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町では「協働のまちづくり」の推進の一環として、
住民の皆さまが主体となって進められる
まちづくり活動の支援策に
「豊富町まちづくり助成金」の制度を設けております。
概要は次のとおりとなっておりますので、ご活用ください。
また、気になる方がおりましたら気軽にご相談ください。

　町内会で共有して利用するゴミステーションについ
て、利用者の方から防雪やカラス対策をおこなってほし
いと要望があり、町内会員でゴミステーション壁面に波
板を張りつけるにあたり、必要となる原材料費にまちづ
くり助成金を活用。
　作業には多くの地域住民の方が参加し、この作業に
よって、防雪対策が図られ、生ごみがカラスに食い荒ら
されることがなくなりました。

対象事業の内容は概ね次のとおりですが、工事費を伴う施設整備やすでに町から補助金を受
けた事業、団体などの一般的な運営活動費は対象になりません。

※単年度の助成金の限度額は30万円以内ですが、3年間で総額90万円まで助成が可能と
なります。
※すでに、助成を受けている申請者（団体）については、助成期間の3年間からすでに助成を
受けた期間を除いた期間となります。

所定の用紙にて申請していただきます。
その際、団体の名簿と実施事業が簡単にわかる書類を添付願います。
（申請用紙や詳細につきましては、お問い合わせ先までご連絡ください。）

❶景観保護活動や地域の固有の資源を活用した産業・文化の振興活動など。
　（例）ごみステーションの修繕、公園の補修など
❷地域間交流事業、住民参加型のイベント実施、近隣住民の皆さまによる支え合い活動など。
　（例）団体での除雪ボランティアの推進活動に要する経費など。
❸公益的な人材の育成を目的とした研修会などの事業
　（例）人材育成のための研修事業や視察研修事業など。

「協働のまちづくり活動」を応援します！

第5町内会ゴミステーション防雪・
カラス対策事業

豊富町第5町内会申請団体

申請団体

申請団体

［平成22年度］

　ホッキまつりや町民文化祭など、町内の様々な行事
をはじめ、近隣市町村でも演奏する機会が増えてきた
ことに伴い、普段から演奏・練習に使用している和太鼓
の補修にまちづくり助成金を活用。
　現在では、町内外の文化的行事をはじめ、町成人式
などの式典においてもその演奏を披ろうされ、幅広い
場で活躍しています。

　自然公園入口から温泉地区まで続くフットパスコースを有
効活用し、町民の健康づくりや町内外への観光資源創出を目
的にフットパスイベント開催に向け、イベント用品の購入と魅
力的なイベントを開催するために全道各地で開催されてい
るフットパスイベントへの視察にまちづくり助成金を活用。
　現在では、年数回のフットパスイベントが開催されており、
平成28年度には「全道フットパスの集いinとよとみ」が開催
され、全道各地からフットパス愛好家の方々が集まりました。

豊富町の伝統芸能継承及び活性化事業
サロベツ豊富太鼓　鼓魂磨

［平成25年度・平成26年度］

サロベツフットパス利活用プロジェクト
サロベツフットパス利活用プロジェクト

［平成26年度・平成27年度］

制 度 概 要

対 象 者 豊富町にお住まいの方で組織し、町内で活動する団体など■

■

■

■

■

■

■

原則として3年間です。（継続・非継続は問いません。）

対象事業

助成対象期間

人件費や食料費に類する経費を除く経費を対象とします。

平成30年11月30日まで

助成対象経費

●団体などが主体となりおこなう公益的な建設物の維持補修事業など。
　⇒2万円以上の事業に対し原材料費などについて助成をおこないます。
●上記以外の事業
　⇒5万円以上の事業に対し、10分の9の範囲内で助成をおこないます。

助成金の額

応募期間
応募方法

活用事例紹介

役場総務課地域振興室地域振興係　☎82-1001（内線107・108・109）
　　　　　　　　　　　　　　 　✉soumuka@town.toyotomi.hokkaido.jp

お問い合わせ
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 保険料の減免

医療費通知の活用について
保険料のお支払い方法

　現在ご使用の保険証の有効期限が平成３０年７月３１日をもって満了となるため、８月
以降は使用できなくなります。 ７月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届き
ましたら、桃色の保険証をご使用ください。

●　新しい保険証の有効期限は、平成３１年７月３１日までです。  
●　紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、役場保健推進課保険給付係まで
　お申し出ください。

