊
急地震速報を見聞きしたときは、まわり
の人に声をかけながら「あわてずに、まず
身の安全を確保する」ことが大切です。
　気象庁では、緊急地震速報について以
下のホームページでお知らせしています。
【気象庁ホームページURL】
https://www.data.jma.go.jp/svd/e
ew/data/nc/index.html
お問い合わせ
稚内地方気象台　　☎0162-23-2679
役場総務課総務係　☎82-1001
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　10月18日（木）豊富保育園で「人権教室」がお
こなわれ、人権擁護委員の水戸部さんと髙橋さ
んが訪れました。園児たちと「あいさつをする」
「朝食をとる」「人に言われて嫌なこと、されて嫌
なことはしない」と３つの約束をした後、紙芝居
が披ろうされました。また、人KENあゆみちゃん
が訪れ、園児たちとクイズをして遊んだ後、年長
さんに人権マスコットがプレゼントされました。

今月の
表紙

広報とよとみ 11月号（第531号） 平成30年11月発行
発行：豊富町役場 ［企画編集］総務課地域振興室地域振興係 ☎０１６２-８２-１００１（内線１０7）
URL http://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/

広報とよとみは、見やすさや読みやすさを配慮したユニバーサルデザインフォントを採用しています。

人権についてちょっぴり勉強

自衛官採用試験のご案内

種目（受験年齢）

自衛官候補生
（男女）

[18才～27才未満]

受付時に
お知らせ
します。

1次試験
平成31年
1月19日

年間を通じて
おこなって
おります。

30年11月1日～
31年1月7日

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

（一般）
[15才～17才未満]

採用種目の概要 試験日 受付

平成31年3・4月採用の自衛官などの採用試験をおこないます。

自衛隊稚内地域事務所　☎0162-23-2721お問い合わせ

役場町民課戸籍住民係　
☎82-1001（内線121・122）

お問い合わせ

人権擁護委員の委嘱状を交付

　人権擁護委員として、髙橋則行さん、佐藤美智子さん、水戸部輝美さん
が平成３０年１０月１日付けで法務大臣から委嘱されました。
　人権擁護委員は、地域の中で人権相談を受けたり、保育園や学校などで
人権教室を開き、命や思いやりの大切さについて理解を深めてもらう活動
をしています。

3ヶ月後自衛官へ任官。一生涯
の仕事として勤務または、民間
就職希望者は一定期間の勤務
で様々な就職援護施策などを
受けます。

中学校卒業者（見込含む）の男
子が対象。
約３年間は、防衛省職員（非自
衛官）となり３学年終了時に自
衛官に任官します。

　フォトニュースに掲載しました「１DAYレストラ
ン」。今年も盛況で絶え間なく人が入っていました。
毎年、取材が終わったら食べて帰ろうかな迷うので
すが、定員オーバーになっているのではないかなど
考えてしまい、一度も食べたことがありません。来
年こそは事前に予約をしつつ取材に行こうかと思
います。
　10月末に実施された学芸会、学校祭、文化祭は
12月号の掲載予定です。　〈M〉

編 集 後 記


