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平成30年度 決算に基づく健全化判断比率 およ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30年度決算に基づく健全化判断比率

■平成30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（ガス事業など）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。
＊基金などの将来負担額に充当可能な財源が将来負担額を上回ったことから、将来負担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29年度）に比べ0.8ポイント減少しています。この要因は、地方債
の償還額の減少によるもので、３ヵ年平均比率の場合、比率の低い平成27年度比率の11.6％が算定されないことから前
年度（３ヵ年平均比率）に比べ1.1ポイント増加しています。
　将来負担比率は、前年度に比べ12.4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30年度決算
（前年度数値）

－
（ － ）

－
（ － ）
14.6%

（13.5%）
－

（12.4%）

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

簡易水道事業特別会計

下水道事業特別会計

平成30年度決算
（前年度数値）

－
（ － ）

－
（ － ）

－
（ － ）

経営健全化基準

20.0%

20.0%

20.0%
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豊富町役場からのお知らせ

今号のテーマ
老朽化する水道施設の
更新について

　水道施設は各地区に全19ヵ所の施設と町内全域にわたる水道管路236kmがあり、古いもので
は40年を経過しました。今後も安全・安心な水道水の供給のためには施設更新が必要であり、多
額の費用を要します。

　豊富町の水道は兜沼地区から広がっていき1957年（昭和32年）に当初創設されたものであり、
各営農用水利用組合などとの統合を経て、現在の豊富町簡易水道事業（町の経営管理）となりました。
　持続可能な安定した水道水の供給を図るため、老朽化する水道施設の計画的な更新と効率的な投資をおこなうことを目的に、
設備台帳作成と中長期にわたる資産の更新需要と財政の見とおしをおこないました。
　今後については、老朽化した施設更新のため、世代間における受益者公平な負担を目指し、財源確保の方法を検討していきます。

　泥炭（腐食性土壌）では、管の外側に穴があき漏水を引き起こすことがあります。
■水道管が古くなると…

■老朽化する水道施設

■水道施設設備台帳・アセットマネジメント（資産管理）策定完了

上下水道情報

建設課上下水道係　☎82-1001（内線155・156）お問い合わせ

・水道のトラブルは「豊富町給水装置工事指定業者」へ修理依頼をお願いします。
「豊富町給水装置工事指定業者」は、(有)豊富水道・安藤管工設備(有)・恵菱設備（株）です。

●お知らせ

お問い合わせは国民健康保険診療所まで　(☎82-1515)

診 療 所 だ よ り

　皆さまこんにちは。インフルエンザ予防接種の時期になりました。接種方法についてお知らせいたします。

■実施期間　令和元年11月1日(金)～令和元年12月20日(金)
■実施場所　豊富町国民健康保険診療所
　　　　　　※兜沼診療所で接種を希望される方は予約が必要になります。時間など詳細は診療所までご連絡ください。
■受付時間

※今年度は一般診療時間帯にもおこなうため、待ち時間が長くなることがありますので、あらかじめご了承ください。
※ワクチンがなくなり次第終了いたしますので、あらかじめご了承ください。ただし、２回接種者は除きます。
■２回接種者予約期間　令和元年10月25日(金)～令和元年12月13日(金) 9時00分～17時30分（土・日・祝日は除く）
■接種料金　１回４,４００円（町内に住民票のある方は助成があります）
※助成を希望される方は、接種前に助成券の申請が必要です。保健センターで申請手続きをしてください。
　申請受付は１０月２８日（月）からになります。
■持ち物　予診票 ※予診票は事前に記入をして提出してください。 予診票は保健センター窓口にあります。

