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広報

T O Y O T O M I



　令和2年6月18日におこなわれた令和2年第2回豊富町議会定例会において、一般会計補正予算および
各特別会計補正予算が可決・成立しました。3月におこなわれた第1回豊富町議会定例会において成立した
当初予算（総額7,550,565千円）と、4月30日におこなわれた第2回豊富町議会臨時会で成立した一般会計
412,991千円に、今回の第2回豊富町議会定例会で成立した一般会計467,853千円、特別会計4,920千円
が追加され、令和2年度の予算総額は8,436,329千円となりました。

豊富町役場からのお知らせ

令和2年度　一般会計等補正予算成立

牛乳の消費拡大にご協力をお願いします！！

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため外出
自粛や各学校の休校などを受け、全国的に牛乳の消費が落
ち込んでいます。
　このことから、牛乳消費拡大を図るため、豊富町と北宗谷
農業協同組合の合同事業として町民の皆さまへ牛乳無料
引換券を送付しております。
　ぜひとも積極的に活用し、豊富町の基幹産業である酪農
を町民の皆さまで応援しましょう！！

農林水産課酪農振興係 ☎82-1001（内線232・233・234・236）お問い合わせ

牛乳無料引換券の配布を始めました！

牛乳無料引換券の配布を始めました！

対象者

配布物

引換期間

引換店舗

引換対象商品

令和２年６月１日現在で豊富町に住民票があるかた

町民１人に対し牛乳引換券３枚（６月下旬に各世帯へ郵送済み）

令和２年12月31日まで

●Aコープ豊富店　
●Aコープ庄内店
●フード・イン・タイムリーイトウ 豊富店
●セイコーマート とよとみ店
●セイコーマート エベコロ店

■北海道サロベツ牛乳 ■北海道サロベツ低脂肪牛乳 
［Secoma］■北海道牛乳 ■とよとみしぼり ■低脂肪牛乳
※上記各商品の１Lパックのみが対象となります。

会　　計　　名 当初
予算額

4月補正
予算額

6月補正
予算額

6月補正後
予算額

一般会計 5,207,448 412,991 467,853 6,088,292

特別
会計

国民健康保険事業特別会計 617,569 1,000 618,569

後期高齢者医療事業特別会計 59,367 59,367

豊富町国民健康保険診療所直診勘定特別会計 616,257 500 616,757

簡易水道事業特別会計 170,931 170,931

下水道事業特別会計 339,954 339,954

介護保険事業特別会計 469,600 469,600

介護サービス事業特別会計 14,554 14,554

ガス事業会計 54,885 3,420 58,305

合　　　　　　計 7,550,565 412,991 472,773 8,436,329

■令和2年度補正予算後における各会計別予算額 （単位：千円）

特別定額給付金給付事業 396,953
中山間地域等直接支払交付事業 175,348
ふるさと応援寄附金事業 153,340
感染症予防対策事業 31,615
GIGAスクール事業（中学校） 17,735
GIGAスクール事業（小学校） 15,459
商工業活性化事業補助事業 10,106
豊富町持続化給付金支援事業 10,000
温泉スキー場整備事業 9,713
防災伝達手段多重化推進事業 8,237
豊富町休業協力・感染リスク軽減支援金
事業 8,110

森林環境譲与税基金積立事業 7,385
子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 5,728
豊富町牛乳消費拡大緊急対策事業
(新型コロナ対策) 3,132

●令和2年度4月、6月補正予算における
　主な事業 （単位：千円）

豊富町家畜自衛防疫組合助成事業 1,900
豊富町まちづくり助成事業 400

●令和2年度4月、6月補正予算における
　各種団体等補助金 （単位：千円）

特別定額給付金給付事業 396,953
感染症予防対策事業 31,615
豊富町持続化給付金支援事業 10,000
豊富町休業協力・感染リスク軽減支援金
事業 8,110

子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 5,728
感染症予防対策事業 2,200
国保事業特別会計
(国民健康保険傷病手当金) 1,000

豊富町放課後児童対策事業
(学童用備品光触媒環境浄化装置配置) 130

●新型コロナウイルス対策関連の主な事業
（単位：千円）
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今号のテーマ
「新しいマンホールカード
  ください」が合言葉

　現在では、全国で605種（令和元年12月現在）ものマンホールカードがあり、人気も種類もどんどん増加
しています。豊富町1種類目の発行分は、平成30年8月11日から配布を開始し、ご好評により4,200枚を発
行しており、この度の豊富町2種類目については2,000枚より発行を開始します。
　1種類目のものと変更した点は、表面マンホールデザインの中の景色を「夕景」に変更し、裏面の説明文面
を「温泉」の説明とし、夕景のマンホールと夕焼け色の温泉をかけたものとなっています。
　ぜひ役場へお越しの際にはお立ち寄りいただき、マンホールカードをお受け取りください。皆さまの御来
庁を職員一同、心よりお待ちしています。

