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商工観光課商工観光係 ☎82-1001（内線251・255）お問い合わせ

令和3年度　一般会計等補正予算成立

豊富町役場からのお知らせ 豊富町役場からのお知らせ

「豊富町民応援商品券配布事業」のお知らせ

　今般の新型コロナウイルス感染症により、負担が増加している町民の皆さまへの支援および地域経済の
循環を目的として豊富町民応援商品券配布事業を実施しております。
　詳細な実施内容については以下のとおりです。

商品券の配布対象者
基準日（令和３年５月１日）において本町の住民基本台帳に
登録されている方
※基準日から商品券の発送日までの期間に、町外へ転出、
お亡くなりになった方については配布対象外となります。

配布内容
１人当たり計５,０００円分の商品券
■全参加店舗で使用できる
　商品券３,０００円分（５００円×６枚）
■参加店舗のうち飲食店のみで使用できる
　商品券２,０００円分（５００円×４枚）
※商品券は本事業用に町独自で作成した
　「豊富町民応援商品券」です。

商品券使用可能期間
令和３年７月１日～令和３年11月30日
※新型コロナウイルスの感染状況により使用可能
　期間が変更となる場合がございます。

使用可能店舗
使用可能店舗の一覧は商品券配布時に同封しているほか、本町HPにも掲載しておりますのでご参考
ください。

商品券の取扱注意事項
●商品券は豊富町民応援商品券取り扱い指定店のみで使用できます。
●現金とはお引き替えいたしません。
●お釣りは支払われません。
●他の商品券や公共料金などの支払いならびに有価証券の購入には使用できません。
●盗難、紛失または滅失などに対しては発行者はその責を負いません。
ご不明点などあれば商工観光課商工観光係までお問い合わせください。

　令和3年6月17日におこなわれた令和3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
現行予算（総額7,269,954千円）と、4月20日におこなわれた第4回豊富町議会臨時会で成立した一般会計
83,379千円、特別会計10,479千円に、今回の第2回豊富町議会定例会で成立した一般会計284,154千円、
特別会計4,533千円が追加され、令和3年度の予算総額は7,652,499千円となりました。

【商品券見本】

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 4,982,227 83,379 284,154 5,349,760

特別
会計

豊富町国民健康保険事業特別会計 614,426 614,426

後期高齢者医療事業特別会計 62,332 62,332

豊富町国民健康保険診療所直診勘定特別会計 539,923 10,347 4,415 554,685

簡易水道事業特別会計 187,918 187,918

下水道事業特別会計 348,979 348,979

介護保険事業特別会計 473,545 132 473,677

介護サービス事業特別会計 9,696 9,696

ガス事業会計 50,908 118 51,026

合　　　　　　計 7,269,954 93,858 288,687 7,652,499

■令和3年度補正予算後における各会計別予算額 （単位：千円）

中山間地域等直接支払交付事業 166,788
新型コロナウイルス感染症対策事業
（小学校・中学校） 27,938

商工業活性化事業補助事業 25,691
公共賃貸住宅改善事業 22,022
豊富町民応援商品券配布事業 21,207
感染症予防対策事業 14,467
公営住宅維持保全改修事業 13,580
豊富町私有林等整備事業 10,568
新型コロナウイルス感染症対策事業（保育園） 10,092
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 8,652
町有林造林事業 5,797

●令和3年度4月、6月補正予算における
　主な事業

（単位：千円） （単位：千円）

豊富町家畜自衛防疫組合助成事業 1,900
商工夏まつり運営費補助事業 800

●令和3年度4月、6月補正予算における
　各種団体等補助金

新型コロナウイルス感染症対策事業
（小学校・中学校） 27,938

豊富町民応援商品券配布事業 21,207
感染症予防対策事業 14,467
新型コロナウイルス感染症対策事業（保育園） 10,092
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 8,652
新型コロナウイルス感染症対策事業
（ディサービスセンター） 3,940

子育て世帯生活支援特別給付金事業 2,660

●新型コロナウイルス対策による主な事業

一般会計 一般会計

（単位：千円）一般会計

（単位：千円）

（単位：千円）
新型コロナウイルス感染症対策事業 7,582

新型コロナウイルス感染症対策事業 7,582

豊富町国民健康保険診療所直診勘定特別会計

豊富町国民健康保険診療所直診勘定特別会計
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令和３年３月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合､
20歳未満)を養育する父母など
※令和４年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。