医事係　係長　岸谷　朋幸インフルエンザ予防接種のおしらせ

年　齢
幼児（６ヵ月以上～就学前）
小・中学生（13歳未満）

中学生・高校生（1３歳以上）
一般・６５歳以上

受付時間予約

必要

不要

接種回数

2回

1回

接種日

月～金
※祝日は
除きます

９時００分～１１時００分 ／ 13時３０分～16時４５分

９時００分～１１時００分 ／ 13時３０分～15時00分

※阿沙流地区漏水状況　写真
（ダクタイル鋳鉄管φ250mm）

兜沼小中学校を「小規模特認校」に指定しました！

豊富町役場からのお知らせ

豊富町教育委員会 ☎82-1355　兜沼小中学校 ☎84-2007お問い合わせ

　自然環境に恵まれた小規模校で、児童・生徒の心身の健康増進を図り、体力づくりを目指すとともに、自然に
ふれる中で豊かな人間性を培いたいという町内の児童生徒で、保護者の希望がある場合に住所変更をするこ
となく、正規の通学区域を越える通学を一定の条件のもとに認める制度です。

［小規模特認校制度とは］

［認定に関する内容］
募 集 定 員
募 集 期 間
通学上の条件

学校見学など

そ の 他

各学年５名
９月１７日（火）から１１月２９日（金）
通学はスクールバスを利用してください。
年間を通じて継続して通学することが必要です。
保護者の送り迎えは、原則禁止します。
学校の指導体制についての保護者の協力が必要です。
学校見学・参観は随時受け付けています。
興味のある方や見学を希望される方は学校へご連絡ください。
お気軽に兜沼小中学校の様子を見に来てください。
ふらっと☆きたでおこなわれている学童保育の利用ができます。

●
●
●

●

●

兜沼小中学校ってどんな学校？

小規模校ならではの学習や活動が魅力！
■少人数なので子どものペースに合わせて授業が進められ、その子が苦手としているところを見てとれ

るのでより丁寧な指導が可能となります。
■授業で自分の考え、学習内容のまとめの発表などを全ての児童生徒がおこなえるので、その日の学習

内容の定着が図れます。
■中学校では個別に毎日の生活状況や学習計画、その日の振り

返りなどを記入できるノートを活用し、教員が確認した中でアド
バイスをおこなっています。

■少人数なので行事などでは一人ひとりが多くの役割を担い、子
どもたちは自分の役割をやり遂げることで成長し、自信をもち
ます。

■PTA活動は活発で、子どもたちが楽しめるようにと、サマーフェ
スティバルやウィンターフェスティバルなどを企画し、地域ぐる
みでの活動をおこなっています。

　また、ＰＴＡ広報誌も定期的に発行し地域に発信しています。

11月 2019 広報とよとみ 11月2019広報とよとみ 45



安全運転をお願いします
　交通安全の呼びかけ運動として、秋のホワイト
作戦が実施されました。
　町の交通安全指導員や天塩警察署と協力して
実施されている運動で、４Hクラブから提供してい
ただいた牛乳と様々なパンフレットなどをドライ
バーの方へプレゼントしながら、安全運転を呼び
かけました。

9月25日（水）

町を綺麗に
　秋のクリーン作戦が実施され、町民のみなさま
のご協力のもと、道路に落ちているごみを拾い集
め町が綺麗になりました。
　今年は暖かい日が続いたため例年よりも道草
が枯れず、草をかき分けて隠れたごみを拾うとい
う状況となりましたが、少しでも多くのごみを拾お
うと一生けん命取り組みました。

10月2日（水）

美しさを競いました
　安平町にて「第17回北海道総合畜産共進会」が開催されまし
た。
　本大会は4年に一度開催されており、全道各地の予選を勝ち
上がってきた約400頭の乳用牛たちが美しい体型を競いました。
　豊富町からは10頭が出陳され、栗城一貴さんの出陳牛がシ
ニアクラスの準最高位である「リザーブシニアチャンピオン」を
獲得しました。

9月28日（土）・29日（日）

目指せ記録更新
　豊富小学校にて「マラソン記録会」が開催され、
子どもたちは、応援に駆け付けた保護者の声援を
受けながら、少しでもいいタイムを出そうと一生
けん命走りました。
　６月にもマラソン記録会を実施しており、その時
の記録と比べてどれだけタイムが縮まったのかで、
子どもたちの成長を確認することが出来ました。

10月2日（水）

火災時に備えて
　「豊富消防団秋季合同消防演習」が実施されました！
　このたびの消防演習は「消火活動の基礎である動
作を、迅速かつ的確に実施する。」という目標を立てて
おこなわれました。
　当日はあいにくの悪天候でしたが、行進やポンプ操
法などの演習は、団員の方々の訓練の成果がいかん
なく発揮され、目標を達成できた演習となりました。

