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　豊富町では町の魅力を発信するため、令和3年11月1日～令和4年1
月31日の期間で「いいとこほうふ豊富町フォトコンテスト2021」を開催
いたしました！
　写真投稿型SNSであるInstagram（インスタグラム）において、豊富
町らしい風景やお気に入りの場所、美味しい食事など豊富町に行って
みたいと思える作品を募集したところ、町内外の方から２４８点のご応募
をいただきました。たくさんのご応募ありがとうございました！
　応募いただいた数ある作品の中から、厳正な審査のもと５つの作品
を選出させていただきました。今回の特集では受賞作品をご紹介いた
します！

たくさんの素敵な写真をご応募いただきありがとうございました！
入選作品をはじめ、ご応募いただいた作品は町の魅力発信に活用させていただきます。

豊富町公式Instagram（インスタグラム）アカウント「@town_toyotomi_hokkaido」にて投稿作品を随時
紹介しております♪ぜひ、覗いてみてください！　表紙下のQRコードから読み取れます。

フォトコンテスト 結果発 表#いいとこほうふ
豊富町

総務課地域振興室地域振興係 ☎82-1006（直通）
お問い合わせ

hiro.alpha7 さん

「ミルクローリーに映る空」

国道を走っている時、前方にいたピカピカに輝くミルクロー
リーの反射がとても綺麗で、もしかしたら面白い写真が撮れ
るのではないかと思い、駐車帯で次のミルクローリーが来る
のを待ち、この写真を撮影しました。

この映えスポットに行きたい！

▶開源

tocintosh さん

「輝く大地」

豊富町サロベツ海岸から秋空にたたずむ利尻富士を望みま
した。ダイヤモンド富士に大地は輝き、クライマックスの一時
に心奪われました。

jh7xgg さん

「黄昏のシンフォニー」

サロベツの短い夏の夕暮れ。横目に雄大な利尻富士を見な
がら走るのが至福の時間(とき)。 山・海・空・風が奏で、息を
のむ絶景と化す。この光景を記憶に留めて…

bambi.girl22 さん

「牛さんに気をつけて」

はじめて行った大規模牧場。
緑の丘が広がっていて、牛たちがのんびりと過ごす姿が気
持ちよさそうに見えました。
緑の丘と牛しかいない道にぽつんと立つ「牛横断注意」の看
板がとても可愛いかったです。

hokkaido_mameshiba さん

「サロベツ原野の夕暮れ」

豊富町の実家に行くときは必ず通る道です。いつもこの素敵
な景色を見ながらが楽しみです。

この映えスポットに行きたい！

▶西豊富　道道444号
https://goo.gl/maps/z6pfpqfWUU13RmT39

https://maps.app.goo.gl/aFgt8Q2ZoeJyLZhF8

この映えスポットに行きたい！

▶稚咲内長沼橋
https://maps.app.goo.gl/K7CzLnJQnsigXjJy7

この映えスポットに行きたい！

▶大規模草地
　サロベツリフレッシュロード
https://maps.app.goo.gl/K7CzLnJQnsigXjJy7
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豊富町人事行政の運営などについて令和3年度　「豊富町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき次のとおり公表いたします。

職員の任免および職員数に関する状況（特別職を除く） 1

（1）職員数
R2.4.1
職員数

R2.4.2～R3.4.1 R3.4.1
職員数採　用 退　職

職員数 115 10 13 112

（2）部門別職員数
区　分 H30 R1 R2 R3

一般行政部門 75 79 75 74
教育部門 9 9 9 10

公営企業など会計部門 34 32 31 28
計 118 120 115 112

職員一人当たりの住民数 33.7 32.9 33.5 33.9
４月１日人口 3,977 3,942 3,858 3,796

職員の給与の状況（令和３年４月１日現在） 2

（1）一人当たりの支給額 ●平均給料額　286,200円　●平均給与額　323,400円　●平均年齢　37.6歳

（2）初任給基準 ●大学卒　182,200円　●短大卒　160,100円　●高校卒　150,600円

（3）手当制度の状況
手当名 内　容

扶養手当 子　10,000円　子以外の扶養親族　6,500円
特定期間にある子（15～22歳）一人につき5,000円加算

住宅手当 新築・新規購入の持家者 10年間月額12,000円　以降月額8,000円
借家などの場合（家賃16,000円を超える者が対象）は、28,000円を限度に支給

