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国勢調査は今年で１００年を迎えました！

国勢調査って？国勢調査って？
　統計法という法律に基づき、日本に住む全ての人・世帯を対象として5年に一度実施する国の最も重
要な統計調査です。外国人の方も対象であり、全ての世帯に回答する義務があります。
　国勢調査は世界各国でも実施しており、日本では、大正9年（1920年）からおこなわれており、今年で
100年の節目を迎えます。

調査期間調査期間
■調査票配布期間
　9月14日（月）より調査員が各世帯に訪問し、
　調査票をお配りします。
■インターネットでの回答期間
　令和2年9月14日（月）～10月7日（水）まで
■調査員による直接回収での回答期間
　令和2年10月1日（木）～10月7日（水）まで

秘密は守られるの？秘密は守られるの？
　統計調査員は統計法の規定により守秘義務が課せられ
ており、ご回答いただいた内容は、厳重に管理され、調査
以外の目的に利用されることはありません。

回答方法回答方法
インターネットまたは調査員による直接回収
※国勢調査員は、新型コロナウイルス感染症の発生と感
染拡大を防ぐため、マスクの着用を徹底するなど咳エチ
ケットを遵守し、調査にあたります。

どのような調査をするの？どのような調査をするの？
　国勢調査では世帯に関する事項・項目を調査いたします。
●世帯員に関する事項（15項目）
　男女の別、在学、卒業など教育の状況、
　従業地または通学地までの利用交通手段　など
●世帯に関する項目（４項目）
　世帯の種類、住宅の建て方　など

調査結果はどのように使われるの？調査結果はどのように使われるの？
　調査結果は国や地方公共団体だけではなく皆さまの身近な生活をよりよくするために幅広く活用さ
れます！
●行政上の施策への利用 （少子・高齢化対策、防災対策、地域活性化など） 　　　　　
●各種法令に基づく利用 （衆議院議員選挙区の改定、地方交付税の算定など） 　　　　　　　 
●学術研究などへの利用 （将来人口・世帯数など世帯を対象とするほかの統計調査資料作成など）

調査対象調査対象
　令和2年10月1日現在日本国内にふだん住んでいる全
ての人（外国人を含む）および世帯
※3カ月以上入院や出張をしている方は、入院・出張先を
ふだん住んでいる場所として調査します。

！
国勢調査を円滑に確実に実施するためには
町民の皆さまのご協力が必要不可欠です

調査へのご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします！

■お問い合わせ　総務課地域振興室地域振興係　☎82-1001（107）

国勢調査を装った詐欺や不信な調査にご注意ください！
（調査員は顔写真つきの「調査員証」と「腕章」を必ず身に着けています）

令和２年 令和２年 

9月 2020 広報とよとみ 9月2020広報とよとみ 2233



豊富町役場からのお知らせ

？？

？？

総務課危機対策係 ☎82-1001（内線104・105）お問い合わせ

「防災気象情報」と「警戒レベル」について
　８月６日（木）から８日（土）にかけて、宗谷地方では台風４号から変わった温帯低気圧の影響で大雨が降り、
土砂災害や河川の氾濫、道路・農地の冠水などの被害が出ました。
　このような大雨による災害は避けられません。この機会に気象庁や都道府県などが発信する「防災気象情
報」と市区町村などが発信する「警戒レベル」について確認し、防災意識を高めましょう。

　国や都道府県が発表する「市町村などが避難情報を発表する際の判断を支援する役割と、住民が
主体的に避難行動をとるための指標となる役割をもつ情報です。

▶防災気象情報とは

　日本では毎年のように大雨や台風などによる災害が発生しており、そのたびに気象庁や都道府県、
市町村などから様々な情報が発信されます。これらの情報を受け手である住民が直感的に理解し、的
確な避難行動をとることができるよう、避難情報などに対応した５段階の「警戒レベル」が用いられる
ようになりました。
●「防災気象情報」と「警戒レベル（避難情報等）」は同時に発信されるものではなく、多くの場合、防災
気象情報は自治体が発令する避難情報よりも先に発表されます。そのため、避難が必要とされる
警戒レベル４や警戒レベル３に相当する防災気象情報が発表された際には、避難勧告などが発令さ
れていなくても自ら避難の判断をしてください。
●さらに、今年になって感染が拡大している新型コロナウイルスの影響により、避難をする際にはこ
れまで以上に感染症への注意・対策が必要です。危険が迫っている状況では避難行動をとることが
大原則ですが、避難先の選択肢として安全な場所にある親戚・知人宅を検討するなど、日ごろから
非常時に対す
る備えをする
ようにしましょ
う。