　現在ご使用の減額認定証の有効期限が平成３０年７月３１日をもって満了となるた
め、８月以降は使用できなくなります。有効期間は保険証と同じく１年間です。引き続
き交付対象に該当する方は７月中に減額認定証を交付しますので、８月１日からは
水色の減額認定証をご使用ください。
　新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、役場保健
推進課保険給付係へ申請してください。

　広域連合では被保険者の皆さまの医療費総額などについてお知らせする「医療費通知」を、対象期間に医療機関等
を受診した全ての被保険者の皆さまへ送付します。発送月は、９月と３月の年２回です。

※この通知は皆様の受診状況に 
ついてお知らせするもので、請
求書ではありません。

●　「年金からのお支払い」から「口座振替」に切り替わる時期は、お申し出の時期により異なります。
●　税申告の際の「社会保険料控除」は、お支払いする方に適用されます。
　（年金からのお支払いの場合、お支払いいただくご本人の社会保険料控除の対象になります）

後期高齢者医療制度のお知らせ
平成30年度の保険料のお支払いと保険証（被保険者証）の一斉更新について

保険料のお支払いは「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。

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

「口座振替」を希望される方は、役場保健推進課保険給付係へお申し出ください。
（お申込みに必要なもの：ご本人の保険証・お支払いする口座の預金通帳とお届け印）

■  ７月に保険料額をお知らせします

■  保険証（被保険者証）が新しくなります

■  減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）も新しくなります

■  医療費通知を全受診者へ送付します

平成30年度の保険料につきましては、７月に個別にお知らせします。

保険料の
計算方法

保険料の軽減 

1 均等割の軽減（年額）

2 所得割の軽減の見直し

3 被用者保険の被扶養者だった方の軽減

均等割 
【1人当たりの額】
５０，２０５円

+ =
所得割

【本人の所得に応じた額】
(平成２９年中の所得－３３万円)×１０．５9%

１年間の保険料
【限度額６２万円】
(１００円未満切り捨て)

● １年間の保険料の上限額は、平成30年度から６２万円になります（平成29年度は５７万円）。
● 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など）を引いたものです。

※平成３０年度から、被用者保険の被扶養者だった方の均等割の軽減割合が「7割」から「5割」へと変更されました。なお、所得の状況によ
　り、均等割の軽減割合が９割、または８.５割に該当することがあります。
※被用者保険とは、協会けんぽなど、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険などは含まれません。

●　軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。　●　被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
●　昭和２８年１月１日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに１５万円を引いた額で判定します。

　保険料のお支払いが困難な場合は、役場保健推進課保険給付係へご相談ください。災害、失業などによる所得の大幅な減少、
その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方については、保険料の減免が受けられる場合があります。

●　医療費の推移が一目でわかるため、ご自身の健康状態の把握や健康管理に活用できます。 
●　健康診査など、皆さまの健康保持・増進に役立つ情報をお知らせします。
●　診療日数などに間違いがないか確認しましょう。

●　この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方については、負担軽減のための特別措置として、所得割
　がかからず、均等割が5割軽減となります（50,205円→25,102円）。     

所得が次の金額以下の世帯

●　平成29年度は、一定の所得以下の方について、所得割が「２割」軽減されておりましたが、平成30年度から、
　「軽減なし」へ変更となりました。

※平成３０年度から、均等割５割軽減・２割軽減の軽減判定所得が拡充されました。

■
イ
メ
ー
ジ
図 

受診年月
H29年1月
H29年2月

診療を受けた医療機関等
○○病院
××薬局

診療区分
医療外来
調剤

日数
1
1

医療費総額
18,000
10,000

自己負担額
1,800
1,000

合 計 28,000 2,800

３３万円かつ被保険者全員が所得０円
（年金収入のみの場合、受給額８０万円以下）

33万円
33万円＋(２７万５千円×世帯の被保険者数)
33万円＋(５０万円×世帯の被保険者数)

軽減割合 軽減後の年間均等割額
９割軽減
8.5割軽減
５割軽減
２割軽減

5,020円年額

年額

年額

年額

　7,530円
25,102円

　40,164円

お問い合わせ

■減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方

区分Ⅱ

区分Ⅰ

 世帯全員が住民税非課税である方

世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方
世帯全員の所得が０円の方
（公的年金収入のみの場合、その受給額が８０万円以下の方）