マンホールカード

■豊富町2種類目のマンホールカード発行について

①配布期間
　令和2年6月1日から無くなり次第終了

②配布時間
　9時～17時　　

③配布場所
　湯の杜ぽっけ　
　平日・土・日・祝日

■配布方法について

上下水道情報

キレイな町を創るのは「下水道」の仕事。キレイな町をＰＲするのも「下水道」の仕事。

建設課上下水道係　☎82-1001（内線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

新型コロナウイルスの関係により配布延期と
していましたが、6月1日より配布開始しました

上下水道情報

今回発行（2種類目）のマンホールカード ※左は表面、右は裏面今回発行（2種類目）のマンホールカード ※左は表面、右は裏面

1種類目発行時（平成30年8月）当時の全国向けチラシ1種類目発行時（平成30年8月）当時の全国向けチラシ

※新型コロナウイルスの影響により営業時間が変更とな
る可能性がありますので、詳細は当町ホームページ（上
下水道係）をご覧ください。

※豊富町1種類目については、従来どおり役場にて配布し
ています。

豊富町役場からのお知らせ

町民課生活環境係　☎８２-1001(内線123)お問い合わせ

⑭共同福祉センター

㉕(株)佐々木組

スタンド　駐在所

←至
稚内

③国保診療所
㉖アダチ薬局

⑩セイコーマート
とよとみ店

⑧豊富燃料

⑬豊富中学校

②町民センター
⑰サロベツマイハート

運動公園

野球場

スポーツ
センター
プール

陸上競技場

JR豊富駅

4町内団地

はまなす団地

サロベツ団地
セミナー
ハウス

⑦農協 ⑯社会福祉協議会

㉑観光情報センター

㉔くらすた豊富

西1条通り

①消防署 ⑥信金

⑤木下給油

④郵便局

㉓ホンダオート
大通（国道40号）

⑫豊富小学校
⑨保育園㉒豊成建設

⑲道北建設

役場

⑮定住支援センター
ふらっと☆きた

多目的運動場

自然公園

至温泉→

至旭川→

⑪セイコーマート
エベコロ店

⑱菊地建設工業

⑳玉井写真 ㉗佐藤産業

スタンド

　豊富町では、事件・事故の被害に遭いやすい女性・子どもの
安全対策を強化するために、被害者の一時的保護と警察への
通報を目的とした「とよとみ防犯ステーション」を設置しており
ます。
　事件や事故に巻き込まれそうになったと
きは、防犯ステーション指定事業所に助け
を求めてください。

※青文字が、指定事業所です。

とよとみ
ぼうはんステーション
じけん・じこにあったひと
みたひとは　こちらへどうぞ
けいさつに　れんらくします

～みんなでつくろうあんしんのまち～
とよとみちょう

ぼうはん
ステーショ

ンの
目印は

ぼくたちで
す！

とよとみ防犯ステーション あんぜんマップ

※11月～3月の期間に限り、月曜日は休館（祝日の場合
は翌日が休館）年末年始を除く。［とよとみ防犯ステーション指定事業所一覧］

地図
番号 名　称 所在地 電話番号

① 稚内地区消防事務組合
消防署豊富支署 東１条７丁目 ８２－２００５

② 豊富町民センター 西豊富 ８２－２７８４
③ 豊富町国保診療所 東１条８丁目 ８２－１５１５
④ 豊富郵便局 大通３丁目 ８２－２３０６
⑤ ㈲木下商店　豊富給油所 大通４丁目 ８２－２３２２
⑥ 稚内信用金庫豊富支店 大通５丁目 ８２－１２００
⑦ 北宗谷農業協同組合 停車場通８番地 ８２－２１１２
⑧ 豊富燃料㈱ 大通１２丁目 ８２－１２６５
⑨ 豊富保育園 東１条５丁目 ８２－２２３６
⑩ セイコーマート とよとみ店 大通１１丁目 ８２－３２２２
⑪ セイコーマート エベコロ店 大通１丁目 ２９－６１２２
⑫ 豊富小学校 大通１丁目 ８２－１７０７
⑬ 豊富中学校 西豊富 ８２－１７０８
⑭ 豊富町共同福祉センター 東豊富 ８２－１０９２