▶警戒レベルとは

豊富町役場からのお知らせ

※出発時刻の変更のみです。
（特急サロベツ1号）

JR北海道電話案内センター ☎011-222-7111お問い合わせ

JR宗谷線 列車の一部運休・代行バスの運行について
　宗谷線の「線路集中メンテナンス日」の設定（持続的な線路の維持に必要な集中修繕工事の実施）に伴い、
一部列車を運休し、バスによる代行輸送をおこないますのでお知らせします。
　この間、利用者の皆さまには大変ご不便をおかけしますが、今後とも鉄道を安全に運行するために必要な
工事ですので、ご理解くださいますようお願いいたします。

●代行バスの時刻は、道路状況などにより遅
れが発生する場合があります。
●代行バスはJRの乗車券でご利用いただけ
ます。
●代行バスをご利用のお客様は、駅待合室で
お待ちください。係員がご案内いたします。
●代行バスはすべて自由席です。

「線路集中メンテナンス日」の設定期間①

令和2年９月２８日（月）～１０月２日（金）　南稚内駅～稚内駅間

普通列車

兜沼発
徳満発
豊富発

豊富発
徳満発
兜沼発

11：00
11：10
11：17

11：16
11：22
11：32

11：04
11：14
11：20

11：20
11：26
11：36

▶
▶
▶

▶
▶
▶

期間中時刻通常時刻

名寄行き

稚内行き

※出発時刻の変更のみです。

※南稚内から稚内までバス代行になります。

特急列車

豊富発

豊富発

豊富発

13：42

12：00

16：43

13：47

16：48

▶

▶

期間中時刻通常時刻

旭川行き

稚内行き

稚内行き

※出発時刻の変更のみです。
（特急サロベツ4号）

※南稚内から稚内までバス代行になります。
（特急宗谷）

この期間の町内各駅発車時刻は下記のとおりになります。

「線路集中メンテナンス日」の設定期間②

令和2年１０月５日（月）～１０月９日（金）　幌延駅～豊富駅間

代行バス

兜沼発
徳満発
豊富発

豊富発
徳満発
兜沼発

10：44
10：58
11：06

11：25
11：33
11：47

代行バス運行時刻

名寄行き

稚内行き

※幌延から列車に乗換になります。

※幌延から稚内までバス代行になります。
豊富発

豊富発

13：55

12：21

旭川行き

稚内行き
※旭川までの全区間バス代行になります。
（特急サロベツ4号のバス代行）

※幌延から稚内までバス代行になります。
（特急宗谷のバス代行）

この期間の一部列車運休に伴う代行バスの運行時刻は下記のとおりになります。

［代行バスのご利用について］
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思いをひとつに勝利を目指す
　２日にわたり稚内市大沼球場にて「北北海道大
会 名寄支部予選」があり、豊富高校野球部が北北
海道大会の出場枠を狙って19日に名寄と、25日
に枝幸と試合をしました。
　２年ぶりに野球部が復活し部員が揃っての予選
試合であり、一致団結で挑んだ試合となりました。
１回戦目は予選優勝経験のある名寄高校に対し、
見事勝利を収めました。２回戦目は接戦の末、惜し
くも敗れてしまいましたが、その雄姿は多くの人
たちに勇気を与えました。これからの活躍を応援
しています！

【試合結果】
　１回戦　豊富 ８－６ 名寄
　２回戦　枝幸 ７－６ 豊富

学びの定着を目指して
　今年も稚内北星学園大学の学生が町内の小中
学生に学習指導をおこなう学びの教室「サマーチ
ャレンジ」が開催されました。
　今年は小中学生合計48名が参加し、夏休みを
使って苦手な分野の克服に取り組みました。
　また、大なわや玉入れなどミニ運動会もおこな
い、夏休みの楽しい思い出をつくりました。

8月6日（木）

泳ぎを得意にする
　３日間にわたり、町民温水プールにて水泳教室
（初級クラス・中級クラス）が開催されました。
　夏休み特別企画として初の試みであり、健康運
動指導士である川﨑講師の指導下、初級クラスは
水に慣れる練習を、中級クラスはクロールやバタ
足の練習などゲームも交えて各クラス目標をつく
り練習をおこないました。
　プールに入るのが今年初めての子も多く、短い
夏休みに水と触れ合う良いきっかけとなりました。

