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令和元年度 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

■令和元年度決算に基づく健全化判断比率

■令和元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。

＊本町の場合、赤字が発生していないことから、実質赤字比率および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、概ね町
　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（平成30年度）に比べ0.1ポイント減少しています。
　この要因は、地方債の償還額等の減少によるもので、３カ年平均比率の場合、比率の低い平成28年度比率の13.5％が
算定されないことから前年度（３カ年平均比率）に比べ0.4ポイント増加しています。

　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

令和元年度決算
（前年度数値）

－
（ － ）
－

（ － ）
15.0%
（14.6%）

－
（ － ）

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

令和元年度決算
（前年度数値）

－
（ － ）
－

（ － ）
－

（ － ）

経営健全化基準

20.0%

20.0%

20.0%
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財政課税務係 ☎82-1001（内線117・118）お問い合わせ

中小事業者等の固定資産税の軽減措置について
　新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和３年度課税分
に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を2分の１または0とします。

●設備などの償却資産に対する固定資産税
●事業用家屋に対する固定資産税
※事業用であっても、土地は軽減対象外となります。

豊富町役場からのお知らせ 豊富町役場からのお知らせ

軽減措置の対象と税目

❶次に該当する中小事業者等であること
　法人の場合

　個人の場合
❷令和2年2月～10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入
が、前年の同時期と比べて30％以上減少していること

軽減措置の対象となる方　次の①②の要件をいずれも満たしている個人または法人

1　申告書に必要事項を記入してください。
2　認定経営革新等支援機関等へ申告書および必要書類を提出し、申告書および誓約事項の確認を受け、特例  
　申告書内の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記入・押印をもらいます。
3　認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書（原本）および同機関に提出した書類と同じものを役場 
　税務係に提出してください。

　　（注）令和3年度償却資産申告書と同時に提出してください。

手続きの流れ

●認定経営革新等支援機関等（☆）の確認を受けた申告書（原本）
●同機関に提出した書類一式（コピー可）
●収入減を証する書類（会計帳簿や青色申告決算書など）
●特例対象家屋の事業用割合を示す書類（青色申告決算書など）

［場合によって提出が必要となる書類（コピー可）］
●収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間などを確認できる書類
※不動産賃料の猶予で本措置を受けようとする場合は、それぞれの賃料の支払期限から3カ月以上猶予してい
ることが必要となり、新型コロナウイルス感染症の影響で猶予したことを証する書面の提出が必要となります。

①認定経営革新等支援機関
　▶認定を受けた税理士、会計士、中小企業診断士、金融機関（銀行、信用金庫）など

②認定経営革新等支援機関に準ずるもの
　▶都道府県中小企業団体中央会、商工会議所および商工会、農業協同組合など

③認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれるもののうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を
希望するもの（認定経営革新等支援機関として認定されているものを除く。）

　▶税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告連合会、各地の青色申告会など

提出書類

☆認定経営革新等支援機関等に該当する機関

複数の事業・店舗を営んでいる場合、１つの事業・店舗のみ事業収入が半減している場合には、その
１つの事業・店舗のみ対象となるのか？
事業・店舗毎のカウントはできません。事業収入の判定は1社の中小企業がおこなう全ての事業に係
る収入の合計額で比較します。このため、全ての事業・店舗の合算した事業収入が一定程度減少して
いることが要件となります。
主たる事業のほか、副業で収入を得ている場合、どのように算定すればよいか？
主たる事業、副たる事業の合算した事業収入で判定します。

軽減を受ける際の手続きのイメージ

Q A
Q

Q

A

A

&

①確認依頼 ②確認書発行

③申告書提出（令和3年1月31日まで）

④軽減
中小事業者等 役場税務係

認定経営革新
等支援機関等

申告書の提出の前に認定経営革新等支援機関等による事
業収入減少などの要件の審査が必要です。

［申告書の設置場所］
●豊富町HP（https://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/）
●財政課税務係