自分の体力をチェック
　とよとみスポーツCLUBの一環として「町民体力テスト」
が実施されました。
　普段から運動をしている方や、今の自分がどのくらいの
体力なのか知りたい方など様々な方の参加がありました。
　握力測定や上体起こしなどのお馴染みのものをおこな
ったのち、最後は急歩という決まった距離を早く歩くもの
をおこなって終了となりました。

10月16日（水）

火災に気を付けましょう！
　「秋の全道火災予防運動」が実施され、消防車
両による町内での広報をおこなったのち、防火管
理者連絡協議会の方々が、お店の店頭で買い物
に来られた方々へチラシとティッシュを配布し、女
性消防団員は町内会の事業所それぞれへ個別に
訪問をおこない、火災予防のお願いを広くおこな
いました。

10月5日（土）

10月10日（木）
豊富高校のことを知ろう
　豊富高校の「オープンキャンパス」が実施され、
豊富中学校の生徒などが訪れました。
　校長先生から豊富高校の特徴について説明を
受けたあと、先輩たちが受けている授業を見学・
体験したり、放課後の部活動に混ぜてもらうなど、
実際に進学したらどうなるかを具体的に体験する
ことができました。

10月15日（火）

とよとみとよとみ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。
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。
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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

　こんにちは、子育て支援センターです。
　今年度の子育てサークルは０歳～１歳までの「ぴよちゃんクラブ」と、１歳～入園前の「子育てサークル」の二つに分かれ
ています。
　１０月のぴよちゃんクラブには新しい親子さんが４組も来てくれました♥豊富町で暮らす親子さんに支援センターを
知ってもらい嬉しく思います。赤ちゃんが生まれたら、いつでも参加できますので、ぜひ、来てくださいね。
　これから寒い季節になり、お散歩やお外遊びができなくなり室内が中心となってきます。支援センターには赤ちゃんの
発達に合わせた遊具がいっぱい！ 親子さん同士の交流の場としても、いつでもご利用ください。

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

　今年もあと２ヵ月で終わりという事で、この時期になると１年が経つのは早いなと毎年思っ
ています。外も寒くなってきて仕事や用事がなければ家から出たくないモードになってしまい、
運動不足になって家にこもりそうな予感も…。
　しかし、今年はひょんなことから卓球をやるようになりまして、冬でも室内で出来る卓球に行
こうと思っています。１０月にスポーツセンターでおこなわれた卓球大会に参加して地元の方と
交流してきました。ミスをしても皆さん温かく見守ってくれて、丁寧にアドバイスもしてくれた
ので楽しくやることが出来ました。体を動かす事と球技は好きなので定期的に出向いて卓球を
楽しみたいと思います。ラケットも貸してくれて初心者でも楽しめるのでオススメですよ。
　そして、もう一つの運動不足解消として去年はできなかったスキーを今年はやりたいと思っ
ています。地元の十勝は冬の体育の授業がスケートなのですが、北海道民ですのでスキー、ス
ノーボードの経験はあります。冬の楽しみとして温泉の裏のスキー場に出向いたり、歩くス
キーを楽しみたいと思っています。
　皆さんも家から出るのは寒いかもしれませんが、体が芯から温まる温泉に来てください。