通勤手当 通勤のために自動車などを使用する者に通勤距離に応じて2,000円～31,600円を支給
交通機関利用者には55,000円を限度に支給

特殊勤務手当

税務手当…徴収または差押業務に従事1日230円
夜間看護手当…看護師の夜間勤務につき1,000円～10,000円を支給
移送手当…患者の町外移送業務につき距離区分に応じて2,500円～12,500円を支給
医務手当…医師の業務につき月額750,000円以内

時間外手当 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員に支給

期末手当および勤勉手当

　　　　 期末手当　　勤勉手当
６月期　  1.275月　　 0.95月　計2.225月分
12月期　1.275月　    0.95月　計2.225月分　合計4.45月分
職制上の段階・職務の級などによる加算措置

退職手当

　　　　　 自己都合　　　 定年
勤続20年　19.6695月分　24.586875月分
勤続25年　28.0395月分　33.27075月分
勤続35年　39.7575月分　47.709月分
最高限度額 47.709月分　  47.709月分

寒冷地手当 扶養親族あり　116,800円　扶養親族なし    65,300円　その他　 44,000円

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 3

（1）勤務時間
一週間の
勤務時間 始業時刻 終業時刻 週休日

38時間45分 午前8時30分 午後5時15分 土・日曜日

（2）休暇制度

年次有給休暇 全職員に対し、1年につき最大20日間付与（前年に未使
用日数がある場合、最大20日間を翌年繰越）

病気休暇
職員が負傷または疾病のため療育する必要があり、その
ために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
の休暇。休暇の期間は最大90日

特別休暇 結婚休暇、産前産後休暇、育児時間、配偶者出産休暇、
忌引休暇、法要休暇、夏期休暇、子の看護休暇　など

年次有給休暇の取得状況（令和３年１月１日から１２月３１日までの期間）
総付与日数 総取得日数 対象職員数 平均取得日数 取得率

4,855 1,243 124 10.02日 25.60%

職員の分限および懲戒処分の状況（令和２年度実績） 4

分　限

免　職 0 人

免　職

免　職 0 人
降　任 0 人 停　職 0 人
休　職 1 人 減　給 0 人
失　職 0 人 戒　告 0 人

　■お問い合わせ　総務課総務係 ☎82-1001（内線111・112・113）

職員の福祉および利益の保護の状況（令和２年度実績） 7

（1）職員健診などの実施状況 （2）公務災害補償制度
区　分 受診者数 内　容

総合健診 82 人間ドック
職員健診 54 上記対象外の職員の健康診断
ストレス
チェック 135 労働安全衛生法第６６条の１０に規定する心理的な負担の程度

を把握するための検査

災害件数 内　容
1 指切創

職員の研修および勤務成績の評定の状況 6

（1）職員研修の実施状況（令和２年度実績） （2）人事評価の実施状況
区　分 内　容 受講者数

職員研修 宗谷管内町村職員（新規採用職員基礎・初級・中級）研修  ほか 21
専門研修 法務実務入門研修 7

その他研修 − −
計 28

　町では、人材の育成と能力の活用
および組織力の向上を目的として、
人事評価制度を導入し評定を行って
おります。

職員の服務の状況 5

区　分 内　容
法令および上司の
命令に従う義務

職員は、職務を遂行するにあたって、法令、条例、規程などに従い、かつ、上司の職務命令に忠実に従わなければならな
い。（地公法３２条）

職務に専念する
義務

職員は、勤務時間および職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、職務にのみ従事しなければならない。
（地公法35条）

争議行為などの禁止 職員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、活動能率を低下させる怠業行為をしてはならない。（地公法37条）
信頼失墜行為の禁止 職員は、その職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。（地公法33条）

秘密を守る義務 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、証人などになった場合も、任命権者の許可が必要である。また、離職
した後も同様である。（地公法３４条）

営利企業などの
従事制限 職員は、営利を目的とする私企業を営み、または報酬を得てその事業などに従事してはならない。（地公法３８条）

政治的行為の制限 職員は、政治的団体の結成に関与し、これらの役員になるなどのほか政治活動などを行ってはならない。（地公法３６条）

　すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなけ
ればならない。（地公法３０条）
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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