　老齢福祉年金を受給されている方

新しい減額認定証は
水色です

新しい保険証は
桃色です

後期高齢者医療被保険者証

被

保

険

者

住 所

氏 名

生年月日

資格取得年月

発 効 期 日

交付年月日

一部負担金
の割合

保険者番号
並びに保険

者の名称及
び印

被保険者番号

公印
（朱）

有 効 期 限

０１２３４５６７

平成３１年 ７月３１日

広域市連合町１丁目

広域 太郎

昭和 ７年 ７月 ７日

男

平成２０年 ４月 １日

平成３０年 ７月 １日

平成２０年 ４月 １日

１割

３９０１１０００

北海道後期高齢者医療広域連合

北海道後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

被

保

険

者

住 所

氏 名

生年月日

発 効 期 日

有 効 期 限

適 用 区 分

長 期 入 院

該当年月日

保険者番号
並びに保険

者の名称及
び印

被保険者番号

保険
者印

公印
（朱）

交付年月日

０１２３４５６７

平成３１年 ７月３１日

広域市連合町１丁目

広域 太郎

昭和 ７年 ７月 ７日

男

平成３０年 ８月 １

区分Ⅱ

３９０１１０００

平成３０年 ８月 １日

印平成３０年 ８月 １日
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豊 富 町 役 場 か ら の お 知 ら せ

豊富町「LINE@」公式アカウントの
運用を開始しました！

　イベントの告知やまちの魅力などの情報を発信しております。
　右記QRコードまたは検索で「北海道豊富町」「@town.toyotomi」と入力し「友だ
ちに追加」してください。
　たくさんの友だち追加をお待ちしております！

■児童手当について

この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

●支給対象　中学校卒業まで（１５歳の誕生日後の最初の３月３１日まで）の児童を養育している方
●支給額

〈現況届（毎年６月に提出）〉…６月分以降の児童手当などを受けるには現況届が必要です！
　現況届とは、毎年６月１日の状況を把握し、６月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件（児童の監督や保
護、生計同一関係など）を満たしているかどうかを確認するためのものです。 
※提出期限は６月２９日までとなります。提出がない場合には、６月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。 

〈認定請求〉
　お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、役場町民課戸籍住民係に「認定請求書」を提出してく
ださい（公務員の場合は勤務先に）。 認定後、申請した月の翌月分の手当から支給します。
▼認定請求に必要な書類

〈15日特例〉
　児童手当などは、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日（異動日）が月末
に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から１５日以内であれば、申請月分から支給します。
　申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
　以下の場合、１５日以内に役場町民課戸籍住民係に申請してください。
①初めてお子さんが生まれたとき　
②第２子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき　
③他の市区町村に住所が変わったとき　　

●支給時期　毎年６月、１０月、２月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

役場町民課戸籍住民係　☎82-1001(内線121・122)お問い合わせ

・健康保険被保険者証
・マイナンバーがわかる書類（マイナンバーカードなど）

・請求者名義の通帳の写し
・本人確認できるもの（運転免許証など）

児童手当制度のご案内

3歳未満

3歳以上小学校修了前

中学生

一律

5,000円

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額) 特例給付

一律15,000円

10,000円（第3子以降 15,000円）

一律10,000円

はじめにおこなうこと1

続けて手当を受ける場合2

①児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
②同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき 
③受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
④国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき 

以下に該当するときは、お住まいの市区町村に届出が必要です。3

毎年６月の現況届もお忘れなく！

職員の不祥事の対応について(お詫び)

　この度、豊富町教育委員会に保管されていた私費会計などの事務をおこなっていた職
員の着服事件については、町民皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫
び申し上げます。
　平成３０年２月に上司が事務事業の実績報告および会計処理について管理を担当して
いた職員へ状況を確認したところ、明確な回答がなかったため詳細を問いただした結果、
着服を認めましたので後日、警察に犯罪事実の報告をおこなったところであります。
　今回着服のありました金銭については、親族より全額返済されたところでありますが、
その行為自体全体の奉仕者である公務員としてあるまじき非行と職員全体の信用失墜
にかかる重大な事件であり「地方公務員法」および「豊富町職員の懲戒の手続及び効果に
関する条例」により、平成３０年３月８日をもって懲戒免職処分（解雇）としております。
　この事件において、管理監督にあたる町長、副町長を２ヵ月１０％の減給および教育長
を３ヵ月１０％減給、直属の上司２名を２ヵ月１０％減給としたところであります。
　この処分につきましては、私、町長としての責任のとり方に直接苦言もいただいてお
り、改めて自戒と共に今後、かかる事態をまねかぬよう、預金通帳および口座使用の印鑑
などを経理事務責任者が確実に保管するほか、内部監査体制を更に強めるなど再発防止
に向けた改善対策を進めると共に、職員の教育に十分配慮しながら信頼回復の努力をお
こなってまいりたいと存じます。