①

■令和３年度住民税が非課税の方

■令和３年１月１日以降の収入が急変し、
　住民税非課税相当の収入となった方

②

　

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132）

お問い合わせ 町民課子ども係 ☎82-1001（内線127・128）お問い合わせ

ひとり親世帯ではない方へ 子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

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のお知らせ

　現在、ご使用の水色の保険証の有効期限が令和３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黄緑色の保険
証をご使用ください。

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏ま
えた生活の支援をおこなう観点から「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。

支給額

2

給付金の
支給手続き

3

支　給
対象者

1 ①②の両方に当てはまる方(※ひとり親世帯を除く)

または

児童1人当たり
一律 ５万円

Ⅰ. 令和３年４月分の児童手
当または特別児童扶養手
当の受給者で住民税非課
税の方

●給付金は申請不要で受け取れます。対象となる方には６月下旬～７月
上旬に支給についての個別通知を送付いたします。

●受給拒否の届出がない限り、７月中に令和３年４月分の児童手当または
特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

Ⅱ. 上記以外の方（例.高校生のみ養育している方、収入が急変した方）
●給付金を受け取るには申請が必要です。対象となる方には６月下旬～

７月上旬に申請方法などが記載された案内文を送付いたします。

保険証（被保険者証）の一斉更新について  

■保険証が新しくなります 水色 黄緑色➡

　現在、ご使用の黄色の減額認定証および限度証の有効期限が、令和３年７月３
１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
からは橙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、次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１年間です。

■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 黄色 橙色➡

●新しい保険証の有効期限は、令和４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。

新しい保険証は黄緑色です

新しい減額認定証および限度証は橙色です

［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］
区分Ⅱ
区分Ⅰ

●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
　※給与所得がある場合、その金額から１０万円を控除
●老齢福祉年金を受給されている方

［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］
現役並みⅢ

現役並みⅡ

現役並みⅠ

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
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財政課税務係 ☎82-1001（内線290・293）お問い合わせ

国民健康保険の被保険者の皆さまへ

豊富町役場からのお知らせ 豊富町役場からのお知らせ

世帯の主たる生計維持者について
（１）事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分
の３以上減少する見込みであること
（２）前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
（３）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注：申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

　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、納税通
知書が届き次第、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

Ⓐ世帯の被保険者全員について算定した保険税額
Ⓑ世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収

入にかかる前年の所得額
Ⓒ主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の

前年の合計所得金額

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、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除。

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

■減免対象の保険税額（Ⓐ×Ⓑ/Ⓒ）

※［保険税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（Ⓓ）

保険税の減免額は、減免対象保険税額（Ⓐ×Ⓑ/Ⓒ）に
減免割合（Ⓓ）をかけた金額です。

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2

➡ 保険税の一部を減額

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

➡ 保険税を全額免除

保険税の減免の対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、
令和３年度国民健康保険税が減免となります。

西天北五町衛生施設組合 ☎01632-5-1154お問い合わせ

西天北サーマルリサイクルファクトリーが完成しました

　平成31年度に着工した使用済み紙おむつ燃料化施設
が今年3月末に完成し、4月より本稼働しました。
　これまで使用済み紙おむつはリサイクルできないゴミ
として埋め立て処分してきましたが、埋め立て処分場ひっ
迫化の原因の一つとなっておりました。
　また、高齢化に伴い、我が国における大人用紙おむつ
の消費量は年々増加している状況にあることから、何ら
かの対策を講じる必要が生じておりました。
　そこで、埋め立て処分場の延命化をしつつ、剪定枝な
ど、木質バイオマスの地産地消を推進し、さらには地域に
おける化石燃料使用量低減によるCO2削減を図るため、
施設の整備を進めておりました。
　本施設は最新のシステムにより、使用済み紙おむつと剪定枝などの木質バイオマスから混合燃料を安全
で効率的に、周辺環境に最大限配慮して製造しております。

　製造した混合燃料は、幌延町内の施設にある熱利用ボイラーの燃料と
して使用が開始され、給湯などに利用されております。
　西天北サーマルリサイクルファクトリーの完成により、本地域はエネル
ギーの地産地消を実現し、循環型社会の構築に一歩前進しました。
　今後も地域の皆様とともに『誰もが暮らしやすく、環境に優しい地域づ
くり』に努めてまいります。

