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令和2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

■令和2年度決算に基づく健全化判断比率

■令和2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。

※赤字が発生していないことから、実質赤字比率、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、おおむ
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（令和元年度）に比べ0.8ポイント減少しています。
　この要因は、地方債の償還額などの減少によるもので、３カ年平均比率の場合、比率の高い平成29年度比率の15.6％
が算定されないことから前年度（３カ年平均比率）に比べ0.5ポイント減少しています。

　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

令和2年度決算
（前年度数値）

－
（ － ）

－
（ － ）
14.5%

（15.0%）
－

（ － ）

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

令和2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 豊富町役場からのお知らせ

インフルエンザ予防接種のお知らせ

国民健康保険診療所 ☎82-1515お問い合わせ

■期　間

■場　所

■受付時間

　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ので、ご希望の方は
下記のとおりお申し込みください。

令和4年10月支給分の児童手当の制度が一部変更になります

町民課子ども係 ☎82-1001（内線127・128）お問い合わせ

令和４年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の②以上の場合、
児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出など
が必要となりますので、ご注意ください。

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

豊富町保健センター ☎82-3761お問い合わせ

■9月末現在の接種率　令和３年５月より町民の皆さまのワクチン接種が始
まり、現在も接種を継続しているところです。これまで
の接種において、接種事故もなく安全に接種できて
いることは町民の皆さまのご協力のおかげでありま
すことを、この場をお借りしてお礼申し上げます。

町民全体
65歳以上
64歳以下

……90％
……95％
……86％

　コロナワクチン接種を２回接種終了した方に、接種会場において「予防接種済証」をお渡ししております。
万が一紛失してしまった方がおりましたら、保健センター窓口において再発行いたします。

幼児・小・中学生
（６カ月以上～13歳未満）

  9：00～11：00
13：30～15：00

  9：00～11：00
13：30～16：45

中学生・高校生
（13歳以上）

一般・６５歳以上

年　齢 予約 受付時間

必須

不要

2回

1回

接種日接種
回数

月～金
※祝日は
除きます

※同伴する保護者の方も同じ時
間に接種することができます。

12月24日（金）まで
※12月６日（月）は他のワクチン予防接種

を実施するため、インフルエンザ予防
接種は実施いたしません。

※兜沼診療所の実施日は決まっておりま
す。接種を希望される方は予約が必要
になりますので、ご連絡ください。

※一般診療時間帯にも行うため、待ち時間が長くなることがあります。
※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、１３歳未満の２回接種希望者は除きます。

国民健康保険診療所

13歳未満の予約方法
接種を希望する日の前日までにご連絡をください。（前日が土日祝日の場合は、土日祝日の前の平日まで）

●予約先　国民健康保険診療所　●予約受付時間　平日 ８：30～17：15

■接種料金　１回 ４，４００円（町内に住所のある方は半額助成があります）
■持 ち 物　予診票・身分証明書・接種料金
　　　　　　※予診票は事前に記入をして提出してください。
　　　　　　※予診票は役場、保健センター、ふらっと★きた、保育園、国民健康保険診療所、町民センター、
　　　　　　　兜沼支所にあります。
■そ の 他　今年も助成申請は不要です。直接、国民健康保険診療所にお越しください。

令和3年度 工事等入札結果表
（令和3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
R3.9.30
R3.9.30
R3.9.30
R3.9.30

本町地区８号取水ポンプ場実施設計委託業務
福永地区配水管布設替工事
５町内配水管布設工事
本町地区山の手幹線配水管布設替工事

7,700千円
3,370千円
3,220千円
21,000千円

東日本設計㈱
㈲豊富水道
㈱恵菱設備
安藤管工設備㈲

建設課
建設課
建設課
建設課

徳満
福永
豊富市街
豊富市街

事業名 落札価格（千円） 落札業者名 担当課 工事住所

［所得制限限度額・所得上限限度額について］

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控
除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

児童を養育している方の所得が、下記表の①（所得制限限度額）未満の場合は児童手当を支給し、
所得が①以上②（所得上限限度額）未満の場合、法律の附則に基づく特例給付（児童１人当たり月額
一律5,000円）を支給します。