地図
番号 名　称 所在地 電話番号

⑮ 豊富町定住支援センター
「ふらっと☆きた」 東１条６丁目 ８２－２２１１

⑯ 豊富町社会福祉協議会 西１条８丁目 ８２－１６９０
⑰ サロベツマイハート 西４条５丁目 ８２－２５６５
⑱ 菊地建設工業（有） 西２条４丁目 ８２－２２３１
⑲ 道北建設（株） 東２条１丁目 ８２－１１２３
⑳ 玉井写真館 西１条５丁目 ８２－２１３４
㉑ 豊富町観光情報センター 駅前通 ８２－２１００
㉒ 豊成建設(株) 東２条４丁目 ８２－２０１４
㉓ (有)ホンダオート道北 とよとみ店 大通２丁目 ８２－３８２０
㉔ NPO法人 くらすた豊富 大通６丁目 ７３－６１３３
㉕ (株)佐々木組 東３条７丁目 ８２－１１０１
㉖ アダチデザイン薬局 大通８丁目 ２９－６８８１
㉗ 佐藤産業(株) 西１条５丁目 ８２－２３１２
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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

後期高齢者医療制度に関する保険証の一斉更新について

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

■保険証が新しくなります（橙色→水色）
　現在ご使用の橙色の保険証の有効期限が令和２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、水
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、令和３年７月３１日です。
●紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、保健推進課保険給
　付係までお申し出ください。

■減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）
　限度証（限度額適用認定証）も新しくなります（黄緑色→黄色）
　現在ご使用の黄緑色の減額認定証および限度証の有効期限が令和
２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。
　引き続き交付対象に該当する方は７月中に減額認定証および限度証
を交付しますので、８月１日からは黄色の減額認定証および限度証をご
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、保健推進課保険給付係へ申請してください。
※有効期間は保険証と同じく１年間です。

保険証（被保険者証）の一斉更新について

新しい減額認定証および限度証は黄色です

新しい保険証は水色です

▼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
○世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方

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

区分Ⅱ

区分Ⅰ

▼限度証の交付対象…
　次の３区分のうち、現役並みⅠまたは現役並みⅡに該当する方

住民税課税所得が690万円以上の被保険者と、

その方と同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅢに該当せず、住民税課税所得が380万円以上の

被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅢ・Ⅱに該当しない３割負担の方と、

その方と同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅢ

現役並みⅡ

現役並みⅠ

後期高齢者医療制度に関するお知らせ

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

世帯の主たる生計維持者について
⑴事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、
　令和元年に比べて10分の３以上減少する見込みであること
⑵令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること
⑶収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万
　円以下であること

　ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類などの詳細についてご不明な点がありましたら、下記のお問い合わせ先
までご連絡ください。

Ⓐ75歳以上の方の平成31年度保険料額（令
和２年２月１日以降に納期限が設定されて
いるもの）および令和２年度保険料額

Ⓑ世帯の主たる生計維持者の減少が見込ま
れる収入にかかる令和元年の所得の合計額
©世帯の令和元年の所得の合計額（※１）
（※１）世帯の主たる生計維持者および世帯の被保
険者の合計額

主たる生計維持者の令和元年における所得
の合計額について
300万円以下の場合
400万円以下の場合
550万円以下の場合
750万円以下の場合 
1,000万円以下の場合

※主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の令和元年の所得の合計額にかかわらず、
　対象保険料の全部を免除。

➡全部(10分の10)
➡10分の8
➡10分の6
➡10分の4
➡10分の2

■減免対象の保険料額（Ⓐ×Ⓑ/Ⓒ）

※［保険料が一部減額される具体的な要件］

■合計所得金額に応じた減免割合（Ⓓ）

保険料の減免額は、減免対象保険料額（Ⓐ×Ⓑ/Ⓒ）に令和元年の
所得の合計額に応じた減免割合（Ⓓ）をかけた金額です。

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少
　が見込まれる世帯の方で、下記※の（1）～（3）の全てに該当する方2

➡ 保険料の一部を減額

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、
　または重篤な傷病を負った世帯の方1

➡ 保険料を全額免除

保険料の減免の対象となる方
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方は、保険料が減免となります。

収入の額から必要経
費、給与所得控除、公
的年金等控除などを
差し引いた額のことを
いいます。

所得とは？
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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