西天北五町衛生施設組合

サーマルリサイクルファクトリーで作られた
ペレット燃料

※サーマル・リサイクルとは、『熱回収』または、『エネルギー回収』という意味で使
われておりますが、ほかにも『廃棄物を処理し、助燃材などの固形燃料を作り出
すこと』などもサーマル・リサイクルと捉えられております。
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令和3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

教育委員会総務学校係 ☎82-1355お問い合わせ

教育委員会社会教育係 ☎82-1355お問い合わせ

スクールガード募集

子どもたちにエールを！ 公設学習塾スタート！

　スクールガードとは…子どもたちの登下校の時間帯に安全・安心を見守
るための活動です。
　近年、スクールガードとして活動していただける方が減少しており、様々な
活動内容で登録者を募集中です。
　皆さまのご協力をお願いします！

　豊富町で暮らす小学３～６年生47名の子どもたちを迎え、７月１日（木）から
公設学習塾の試行が始まりました。公設学習塾の愛称は、町内小学生から募集
し、選定した結果「あすみる」に決定いたしました。
　「明日を見据える。明日（未来）の自分のために。“みる”は豊富牛乳のみるくに
もかかっている。」という意味が込められています。一人ひとりが自分自身を見
つめ、目標達成・課題解決にむけて大奮闘しています。８月本格開講に向けて、
子どもたちが互いに励まし合いながら成長を実感できる場をつくっていきます。

子どもたち
の

見守り活動
に

ご協力
お願いしま

す

■立哨指導
　大通１丁目交差点で低学年下校時の見守り活動をおこなっています（月１～２回）。
■ながら見守り
　登下校の時間に合わせて時間と場所を工夫して見守り活動をおこなっています。
　例：「花の水やり」「犬の散歩」「自宅前の清掃」など
■通学路の点検や巡回
　登下校中に限らず、危険個所を把握し、学校や町へ報告する見守り活動をおこなっ
ています。