［提出場所・期限］
●財政課税務係
●令和3年1月6日～令和3年1月31日まで
　※郵送提出可、消印有効

その他のQ＆Aについては中小企業庁HP
（https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200716zeisei_qa.pdf）をご覧ください。        

●資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
●資本または出資を有しない法人の場合、従業員が1,000人以下の法人
　（大企業の子会社は除く）
●従業員の数が1,000人以下の個人 軽減率

2分の1
全　額

事業収入の減少割合
30％以上50％未満減少している場合
50％以上減少している場合
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たのしい遠足
　豊富小学校で遠足がおこなわれました。学年別
でサロベツ湿原センター、スポーツセンター、自然
公園、温泉地区へと向かい、各地でドッジボールな
どのレクリエーションや施設を散策しました。
　お昼には遠足の楽しみお弁当！いつもと違うと
ころでみんなと一緒に食べるお弁当はよりおいし
いね。

9月18日（金）

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
を祈って挙式された祈願式に天塩警察署署長をはじめ交通
安全指導員や各学校長など関係団体約25名が参列しまし
た。
　河田町長の式辞と来賓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（火）

ようこそ豊富高校へ
　豊富高校にて「豊富高校インターシップ」がおこな
われました。
　中学生２４名が参加し、普段の授業の様子を見学し
たのち、英語・国語・家庭科の３つの科目に分かれた
体験授業や興味のある部活動を体験しました。
　中学生たちは将来の大切な進路選択として、楽し
みながらも真剣な表情で授業に臨んでいました。

9月28日（月）

目指すはベスト記録！
　豊富小学校にて「校内マラソン記録会」がおこ
なわれ、低学年（１～２年生）・中学年（３～４年）・高
学年（５～６年）に分かれ、ベスト記録を目指し小学
校グラウンドおよび校地周辺を全力で駆け抜けま
した。
　多くの保護者の方々に見守られながら、最後ま
でがんばりました！

10月1日（木）

10月2日（金）
ゴミのないキレイな町を目指して
　ゴミのない町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団体や町民の方々
約100名が参加し、温泉方面、稚咲内方面、新生
方面の３カ所に分かれ、空き缶やペットボトルなど
合計70kgのゴミを回収しました。

突然の火災に備えて
　「豊富消防団秋季消防訓練」があり、第１分団は
町民センターにて、第２分団は兜沼郵便局前にて
教育訓練および訓練放水を実施しました。
　当日は悪天候となりましたが、その状況を感じ
させないほどの素早い動作で疑似出火元に放水
がおこなわれ、普段の訓練の成果を披ろうしまし
た。

10月3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。

正しい知識を身につける
　豊富高校にて「高校生学校安全講話」がおこなわれ
ました。
　天塩警察署警務課・生活安全課の方を講師として
招き「交通安全講話」「薬物乱用防止講習」最も身近な
危険としてLINEなど、SNSによる情報漏えいなどを取
り上げた「防犯講習」の３つの講話から、交通事故や薬
物乱用などの実態と正しい知識などを学びました。

10月16日（金）

火事を未然に防ぎましょう
　「令和２年秋の全道火災予防運動」の一環として「車両に
よる防火パレード」と「防火街頭啓発」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
う豊富店前で署員がチラシとポリ袋などを配り、火災予防
を呼びかけました。
　火災が起こりやすい季節にもなりますので、より一層の
注意をお願いいたします。

10月15日（木）
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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、豊富町子育て支援センターです。
　寒い季節がやってきましたね。子ども達が大好きな雪の便りも聞こえてきました。
　暖かい支援センターへ遊びに来ませんか。親子でゆっくり絵本も読めますよ。

　首が座り、寝返りやはいはいをして歩き出す。この過程
を経て一生を支える体の基礎が作られます。この時期から
遊びをとおしてしっかりと体作りをすることが大事です。
　「きちんと座ることができる」「話が聞ける」「走る、跳ぶ」
など、一生を支える体のもとはもう育っているのです。