8月5日（水）・12日（水）・13日（木）

7月19日（日）・25日（土）

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。

今号のテーマ
豊富町特定「環境保全」
公共下水道事業からのお願い

［汚水桝とは…］
　ご家庭の敷地内にある灰色の「おすい」と書かれている蓋のことです。（黒色の鋳鉄製のものもあります）豊富
町の下水道は「汚水（家庭排水）」を浄化センター（下水道終末処理場）へ排水しキレイな水へ処理をおこない「雨
水」は川へそのまま放流する仕組みとしています。
［汚水桝が壊れていると…］
　破損箇所から「雨水」が浄化センターへ流れてしまい、処理場に大きな負担が発生
し、また、大雨時には下水道を止めざるを得ない状況となっていきます。また、異物な
ども混入し下水道が詰まる原因にもなります。
　汚水桝は個人所有のものであり、修理に費用が発生しますので、汚水桝の上には
車を駐車しない、除雪の際には気を付けるようご協力をお願いします。また、敷地内
の汚水桝を定期的に点検し、壊れている場合は「排水設備工事指定店」へ連絡して
修理頂きますようご協力お願いいたします。

「汚水」は浄化センターへ「雨水」は川へ

上下水道情報

建設課上下水道係　☎82-1001（内線156）お問い合わせ

上下水道情報

■ご家庭の汚水桝の確認をお願いします！（豊富町は「分流式下水道」を採用しています）

　浄化センターでは微生物の働きによって、下水を浄化していますが「油」については処理することができませ
んので、油を流さないよう皆さまのご協力をお願いします。
●家庭の皆さま～食用油は「ペットボトル」に入れて「油」と記入し、
ごみステーションへ出してください。
●事業者の皆さま～厨房などの下水には「除害施設」と呼ばれる油
を分離する装置を設置いただいています、使用頻度によっても異
なりますが「毎週清掃」をお願いします。（清掃しない場合油を貯
めきれず、そのまま流れます）

■下水道に油を流さないで！

除害施設除害施設

汚水桝汚水桝

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

R2.8.12 診療所医師住宅No.1新築工事 31,000 ㈲大坂建工 国保診療所 豊富市街
R2.8.12 林業専用道52林班2号線開設工事 16,300 ㈱笹内組 農林水産課 東豊富
R2.8.12 町有林間伐工事 8,700 豊富猿払森林組合 農林水産課 東豊富
R2.8.12 沼ノ端団地公営住宅居住性改善工事　2 3,860 ㈲青野建設 建設課 兜沼
R2.8.12 沼ノ端団地公営住宅居住性改善工事　1 3,860 ㈲青野建設 建設課 兜沼
R2.8.12 沼ノ端団地公営住宅合併浄化槽設置工事 9,950 安藤管工設備㈲ 建設課 兜沼
R2.8.12 兜沼団地公営住宅解体工事 5,660 豊富土木運輸㈱ 建設課 兜沼

（令和2年7月16日〜令和2年8月15日まで）〈落札価格250万円以上〉

令和2年度 工事等入札結果表
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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。
　支援センターは、今までと違い活動ができない状況で半年が過ぎようとしています。
　“おやこルーム”は、いつでも誰でも遊べるように準備万端です。お友達を誘って遊びに来ませんか。

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

　皆さまこんにちは、豊富温泉コンシェルジュ・デスクです。
　９月に入り吹く風が少し肌寒く感じられる今日この頃ですが体調など崩してはおられないでしょうか。
　春や秋の季節の変わり目はもっとも体調を崩しやすい時期となります。原因としてはこの季節は昼と夜の寒暖
差が大きくなり自律神経のバランスが乱れやすくなります。頻繁に体温調整をおこなうことにより昼間や活動時
に働く「交感神経」と夜間やリラックス時に働く「副交感神経」の二種類の自律神経がバランスを崩し身体に負担
をかけます。また日照時間の減少により気分が落ち込む方も多くいらっしゃるようです。
　自律神経の乱れを整える対策としては、ビタミンＢ群の摂取が効果的なようです。神経の働きを正常に保つ役
割があるので積極的に食事に取り入れていきましょう。食材としてはサンマやカツオ、豚肉などに多く含まれて
おります。また昆布やワカメ、ひじきなどのマグネシウムを多く含む食材と合わせて摂取することでビタミンＢ群
の働きを助けより効果的になります。
　またお風呂にゆっくりと浸かって身体を温めることも大切です。豊富温泉の泉質であるナトリウム塩化物泉は
保温効果がよく、湯冷めしにくいので温泉にのんびりと浸かることもとても効果がありそうですね。あとは適度
に身体を動かししっかりと睡眠をとっていただければ大きく体調を崩すことなく秋、冬を迎えることができそうで
すね。
　食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋・・・、皆さまはどんな秋をお過ごしになられますか？