教育委員会で随時受け付けております。
受付時に希望の活動内容を確認し、割当表や月間予定表を配付いたします。

活動内容

登録方法

Ⓒくらすた豊富

りっしょう

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

R3.5.27 農業水路等長寿命化・防災減災事業芦川地区
送配水管移設測量設計委託業務 4,850 東日本設計㈱ 建設課 芦川

R3.5.27 豊富浄化センター監視装置更新工事 78,900 桜井・広瀬経常建設
共同企業体 建設課 豊富市街

R3.5.27 橋梁長寿命化修繕計画策定委託業務 7,600 ダイシン設計㈱ 建設課 豊富全域

R3.5.27 処方箋システム導入委託業務 3,650 ㈱シスプラン 国保診療所 豊富市街

R3.5.27 農地耕作条件改善事業有明地区農作業道
整備工事第１工区 21,000 佐藤産業㈱ 農林水産課 有明

R3.5.27 瑞穂橋調査設計委託業務 6,390 和光技研㈱ 建設課 瑞穂

R3.5.27 伊藤橋架替工事 40,100 ㈱佐々木組 建設課 東豊富

R3.5.27 本町地区取水井さく井委託業務 12,900 上山試錐工業㈱ 建設課 徳満

R3.5.27 豊修橋補修工事 31,400 豊成建設㈱ 建設課 修徳

R3.5.27 農業水路等長寿命化・防災減災事業6号7号
取水井非常用自家発電機更新工事 21,600 東洋電機製造㈱

北海道支店 建設課 福永

R3.5.27 豊富浄化センター電気設備更新工事監理委託業務 4,500 ㈱日水コン　北海道支所 建設課 豊富市街

R3.5.27 豊富処理区第３号幹線１０支線汚水管渠新設工事 13,400 ㈱大建産業 建設課 豊富市街

R3.5.27 情報化機器更改委託事業 28,000 東日本電信電話㈱
北海道事業部 総務課 豊富市街

R3.5.27 豊富浄化センター電気設備更新工事 28,800 桜井・広瀬経常建設
共同企業体 建設課 豊富市街

R3.5.27 地籍調査測量委託業務 10,900 かたやま測量㈱ 建設課 豊富
上サロベツ外

R3.6.1 沼ノ端団地公営住宅居住性改善工事　その１ 4,570 ㈲青野建設 建設課 兜沼

R3.6.1 各学校エアコン設置電源工事 4,617 ㈱広瀬電工舎 教育委員会 豊富市街

R3.6.15 小規模土地改良事業芦川第１地区圃場進入路
整備工事 6,960 ㈱本間 農林水産課 芦川

R3.6.15 小規模土地改良事業芦川第２地区圃場進入路
整備工事 6,940 豊富土木運輸㈱ 農林水産課 芦川

R3.6.15 小規模土地改良事業豊富地区施設進入路
整備工事 7,020 福田建設㈱ 農林水産課 豊富一円

R3.6.15 林業専用道幌加線開設工事 23,300 道北建設㈱ 農林水産課 幌加

R3.6.15 町有林間伐工事 3,585 豊富猿払森林組合 農林水産課 東豊富

R3.6.15 林業生産基盤整備道新生線開設工事 16,300 佐藤産業㈱ 農林水産課 新生

R3.6.15 林業専用道幌加線測量設計委託業務 7,900 ㈱共立測量設計 農林水産課 幌加

R3.6.15 農地耕作条件改善事業豊徳３地区農作業道
整備調査設計委託業務 5,130 ㈱セテス 農林水産課 豊徳

（令和3年5月16日〜令和3年6月15日まで）〈落札価格250万円以上〉
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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。

5月7日（金）
まちをキレイに
　ゴミの散乱防止を目的とした北海道クリーン作
戦の一環として「春のクリーン作戦」がおこなわれ
ました。豊富町社会福祉協議会など町内の団体や
町民の方々約120名が参加し、それぞれ温泉方面、
稚咲内方面など地区に分かれ、空き缶やペットボ
トルなど合計360kgのゴミを回収しました。

稚咲内海岸を美しく
　稚咲内海岸にて景観の美化を目的とした豊富
高校全校ボランティアがおこなわれました。生徒
と教員36名が参加し、合計350㎏におよぶ砂浜に
流れ着いた生活ゴミなどを回収しました。
　また、約30年にわたって継続した活動をおこな
っていることから、6月には環境保全活動功労者
表彰として知事感謝状が贈られました。

5月14日（金）

入牧のはじまり
　町営の大規模草地牧場にて２日間にかけて入
牧作業がおこなわれました。今年は町内外の乳牛
436頭が体重測定や消毒作業を終えたのち放牧
されました。放牧された牛たちは秋の退牧時期ま
でミネラルたっぷりの牧草を食べ、のびのびと過
ごします。

5月26日（水）・5月27日（木）

「Active」に挑め！
　豊富中学校にて「第75回豊富中学校運動会」が
開催されました。今年は感染防止のために競技内
容などが工夫されており、例年とはひと味違う運
動会となりました。生徒たちは「みんなでジャン
プ」や「綱引き」、新種目の「サイコロ運試しリレー」
などの競技で得点を競い合い、熱戦を繰り広げま
した。

5月24日（月）

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

　「マンホールカード」とは、日本の文化とも言える地域の特色を表現した「下水道デザインマンホール」を
カード化し配布することで、観光振興と下水道への理解を周知するものです。

マンホールカード

■マンホールカードとは？

　現在では、全国で758種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。豊富町で
は平成30年８月11日から配布を開始して以来10,200枚を発行しており、この度の豊富町３種類目について
は2,000枚より発行を開始します。
　今回発行のカードについては、表面マンホールデザインを「ホルスタインカラー」に変更し、裏面の説明文
面を「牛乳」の説明とし、デザインのホルスタインカラーをかけたものとなっています。
　ぜひ観光情報センターへお越しの際には、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。

■豊富町３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3年4月25日から好評配布中！
②配布時間　9：00～17：00　　
③配布場所　観光情報センター（駅前通）
　　　　　　※JR豊富駅隣、年中無休
　　　　　　（年末年始は配布致しません）

■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。

・水道のトラブルは「豊富町給水装置工事指定業者」へ依頼してください。
「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