（児童４人＋年収103万円以下の
　　　　　　　配偶者の場合　など）

（児童3人＋年収103万円以下の
　　　　　　　配偶者の場合　など）

（児童2人＋年収103万円以下の
　　　　　　　配偶者の場合　など）

（児童1人＋年収103万円以下の
　　　　　　　配偶者の場合　など）

（児童1人の場合　など）

0人

1人

2人

3人

4人

5人

622

660

698

736

774

812

833.3

875.6

917.8

960

1,002

1,040

858

896

934

972

1,010

1,048

1,071

1,124

1,162

1,200

1,238

1,276

（前年度に児童が生まれていない場合
　　　　　　　　　　　　　　など）

扶養親族等の数
（カッコ内は例）

所得額
（万円）

収入額の目安
（万円）

所得額
（万円）

収入額の目安
（万円）

①所得制限限度額 ②所得上限限度額
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9月27日（月）・28日（火）
自己ベスト記録を目指して
　豊富小学校にて2日間にわたり「マラソン記録
会」が開催されました。
　学年ごとに体育の時間でおこなわれ、ベスト記
録を目指して小学校グラウンドおよび敷地周辺を
駆け抜けました。小学生たちは保護者の応援に背
中を押され、今までの練習してきた成果を発揮し、
最後まで走り切りました。

自分の身を守るために
　豊富高校にて「避難訓練」がおこなわれました。
　避難訓練では、火災が発生した想定で非常ベル
が作動し、非常放送が流れると生徒たちは安全を
確保しながら外へ避難しました。避難後は、消火訓
練がおこなわれ、代表の生徒と教師は消防職員に
レクチャーを受けながら、消火器の使用体験をしま
した。

10月13日（水）

交通事故のない世の中を願って
　交通安全祈願碑前にて「交通安全祈願式」がおこ
なわれました。交通事故で犠牲になった方々への追
悼と交通安全を祈って挙行された祈願式には、交通
安全指導員など関係団体25名が参列しました。
　町長の式辞と天塩警察署長の挨拶を終えたのち、
参列者全員の菊の花が供えられ、交通事故のない
世の中を祈りました。

9月29日（水）

のびのび大きく育ちました
　豊富町大規模草地にて２日間にわたって「退牧
作業」がおこなわれ、町内外の乳牛162頭が大き
くなって酪農家さんたちの元へ帰りました。大規
模草地の広大な土地でのびのびと育った牛たち
は各牧場に戻ったのち、分娩をおこない「搾乳牛」
としておいしい牛乳を生産していきます。

10月13日（水）・14日（木）

10月14日（木）
町をキレイにするために
　ゴミの散乱防止を目的とした北海道クリーン作
戦の一環として「秋のクリーン作戦」がおこなわれ
ました。赤十字奉仕団など町内の各団体や町民の
方々約100名が参加し、市街地および温泉方面・
稚咲内方面・新生方面に分かれ、ペットボトルや紙
くずなど合計120㎏のゴミを拾い集めました。

一人ひとりが輝く学校祭
　兜沼小中学校にて「兜沼小中学校祭」がおこな
われ、南中ソーランや群読、学習発表、合奏などが
披ろうされました。
　群読では、自分たちで考えた詩「かぶとぬまの
すてき」を発表し、父母や地域の方を温かい気持
ちにさせました。最後には全校生で器楽を合奏し、
会場内は大きな拍手に包まれました。

10月15日（金）

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。

火の元にご注意を
　「秋の全道火災予防運動」の一環として「防火街
頭啓発」と｢町内各事業所・防火啓発訪問｣がおこ
なわれました。
　防火街頭啓発ではAコープ豊富店前とタイムリ
ーいとう豊富店前で消防職員がチラシなどを配り、
火災予防を呼びかけました。火災が起こりやすい
季節のため、火の取り扱いにはご注意を。

10月15日（金）

高校生が町政を問う
　役場議事堂にて「高校生議会」が初めて開催さ
れました。政治への関心を高めることを目的とし
た取り組みで、豊富高校３年生は議員役となって
模擬議会を体験しました。高校生は「保育士不足
について」など６件の一般質問をおこない、町政に
対する疑問点や町に望むことを町長や教育長へ
投げかけました。

10月15日（金）
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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