平成３０年 ６月 １日　　
豊富町長　工藤　栄光

6月 2018広報とよとみ 広報とよとみ6月 2018 67



豊富町ふるさと応援寄附金寄附状況の
公表について

　豊富町では、まちづくりに対し応援しようとする個人または団体から広く寄附金を募り、これを財源に優しさと活気
あふれるまちづくりに活用することを目的として「豊富町ふるさと応援寄附金条例」を平成22年に制定しています。
　毎年１回、基金の運用状況を公表しておりますので、平成29年度の寄附状況を報告いたします。

　豊富町では、平成28年度までに3億1,999万4千円の寄附金を積み立てており、平成29年度では各種事業に総
額1億3,760万円を活用いたしました。
　また、平成29年度にいただいた寄附金と預金利子を基金に積み立て、基金残高は4億8,395万8千円となってお
ります。

たくさんの温かいご寄附と応援メッセージをいただき、本当にありがとうございました。
心からお礼を申し上げます。皆さまのご期待に沿えるようまちづくりに取り組んでいきたいと

考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

平成30年度 工事等入札結果表

豊富町役場からのお知らせ豊富町役場からのお知らせ

（平成30年4月16日～5月15日まで）

入札年月日

H30.4.24 自然観察館屋根塗装工事 3,840千円 ㈲植村塗装 商工観光課 温泉

H30.4.24 一町内団地公営住宅屋上防水改修工事 3,850千円 ㈲植村塗装 建設課 豊富市街

H30.4.24 西豊富地区配水管移設工事 3,250千円 安藤管工設備㈲ 建設課 西豊富

H30.4.24 道路維持委託業務 11,338千円 菊地建設工業㈲ 建設課 豊富一円

H30.4.24 道路側溝整備委託業務 4,030千円 ㈱稚内衛生公社 建設課 豊富一円

H30.4.24 豊富町温泉振興計画第2期計画策定委託業務 3,880千円 ㈱ライヴ環境計画 商工観光課 温泉

H30.4.24 財務会計システム等更新委託業務 4,500千円 ㈱エイチ・アイ・ディ 総務課 豊富市街

H30.4.24 第5次まちづくり計画策定委託業務 3,740千円 ㈱ＫＩＴＡＢＡ 総務課 豊富市街

H30.4.24 明渠排水管理委託業務 4,030千円 菊地建設工業㈲ 農林水産課 豊富一円

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〉

平成２９年度
中山間地域等直接支払制度の活動実績について

■豊富町の中山間地域等直接支払制度の取り組み

　中山間地域は、農業の生産条件が不利な地域であることから、平地との生産条件の格差を解消するため、平成
２７年度から第４期中山間地域等直接支払制度として活動しています。

　平成２９年度豊富町豊富地区における中山間地域等直接支払制度の主な取り組みとして、次のとおり実施
されました。

役場農林水産課農業振興室酪農振興係　☎８２－１００１（内線231・232）お問い合わせ

①耕作放棄地の防止
②酪農ヘルパーの人材育成などへの支援
③明渠排水路の床浚いなどの実施
④草地改良の助成
⑤公共牧場の施設整備などへの助成
⑥コントラ整備などへの助成
⑦鳥獣被害対策への整備助成 明渠排水路の作業風景

　なお、平成２９年度の概要
および交付面積と交付額、
集落協定の締結者数およ
び農業者への交付額など
については、役場農林水産
課において閲覧できます。

■平成29年度豊富町ふるさと応援寄附の状況

■寄附金を活用した平成29年度の主な事業

寄附金の使い道

合　　計

件　　数 寄附金額

寄附金の使い道 充当事業 充当額

地場産業の振興に関する事業
福祉、介護及び医療に関する事業
教育及び少子化対策に関する事業
文化及びスポーツの振興に関する事業
自然環境及び地域景観の保全に関する事業
豊富町振興のために（特に指定はしない）

3,669
1,762
4,990
  459
2,437
8,233
21,550

 52,826,002円
 24,139,000円
 67,915,032円
  6,176,000円
 33,176,400円
117,303,018円
301,535,452円