西天北五町衛生施設組合からのお知らせ

西天北五町衛生施設組合 ☎01632-5-1154お問い合わせ

新型コロナウイルスに感染した方および疑いのある方の
マスクなどの捨て方

　新型コロナウイルスに感染した方やその疑いのある方がご家庭にいる場合に、鼻水が付着したマスクや
ティッシュなどのごみを捨てる際は、以下のごみの捨て方に沿って「ごみに直接触れない」「ごみ袋はしっか
りしばって封をする」「ごみを捨てたあとは手を洗う」ことを心がけましょう。

後期高齢者医療制度に関するお知らせ

保健推進課保険給付係 ☎82-1001（内線131・132）
北海道後期高齢者医療広域連合 ☎011-290-5601

お問い合わせ

■10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者（窓口負担割合３割）を除き、医療費の窓口負
担割合が２割になります。

■世帯の窓口負担割合が２割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の方の課税所得や年金
収入をもとに、世帯単位で判定します。

　令和３年中の所得をもとに令和４年8月頃から判定が可能になり、9月中に被保険者証を交付します。

●10月1日から３年間(令和7年9月診療分まで)は、窓口負担割合の引き上げに伴い、１カ月の外来医
療の負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

●配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、
　事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

75歳以上の方と
65～74歳で

一定の障がいの
ある方が対象

一定以上の所得のある後期高齢者医療の
被保険者の医療費の窓口負担割合が
変わります。

※住民税非課税世帯の方は
　基本的に1割負担となります。

窓口負担割合が２割となる方には負担を抑える配慮措置があります

配慮措置が適用される場合の計算方法
例 ： １カ月の医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合１割のとき　① 

窓口負担割合２割のとき　②

負担増　③（②－①）

窓口負担増の上限　④

払い戻し　（③－④）

5,000円

10,000円

5,000円

3,000円

2,000円

配慮措置
１カ月 5,000円の負担増を3,000円に抑制するため
差額を払い戻します。

●2022年秋ごろに申請書を郵送します。申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、
口座の登録をしてください。

２割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方へ

■厚生労働省や地方公共団体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いする
ことやキャッシュカード、通帳などをお預かりすることは絶対にありません！

■ATMの操作をお願いすることは絶対にありません！
■不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話

(#9110)または消費生活センター(188)にお問い合わせください。

ご注意ください！
書類は必ず

郵送でお届けします

①レジ袋などの別の袋に入れて、マスクなどのごみに触れることがないよう
しっかりと縛ってから、指定の『紙おむつ等』の袋に入れてください。

※『紙おむつ等』の袋に入れる際は、ごみが袋の外側に触れないように注意し
てください。

※新型コロナウイルスに感染していない方および感染の疑いのない方は「一
般ごみ」の袋に入れて捨ててください。

②ごみを捨てたあとは、石鹸を使って手をよく洗いましょう。

ごみの捨て方

●ノロウイルス感染や疑いがある場合も上記と同様に処理してください。
●嘔吐物を処理したもの（新聞紙、雑巾、手袋など）も同様に処理をお願いいたします。

2022年度 粗大ごみの戸別収集について
令和４年度最初の粗大ごみの戸別収集は４月２日（土）です。
▶申込締切日　３月３１日（木）までにお申し込みください。
▶申込先　☎０１６３２-５-１１５４
リサイクルプラザへ直接搬入する場合は、申し込みの必要はありません。
土日、年末年始（12月31日～1月3日）以外は、いつでも受け入れています。

（受入時間　9：00～12：00、13：00～16：00）
いずれの場合も「粗大ごみ処理券」が必要です。

■2022年粗大ごみ収集日
申し込み締め切り日 収集日回収月

4月

5月

6月

7月

3月31日
5月  2日
6月  2日
6月30日

4月  2日
5月  7日
6月  4日
7月  2日

申し込み締め切り日 収集日回収月
8月

9月

10月

11月

8月  4日
9月  1日
9月29日

11月  2日

8月  6日
9月  3日

10月  1日
11月  5日
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［レシピ］

今年度、最後の支援センター事業となりますのでぜひ、ご参加ください！（申し込みが必要です）

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 すこやか
情報館

こんにちは。
今月は春のいきいき健康ドックのご案内です。

こんにちは、子育て支援センターです。
暖かな日差しが降り注ぎ、少しずつ春を感じる季節となりましたね。

　皆さま、健康診断は毎年受診されていますか？そして毎年の結果は大切にとっておいてくださっていますか？健診の結
果は皆さまのからだからの大切なお便りです。毎年の結果をみることでからだの変化を確認することができます。
　年に1回健診を受けて、からだの状態を確認してみませんか？［ぴよちゃんクラブ］