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、いかがお過ごしでしょうか。
　１１月に入り町はもう冬ですね。愛知県に住んでいた私からすると１１月は紅葉真っ盛りの頃です。
　愛知県には全国的にも有名な紅葉のスポットがあり「香嵐渓（こうらんけい）」というのですが、
紅葉の見頃は毎年１１月の中旬くらいです。まさに今頃山肌は数種類のカエデやもみじで真っ赤
に染まっている頃です。香嵐渓は紅葉シーズンだけで毎年40万人を上回る人が訪れ、現地へと
続く道は大渋滞を引き起こします。私自身も数年前に訪れたときは車で一時間半くらいの場所
なのに覚悟を決めて早朝５時には家を出発したことを思い出します。
　１１月の豊富町は雪が舞う日も多くなっている頃でしょうか。根雪になるのは１２月頃と聞いて
おりますが今年はどうでしょうか。また長い冬が始まりますね。冬は身体も冷えやすく、また外出
自体がおっくうになりがちですが冬こそ温泉で身も心も温まってほしいと思います。
　いつかの豊富温泉公式ブログにも綴らせていただきましたが豊富温泉に含まれる塩分の効
果ですが、入浴で付着した塩分が皮膚の表面に薄い膜を作り水分の蒸発を防いてくれる効果が
あります。また保温効果が高いので体の芯の温かさが持続します。また体を保温することは自律
神経の乱れを整え、免疫機能向上の効果もあるようです。この冬も豊富温泉で皆さまのお越し
をお待ちしております。

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

能登屋　仁美保健師

１１月に入り長い冬の始まりを感じますね。
寒さに負けないよう「こころ」と「からだ」の調子を整えていきましょうね。

「子育てサークル」「ぴよちゃんクラブ」が始まるよ！
マスク、消毒換気をして、支援センターで遊びましょう。

おまたせ
しました。

〈豊富温泉コンシェルジュ・デスク　片桐〉

●皆さんの「こころ」は元気ですか？

　自分が今どのような状況に置かれていて、どのような結果につながっているのか
整理してみましょう。ストレスを感じているときや物事がうまくいかないときに「ここ
ろ」の元気を保つための第一歩です。

■「こころ」や「からだ」のことで心配なこと、不安なことがありましたら、お気軽に保健師までご連絡ください。

11月の「おやこ・ヨガ」のお知らせ
■日時 11月18日（水）　　　 １０：００～
■場所 ふらっと☆きた

■お問い合わせ　豊富町保健センター　☎82-3761

　今年は新型コロナウイルス感染症の影響により外出を控え自宅で長時間過ごされている方も、多いことと思います。こ
れまでとおりに日常生活を送ることが難しく、ストレスが続く状況も続き「何となく、こころの元気がなくなってきた」という
方もいるのではないでしょうか？

●ストレスって何だろう？

●「こころ」の元気を保つために

　「ストレス」というと悪者のように思えますが、本当は私たちに『生きる力』や『希望』を与えてくれるものなのです。適度
なストレスは日々の生活に刺激を与え原動力ともなる必要な存在です。