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

四ツ辻　悠衣保健師

皆さま、こんにちは。
今月は秋の健診についてご案内いたします。
今年度最後の健診となりますので、
まだ受けられていない方はぜひご予約ください。

わくわく
ファーム
収　穫

子宮がん・乳がん検診 11月27日（金）

春に植えたジャガイモたちが大きく成長し収穫の時期をむかえました。

　支援センターでも保育園でも子ども達の気持ちや思いを大切に受け止めています。
　「そう、悲しかったんだね」「言われたことが嫌だったんだね」など、今の子どもの気
持ちを受け止め言葉で表現してあげます。
　大人に分かってもらえることで切り替えることができることがよくあります。
　しかし、いつもそうではありません「そうか、今日は保育園に来たくなかったんだね」
と気持ちを受け止めても「でも、お迎え来るまで頑張ろう！」と背中を押しています。

保育の中で
大切にして
いること

〈片桐〉

気持ちを受け止める

※各健診（検診）の内容や対象者、料金などの詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

■健診は大切です！

■いきいき健康ドック

　高血圧や糖尿病などの生活習慣病の怖いところは、初期には自覚症状がないことです。早期
に病気を発見するために、まずは健診を受けて自分の身体の状態を知ることが重要です。人生
100年時代。健康に長生きするために、毎年健診を受けて自分自身の健康に目を向けてみま
せんか？
　また、メタボリックシンドローム（メタボ）の方は、新型コロナウイルス感染症の重症化につな
がるリスクが高いと言われています。いきいき健康ドックで健康チェックをして、生活習慣の改
善や治療に取り組むことは、新型コロナ対策としても必要です。
　こまめな手洗いや3密（密閉・密集・密接）回避などの新しい生活様式に、年に1回の健康
チェックを取り入れていきましょう！
　今年度の健診は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、受診される皆さまの体調確認
や、手指消毒、ソーシャルディスタンスの確保、会場内の換気を実施しております。安全に受診
していただくため、ご協力をお願いいたします。
　皆さまのご予約をお待ちしています！

■9月11日（金） 10:00～11:00■わくわくファーム　現地集合■長靴・軍手・いもを拾うバケツ・　お持ち帰りの袋■お問い合わせは　子育て支援センターまで
みんな

で芋掘
り！

９月の「おやこ・ヨガ」のお知らせ
■日時 ９月１６日（水）　　　 １０：００～
■場所 ふらっと☆きた
ヨガで
リラックスしませんか。参加申し込みは
支援センターまで

保育園入園前の親子さん集合！☆大人の方はマスクの着用を　お願いします

■ご予約・お問い合わせは豊富町保健センターまで　☎82-3761

※9月24日（木）予約開始！

基本健診・特定健診／胃がん検診／肺がん検診／大腸がん検診／
骨粗しょう症検診／前立腺がん検診／肝炎検診／エキノコックス症検診

健診
項目

予約
受付中健 診 日

受付時間
場　　所

10月13日（火）まで（※締切厳守です！）予約締切

令和2年10月16日（金）、17日（土）、18日（日）
7：00～10：30　
豊富町保健センター
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i n f o r m a t i o n
くらしの情報

　本年4月、旭川市に開校した「北海道
立北の森づくり専門学院（略称：北森カレ
ッジ）」は、林業・木材産業の幅広い知識
と確かな技術を2年間で身に付けられる
専門学校で、北海道の森林づくりへの意
欲に溢れた方を募集しています。
　また、当学院は、「学院説明会」を開催
しますので、興味がある方は、ぜひお申
し込みください。
※詳細は下記QRコードをご参照くださ
い。

出願資格
　道内の林業・木材産業関係企業など
への就職を希望し、高等学校卒業また
は同等以上の学力を有し、入学時に40
歳以下の方
【推薦入試】
　令和２年10月 １日(木)～15日(木)  
【一般入試】
　令和２年10月12日(月)～29日(木)　
試験日程等
【推薦入試】
　令和２年10月26日(月)
　試験会場：旭川・札幌・帯広・東京
　試験方法：面接
【一般入試】
　令和２年11月16月(月)
　試験会場：旭川・札幌・帯広・東京・福岡
　試験方法：小論文・面接