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

　こんにちは。月日が経つのは早いもので、あっという間に雪が降り始め、年の終わりも近づ
いてきていますね。私は今年の４月に豊富町へ移住しまして本格的に冬を越すというのは初
めてになります。そこで豊富温泉コンシェルジュ・デスクの先輩方へ「冬の時期に必要なもの
は？」と聞いてみると、すかさず牽引ロープやスノーブラシといった冬のドライブ必需品を説明
していただき、急いで買い揃えました。これまで数回の湯治を経て、冬の景色がどのような感
じかというのは理解していますが、冬の生活、特に雪道の運転に大きな不安があります。雪道
でスリップしないよう、スピードの出し過ぎと急発進・急ブレーキに注意してゆっくりと運転し
たいと思います。
　豊富市街地から車で10分ほど行ったところにあります豊富温泉は「ナトリウム-塩化物泉」
という泉質の温泉です。弱アルカリ性で肌に優しく、保湿効果が高く「熱の湯」とも呼ばれるよ
うに、湯冷めしづらく湯上がり後もポカポカするというのが特徴です。豊富温泉ふれあいセン
ターには湯治用と一般用の二つのお風呂をご用意しており、町民の皆さまにもご利用しやす
くなっております。冷える時期になってきましたので、温泉で体の芯から温まってみてはどう
でしょうか。

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

すこやか
情報館

荒木　久美子社会福祉士

こんにちは。
今月は悪質な電話勧誘による消費者トラブルについて
お伝えいたします。

■お問い合わせ　豊富町地域包括支援センター　☎29-7830

こんにちは、豊富町子育て支援センターです。
寒くなりましたね。体調管理に気を付けて元気に過ごしましょう！
部屋を暖かくしてお待ちしておりますので、しっかりと感染対策をして遊びにきてください。

　最近、大手電話会社を名乗り「電話代が安くなります」「契約内容の見直しをし
ませんか」などの電話勧誘が増えています。しかし、内容はとても複雑で、電話中
もまくし立てて説明をしてくることがあります。
　また、悪質になると巧みに誘導し、パソコンやスマートフォンを持っていない高
齢者に必要のない通信サービスを契約させ、高い利用料金を支払わせる事例も
あります。

悪質商法にだまされないための５カ条
1．簡単にドアは開けない。
2．「話を聞いてあげよう」は危険。
3．うまい儲け話には落とし穴。
4．必要ないものはキッパリと断ろう。
5．すぐに契約せず、身近な人に相談を。〈潮見〉

　新型コロナウイルスの影響を受けて、子育て支援センターも以前のような活気は見ら
れませんが、ぴよちゃんクラブやサークルで親子が交流している様子はとても嬉しいも
のです。

［ぴよちゃんクラブ］
●16日（火）
　10:00～11:00　
●子育て支援センター
［子育てサークル］
●18日（木）
　10:00～11:00　
●子育て支援センター
［おやこ・元気ヨガ］
●24日（水）
　10:00～11:00　
●ふらっと★きた
今月はバランスボールです。
ヨガマットとボール代500円
が必要です！

久しぶりのぴよちゃんクラブ成長が嬉しい！

※申し込みは
　子育て支援センターまで。

11月の
予定

　子育て支援センターに集まるのは久しぶり。会えなかった間に人見知りが終わっていたり、歩くようになったり、おっぱいとバイバイしたりとそれぞれに成長した姿やお話が聞けて嬉しい時間でした。

子育てサークルは芸術
の秋！

　親子で芸術の秋を
楽しみました。落ち葉

に絵

の具を塗ってペタリ！
どの子も興味津々に

取り

組んでました。

「今なら電話代が安くなる！」など電話会社（インター
ネット契約）からの勧誘電話がかかってきたり、広告チ
ラシを目にしたことはありませんか？その際は注意して
対応する必要があります。

「今なら電話代が安くなる！」など電話会社（インター
ネット契約）からの勧誘電話がかかってきたり、広告チ
ラシを目にしたことはありませんか？その際は注意して
対応する必要があります。

　町内でも特に高齢者の方から「電話会社から契約書が送られてきた」「よくわ
からないが家の中にWi-Fiルーターが取り付けられていて請求書が送られてき
ている」という相談があります。
　勧誘業者の中には、説明どおり固定料金が安くなるなど町民の皆さんに利益
を与えてくれる業者もおりますが、残念ながら悪質な業者もおります。
　悪質業者にだまされないためには「電話代が安くなる」などの電話会社の勧誘
を受けた時にはすぐに契約などを進めるのではなく、家族や友人にまずは話をし
てみましょう。また、良く分からないときには早めに消費生活センターへ相談をし
ましょう。　

消費者トラブルの相談はこちらに！

豊富町地域包括支援センター
☎２９-７８３０（直通）

北海道立消費生活センター相談専用電話　
☎０５０-７５０５-０９９９
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i n f o r m a t i o n
くらしの情報