■子育てサークル 11月20日（金）
■時間　10：00～11：00　■場所　子育て支援センター

●日時　11月10日（火）
　　　　１０：００～１１：００
●場所　ふらっと☆きた
　　　　多目的ホール

あそぼう！
あそぼう！

門間先生と一緒に遊
び

ながら大切な体作り
を

教えてもらいましょう
。

親子で遊べる
アイディアが
いっぱい！

しかし、ストレスが蓄積すると…しかし、ストレスが蓄積すると…

●何もやる気が起きない
●人付き合いを避けるようになった
●集中力を欠くことが多い
●イライラしやすく怒りっぽくなる
　など

こころのサイン

●体がだるくて重い
●食欲がわかない
●寝つきが悪い、
　夜明けに目が覚める
●頭痛や肩こり、下痢や便秘が長く続く　など

からだのサイン

このようなサインがある場合、こころのＳＯＳかもしれません。早く気づいて対処することが大切です。

②ストレスに感じる状況を振り返ってみましょう。

　人は何も活動しないと、どんどん「こころ」の元気がなくなっていってしまいます。
　コロナ禍で何もする気になれなくても、今できる範囲で少しでも楽しさや達成感
を感じられる活動を増やすことが大切です。

①楽しい気持ちを感じられる活動を増やしてみましょう。
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i n f o r m a t i o n
くらしの情報

　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。
〇陸上自衛隊高等工科学校生徒採用試験
■応募条件
推薦 男子で中卒（見込含）１７歳未満の
成績優秀かつ顕著な実績を修め、学校
長が推薦できる者
一般　男子で中卒（見込含）１７歳未満の者
■受付期間
推薦　令和２年11月１日～11月30日
一般　令和２年11月１日～令和３年１月６日
■試験日程
推薦
令和３年１月10日・11日のいずれか１日
一般
≪１次試験≫令和３年１月23日
≪２次試験≫令和３年２月４日～７日のい
ずれか１日
■合格発表日
推薦　令和３年１月２１日
一般
≪１次試験合格発表≫令和３年１月29日
≪最終合格発表≫令和３年２月18日

〇自衛官候補生採用試験（推薦）
■応募条件　18歳以上33歳未満
■受付期間　年間を通じて受付
■試験科目　筆記試験、口述試験、適性
検査および身体検査
■試験日程　受付時にお知らせ
■合格発表日　受付時にお知らせ

お問い合わせ
自衛隊旭川地方協力本部
稚内地域事務所　☎23-2721

　新型コロナウイルス感染症の影響に
より、消費が減少した豊富牛乳の消費
拡大のため町民の皆さまにお配りしま
した「牛乳引換券」について、使用期限
が2020年12月31日までとなっていま
す。お早めにご活用ください！

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

児童虐待とは
身体的虐待：殴る、蹴る、叩く、投げ落と
す、激しく揺さぶるなど
性的虐待：子どもへの性的行為、性行為
を見せる、いかがわしい写真の被写体
にするなど
ネグレクト：家に閉じ込める、食事を与え
ない、ひどく不潔にする、必要な医療を
受けさせない
心理的虐待：言葉による脅し、無視、兄弟
間での差別的扱い、子どもの前で暴力
を振るうなど
●オレンジリボン運動
 『オレンジリボン運動』は、子ども虐待
防止のシンボルマークとしてオレンジリ
ボンを広めることで、子ども虐待をなく
すことを呼びかける市民運動です。オレ
ンジ色は、あたたかさと明るさの象徴と
して、子どもたちの明るい未来をあらわ

牛乳引換券を忘れずに
使いましょう！

11月は「児童虐待防止
推進月間」です

11月は「労働保険適用
促進期間」です

自衛官採用試験の
ご案内

しています。
●児童虐待かもと思ったらすぐにお電
話ください
　１本の電話で救われる子どもがいま
す。連絡は匿名でも可能です。

お問い合わせ
＜児童虐待相談・連絡窓口＞
北海道旭川児童相談所稚内分室 
☎32-6171 平日8：45～17：30
児童相談所全国共通ダイヤル
☎189（いちはやく） 24時間対応
＜子育て相談窓口＞
町民課子ども係
☎82-1001 平日8：30～17：15
豊富町保健センター
☎82-3761 平日8：30～17：15

ひとりでも雇ったら、労働保険（労災保
険・雇用保険）の加入手続きが必要です
　労働保険は、政府が管掌する強制保
険であり、労働者（パート・アルバイトを
含む）を１人でも雇用していれば、原則と
して業種・規模を問わず労働保険の適
用事業となり、事業主は加入手続きをお
こない、労働保険料を納付しなければな
りません。