マンホールカード3種類目が配布スタートしました

上下水道情報

今回配布の3種類目今回配布の3種類目

※マンホールカード配布場所一覧
・1種類目 ～ 豊富町役場（休日は守衛室）
・2種類目 ～ 湯の杜ぽっけ
・3種類目 ～ 豊富町観光情報センター

建設課上下水道係　☎82-1001（内線156）お問い合わせ

※最新の営業時間・在庫状況の詳細は豊富町ホームページ（上下水道係）をご覧ください。

豊富町　マンホールカード

牛乳

7月 2021 広報とよとみ 7月2021広報とよとみ 10101111



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

　皆さまこんにちは。個人的についこの前まで寒い寒いと言っていたような気がし
ますが、あっという間に町内は緑豊かな夏に様変わりしましたね。温泉をきっかけ
に豊富町へ移住しもう２年半が経ちました。もともと雪がほとんど降らない地域に
住んでいたので、こんな北の大地の雪国で冬を越せるか正直不安でした。ですが
「住めば都」とはよく言ったもので、住んでしまったらなんとかなるものですね。まだ
甚大な被害をもたらすような暴風雪や運転中のホワイトアウトを経験していないと
いうのもあるかもしれませんが、町内の皆さまの優しさや朗らかさにも救われなが
らなんとかこの地に馴染んできているような気がします。
　さて、７月に入り気温が高くなるとともに冷たいものを召し上がる機会が増える
かと思います。冷たいものの摂りすぎは身体に負担がかかることも多いので、温泉
でしっかりと身体を温めて血行改善してくださいね。ふれあいセンターでは新型コ
ロナウイルス感染予防対策に努めながら日々営業を続けております。今月も皆さま
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

泉　由佳保健師

今月は、先月号に引き続き令和２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。

〈片桐〉

■お問い合わせ　豊富町保健センター　☎82-3761

［お願い］子育て支援センターに遊びに来るときは手指消毒・
　　　　マスクの着用をお願いします。

　子育て支援センターでは、一時保育を利用する乳幼児さんの保育を
お手伝いしています。0歳から3歳まで毎日数名の利用があります。主
に仕事や通院で一時保育を利用する方が多いです。その間、子ども達
はお散歩したり遊具で遊んだり、給食を食べたり、お昼寝もします。実
はどの子も給食が大好きで「給食の時間だよ」と運ばれてくると大喜
び！「おいしいね」「○○も食べられるの？すごいね」「元気もりもりになる
ね」などと保育士に励まされながら食べます。大事なのは「食事は美味

しい」と感じること。「全部食べなきゃダメ」とか
「これを食べたらママが来るよ」などと嘘を言っ
たりはしません。無理強いせず“認めの言葉がけ
と励まし”で「食べることは楽しい」と感じてもら
いたいと思ってます。お家でも、家族で一緒に食
卓を囲んで笑顔で食べてみてください。

7月の予定
●ぴよちゃんクラブ
　7月9日（金）
●子育てサークル
　7月13日（火）
　時間　10：00～11：00
　場所　子育て支援センター
●おやこ・元気ヨガ（ボール）
　7月28日（水）
　時間　10：00～11：00
　場所　ふらっと★きた

［申し込みは子育て支援センターまで］

可愛い金魚をプ
カプカ水に浮か
べた金魚すくい
やシャボン玉な
どで夏の遊びを
楽しもう！

チョコやアイスも大好きだ
けど、そのぶんしっかり歯
磨きしてます。

中橋　乙十葉ちゃん

平成29年10月20日生まれ

なかはしとりうみくまざわ おとはつよしゆうそうた

色んな味の歯磨き粉で楽
しみながらはみがきして
いるよ！

稲川　湊太くん

平成29年8月8日生まれ

いながわ

食べるの大好き！食べたら
直ぐに歯磨き！！妹と一緒に
頑張っています。

熊澤　侑生くん

平成29年9月21日生まれ

チョコもアイスも大好き♡
だから毎日歯みがきもが
んばってしてるよ！

鳥海　剛くん

平成29年11月13日生まれ

かなうちあかさか ぎんじなぎさきょうへい

おやつ大好きだけど、毎
日ハミガキがんばってる
よ！

鹿戸　喬平くん

平成29年11月14日生まれ

しかと

チョコ大好き！
歯磨きも頑張ってるよ！

赤坂　凪咲ちゃん

平成29年12月12日生まれ

お菓子大好き！だから歯磨
き頑張ってます！

金内　銀志くん

平成30年2月8日生まれ

これからも「むし歯ゼロ」を続けていけるように、
生活リズムを整えて毎日の歯磨きを頑張ってくださいね

　こんにちは、豊富町子育て支援センターです。
　いよいよ夏の到来です。子育て支援センターでも夏を楽しめるよう計画中です！

支援センター事業の中でもクッ
キングが大好評！早くみんなで
美味しいものを作って食べられ
るようになるといいですね。

子育て支援センターでの
お話［食事編］
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i n f o r m a t i o n
くらしの情報