４月から６月までの３ヵ月間の給与収入の合計が270,000円の方が
７月に10日間休んだ場合
（３ヵ月間の就労日数を27日と仮定した場合）

国民健康保険被保険者への傷病手当金の支給について

保健推進課保険給付係 ☎82-1001（内線131・132）お問い合わせ

　国民健康保険に加入している方で、新型コロナウイ
ルス感染症に感染または感染が疑われるため仕事を休
み、給与の全部または一部を受けることができない方

対象者

　仕事を休んだ日から起算して３日を経過した日から
仕事を休んでいた期間のうち、仕事をすることを予定
していた日数

支給対象日数

　直近の連続した３ヵ月間の給与収入の合計額を就労
日数で除した金額×２／３×支給対象日数

支給額

　令和２年１月１日から９月30日までの間で療養のため仕事をすることができな
い期間（ただし、入院が継続する場合は最大１年６ヵ月まで）

適用期間

例

270,000円／27日 × ２／３ × （10日間－３日間）
＝ 46,669円

　申請には、世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用
（医療機関を受診している場合）の４種類（医療機関を受診していない場合３種
類）の申請書が必要です。申請書は窓口に用意していますが、郵送でも対応可能
となっています。また、町ホームページからダウンロードすることも可能となって
います。

申請方法

※計算過程で生じる端数は四捨五入します。

国民年金保険料の特例申請が可能です！

町民課戸籍住民係　☎８２-１００１（内線121・122）お問い合わせ

学生の
みなさま
学生の
みなさま

新型コロナウイルス感染症の影響により
国民年金保険料の納付が困難な方へ
　今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪
失などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本
人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納
付特例申請が可能となりました。

　令和２年２月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額（※）が、学生納付特例基準相当になる
ことが見込まれる方
※令和２年２月以降の任意の月（収入が最も低い月など）における所得額を12ヵ月分に換算し、見込みの
経費などを控除し算出します。

受付開始日：令和2年5月1日

対象となる学生対象となる学生 以下のいずれにも該当する方が対象となります。

①新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少

申請の対象となる期間申請の対象となる期間
令和元年度分として令和2年2月分から令和2年3月分まで
令和２年度分として令和2年4月分から令和3年3月分まで

　令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたなどにより収入が減少したこと。
②所得が相当程度まで下がった場合

※令和元年度分と令和２年度分の２ヵ年度分の申請を希望される場合は、同時に申請ができます。（申請書
が二枚必要となります）なお、すでに令和元年度分を申請され承認を受けている方につきましては令和２年
度分のみを申請してください。

●国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードが
できます。
●申請書の提出先は、年金事務所または町民課戸籍住民係です。

申請に必要なもの申請に必要なもの

申請方法申請方法

①国民年金保険料学生納付特例申請書
※「⑫特例認定区分」欄の「３．その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。
②所得の申立書（簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用））
③学生証のコピー

新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をぜひご活用ください。
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　新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者などに対する誤解や偏見に基づ
く差別は決してあってはなりません。公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。
　新型コロナウイルス感染症に関連した人権問題に対して、法務大臣からメッセージが発出されていますの
で、ご覧ください。

※豊富町では、町から推薦されて法務大臣から委託された人権擁護委員さん3名が、人権に関する相談を受
けたり、小中学校で人権教室を開いたりして、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。

新型コロナウイルス感染症に関連する人権相談窓口について

大雨警戒レベルに関するお知らせ

総務課危機対策係 ☎82-1001（内線104・105）お問い合わせ

豊富町役場からのお知らせ豊富町役場からのお知らせ

　大雨に関する防災情報について、避難するタイミングを分かりやすく伝えるための「大雨警戒レベル」が
昨年から運用されています。

●今年から、この５段階のレベルに対応する配色が新
しく定められました。
●また、安全な場所にいる人まで立ち退き避難をする
必要がないことから、警戒レベル４がこれまでの
「全員避難」 から「危険な場所から全員避難」に、警
戒レベル３が「高齢者等は避難」から「危険な場所か
ら高齢者等は避難」に改められました。
●警戒レベル５については、すでに災害が発生してい
る状況です。まだ避難できていない場合には、命を
守るための最善の行動をとってください。

命を守る最善の行動 災害発生情報

危険な場所から
全員避難

避難勧告・
避難指示（緊急）

危険な場所から
高齢者等は避難

避難準備・
高齢者等避難開始

ハザードマップなどで
避難方法を確認 ー

最新情報に注意 ー

住民がとるべき行動警戒レベル 避難情報等

5

4

3

2

1

詳しい情報は右記をご確認ください。■内閣府ホームページ（ http://www.bousai.go.jp/）
■豊富町ホームページ（ https://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/index.html）

法務大臣メッセージ（YouTube法務省チャンネル）　https://youtu.be/RYS00qCxo-0

■電話・インターネットによる人権相談窓口
　（電話受付時間：平日８：３０～17：１５）
●みんなの人権１１０番（ナビダイヤル）
●子どもの人権１１０番（フリーダイヤル）
●女性の人権ホットライン（ナビダイヤル）
●インターネット人権相談受付