●15日（火）
　10:00～11:00　
●子育て支援センター
［子育てサークル］
●17日（木）
　10:00～11:00　
●子育て支援センター
［おやこ・元気ヨガ］
●16日（水）
　10:00～11:00　
●ふらっと★きた

大切な
０．１．2歳…

※申し込みは
　子育て支援センターまで。

3月の
予定

　赤ちゃんは大人に愛されながら心身共に育っていきます。おっぱいから食
事へ、ハイハイから歩行へと目に見える育ちに親は喜び、安心します。また、目
には見えない心も一番大きく成長してる時です。「気持ちいいね」とおむつを
変えてもらい「食べたね」と褒めてもらい温かな胸に抱かれる。ごく当たり前
の毎日の中で赤ちゃんは「愛されている」と感じるのです。時には叱られたり、

遊んでくれない時もある…それでも、親が一緒にいてくれることが心の成長には大切です。子どもは
いくつになっても宝物。大切な時期はしっかりと見てあげましょう。

山田　佳枝管理栄養士

■お問い合わせ　豊富町保健センター ☎82-3761

　今年度も、支援センターの活動は限られ
たものでしたが、各事業や一時保育などを
利用している子ども達は、親子で遊んだり、
子ども同士で遊んだりと、さまざまな姿を見
せてくれました。大好きな汽車セットを組み
立てて、満足するまで汽車を走らせたり、１つ
の遊びに他の子も参加したり、遊び方にも成
長の様子が見られ「子どもってホント可愛
い！」と癒されました。

▶健診のお問い合わせや健康相談については、保健センターまでご連絡ください。

※各健診項目の詳細につきましては、お問い合わせまたは別途回覧をご確認いただきますよう、お願いいたします。

　令和3年度のいきいき健康ドックは556名の方に受診していただきました。受診された方の検査数値の中で、基準値を
超えていて医療機関の受診が必要な方が最も多かった項目は「血圧」でした。
　高血圧が続くと、血管にダメージを与えてしまうため、細い血管がたくさん張り巡らされている「脳」や太く重要な血管
が通る「心臓」の病気の原因になるといわれています。
　健診を受けて、生活習慣病の予防、早期発見をしていきませんか？

1 位
2 位
3 位

血圧が140/90㎜Hg以上
LDLコレステロール（血中脂質）が140㎎/dl以上
HbA1c（血糖値）が6.5%以上

順位
192名（34.5％）
138名（24.8％）
48名（  8.6％）

人数（割合）健診の結果、再検査が必要な項目

豊富町の健診結果の特徴は？

第1回・2回いきいき健康ドック日程

日　　時

受付時間

第1回 予約締切日　4月  4日（月）4月  7日（木）～10日（日）
第2回 予約締切日　5月11日（水）5月14日（土）～15日（日）
6：30～10：30
※感染症拡大防止のため、定員を設けております。お早めのご予約をお願いします。

健診機関 旭川厚生病院
場　　所 ふらっと★きた

健診項目と
料金

完全予約制です！

●基本健診/特定健診 1,200円
●肺がん/結核検診　 　300円
●骨粗しょう症検診　 1,000円
●肝炎検診          　　 700円
●風しん抗体検査（昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性） 0円

●胃がん検診　　 1,600円
●大腸がん検診　 1,000円
●前立腺がん検診 1,000円
●エキノコックス症検診 0円

全ての検査項目において受診日に70歳以上、生活保護受給者の方の料金は無料です。

なかよし♪

親子でバランスボール！

サークルで消防車見学に
行きました！

　豊富町公式YouTubeチャンネルを皆さまはもうご覧いただけまし
たか？当チャンネルでは、町の特産品を使った料理動画を配信しており
ます！第１回目で作ったカルボナーラはフライパン１つで調理ができま