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

子育て支援センタ
ーってどこにある

の？

松永　理菜保健師

こんにちは。
季節の変わり目で寒くなってきましたが、体調は
いかがでしょうか。
今月号はインフルエンザについてお話します。

すこやか
情報館

①感染した人のくしゃみや咳、つばなどを吸い込む（飛沫感染）。
②ウイルスが付いた物にふれる（接触感染）。ドアノブ、電気のスイッチ、手すりなど。

〈遠藤〉

■感染経路

■症状と対処

■予防方法

豊富町保健センター　☎８２-3761お問い合わせ

　免疫力が弱っていると感染し
やすくなります。十分な休息と
バランスの良い食事をとり、免
疫力の高いからだづくりをして
いきましょう。

［健康なからだづくり］

　空気が乾燥すると、のどの粘
膜の防御機能が低下して感染し
やすくなります。
　加湿器や部屋干しをして、適
切な湿度（50～60％）を保つよ
うにしましょう。

［保　湿］

　手洗いは体内へのウイルス
の侵入を防ぐことができます。
　外出から帰宅したとき、調理
の前後、食事前などこまめな手
洗いを心がけましょう。

［こまめな手洗い］

！
　ワクチンを接種することで、重症化を予防する効
果があります。ワクチンの効果が現れるまでは接種
後、約2週間かかります。効果が持続する期間は約
5ヵ月です。インフルエンザは例年12月下旬～3月上
旬頃に流行することが多いですが、今年は例年より
も早めに流行し始めています。そのため、早めの接種
が効果的です。
豊富町国保診療所での予防接種は、
11月１日（金）～12月20日（金）まで接種可能です。

［予防接種について］ ！
　接種日に豊富町に住民票がある方は、予防接種費
用の助成をおこないます。
助成額
①生活保護世帯の方　⇒全額助成
②上記以外の世帯の方⇒半額助成　
　予防接種を受ける際には、必ず事前に豊富町保健
センターで申請の手続きをしてください。
※詳細については、回覧などでご確認ください。

［予防接種費用の助成について］

豊富保育園の中にあります。
（玄関を入ってすぐ左側の２部屋です。）

ぴよちゃんクラブ
に参加するには

？

申し込みが必要ですが、直接、来ていただき
その場で申し込みをしてもOKです！

いつでも遊びに
行けるの？

月曜日～金曜日
（祝日を除く）
９：００～１６：００

●突然の高熱・頭痛
●筋肉痛・関節痛
●鼻水、咳などの呼吸器症状

①すぐに受診しましょう。
②安静にしましょう。
③こまめに水分補給をしましょう。
④薬は医師の指示に従って服用しましょう。
※受診前には医療機関に必ず連絡しましょう。
※受診する際は必ずマスクを着用し、他の人
に感染するのを防ぎましょう。

こんな
ときは
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i n f o r m a t i o n
くらしの情報

きになりたたい方は、児童相談所まで
ご連絡下さい。

お問い合わせ
北海道旭川児童相談所稚内分室
里親担当　℡32-6171

　宗谷地方では、これまで強い揺れを
伴う地震は発生していません。しかし、
宗谷地方から遠く離れた所で発生した
地震による津波は日本海側・オホーツ
ク海側を問わず来ています。特に日本
海側では1メートルを超える津波が過
去に何度も襲っています。
　2011年（平成23年）3月の東日本大
震災を教訓として同年6月に『津波対
策の推進に関する法律』を制定し、11
月5日を「津波防災の日」と定めました。
　津波の恐れがある場合、気象庁は津
波注意報や警報を発表し、すぐに海か
ら離れ高い場所へ逃げるようお知らせ
していますが、地震・津波についての正
しい知識と判断により自分の命を守っ
ていただくことが最善です。
　『2004年（平成16年）スマトラ沖地
震』のとき、当時10歳の少女が授業で
習った津波の特徴を思い出し、数百人
を連れて避難しました。これにより、多
くの命が救われました。
　この少女のように、小さな知識でも
多くの命は守れます。『津波防災の日』
をきっかけとして、まずはそこから始め
てみましょう。

お問い合わせ
稚内地方気象台　℡23-2679

　口座振替・クレジットカードでのお支
払いがお勧めです！

３つのお得
１．金融機関などへ行く手間が省けます。
２．保険料の納め忘れがありません。
３．口座振替は前納割引で、さらにお得！
（クレジットカード納付の割引額は納付
書と同額です。）
お支払い方法
口座振替
●提出書類…国民年金保険料口座振
替納付（変更）申出書
クレジットカード
●提出書類…国民年金保険料クレジッ
トカード納付（変更）申出書
※クレジットカード名義人が本人・配偶者以外場