0570-003-110
0120-007-110
0570-070-810
https://www.jinken.go.jp

民生委員・児童委員の紹介について

令和2年度 工事等入札結果表

厚生労働大臣より委嘱され、活動されている民生委員・児童委員の皆さまをご紹介いたします。

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

R2.5.29 豊富中南線沙流橋補修工事 13,900 豊成建設㈱ 建設課 新生

R2.5.29 農地耕作条件改善事業豊徳地区3号幹線
配水管移設工事 第２工区 10,500 安藤管工設備㈲ 建設課 豊徳

R2.5.29 農業水路等長寿命化・防災減災事業兜沼
配水池非常用自家発電機更新工事 17,400 東洋電機製造㈱

北海道支店 建設課 兜沼

R2.5.29 本町地区新規水源試験井戸さく井委託業務 9,100 上山試錐工業㈱ 建設課 徳満
R2.5.29 豊富浄化センター機器分解整備委託業務 3,980 ㈱テクノス北海道 建設課 豊富市街
R2.5.29 汚水管渠3号幹線10支線新設実施設計委託業務 4,150 ㈱ホクスイ設計コンサル 建設課 豊富市街
R2.5.29 下水道事業全体計画見直し及び事業計画変更設計委託業務 3,400 ㈱日水コン北海道支所 建設課 豊富市街

R2.5.29 農地耕作条件改善事業豊徳地区3号幹線
配水管移設工事 第１工区 23,030 ㈱恵菱設備 建設課 豊徳

R2.5.29 美幸橋補修工事 16,700 ㈱佐々木組 建設課 清明
R2.5.29 林業専用道52林班2号線測量設計委託業務 5,020 藤井測量設計㈱ 農林水産課 東豊富
R2.5.29 サロベツ4号支線1号橋補修工事 22,700 ㈱大建産業 建設課 豊田
R2.5.29 豊修橋調査設計委託業務 6,300 ダイシン設計㈱ 建設課 修徳
R2.5.29 国土強靭化地域計画策定業務委託 4,050 ㈱シン技術コンサル 建設課 豊富一円
R2.5.29 小規模土地改良事業芦川第１地区圃場進入路整備工事 7,000 ㈱笹内組 農林水産課 芦川
R2.5.29 林業生産基盤整備道新生線新生工区開設工事 22,500 佐藤産業㈱ 農林水産課 新生
R2.5.29 林業生産基盤整備道新生線下沼工区開設工事 29,500 佐藤産業㈱ 農林水産課 新生
R2.5.29 伊藤橋架替工事 58,250 ㈱佐々木組 建設課 東豊富

（令和2年5月16日〜令和2年6月15日まで）〈落札価格250万円以上〉

担当地区名 氏　名 担当地区名 氏　名

1町内Ａ地区 谷　畑　英里子 温泉・東豊富・本流・豊幌 （新） 南　部　裕　美

1町内Ｂ地区 村　上　共　子 豊栄・豊田・豊里・清明 山　木　　　昇

1町内Ｃ地区 （新） 須　賀　勝　憲 阿沙流・瑞穂 相　馬　　　稔

2町内Ａ地区 二　浦　栄　子 稚咲内 藤　元　　　久

3町内Ａ地区 佐　藤　一　恵 豊徳 （新） 白　田　明　美

2町内Ｂ地区・3町内Ｂ地区 佐々木　　　優 目梨別・幌加・修徳・有明・福永 石　成　一　盛

4町内地区 青　野　真　紀 西豊富・落合 富　樫　　　強

5町内Ａ地区 笠　松　順　子 兜沼・沼向 小　川　幸　子

5町内Ｂ地区 佐　藤　美智子 主任児童委員 矢　田　教　子

新生 千　葉　保　男 主任児童委員 水戸部　輝　美

徳満・芦川・開源 山　本　　　貢
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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

お問い合わせは国民健康保険診療所まで　(☎82-1515)

　こんにちは、豊富町子育て支援センターです。
　夏の日差しが眩しい季節になりました。日焼けには気を付けなければなりませんがお日様を浴びることは体にも心
にも大切です。帽子をかぶって水筒を持ってお散歩にでかけて「途中で支援センターでひと休み」というのはいかがで
しょう？