地場産業の振興に関する事業
福祉、介護及び医療に関する事業
教育及び少子化対策に関する事業
文化及びスポーツの振興に関する事業
自然環境及び地域景観の保全に関する事業
豊富町振興のために（特に指定はしない）

新規就農者誘致促進事業
ワクチンで防げる病気支援事業
乳幼児等医療費助成事業
スポーツ団体運営促進事業
国立公園管理運営事業
商工業活性化事業補助金
その他４１事業

1,100千円
600千円
4,500千円
1,000千円
8,900千円
13,400千円
108,100千円

①
②
③
④
⑤
⑥

①
②
③
④
⑤
⑥
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5月2日水

5月9日水

5月12日土

5月12日土

道路には危険がいっぱい

火点に向け一斉放水！

読書が好きになるように

豊富町の栗城さんが最高位賞を獲得！

　豊富小学校でヤマト運輸、交通安全指導員などの協力
のもと「交通安全教室」がおこなわれました。ヤマト運輸の
配達員さんの説明と熱演により道路の危険性について学
び、児童たちは「車の下に入らない」「車の近くで遊ばない」
「道路で遊ばない」と３つの約束をしました。

　豊富消防団による「春季消防訓練」が実施されました。召
集訓練や車両広報訓練などがおこなわれた後、第１分団は
温泉地区自然観察館を、第2分団は兜沼地区福原商店前交
差点を火点とした放水訓練を実施し、訓練開始の合図とと
もに火点付近に出動。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。

　ふらっと☆きた図書室で「こどもの読書週間2018」に
あわせて「おはなし会」が開催され、ふらっと☆きた職員に
よる紙芝居「はなさかじいさん」、エプロンシアター「おお
きなかぶ」などの読み聞かせがおこなわれました。

　「道北ブラックアンドホワイトショウ」が開催され、宗谷・留
萌管内9市町村より未経産牛・経産牛約100頭が出陳。骨格
や四肢・肋・乳房などの部位の美しさ、強さなどを競い合いま
した。豊富町からは7戸26頭の乳牛が出陳され、栗城一貴さ
ん出陳の「エッセンス ウインドブルック ゴールド アポロ」が
グランドチャンピオン（最高位賞）に選ばれました。

5月13日日

5月19日土

5月19日土

5月23日水～24日木

すこやかな成長と安全を願って

パフォーマンスに会場は大興奮！

おいしい肉まんをつくろう

広大な草地でのびのびとした成長を

　子ども育成会連絡協議会主催による「新入学児童歓迎会」が
町民センターでおこなわれ、今年小学校へ入学した新1年生の
親子約50名が参加。子どもたちはパトカーに試乗し拡声器を
使ったり、消防車への体験試乗を楽しんだ後、山口豊富駐在所
長からの交通安全講和や交通ルールに関わる映像を見て、道
路の危険性や自転車の正しい乗り方などを学習しました。

　ふらっと☆きたで「はち君のパフォーマンスショー」がお
こなわれました。
　大道芸を披ろうして全国各地を回って活躍しているはち
君の大道芸に会場は盛り上がり、はち君が魅せるジャグリ
ングやヨーヨー、バランス芸がきまるたびに拍手が沸き起
こりました。

　湯の杜ぽっけで「肉まんづくり教室」がおこなわれ、8名
の方が参加。講師に宗谷農業改良普及センターの山本指
導員をお招きし、粉からの皮の作り方や肉あんの作り方、
包み方などを教えてもらいました。
　ぽっけの大型ガス蒸機で蒸しあげた肉まんは外はふわ
ふわ、中はジューシーなできあがりとなりました。

　2日間にわたり、大規模草地牧場で乳牛の入牧作業が実
施され、町内外の農家から乳牛約480頭が家畜運搬車で
運ばれました。乳牛は、白や緑などのタックごとに分けら
れ、体重測定、写真撮影、消毒をおこない、広大な大規模草
地へ放牧されました。
　秋の退牧までの成長が期待されます。

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。
ぽかぽかと暖かい日も続き、気持ちの良い季節に
なりましたね。
お散歩しながら、ぜひ遊びにきてください。

　子どもが正しいスプーンの握り方を獲得してい
くには子どもの身体の発達や器用さ、家庭での食
習慣などが影響します。
　いつの時期にどの握りになっているかという目安
よりも、どの段階を経て、正しい握りを獲得していく
かが大切です。お子さんは今、どの段階かな？