　税務署では、納税者の皆さまにお待
ちいただくことなくスムーズに申告・面
接相談できるよう、原則として「事前予
約制」を実施しております。
　申告・面接相談を希望される方は、所
轄の税務署に電話で予約をしてくださ
い。
　なお、予約状況により、希望の相談日
時に添えない場合がありますので、ご了
承願います。

お問い合わせ
稚内税務署
☎33-1155

　（公財）人権教育啓発推進センターで
は、アイヌの方々の悩みをお受けするフ
リーダイヤルを開設しております。嫌が
らせ、差別、プライバシー侵害などのご
相談もお受けしておりますので、お気軽
にご相談ください。
〇相談は無料です
〇匿名でもかまいません
〇秘密は厳守します

お問い合わせ
（公財）人権教育啓発推進センター
平日9：00～17：00
☎0120-771-208

　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。
　具体的な手続きに関するお問い合わ
せは、財政課税務係までご連絡くださ
い。

お問い合わせ
北海道宗谷総合振興局　税務課
☎33-2519
財政課税務係
☎82-1001（内線290・293）

　林退共は林業界で働く方のために国
が作った退職金制度です。事業主の方
が、従事者の働いた日数に応じて掛金と
なる共済証紙を共済手帳に貼り、従事
者が林業界をやめたときに林退共から
退職金を支払う林業界全体の退職金制
度です。
〇掛金は法人では損金、個人企業では
必要経費となります。
〇掛金の一部を国が免除します。
〇雇用事業主が変わっても退職金は企
業間を通算して計算されます。
事業主の皆さまへ
・共済証紙は労働日数に応じて適正に貼
付してください。
・共済手帳を所持している従事者が林
業界を引退するときは、忘れずに退職金

事業主の皆さまへ
個人住民税は特別徴収
で納めましょう！！

自動車税（種別割）の滞納
整理を強化しています

国税に関する申告・
面接相談は「事前予約」
が必要です！！

電話リレーサービス
が始まりました

を請求するよう指導ください。

お問い合わせ
独立行政法人勤労者退職金共済機構
林業退職金共済事業本部
☎03-6731-2889

　北海道では、納期限を過ぎても納税
の相談がない、納税誓約が守られてい
ない自動車税（種別割）の滞納者に対し
て、預貯金や給与の差押えを強化して
います。
　納税が困難な場合は、滞納したまま
放置せず、まずはご連絡を！

お問い合わせ
北海道宗谷総合振興局 税務課 納税係
☎33-2520（直通）

　電話リレーサービスとは、聴覚や発話
に困難のある方（以下「聴覚障害者な
ど」といいます）と聴覚障害者など以外
の者との会話を、通訳オペレータが手
話・文字と音声を通訳することにより、
24時間365日、電話で双方向につなぐ
サービスです。
　電話リレーサービスのご利用を希望
される聴覚障害者などの方は、一般財
団法人日本財団電話リレーサービスへ
お問い合わせください。

お問い合わせ
一般財団法人
日本財団電話リレーサービス
☎03-6275-0910
FAX：03-6275-0913

林業退職金共済制度（林退共）
へ加入しませんか？

アイヌの方々からの様々
なご相談をお受けします

令和３年11月30日は国民健康保険税第5期分、固定資産税第3期分の納期限です。お早めに！

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 火
ぴよちゃんクラブ 10：00～11：00 子育て支援