すよ。今回の動画では、贅沢にベーコン１個を使いましたが、自分の食べる量に合わせて入れ
てくださいね♪濃厚な豊富町産牛乳と肉厚なベーコンの旨味がぎゅっと詰まったパスタが
簡単に美味しく作れます。味付けにコンソメを入れるのも美味しさを引き立てるポイント！
料理動画のほかにもさまざまな動画をアップしておりますので、ぜひご覧ください！

■お問い合わせ　総務課地域振興室地域振興係 ☎82-1006（直通）

豊富町SNSを覗いてみた！豊富町SNSを覗いてみた！豊富町SNSを覗いてみた！

動画はQRコードまたはYouTubeにて「とよとみキッチン」で検索！▶

●スパゲティ100g●サロベツファームのベー
コン１個●玉ねぎ1/4個●有塩バター10g
●粉チーズ大さじ2●黒こしょう少々
★〈ソース〉●豊富町産牛乳200cc●水 
150cc●コンソメ小さじ1/2●塩小さじ1/4

〈仕上げ〉●卵黄1個●パセリ少々●黒こしょう
少々

１．玉ねぎは薄切り、ベーコンは細切りにする。
２．フライパンにバターを入れて熱し、玉ねぎを入れてしんなりとするまで中火
で炒め、ベーコンを加えてさっと炒める。
３．★を加えて煮立たせ、スパゲティを半分に折って加え、混ぜる。ふたをして弱
火で時々かき混ぜながら、スパゲティの表記時間より２～５分長めに加熱する。
４．火を止め、粉チーズ、黒こしょうを加えて混ぜる。
５．器に盛り、パセリをちらして卵黄をのせ、黒こしょうをふる。

今回はコ
レ、

YouTub
e！
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i n f o r m a t i o n
くらしの情報

　長かった冬もあと少しで終わろうとし
ています。例年より雪の多い冬でした
ね。道路脇の雪山は早く解けて欲しい
のですが、一方で、山間部の雪がいっぺ
んに解けると困ったことが起きます。
　本来、警報クラスの大雨によって起き
る土砂災害や河川洪水ですが、積雪が
残る春先は条件が揃えば注意報クラス
程度の雨量でも起きることがあります。
雪解けが進む条件は、気温上昇、強風、
大雨などですが、これらが同時に起きる
のが発達した低気圧の接近・通過です。
当然、雪解けは急激に進み、災害が起き
やすくなりますので、外出を予定するな
ら、あらかじめ気象情報をチェックして
おきましょう。
　さて、もうひとつ災害が残っていま
す。それは「なだれ」です。厳冬期に起き
やすい「表層なだれ」ほどではありませ
んが、春先の「全層なだれ」もかなりのス
ピードです。陸上100ｍ競技世界記録
保持者でも逃げられません。つまり、発
見してからでは避難が間に合いません。
レジャーなどで山へ入る際には、気象台
から「なだれ注意報」が発表されていな
いか確認してください。
　春が近いとは言え、宗谷地方の３月は
まだ冬です。油断は禁物。もちろん、身
近な「なだれ」である「屋根からの落雪」
にも注意が必要です。

お問い合わせ
稚内地方気象台　☎23-2679

　申告所得税および復興特別所得税の
納期限は３月15日（火）、消費税および
地方消費税の納期限は３月31日（木）で
す。
　期限内納付のための納税資金のご準
備をお願いします。

お問い合わせ
稚内税務署　☎33-1155

　自動車税種別割は、４月１日現在の登
録に基づいて課税される税金です。
■引越しで住所が変わったときなどは、
運輸支局で変更登録をしてください。
　次の場合は運輸支局で登録手続が必
要です。
・住所が変わったとき（変更登録）
・自動車を売買したとき（移転登録）
・自動車を使用しなくなったとき（抹消登
録）
　令和４年度の自動車税種別割納税通
知書を確実にお届けするために、３月中
に手続をお願いします。
■変更登録が間に合わないときは…
　道税HPから自動車税種別割の住所変
更手続をおこなっていただくか、札幌道
税事務所自動車税部にご連絡ください。