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。コンシェルジュスタッフの佐々木です。
　ジメジメとした蝦夷梅雨の時期がやってきました。気持ちもどこ
かすっきりしないな、という方もいらっしゃるでしょうか。
　さて、新型コロナウイルスの全国的な感染拡大に伴い、ふれあい
センターは4～5月の1ヵ月半ほど休館とさせて頂いておりました
が、6月から短縮営業など制限をつけながら営業を再開しておりま
す。今後もウィルス対策は欠かせない状況が続きそうですので、も
ちろんスタッフ一同は感染対策をしっかりとおこなっていきますが、
お客さまにもぜひご協力いただきたくよろしくお願いいたします。
　密を避けるため、お客さま同士の間隔をあけて湯船、脱衣場、食
堂などではお過ごしいただきたいと思います。館内への出入りの際の手指の消毒、可能な方は館内移動
の際はマスクを着用など「新しいお風呂の利用マナー」というものが大事になってきています。
　私たちも、まめに環境消毒や換気をおこなう、皆さまが安心してお過ごしいただけるよう感染対策を
継続していきます。いつもご利用頂きありがとうございます。皆さまのお越しをお待ちしております。

診 療 所 だ よ り

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

　皆さん、徐々に元の生活に戻りつつありますが、まだまだコロナ禍で不安な日々がつづいています。
　ウイルスの性状は大分わかってきました。潜伏期間がインフルエンザよりやや長いのがやっかいなところですが、インフルエン
ザ以上に致死的なウイルスではないようです。
　ウイルス自体は残念ながら消えるものではありません。治療薬やワクチンの開発が急ピッチで進んでいますがまだ時間がかかり
そうですし、実際投与する前には安全性の担保が必要ですので過剰な期待は禁物です。
　また今回乗り切ったとしても、今後も新たな感染症は起こりえます。自然災害同様、備えが必要です。診療所でも必要な対策を講
じながら診療にあたっています。
　これからの生活スタイルは、通常の感染対策に加えて当面“密”を避けた様式となるでしょう。直接会って話をして仕事をする、趣
味を楽しむことは生活の基本ですがままならない状況でストレスがたまっているのではないでしょうか。それでは体調を崩してしま
います。
　ウイルスに負けない身体作りは、ストレスをためずバランスのよい食事、特にビタミン類の摂取と適度な運動です。できるところ
から始めて下さい。そしてお互いを思いやり助け合う相互扶助の精神で乗り切りましょう。

松永　理菜保健師

今月は、先月号に引き続き
令和元年度に実施した３歳児歯科健診で
むし歯がゼロだったお子さんを紹介します。

5月の末に種をまいた
わくわくファームの野

菜

たちが雑草にも負け
ず育っていました。

　保育園では、子ども達が今していること、しようとしていることに言葉を添えています。遊びを見守りながら「積み
木上手に積めるね」「高く積んだね」「ごちそうまぜまぜしているの？」と、声をかけ遊んでいることを言葉で伝えて
います。生活の中でも「服着ようね」「ごはん美味しいね」などと声をかけることにより、今自分がしていることがわ
かります。また、大人に見守られていると言う安心感を感じることができるのです。

保育の中で
大切にして
いること

所長　柴﨑　嘉

食べるの大好き♡
歯磨きも大好き♡

平成28年7月3日生まれ
岸谷　ののかちゃん
きしや

これからも虫歯にならない
ように歯みがき頑張るよ♪

平成29年1月15日生まれ
西森　結人くん
にしもり ゆうと

虫歯にならないように歯磨
きがんばるぞ！！

平成28年4月23日生まれ
上坂　弦志くん
うえさか げんじ

食べるの大好きです！でも歯
磨き頑張ってます！

平成29年1月12日生まれ
大沼　星南くん
おおぬま せな

甘いお菓子大好きだけど
歯磨き毎日頑張ってるよ！

平成28年3月18日生まれ
三國　彩羽ちゃん
みくに さわ

毎日お昼と寝る前の歯磨
きがんばっているよ！

平成28年10月1日生まれ
栗城　優生くん
くりき ゆう

おかし大好き！むしば大嫌
い！毎日歯磨きがんばって
います！！

平成28年4月14日生まれ
山本　颯汰くん
やまもと そうた

甘いものが大好きなので、
毎日歯磨き頑張っていま
す！

平成28年10月4日生まれ
浜本　茉穂ちゃん
はまもと まほ

〈佐々木〉

言葉と行動の一致…言葉を添える

わくわくファームの
野菜たち

　ジャガイモ・玉ねぎが元気いっぱいでした。
　頂いたトマトとなすびの苗は風よけのネットに守られています。
ズッキーニの苗も仲間入りし、夏から秋の収穫が楽しみです。

　毎日、誰か親子さんが遊んでる。そん
な子育て支援センターが戻ってきました。
　人気の「ままごとコーナー」や自分で動
かす「汽車遊び」などいっぱい遊んでね。

「子育てルーム」が再開しました。

■７月１５日（水）１０：00～１１：３０
■ふらっと☆きた　多目的ホール
・入り口での手消毒とマスク着用。　・自宅での体温測定。
※希望させる親子さんは電話で申し込みをお願いします。