　はじめはスプーンを
上握りにして横向きで
口に運ぶ。

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

山田　佳枝管理栄養士

今月は、平成29年度に実施した3歳児歯科検診で「むし歯が
ゼロ」だったお子さんを紹介します。紙面のスペースの都合
上、7月号と2回に分けて掲載します。これからも健康な歯を
保ち、元気に成長してくださいね。

　こんにちは。暖かくなり、たくさんのお花が咲いていますね。サロベツ湿原ではエゾカンゾウ
も見ごろを迎えるころでしょうか。
　豊富温泉では毎月数々のイベントをおこなっています。コンシェルジュ・デスク企画では毎月
お茶会やランチ会などで、湯治のお客さまを中心に交流の機会として賑やかなひとときを過ご
しています。また、湯の杜ぽっけではスイーツやおそば作りなど町民の皆さまもたくさんご参加
いただいている楽しくておいしいイベントもあります。ぜひ、お友だちやご家族でお誘い合わせ
の上、ご参加ください。
　今後開催予定のイベントをご紹介します。9月16日、17日に今年もアトピーフォーラムをふ
らっと☆きたでおこないます。アトピーの方に限らず、誰にでも関わることをテーマにして、町民
の皆さまにも聞いていただきたいとスタッフ一同で準備中です。また決まりましたら、情報を発
信させていただきますので、ぜひお越しください。

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

１日平均入院患者数は１０．２人、病床利用
率は２４．２６％となっています。
収入金額では対前年7,232,339円減少
し、50,756,953円です。

１日平均外来患者数は５０．１５人となって
います。
収入金額では対前年16,297,473円減少
し、77,283,942円です。

病院会計の閉鎖に伴い、繰越欠損金127,820,000円は資本金および資本剰余金を取り崩して解消いたしました。
平成29年度の病院事業決算額については、決算が確定しましたら、誌面にて報告いたします。