お問い合わせ
札幌道税事務所自動車税部
☎011-746-1190

　中皮腫や肺がんなどを発症し、労働
者として石綿ばく露作業に従事してい
たことが原因であると認められた場合

国税の納付は
期限内に

春先の災害に
注意を

中皮腫や肺がんなど、
石綿による疾病の補償・
救済について

北海道総合計画を
見直しました

には、労働者災害補償保険法に基づく
各種保険給付や石綿による健康被害の
救済に関する法律に基づく特別遺族給
付金が支給されます。
　石綿による疾病は、石綿を吸ってから
非常に長い年月を経て発症することが
大きな特徴です。
　中皮腫などでお亡くなりになられた
方が過去に石綿業務に従事されていた
場合には、労災保険給付などの支給対
象となる可能性がありますので、最寄り
の労働基準監督署または北海道労働局
にご相談ください。

お問い合わせ
北海道労働局労働基準部労災補償課
☎011-709-2311（内線3590）

　北海道では、新型コロナウイルス感
染症の流行や、デジタル化・脱炭素化と
いった動きを的確にとらえ、ポストコロ
ナを見据えた新たな北海道が進むべき
道筋を道民の皆さんと共有するため、
道政の指針となる北海道総合計画を改
訂しました。
　改訂した計画に基づき、感染拡大防
止と社会経済活動の両立が可能となる
強靱な社会システムの構築、本道が有
する多彩な強みのさらなる磨き上げ、カ
ーボンニュートラルの実現やDX化の本
格的な加速などに取り組み、誰もが安
心して心豊かに暮らし続けることができ
る地域社会を実現していきます。
〇北海道総合計画【2021改訂版】

お問い合わせ
北海道計画局計画推進課
☎０１１－２０４－５６３０

自動車税種別割の
住所変更をお忘れなく!

　４月１日から稚内地方気象台の「天
気に関する問い合わせ」の対応時間
が変わります。
■平　日　　☎２３-２６７８
　　　　　　8：30～17：15
■夜間・休日 ☎２２-０１０９

（自動音声による気象情報）
終日利用可能

北海道総合計画 検索

４月のスケジュール３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

15 火
心配ごと相談 13：00〜15：00 福祉センター

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

16 水

乳児相談・2歳児健康相談 9：00〜 保健センター

おやこ・元気ヨガ 10：00〜11：00 ふらっと★きた

生きがい学級 10：00〜11：30 兜沼改善センター

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

17 木

18 金
パパママ教室・
のびのび教室 9：30〜 保健センター

生涯現役塾 14：00〜15：30 ふらっと★きた

19 土 普通救命講習Ⅰ 9：00〜12：00 消防署
豊富支署

20 日
21 月

22 火
すみれ学級 13：30〜15：30 町民センター

元気体操 14：00〜15：00 ふらっと★きた

23 水 元気体操 14：00〜15：00 ふらっと★きた

24 木
25 金 男の筋トレ教室 19：00〜20：00 ふらっと★きた

26 土
27 日
28 月 レディースヨガ 9：30〜11：00 ふらっと★きた

29 火 元気体操 14：00〜15：00 ふらっと★きた

30 水 元気体操 14：00〜15：00 ふらっと★きた

31 木

期日 行　事 開始時間 開催場所
1 金
2 土
3 日
4 月

5 火
保育園入園式 10：00〜 保育園

心配ごと相談 13：00〜15：00 福祉センター

6 水

7 木 いきいき健康ドック
 (４月10日まで) 6：30〜 保健センター

8 金
9 土

10 日
11 月
12 火
13 水
14 木
15 金
　

診 療 所 だ よ り
所長　柴﨑　嘉

入浴中の事故について ～ヒートショックと入浴熱中症～
　高齢者の増加に伴って、入浴中の事故は増え続けています。2013 年のデータでは全国の入浴
中の急死者数は年間 1万９千人と推計されています。
　急激な温度変化により体がダメージを受けるヒートショックは、寒い脱衣所から急に熱いお湯
に入ったときに血圧が変動して心筋梗塞や脳卒中を起こすことがあるので、事故の主な原因とさ
れてきました。しかし高齢者の事故を調査した結果では、ヒートショックは７％で、入浴熱中症
が 84％でした。
　体温 37℃の人が全身浴をした場合、湯温が 41℃では 33分、42℃では 26分で体温が 40℃
に達するという研究報告があります。体温が 40℃を越えると熱中症の症状が出始めて種々のトラブルを引き起こす
可能性が高まります。これが入浴熱中症です。
　高齢者は熱さを感じにくく、長時間浴槽につかる傾向があり予兆無く意識障害に陥りやすいです。体格の小さい子
どもや痩せた人は体がより温まりやすいので注意が必要です。また飲酒後やダイエット目的の入浴でのがまんは大変
危険です。
　サウナ愛好家が、サウナ室と水風呂への入浴を繰り返す温冷交代浴によって得られる快感を ｢ととのう｣ と表現し
ます。自律神経の働きを高める方法の一つですが、ヒートショックと同じことなので高血圧や心臓に病気のある方に
は危険です。また体調が良くないときはサウナも入浴も控えましょう。
　湯温を 41℃以下にし、半身浴やシャワーを取り入れるなどして安全な入浴を心掛けましょう。