合はカード名義人の同意が必要です。

　同意書は、日本年金機構ホームページ「申請・

届出様式」からダウンロードできます。
申込期限
●月々支払う場合
　口座振替・クレジット納付はいつでも
申し込みでき、申し込みの2～3カ月後
からの開始となります。
●まとめて前払い（前納）の場合
　「６カ月前納（４月～９月）」「１年前納（４
月～翌年３月）」「２年前納（４月～翌々年
３月）」
　・・・令和2年2月28日（金）まで（必着）
※令和2年度の保険料額は、令和2年2月下旬に

告示される予定です。

告示後の保険料額は、日本年金機構のホームぺ

ージでご確認いただけます。

　

お問い合わせ
町民課戸籍住民係　℡82-1001
稚内年金事務所　℡74-1000

防災情報
津波防災を考える

国民年金保険料を
納付書で納めている方へ

　年末調整の仕方や給与支払報告書
（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に、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19日（火）
年末調整説明会…9：00～
消費税軽減税率制度説明会…11：00～
場所
豊富町商工会館　字豊富東1条6丁目

お問い合わせ
総務課税務係　℡82-1001
稚内税務署　℡20-1002

　児童相談所では、地域の子ども達の
ために「里親」を募集しています。
　里親とは、さまざまな事情により、家
庭で暮らすことができなくなった子ど
も達を、自分の家庭に迎え入れ、温かい
愛情とまごころを込めて育てて下さる
方のことです。
　子どもの健全な育成を図ることを目
的とした、児童福祉法に基づく、子ども
のための制度になります。
　子どもの養育をすることになった場
合、里親手当や生活費が支給されます。
その他、教育費や医療費などが公費か
ら支払われます。
　里親になるには特別な資格は必要あ
りませんが、一定程度の基準がござい
ます。
　里親に関心をお持ちの方、里親にな
ることを希望される方、詳しい話をお聞