■平成29年度病院会計での患者数等が確定しましたので、報告いたします。
事務長　泉　敬人

すこやか情報館

入
院
患
者

内　　科
３，３２８
３，０５９
２６９

小児科
0
0
0

外　　科
３９２
６６７
△２７５

合　　計
３，７２０
３，７２６
△６

区　　分
29年度
28年度

29年度－28年度

外
来
患
者

内　　科
９，２１９
８，６９９
５２０

小児科
４３５
３６６
６９

外　　科
２，６３３
４，５７８
△１，９４５

合　　計
１２，２８７
１３，６４３
△１，３５６

区　　分
29年度
28年度

29年度－28年度 

大すきなピンクの歯ブラ
シで、歯みがきがんばっ
てるよ！！

チョコ大スキ。
だから毎日はみがきが
んばってるよ！

おいしく笑顔で食べられ
るように毎日ハミガキ頑
張っています！

甘い物大好き♪ムシ歯
はイヤだから、食べたら
はみがきするよ！

チョコ、おかし大好き！
歯みがきいやだけどが
んばってるヨ！

甘いものは好きだけど、
時間を決めて食べてる
よ♪

歯みがきが大好きで
毎日、歯みがきしてい
ます。

あま～いもの大スキ！
でも歯みがきがんばっ
てるよ！

ぐみ、あめ大好き。
歯みがき毎日がんばる
よー！！

ジュース大好き！
歯みがき頑張るよ☆

歯みがき逃げ出したく
なるけど毎日がんばっ
てるよ

平成26年3月1日生まれ

平成26年5月2日生まれ

平成26年7月16日生まれ

平成26年8月25日生まれ

平成26年3月28日生まれ

平成26年6月3日生まれ

平成26年7月26日生まれ

平成26年8月30日生まれ

平成26年5月2日生まれ

平成26年7月3日生まれ

平成26年8月9日生まれ

平成26年9月9日生まれ

遠藤　咲衣 ちゃん
えんどう さ え

立山　友輝 くん
たてやま とも き

山川　瑛太 くん
やまかわ えい た

岡田　瑞 くん
みずきおか だ

中谷　光佑 くん
なか や こうすけ かま だ はる

金澤　あかり ちゃん
かなざわ

秋葉　望来 ちゃん
みばあき らい

須貝　陽太 くん
ひな たす がい

ともゆきやま だ

鎌田　春 くん

岸谷　颯太 くん
きし や そう た

山田　睦之 くん

松井　朔久 くん
さ くまつ い

ムシ歯にならないよう
に、毎日歯みがきがんば
ってるよ！

子どものスプーン 
あせらない

で！

❶上握り

　指の分化の発達に合
わせてすくい持ちに向
かう前の段階。

❷支え持ち

この持ち方がお箸の持
ち方に繋がる。

肘も上がり手首をやわらかく動かせるように
なってくるとスプーンをまっすぐ口にいれる

ことができるよ！

お箸を使いたがるんだけど、
まだ早いのかしら？

❸すくい持ち

この段階を経てお箸へ移行していきましょう！
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冨　塚　琉　仁（1町内）

増　澤　龍　駕（5町内）

とみ　  づか　  

ます　  ざわ

こんにち
は！

あかちゃ
んこんにち
は！

あかちゃ
ん

りゅうと

り ょ う が

i n f o r m a t i o n
豊富町の

そば打ち教室

乳児相談・2歳児健康相談

ブックスタート

すみれ学級

ミセススクール

心配ごと相談

元気体操教室

親子・ヨガ&ボール

生涯現役塾

パパママ教室

ナイトウォーキング

元気体操教室

飲酒運転根絶キャラバン

木工講座

湯の杜ぽっけ

保健センター

保健センター

豊富町周辺

豊富町周辺

福祉センター

保健センター

湯の杜ぽっけ

ふらっと☆きた

ふらっと☆きた

ふらっと☆きた

保健センター

ふらっと☆きた

湯の杜ぽっけ

ふらっと☆きた

ふれあいセンター

保健センター

役場前

ふらっと☆きた

豊富中学校

10：30~13：30

  9：00~

  9：00~

10：00~14：00

10：15~15：00

13：00~15：00

14：00~15：30

10：30~13：30

19：00~20：30

10：00~11：30

10：00~11：30

  9：30~

10：00~11：30

10：00~11：30

10：30~15：30

19：00~20：00

  8：30~21：00

14：00~15：30

  8：50~  9：05

19：00~20：30

19：00~20：30

16㈯

18㈪

19㈫

20㈬

22㈮

24㈰

25㈪

26㈫

27㈬

28㈭

パン教室
「ミルクバターロール」
スポーツクラブ
（バランスボール）

親子遊びの広場「あつまれ
わくわくパパと作ろう！」
スポーツクラブ
（レディースヨガ）
TAKEFU（竹布）の
おはなし会

ふれあいセンターふろの日
【大人250円子ども無料】

スポーツクラブ
（リラックスヨガ）

期 日 行　事 開始時間 開催場所

子育て支援
センター

子育て支援
センター

子育て支援
センター

手芸講座

心配ごと相談

元気体操教室

ぴよちゃんクラブ

スポーツクラブ

生きがい学級

元気体操教室

1歳・6カ月・3歳児健診

スポーツクラブ

元気ボールクラブ

チーズ作り体験

町民センター

福祉センター

保健センター

ふらっと☆きた

稚内方面

保健センター

保健センター

ふらっと☆きた

保健センター

湯の杜ぽっけ

13：30~16：00

13：00~15：00

14：00~15：30

10：00~

19：00~20：30

  9：00~11：30

  8：30~14：00

14：00~15：30

  9：00~

19：00~20：30

10：00~11：30

10：30~15：00

2㈪

3㈫

4㈬

5㈭

9㈪

10㈫

11㈬

13㈮

14㈯

親子遊びの広場
「あつまれわくわくバス遠足」

パパママ教室・
のびのび教室

期 日 行　事 開始時間 開催場所

保健センター  9：30~29㈮

アトピーフォーラム

豊富温泉コンシェルジュ・デスク　☎82-3782(9：00-17：00/無休)お問い合わせ

豊富町役場町民課社会福祉係　☎82-1001（内線125・126）お問い合わせ

アトピーフォーラムin豊富2018

児童扶養手当制度のご案内

最新情報はHPやFacebookで配信していきます！

　毎年アトピーに関わるテーマで展開している本フォーラムですが、
今回はアトピーの方に限らず、どなたにも関わる大切なことを内容に
盛り込んでいきたいと準備を進めています。
　有識者の講演や体験談、当事者座談会なども企画しています。
　ぜひ、町民の皆さまにお越しいただきたいイベントです。