国民健康保険診療所　(☎ 82-1515)

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からイベントが
中止や変更となる可能性があります。イベント開催の有
無などについては、担当部署へご確認をお願いいたしま
す。
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　今月号は「いいとこほうふ豊富町フォトコンテスト2021」で投
稿された作品を表紙にいたしました。投稿作品はInstagram

（インスタグラム）で「#いいとこほうふ豊富町フォトコンテスト
2021」を検索しますと見ることができます。どの作品も豊富町
の魅力あふれる写真ばかりですので、ぜひご覧ください♪

たくさんの投稿ありがとうございました！

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。

PICKUP NEWS

広報とよとみ ３月号（第571号） 令和4年3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 ☎0162-82-1006（直通）
URL https://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/

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

か と う 　
加　藤　　　礼（２町内）
おいかわ

れい

のどか
及　川　　　和（東豊富）
たかはし
高　橋　茉　那（１町内）
しもやま
下　山　真之翔（５町内）
わたなべ

ま な

ま の と

り お
渡　辺　莉　央（開　源）

こんにち
は！

あかちゃ
んこんにち
は！

あかちゃ
ん

▼自宅待機している方に向けて食料品などの寄附をいただきました

　２月８日（火）NPO法人ミラココとワーカーズコープあ
さひかわのフードバンクより、日用品10点と200食分の
食料品、お菓子17袋の寄附をいただきました。
　いただきました食料品などについてはコロナウイルス
により自宅待機をしている町民へ配布し、活用させてい
ただきます。

戸籍のうごき 令和4年1月16日～令和4年2月15日　※敬称略

1,950
1,911
1,844
3,755

1,950
1,912
1,845
3,757

世帯数
男
女
計

1/31 2/28 増減
± 0
－1
－1
－2

交通事故死ゼロ1500日目標交通事故死ゼロ1500日目標

3/1で 1,293日

人のうごき 令和4年2月28日現在

おくやみ
（５町内）
（５町内）
（目梨別）
（３町内）

69歳
85歳
58歳
91歳

石川眞理子
小松　三郎
横山　修一
坂野　一美

▼あなたの「思い込み」が、差別や偏見につながることがあります

◆感染者やその家族などへの差別・偏見
・親族が感染した後、同居も接触もしていない自分

が感染したとの噂が広まってしまった。
◆居住地外から来訪した人への差別・偏見

・他市から地元に帰省した際、感染対策をしている
のにばい菌扱いされた。

・事業者から、道外の家族が帰省することを理由に、
利用していた在宅サービスの提供を拒否された。

“コロナ対策”の“つもり”が…過剰な対応をしていませんか？
　悪意のない言動が、人権侵害につながることがあり
ます。 思い込みを避けて、正しい情報を確認し、過剰な
反応は控え、冷静に思いやりをもって行動しましょう。
◆職場での差別・偏見

・職場の上司や同僚から感染したことを非難され、
揶揄するような言動をされた。

・コロナ以外の病気で耳鼻科に通院していたのに、

職場からコロナの検査を受けるよう求められた。

新型コロナウイルスの正しい知識・最新情報はコチラ
北海道ホームページ
新型コロナウイルス感染症について…………
内閣官房ホームページ
新型コロナウイルス感染症対策………………
厚生労働省ホームページ
新型コロナウイルス感染症について…………

新型コロナウイルス人権相談窓口
困ったときは、一人で悩まず、相談してください。 
０１１－２０６－０４９７ 
受付時間 平日9：00～17：00 
メール cov.jinken@pref.hokkaido.lg.jp