７月から「おやこ・元気ヨガ」がいよいよ開催されます。
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i n f o r m a t i o n
くらしの情報

●試験日  １次試験　9月22日（火）
●受付　  ７月１日（水）～９月10日（木）

その他採用試験種目
・防衛大学校学生(推薦、総合選抜、一
般)
・防衛医科大学校学生
・防衛医科大学校看護学科学生(自衛
官候補看護学生)
・陸上自衛隊高等工科学校生徒(推薦、
一般)
・予備自衛官補（一般、技能）
　予備自衛官補は、一般の社会人や学
生といった自衛官未経験者を「予備自
衛官補」として公募、採用し教育訓練終
了後「予備自衛官」として任用する制度
です。

問い合わせ先
自衛隊稚内地域事務所
℡２３－２７２１

　海上保安庁では、令和３年４月採用の
職員（海上保安学校学生）を募集します。
●受付期間
　インターネット
　　７月２１日（火）～ ７月３０日（木）
●試験日程
　第1次試験：９月２７日（日）
●受験資格
　令和２年４月１日において高等学校を
卒業した日の翌日から起算して１２年を
経過していない者および令和３年３月
までに高等学校を卒業する見込みの者
●海上保安庁職員採用のホームペー
ジアドレスおよびＱＲコード
https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/saiyou/bosyu/

お問い合わせ
稚内海上保安部管理課
℡：２２－０１１８

　令和2年7月10日（金）から自筆証書
遺言書保管制度が開始されます。
　この制度によって自筆証書遺言書を
法務局に預けることができるようになり
ます。
　遺言書の作成を検討されている方、
既に作成されている方でこの制度に関
心のある方は、法務局までお問い合わ
せください。（手続きは全て予約制です）

【電話によるお問合せ】
・旭川地方法務局稚内支局 ℡３３-１１２２
（平日8:30～17:15）
【オンライン予約】（7月１日から開始）
・https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/
【手続の詳細】
・法務省ホームページ
・http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

第２回警察官採用試験日程
●採用予定人員
　420名程度（うち女性105名程）
●受付期間
　７月１日（水）～８月21日（金）
●１次試験　　9月21日（月・祝）
●２次試験　　10月下旬～11月中旬
※新型コロナウイルス感染症拡大の影
響により、第１回試験と統合しました。

受験資格
　昭和63年４月２日から平成15年４月
１日までに生まれた方
《申込書配布は７月１日からスタート》
　北海道警察本部採用センターまたは
全道の警察署で配布
北海道警察の採用試験は、
○資格等加点制度で、教養試験の点数
に＋アルファ
○身体基準（身長・体重）なし

法務局からの
お知らせ

令和２年度
北海道警察官募集

自衛官等採用試験
のご案内

海上保安学校
学生募集

○学力・人物・体力などを総合的に判断

お問い合わせ
北海道警察本部採用センター
℡0120-860-314

　令和３年３・４月採用の自衛官などの
採用試験をおこないます。

自衛官候補生（男子・女子）
18才～32才未満
　陸は２年、海・空は３年（自衛官候補生
の３ヵ月間含む）の任期制隊員コース。
　入隊して３ヵ月間は自衛官候補生と
して経験を積み、その後２等陸・海・空士
に任命されます。任期終了後は民間企
業への就職か、継続任用が選択できま
す。選抜試験に合格すれば曹への昇任
も可能です。
●試験日　受付時にお知らせします。
●受付 　年間を通じておこなっており
ます。

一般曹候補生（男子・女子）
18才～32才未満
　部隊の中核である曹を養成するコー
ス。陸・海・空の各部隊で経験を積み、
入隊後、２年９ヵ月以降、選考により曹へ
と昇任します。
月額:179,200円 賞与:年2回（6月、12月）
●試験日
１次試験
　9月18日（金）～9月20日（日）（内1日）
●受付　７月１日（水）～９月10日（木）

航空学生（男子・女子）
海:18才～23才未満
空:18才～21才未満
　航空自衛隊のパイロット・海上自衛
隊のパイロットおよび戦術航空士を目
指す幹部自衛官養成コース。高校卒業
後、最も早く機長として活躍できます。
月額:179,200円 賞与:年2回(6月、12月)

８月のスケジュ
ール

７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 木
17 金 生涯現役塾 10:00～11:30 ふらっと☆きた