センター

心配ごと相談 13：00～15：00 福祉センター

元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

17 水
ミセススクール 9：00～12：30 町民センター

ふらっと★きた

元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

リズムボクシング 19：00～20：00 ふらっと★きた

18 木 子育てサークル 10：00～11：00 子育て支援
センター

19 金
20 土
21 日
22 月

23 火 一日講座「クリスマス
カードを作ろう」 10：00～12：00 町民センター

24 水
おやこ・元気ヨガ 10：00～11：00 ふらっと★きた

元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

リラックスヨガ 19：00～20：30 ふらっと★きた

25 木
乳児相談・2歳児健康相談 9：00～ 保健センター

男の筋トレ教室 19：00～20：00 ふらっと★きた

木工講座 19：00～20：30 豊富中学校

26 金
パパママ教室・
のびのび教室 9：30～ 保健センター

介護予防講座
生涯現役塾 14：00～15：30 ふらっと★きた

27 土 普通救命講習会Ⅰ 9：00～12：00 消防署
豊富支署

28 日 上級救命講習 9：00～17：00 消防署
豊富支署

29 月
30 火 元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

期日 行　事 開始時間 開催場所

1 水
歯科検診・フッ素塗布 12:35～ 保健センター

元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

2 木
3 金
4 土
5 日

6 月
レディースヨガ 9：30～11：00 ふらっと★きた

手芸講座 13：30～16：00 町民センター

7 火
乳児健診 9：00～ 保健センター

心配ごと相談 13：00～15：00 福祉センター

元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

8 水
元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

リラックスヨガ 19：00～20：30 ふらっと★きた

9 木

10 金
介護予防講座
生涯現役塾 14：00～15：30 ふらっと★きた

ぴよちゃんクラブ 10：00～11：00 子育て支援
センター

11 土
12 日
13 月

14 火
子育てサークル 10：00～11：00 子育て支援

センター

ミセススクール 13：30～15：30 町民センター

元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

15 水
元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

リズムボクシング 19：00～20：00 ふらっと★きた
　

診 療 所 だ よ り
所長　柴﨑　嘉

オーラルフレイルについて 
　人が生きていく上で、食べることは必須の事であり楽しみの一つでもあります。食べ物の入り口
である口の健康への意識が低下し、噛んだり飲んだりする機能が衰えて滑舌が悪くなったり、食べ
こぼしが増えてくる状態をオーラルフレイルといいます。オーラルは口のこと、フレイルとは健康
と機能障害の中間の状態です。適切に対応することにより健康に戻すことができるので、早く気づ
いて対処する事が大切です。

　・噛めない食べ物が増えた
　・一回の食事で食べる量が減った
　・体重が減った
　・外出する機会が減った
　・人と会うのが面倒になった

　以上に挙げたような日常生活の小さな変化に気づけるよう心掛けましょう。
　また、歯周病やむし歯に適切な治療を受けることはもちろんですが、症状がなくても定期的に歯や口の健康状態をか
かりつけの歯科医師に診てもらうことをお勧めします。
　内臓だけでなく口の中も人間ドックの一部だと思って受診してみて下さい。

国民健康保険診療所　(☎ 82-1515)
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　10月７日（木）自然公園にて「保育園遠足」がおこなわれま
した。
　園児たちは仲良く元気に目的地まで歩いていき、自然公
園にたどり着くと、落ち葉やどんぐり拾いを楽しみながら、秋
色に染まった広い園内をめいっぱい探検しました。

小さい秋みつけた！

とよとみピックアップニュース

今月の表紙

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。
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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

▼人権擁護委員の委嘱状を交付
　人権擁護委員として、佐藤美智子さん、水戸部輝美さん、鈴木香
代子さんが令和３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いたり、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。

▼永年勤続功労社会教育委員を受賞

　10月21日（木）「令和３年度北海道永年勤続社会教育委員表彰」が
おこなわれ、豊富町社会教育委員の佐々木美津子氏が受賞しました。
　この表彰は、市町村社会教育委員として通算10年以上在任し、社
会教育の振興に貢献された方に贈られるもので、社会教育委員とし
て永年にわたり地域社会の発展に尽力してこられた佐々木氏の功績
が認められたものであり、教育長より感謝の言葉が伝えられました。

戸籍のうごき 令和3年9月16日～10月15日　※敬称略

1,966
1,926
1,844
3,770

1,972
1,925
1,850
3,775

世帯数
男
女
計

9/30 10/31 増減
－8
＋1
－6
－5

交通事故死ゼロ1500日目標交通事故死ゼロ1500日目標

11/1で 1,173日

人のうごき 令和3年10月31日現在

おくやみ
（徳　満）
（３町内）
（３町内）
（１町内）
（１町内）

99歳
82歳
82歳
93歳
69歳

こんにち
は！

あかちゃ
んこんにち
は！

あかちゃ
ん

出　町　愛良香（５町内）
で ま ち あ い か

鈴　木　泰　清
（１町内）江　口　晴　香ご結婚

おめでと
う！

ご結婚
おめでと

う！

▼佐藤産業㈱他3社へ感謝状を贈呈

　９月30日（木）佐藤産業㈱、北星開発事業協同組合、㈱佐藤組、三洋
建設興業㈱の４社に対して、兜地区排水路管理用道路の整備をした
ことによる感謝の意を表し、感謝状贈呈式がおこなわれ、４社を代表
し佐藤産業㈱代表取締役の佐藤雄示氏が感謝状を受け取りました。
　この活動は自然災害から住民の生命・財産を守ることを目的に道
路網の補修整備をおこない、農業振興と災害時における避難・救助路
の確保に寄与されたものです。

渡邊　シヅ
三浦武三郎
伊藤　一充
佐藤　節子
久保田秀子