　児童扶養手当とは、父母の離婚などで、ひとり親などとなった児童を監護している父母などに支給される手当です。
児童の年齢が18歳になる年度までが対象となっています。詳しくは豊富町役場町民課社会福祉係までお問い合わせください。

■    9/16(日)-17(月)の２日間で開催！

支給対象

▼次の場合は支給されません

手 当 額

●父母が離婚した場合
●父または母が死亡した場合　　など

●児童が施設に入所している
●父または母が、婚姻の状態にある場合（事実婚を含みます）　など

平成３０年４月１日～

１人
２人

３人以上 

全部支給児童数 一部支給
42,500円 
10,040円加算 
6,020円加算

42,490円～
10,030円～
  6,010円～

10,030円 
  5,020円加算 
  3,010円加算 

6月のスケジュール

7月のスケジュール

※所得制限があります

 1,984
2,006
1,965
3,971

  1,983
2,008
1,962
3,970

世帯数
男
女
計

4/30 5/31 増減
+1
ｰ2
+3
+1

交通事故死ゼロ2500日目標交通事故死ゼロ2500日目標

6/1で2464日

戸籍のうごき人のうごき 平成30年4月16日～平成30年5月15日　※敬称略平成30年5月31日現在

おくやみ

堤 　 　 カ セ

安 達 　 容 子

菅 原 ト メ ヲ

（稚咲内）

（5町内）

（5町内）

96歳

77歳

97歳
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接戦を制し見事優勝！

　5月19日から20日の2日間にわたり「豊富
ロータリークラブ杯中学校軟式野球大会」が
町営球場で開催され、豊富中学校をはじめ、
猿払、浜頓別など近隣中学校から計6チーム
が参加。決勝戦は、豊富対天塩・遠別合同
チームの試合となり、両校一歩も譲らない攻
防を繰り広げ、6回裏に豊富が得点、7回表
を抑え、1対０で見事優勝を果たしました。

　5月末から6月初頭に各学校の運動会が開催さ
れ、親御さんなどが会場に訪れ、応援やPTA種目な
どでたいへん盛り上がっていました。運動会につい
ては、来月号の掲載になります。今までどおりの掲
載がいいのか、見開きを使用してインパクトのある
載せ方にしたらいいのか…非常に悩んでいるとこ
ろです。今年も試行錯誤する年になるかと思います
が何卒よろしくお願いします。  〈M〉

4月から兜沼駐在所勤務となりました。駐在
所勤務は初めてとなりますが、豊富町民とし
て早くとけこみ、事件事故のない町を目指し
努力していきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

今月の
表紙

編 集 後 記

から豊富町で働きはじ
めた

方々をご紹介します
!

1

2

①氏名 ②所属 ③出身
地 ④趣味・特技 ⑤一

言

金内　優花
北宗谷農業協同組合

3 豊富町
5

4 ＴＶゲーム・音楽鑑賞

かな うち ゆう か

初めてのことだらけで不安が絶えません
が、精一杯がんばります。

1

2

内藤　洋人
北宗谷農業協同組合

3 豊富町
5

4 野球

ない とう ひろ と

早く仕事を覚えて、毎日元気にがんばり
ます！

1

2

河田　りか子
北宗谷農業協同組合

3 豊富町
5

4 映画鑑賞

かわ た こ

何事にも挑戦してがんばるのでよろしくお
願いします。

1

2

髙瀨　凜
北宗谷農業協同組合

3 豊富町
5

4 習字

たか せ りん

一日でも早く仕事を覚えられるよう精一杯
がんばります。

1

2

渡邊　蓮
北宗谷農業協同組合

3 豊富町
5

4 バレーボール

わた

いた がき かつ じ

なべ れん

４月から沼川支所の管理金融課に配属となりました。
わからないことや慣れないことが多々ありますが、
少しでも早く仕事を覚えていきたいと思います。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。

1

2

榎本　菜月
北宗谷農業協同組合

3 豊富町
5

4 猫と戯れる事・水泳　

えの もと なつ き

まだまだできることは少ないですが、これ
からもがんばります。

1

2

酒井　竜一
北宗谷農業協同組合

3 豊富町
5

4 音楽鑑賞・サイクリング

さか い りゅう いち

たくさんの人に信頼される農協職員にな
れるように一日一日を一生懸命に努力し
ていきたいと思います。

4月

役 職

氏 名

出身地

趣 味

巡査部長

板垣　克司
広尾町 
釣り・野球

兜沼駐在所
に着任

いたしました。