お問い合わせ
厚生労働省労働基準局
労働保険徴収課適用係
☎03-5253-1111
（内線：5156）

令和２年１１月３０日は固定資産税の第３期分および国民健康保険税の第５期分の納期です。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 月 すみれ学級 13：30～15：30 ふらっと☆きた

17 火
心配ごと相談 13：00～ 福祉センター

元気体操 14：00～15：00 ふらっと☆きた

18 水
おやこ・元気ヨガ 10:00～11:30 ふらっと☆きた

リラックスヨガ 19：00～20：30 ふらっと☆きた

19 木
20 金
21 土
22 日
23 月
24 火 元気体操 14：00～15：00 ふらっと☆きた

25 水 リラックスヨガ 19：00～20：30 ふらっと☆きた

26 木

27 金
子宮がん・乳がん検診 ７：30～ 保健センター

生涯現役塾 14：00～15：00 ふらっと☆きた

28 土 普通救命講習Ⅰ 9：00～12：00 消防署
豊富支署

29 日
30 月 乳児相談・2歳児健康相談 9：00～ 保健センター

期日 行　事 開始時間 開催場所
1 火 元気体操 14：00～15：00 ふらっと☆きた

2 水
3 木 すみれ学級 13：30～15：30 ふらっと☆きた

4 金
5 土
6 日

7 月
歯科検診・フッ素塗布 12：35～ 保健センター

手芸教室 13：30～16：00 町民センター

8 火 元気体操 14：00～15：00 ふらっと☆きた

9 水 乳児健診 12：30～ 保健センター

10 木

11 金 パパママ教室・
のびのび教室 9：30～ 保健センター

12 土
13 日
14 月

15 火
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
　

診 療 所 だ よ り
所長　柴﨑　嘉

漢方薬について
　漢方医学は中国で約 2000年前に発祥したものといわれ、1800年前、後漢の時代に編纂された
「傷寒論（しょうかんろん）」という本が原典とされています。この本の中にはたくさんの処方（方
剤と呼ばれます）が記載されています。その後も様々な本が著され、今なお中国では絶えず新しい
処方が作られていますが、日本で最も広く使われている処方は「傷寒論」およびその姉妹書である「金
匱要略（きんきようりゃく）」に記載されている処方で、その他に金・元時代に作られた処方や、明・
清時代の限られた書に記載されている処方、また日本で作られた処方なども使われています。今な
お使用され効果を上げている点に歴史の古さと共に先人達の慧眼には敬服せざるを得ません。
　明治以降西洋医学の導入と共に一時廃れましたが、昭和 42(1967) 年に保険診療に導入、昭和 51(1976) 年に方剤数
が拡大され現在に至ります。病院や診療所で通常使用するエキス剤もすべて上記の方剤に基づいて製造されています。
世界的にみても、日本は西洋薬と漢方薬両方を保険診療で使用できる稀有な国です（中国ではそれぞれ別の専門資格が
必要です）
　現在では機能性胃腸症や便秘症、ウイルス性疾患や抗がん剤の副作用予防など一部の方剤ではありますが科学的な検
証がなされその効果が実証されていますし、冷え性やほてり、慢性疲労など今なお西洋薬に適当なものが見当たらずむ
しろ積極的に使用されている方剤もあります。
　漢方薬というと「ホントに効くのか」「すぐに効かないのでは」「まずい」「飲みにくい」「西洋医学とは違うから」な
どあまりいいイメージがないのが実情です。しかし 2000 年近くも脈々と受け継がれているものが我々の身の回りにい
くつあるでしょうか。コロナ禍の不安はもうしばらく続きそうですが、先人達の英知を見直すいい機会かと思います。
当診療所でも扱っていますのでお気軽にご相談下さい。