年末調整・消費税軽減税率
制度説明会のお知らせ

子ども達のための
「里親」制度のご案内

12月のスケジ
ュール11月のスケジュ

ール

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

期日 行　事 開始時間 開催場所
16 土

17 日 第2回ラインスタンプを
作ろう！ 13:00～15:00 湯の杜ぽっけ

18 月 乳児相談・2歳児健康相談 9:00～ 保健センター

19 火
すみれ学級 10:30～14:00 ふらっと☆きた

心配ごと相談 13：00～15：00 福祉センター

元気体操 14:00～15:30 保健センター

20 水
親子ボール 10:00～11:30 ふらっと☆きた

リラックスヨガ 19:00～20:30 ふらっと☆きた

21 木 子宮がん・乳がん検診   7:00～ 保健センター

22 金 子育てサークル 10:00～11:30 子育て支援
センター

23 土 応急手当講習
（普通救命講習Ⅰ）   9:00～12:00 消防署

豊富支署

24 日 応急手当講習
（上級救命講習）   9:00～17:00 消防署

豊富支署

25 月

26 火
イベント献血   9:00～16:00 役場前　ほか

元気体操 14:00～15:30 保健センター

27 水 バランスボール 19:00～20:15 ふらっと☆きた

28 木 　
29 金   

30 土
豊富保育園発表会   8:30～12:00 豊富保育園

ONEDAYシェフの
カレーランチ会 12：00～13：00 湯の杜ぽっけ

期日 行　事 開始時間 開催場所

1 日 第60回
歳末芸能チャリティショー 10:30～ 町民センター

2 月
歯科検診・フッ素塗布 12:35~ 保健センター

手芸講座 13:30～16:00 町民センター

3 火
ミセススクール 13:30～ 町民センター

元気体操 14:00～15:30 保健センター

4 水 リズムボクシング 19:00～20:00 ふらっと☆きた

5 木 第6回育児講座
「みんなで作ろうX’mas」 10:00～11:30 子育て支援

センター

6 金
ぴよちゃんクラブ 10:00～11:00 子育て支援

センター

生涯現役塾 14:00～15:30 保健センター

7 土 運転免許更新時講習 13：00～ ふらっと☆きた

8 日 　  

9 月 すみれ学級 13:30～15:30 ふらっと☆きた

10 火 元気体操 14:00～15:30 保健センター

11 水
乳児健診 12:30～ 保健センター

バランスボール 19:00～20:15 保健センター

12 木 木工講座 19:00～ 豊富中学校

13 金
子育てサークル   9:30～11:30 子育て支援

センター

元気ボールクラブ 10:00～11:15 ふらっと☆きた

14 土
15 日 　 　

16 月 　 　

17 火 心配ごと相談 13：00～15：00 福祉センター

令和元年度 工事等入札結果表 （令和元年9月16日～10月15日まで）〈落札価格250万円以上〉
入札年月日 事業名 落札価格（千円） 落札業者名 担当課 工事住所
R元.9.30 診療所医師住宅№2新築工事 30,400千円 ㈲大坂建工 国保診療所 豊富市街
R元.9.30 特別養護老人ホーム温心園外構整備工事 3,110千円 ㈱本間 町民課 西豊富
R元.9.30 農地耕作条件改善事業２号排水路整備工事 3,490千円 豊富土木運輸㈱ 農林水産課 東豊富
R元.9.30 農地耕作条件改善事業１号排水路整備工事 24,400千円 豊成建設㈱ 農林水産課 福永
R元.9.30 旧一町内団地（赤レンガ１棟６戸）解体工事 8,800千円 福田建設㈱ 建設課 豊富市街
R元.9.30 旧一町内団地（CB１棟６戸）解体工事 7,300千円 ㈱笹内組 建設課 豊富市街
R元.9.30 旧一町内団地（赤レンガ１棟４戸）解体工事 14,740千円 ㈱大建産業 建設課 豊富市街
R元.9.30 徳満地区配水管布設替工事 6,560千円 安藤管工設備㈲ 建設課 徳満
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とよとみピックアップニュース

　豊富高校の生徒たちが体験授業の一環として「赤ちゃん
抱っこ体験」をしました。
　町内の小さなお子さんがいる方たちの協力を得て実施さ
れたこの授業、普段なかなか体験することのない赤ちゃんと
の触れ合いに悪戦苦闘し、中には大泣きしてしまう赤ちゃん
もいましたが、高校生たちはとても貴重な体験が出来ました。

今月の表紙

広報とよとみ 11月号（第543号） 令和元年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 https://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/

赤ちゃんとふれあい

▼富士見団地が表彰されました

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。

1,973
1,970
1,931
3,901

1,977
1,975
1,939
3,914

世帯数
男
女
計

9/30 10/31 増減
-4
-5
-8
-13

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 442日

戸籍のうごき人のうごき 令和元年9月16日～令和元年10月15日　※敬称略令和元年10月31日現在

おくやみ
（４町内）
（１町内）

60歳
70歳

茂木　和雄
斉藤　絹子

PICKUP NEWS

▼日本甜菜製糖㈱へ感謝状を贈呈

　日本甜菜製糖㈱より、創立100周年
記念として電子時計と記念誌が町へ寄
贈されたため、感謝の意を表して、感謝
状贈呈式をおこないました。
　式典には惠本司社長が来庁され、町
長より感謝状を手渡しました。
　日本甜菜製糖㈱は西豊富に工場を持
ち、昭和54年から現在までその操業を
続けており、その繋がりから記念品を寄
贈していただきました。

　５町内にある公営住宅の富士見団地
が「2019 北の地域住宅賞北海道知事
賞」を受賞しました。この賞は、北海道
地域住宅協議会の事業で、模範として
推奨するに値する公的賃貸住宅団地を
整備した市町村の成果を讃えるものと
なっています。
　現在、富士見団地は 21 棟 72 戸の新
たな公営住宅として整備されています。

こんにち
は！

あかちゃ
んこんにち
は！

あかちゃ
ん 松　井　玲　久（兜　沼）

まつ い れ く

岸　谷　つぐみ（１町内）
きし や

本　林　邦　仁
（１町内）渡　辺　さやか

三　澤　侑　矢
（沼　向）池　田　毬　乃

ご結婚
おめでと

う！
ご結婚
おめでと

う！

　町では、自然災害などのおそれが発生したときは、
防災無線やSNS（Facebook、LINE）を通じて防災情
報などを提供しており、下記ダイヤルでは防災無線
の内容を確認することが出来ます。
■確認用ダイヤル
　☎82-1233（放送日の当日限定）

防 災 時 の 情 報 に つ い て