18 土 生涯学習普通救命講習Ⅰ 9:00～12:00 消防署
豊富支署

19 日 普通救命講習Ⅲ 9:00～12:00 消防署
豊富支署

20 月
レディースヨガ 9:30～11:00 ふらっと☆きた

すみれ学級 10:00～14:00 ふらっと☆きた

21 火
いきいき健康ドック 7:00～ 保健センター

元気体操 14:00～15:00 ふらっと☆きた

心配ごと相談 13:00～ 福祉センター

22 水
いきいき健康ドック 7:00～ 保健センター

バランスボール＆リズム
ボクシング 19:00～20:00 ふらっと☆きた

23 木
24 金
25 土
26 日
27 月
28 火 元気体操 14:00～15:00 ふらっと☆きた

29 水
リラックスヨガ 19:00～20:30 ふらっと☆きた

乳児相談・2歳児健康相談 9:00～ 保健センター

30 木

31 金
生涯現役塾 14:00～15:30 ふらっと☆きた

納期限

期日 行　事 開始時間 開催場所
1 土
2 日

3 月

レディースヨガ 9:30～11:00 ふらっと☆きた

ナイトウォーキング 19:00～20:00 ふらっと☆きた

手芸講座 13:30～ 町民センター

歯科検診・フッ素塗布 12:35～ 保健センター

4 火
元気体操 14:00～15:00 ふらっと☆きた

心配ごと相談 13:00～ 福祉センター

5 水 リラックスヨガ 19:00～20:30 ふらっと☆きた

6 木 子宮がん・乳がん検診 8:50～ 保健センター

7 金
8 土 乳児健診 12:30～ 保健センター

9 日
10 月 子宮がん・乳がん検診 8:50～ 保健センター

11 火
12 水 乳児健診 12:30～ 保健センター

13 木
14 金
15 土
　

令和２年７月31日は固定資産税の第２期分の納期です。
納期内納付にご協力をよろしくお願いいたします。

財政課税務係　☎82-1001（内線 117・118）

税務係より
納期のお知らせ
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　稚咲内海岸沿いの一本道路はひたすら真っ直ぐに続く道と、どこまで
も広がる空と海岸が特徴です。
　ただひたすらに続くこの道路は、町外から訪れた観光客にとってはあ
ちこちに愛車を停め、つい見とれてしまう絶景スポットとなっています。
　"何もないからこそ"魅力的な景色を贅沢に味わいながらドライブして
みませんか。

果てしなく続く絶景

とよとみピックアップニュース

今月の表紙
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読みやすさを配慮したユニ
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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

戸籍のうごき 令和2年5月16日～令和2年6月15日　※敬称略

1,975
1,941
1,889
3,830

1,978
1,944
1,894
3,838

世帯数
男
女
計

5/31 6/30 増減
-3
-3
-5
-8

交通事故死ゼロ1000日目標交通事故死ゼロ1000日目標

7/1で 685日

人のうごき 令和2年6月30日現在

お　く　や　み
（５町内）

（１町内）

（豊　里）

（稚咲内）

80歳

96歳

95歳

85歳

原田　妙子

長嶋　幸吉

池田　　功

藤元　トキ

（５町内）

（１町内）

82歳

91歳

佐々木　勝

山本　和子

▼レジ袋有料化 2020年7月1日スタート

レジ袋削減にご協力ください
　プラスチックは、非常に便利な素材です。成形
しやすく、軽くて丈夫で密閉性も高いため、製品
の軽量化や食品ロスの削減など、あらゆる分野
で私たちの生活に貢献しています。一方で、廃棄
物・資源制約、海洋プラスチックごみ、地球温暖
化などの課題もあります。私たちは、プラスチッ
クの過剰な使用を抑制し、賢く利用していく必要
があります。
　このような状況を踏まえ、令和２年７月１日より、
全国でプラスチック製買物袋、いわゆるレジ袋の
有料化をおこなうこととなりました。これは、普段
何気なくもらっているレジ袋を有料化すること
で、それが本当に必要かを考えていただき、私た
ちのライフスタイルを見直すきっかけとするこ

とを目的としています。
　皆さんも、レジ袋有料化をきっかけに自身の
ライフスタイルを見つめ直し、エコバッグを持ち
歩くなど、できるところからプラスチックを賢く
使う工夫をしてみましょう。

▼ロータリークラブから寄附金（図書購入）を頂きました

　６月８日(月)豊富町ロータリークラブより、図書購入
費として、50,000円の寄附を頂きました。
　町民に読書に親しんでもらいたいとの趣旨で毎年
おこなって頂いており、今年で35回目となります。頂
いた寄附金により購入した図書は「ロータリー文庫」と
して、ふらっと☆きたの図書室において特設コーナー
をもうけて町民に貸し出しする予定です。

【レジ袋有料化に関する問合せ先】
消費者向け

事業者向け

制度概要などの詳細はこちら