国民健康保険診療所　(☎ 82-1515)
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　９月19日（土）豊富中学校グラウンドにて「第74回豊富中学
校運動会」がおこなわれ、各学年優勝目指して「トルネード」や
「うさぎさん救出大作戦」など個性豊かな種目を競い合いまし
た。
　途中悪天候に見舞われましたが、今年のスローガン「あたっ
てはじけろ！」にふさわしい盛り上がりをみせてくれました！

あたってはじけろ！豊中生！

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

戸籍のうごき 令和2年9月16日～令和2年10月15日　※敬称略

1,974
1,930
1,884
3,814

1,972
1,935
1,888
3,823

世帯数
男
女
計

9/30 10/31 増減
2
－5
－4
－9

交通事故死ゼロ1000日目標交通事故死ゼロ1000日目標

11/1で 808日

人のうごき 令和2年10月31日現在

おおもり そ う が
大　森　蒼　月 （２町内）こんにち

は！

あかちゃ
んこんにち
は！

あかちゃ
ん

おくやみ
（兜　沼）
（１町内）

70歳
87歳

足立　繁登
佐々木昇一郎

▼永年勤続功労社会教育委員を受賞

令和2年度 工事等入札結果表 （令和2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 事業名 落札価格（千円） 落札業者名 担当課 工事住所
R2.9.25
R2.9.25
R2.9.25
R2.9.25
R2.9.25
R2.9.25
R2.10.6
R2.10.6
R2.10.6
R2.10.6
R2.10.6
R2.10.6
R2.10.6
R2.10.6
R2.10.6
R2.10.6
R2.10.6

防災行政無線用戸別受信機設置業務委託
芦川農地開発２号線横断管渠災害復旧工事
豊里中央線横断管渠災害復旧工事
農地耕作条件改善事業有明地区農作業道調査設計委託業務
落合3号線横断管渠災害復旧工事
東豊富線横断管渠災害復旧工事
農地耕作条件改善事業豊富地区3号排水路整備工事福永第4工区
農地耕作条件改善事業豊富地区1号排水路整備工事
農地耕作条件改善事業豊富地区2号排水路整備工事
沼ノ端団地公営住宅居住性改善工事 その３
農地耕作条件改善事業豊富地区3号排水路整備工事福永第3工区
公立学校情報通信ネットワーク環境整備工事
農地耕作条件改善事業豊富地区圃場進入路整備工事第１工区
農地耕作条件改善事業豊富地区圃場進入路整備工事第2工区
豊富町バイオマス実現可能性調査事業委託業務
豊富町農業用施設等進入路拡幅支援工事
農地耕作条件改善事業豊富地区3号排水路整備工事福永第2工区

3,500
4,700
4,960
11,000
3,880
2,975
17,550
12,550
24,100
4,170
21,900
10,300
10,930
10,013
8,817
4,000
7,250

（株）通電技術
豊富土木運輸（株）
福田建設（株）
（株）セテス
福田建設（株）
（株）本間
道北建設（株）
豊富土木運輸（株）
豊成建設（株）
（株）湊谷建設
（株）大建産業
東日本電信電話（株）
福田建設（株）
（株）本間
バイオマスリサーチ（株）
（株）笹内組
（株）本間

総務課
建設課
建設課
農林水産課
建設課
建設課
農林水産課
農林水産課
農林水産課
建設課
農林水産課
教育委員会
農林水産課
農林水産課
農林水産課
農林水産課
農林水産課

豊富一円
芦川
豊里
有明
落合
東豊富
福永
福永
沼向
兜沼
福永
豊富市街
落合
落合
豊富一円
豊富一円
福永

　10月16日（金）「令和2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嶋崎暁
啓氏が受賞しました。
　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亘り地域社会の発展に
尽力してこられた嶋崎氏の功績をたたえ、教育長より感
謝の言葉が伝えられました。