　今年7月下旬より国内では、注文した
覚えのない植物の種子が海外より送ら
れてくるといった事案が相次いで発生
しています。
　町民の皆さまにおかれましても、身に
覚えのない植物の種子など送られてき
た場合には開封せずに下記連絡先まで
届け出くださいますようよろしくお願い
します。

届出先：横浜防疫所札幌支所
住　所：札幌市豊平区羊ヶ丘1
☎011-852-1808
（FAX:011-853-9671）

相談専用電話：フリーダイヤル
０１２０-７７１-２０８
受付：月曜日～金曜日
（※祝日、12月29日～1月3日を除く）
時間：9：00～17：00
〇相談無料　〇匿名可　〇秘密厳守
公益財団法人
人権教育啓発推進センター
◆本相談事業は、（公財）人権教育啓発
推進センターが、厚生労働省生活相談
充実事業により実施するものです。

海外から注文していない
植物の種子が郵送された
場合の対応について

アイヌの方々からの様々な
ご相談をお受けします

「天災は忘れなくて
もやってくる」

「北海道立北の森づくり専門学院」
（略称：北森カレッジ）の出願受付
などについて（10月～）

　現代では大雨などの気象現象の予測
技術が徐々に進歩し、数日前から気象
情報や早期注意情報（警報級の可能性）
災害の危険度の高まりに応じて注・警報
などを段階的に発表することで、市町村
の避難勧告、住民の避難行動などの判
断を支援できるようになりました。
　しかし、一方で地震についてはまだ解
明されていない部分が多く予測ができ
ません。
　「天災は忘れた頃にやってくる」は寺
田寅彦（明治から昭和初期の物理学者
で随筆家）が残した言葉とされています
が、寅彦自身の書物には記録がなく、寅
彦の没後に弟子の中谷宇吉郎が世に紹
介した言葉だそうです。寅彦は随筆の中
で、大火、河川氾濫、台風などの災害を
取り上げ、防災の重要性を訴えると同時
に、稀にしか起きない大災害は忘れさら
れやすいことなどを記述していたので、
そういう話の中で生まれた言葉かも知
れません。
　でも、阪神淡路大震災を忘れていな
いうちに、東日本大震災や胆振東部地
震はやってきました。大雨による甚大な
災害も近年は毎年のように起きていて、
忘れるなんてありえません。さて、皆さ
ん、事前の対策は取れていますか？
　寅彦に言われるまでもなく防災への
備えは必要です。これまで大きな災害
の少なかった宗谷地方ですが、地球温
暖化などの影響でこれからは雨の降り
方が変わってくる恐れがあります。お住
いの場所周辺の災害の危険性や避難場
所の確認など、何も起きていない今の
うちに準備しておくことをおすすめしま
す。

お問い合わせ
稚内地方気象台　☎23-2679

道HP Facebook

北森カレッジ 第1期生

Twitter

令和２年９月30日は国民健康保険税の第３期分の納期です。お早めに！

10月のスケジュ
ール9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 水
おやこ・元気ヨガ 10:00～11:30 ふらっと☆きた

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

17 木
18 金 生涯現役塾 14:00～15:30 ふらっと☆きた

19 土
20 日
21 月
22 火
23 水 リラックスヨガ 19:00～20:30 ふらっと☆きた

24 木

25 金 パパママ教室・のびのび
教室 9:30～ 保健センター

26 土 普通救命講習Ⅰ 9:00～12:00 消防署
豊富支署

27 日
28 月
29 火 元気体操 14:00～15:00 ふらっと☆きた

30 水
乳児相談・2歳児健康相談 9:00～ 保健センター

生きがい学級 9:00～16:30 町民センター、
ふらっと☆きた

リラックスヨガ 19:00～20:30 ふらっと☆きた

期日 行　事 開始時間 開催場所
1 木
2 金

3 土 令和2年度豊富消防団秋季
消防訓練 9:00～16:00

町民センター・
兜沼農村環境
改善センター

4 日

5 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

6 火
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

7 水
8 木
9 金 生涯現役塾 10:00～

13:00～ ふらっと☆きた

10 土
11 日
12 月
13 火 元気体操 14:00～15:00 ふらっと☆きた

14 水
結核検診 9:00～ 地区巡回

ミセススクール 9:00～16:00 町民センター、
ふらっと☆きた

乳児健診 12:30～ 保健センター

15 木 結核検診 9:00～ 町内巡回
　

診 療 所 だ よ り
所長　柴﨑　嘉

ピロリ菌について
　日本人が最も多く罹るがんは長らく胃がんでした。その原因として今でもたばこや塩分過多があ
りますが、最も主たるものがピロリ菌であることが分かったのはこの 30年ほどの事です。
　ピロリ菌は、口から侵入し胃の粘膜に潜り込み、アンモニアのバリアを作って胃酸から身を守る、
という特殊能力を持った細菌です。それに対し身体は排除しようとして炎症反応が起こります。こ
れが急性胃炎です。結果治る人もいますが中には排除しきれずに粘膜内にとどまる場合があり、長
年居座ることで胃粘膜が徐々に痛んで萎縮を起こします。これが慢性胃炎です。この慢性胃炎の経過のなかで一部の人
に胃潰瘍、十二指腸潰瘍あるいは胃がんが発生します。したがって、ピロリ菌をやっつける治療（除菌）をすれば上記
の病気を防げるのではないか。という考えのもと検討がおこなわれ、現在抗菌薬２種と制酸剤１種の計３種類の内服薬
が保険適応となっています。当初は胃・十二指腸潰瘍とがんの再発予防、また特定のリンパ腫や血小板減少症に対して
のみでしたが、現在は慢性胃炎に対しても適応となりました。
　また、上腹部症状がピロリ菌の存在による可能性がある場合も除菌により症状の改善が期待できます。
　治療は、まずピロリ菌の存在をチェックし内視鏡検査によって他の病気がない事を確認した上で内服薬を１週間服用
してもらいます。消えたかどうかの判定はいくつかの方法があり、そのために再度内視鏡をおこなう必要はありません。
　検診で胃炎といわれたことがある方、過去に潰瘍やがんの治療をおこなった方はピロリ菌の確認をすることをおすす
めします。

国民健康保険診療所　(☎ 82-1515)
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　７月29日（水）消防署豊富支署にて豊富小学校３年生の社会科
見学がおこなわれました。
　消防車の内部や事務所の見学、ホースの使い方など消防士の
仕事を勉強しました。
　質問タイムには「出動にどれくらい時間がかかるの？」「防火服
はどういった素材なの？」と興味深い質問が多くあがっていました。

消防士の仕事を学ぼう

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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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7月16日～令和2年8月15日　※敬称略

1,970
1,934
1,892
3,826

1,972
1,933
1,893
3,826

世帯数
男
女
計

7/31 8/31 増減
-2
+1
-1
±0

交通事故死ゼロ1000日目標交通事故死ゼロ1000日目標

9/1で 747日

人のうごき 令和2年8月31日現在

▼新型コロナウイルスに関する寄附報告

おくやみ
（１町内）
（２町内）
（５町内）

61歳
67歳
83歳

秋葉　　隆
野口　正史
岩木　博行

こんにち
は！

あかちゃ
んこんにち
は！

あかちゃ
ん 佐　藤　稜　真（豊　栄）

さ と う りょうま

堤　　　幸　太
（１町内）滝　本　真奈美

中　田　大　也
（５町内）松　本　紀　莉

ご結婚
おめでと

う！
ご結婚
おめでと

う！

■子ども用マスクが寄附されました
　７月20日（月）保育園にてポピークラブより
（代表：長尾きよ子さん）手作り子ども用布マス
クのべ600枚が寄附されました。
　保育園では、新型コロナウイルスの感染拡
大防止のため子どもたちにマスクの着用お願
いしていることから、マスクの作成をポピーク
ラブへお願いしたところ快く引き受けてくださ
りました。

■8月31日をもって設置を終了しました
　６月１５日より町内４カ所（役場、町民センター、
ふらっと☆きた、湯の杜ぽっけ）に設置していた
マスク寄附箱について、これまでに400枚をこ
えるマスクの寄附がありました。
　寄附していただいたマスクは、町内の社会福
祉施設、保育園および小中学校への配布を予
定しています。

■消毒液の寄附をいただきました
　8月20日（木）名寄生コンクリート株式会社
より町内小中学校に対して消毒液（微酸性次亜
塩素水）20Lの寄附をいただきました。

この度は豊富町へご寄附を賜り誠にありがとうございました。