その他採用試験種目
〇防衛大学校学生(推薦、総合選抜、一
般)
〇防衛医科大学校学生
〇防衛医科大学校看護学科学生（自衛
官候補看護学生）
〇陸上自衛隊高等工科学校生徒(推薦、
一般)
〇予備自衛官補（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。

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

　７月１日（木）～８月31日（火）までは、
海中転落等海浜事故防止のための重点
期間（夏季安全推進期間）です。
　海で安全に楽しむために次のことを
守りましょう。
▽釣り中はライフジャケットを常時着用！
▽携帯電話は防水ケースに入れて、緊
急時の連絡手段を確保！
▽釣り場に適した滑らない靴！
▽天候が悪化したら早めに帰宅！
▽遊泳は監視員がいる海水浴場で！
▽家族に行き先、帰宅時間を告げる！
　事故に遭ってしまった、または事故を
見かけた場合は海上保安庁直通の緊急
ダイヤル「１１８番」“海のもしもは１１８番”
にご連絡ください。

お問い合わせ
稚内海上保安部　交通課
☎２４－８８１０

対象者
　本人の所得が一定以下の学生（家族
の方の所得の多寡は問いません）
申請方法
　申請先⇒町民課戸籍住民係
　　　　　お近くの年金事務所
　　　　　在学中の学校など
　申請書は郵送にて提出していただく
ことも可能です。
　必要な添付書類とともに役場へ郵送
してください。
申請書類
　申請用紙は日本年金機構ホームペー
ジからダウンロードが可能です。
必要な添付書類

〈必ず必要なもの〉
　年金手帳または基礎年金番号通知書
　学生等であることまたは学生等であ
ったことを証明する書類

〈場合によって必要なもの〉
　退職（失業）した方が申請をおこなう
ときは、退職（失業）したことを確認でき
る書類
※雇用保険受給者証、雇用保険被保険
者離職票などの写しを添付してくださ
い。（申請は毎年必要です）
保険料の追納について
　学生納付特例期間については、10年
以内であれば保険料をさかのぼって納
めること（追納）ができます。将来受け取
る年金額を増額するためにも、追納する
ことをお勧めします。
　学生納付特例期間の承認を受けた期
間の翌年度から起算して、3年度目以降
に保険料を追納する場合には、承認を
受けた当時の保険料額に経過期間に応
じた加算額が上乗せされます。
　詳細については、日本年金機構ホー
ムページやお近くの年金事務所でご確
認ください。
 

国民年金保険料の
学生納付特例制度について
お知らせします。

自衛官等採用試験
のご案内

釣り人・マリンレジャー
愛好家のみなさまへ

お問い合わせ
町民課戸籍住民係
☎82-1001（内線121・122）

　令和４年３・４月採用の自衛官等の採
用試験をおこないます。
自衛官候補生
男子・女子（18歳以上～33歳未満）
　陸は２年、海・空は３年（自衛官候補生
の３カ月間含む）の任期制隊員コース。
入隊して３カ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歳以上～33歳未満）
　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カ月以降、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)
１次試験：9月16日(試験会場：稚内)
　９月17、18、19日に旭川でも試験が
行われます。
受付：７月１日～９月６日
航空学生
男子・女子（海:18歳～23歳未満）
　　　　（空:18歳～21歳未満）
　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)
１次試験：9月20日(試験会場：旭川)
受付：７月１日～９月９日

令和３年８月２日は固定資産税の第２期分の納期です。お早めに！

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 金
17 土
18 日
19 月 すみれ学級 13：30～15：30 町民センター

20 火

一日講座
（ブレスレット作り） 10：00～12：00 町民センター

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

21 水
乳児相談・
２歳児健康相談 9：00～ 保健センター

元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

22 木
23 金
24 土 普通救命講習Ⅰ 9：00～12：00 消防署

豊富支署

25 日 普通救命講習会Ⅲ 9：00～12：00 消防署
豊富支署

26 月 レディースヨガ 9：30～11：00 ふらっと★きた

27 火 元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

28 水
おやこ・元気ヨガ 10：00～11：00 ふらっと★きた

元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

リズムボクシング 19：00～20：00 ふらっと★きた

29 木 木工講座 19：00～20：30 豊富中学校

30 金
31 土

期日 行　事 開始時間 開催場所
1 日

2 月
レディースヨガ 9：30～11：00 ふらっと★きた

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

3 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

4 水 元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

5 木
6 金
7 土
8 日
9 月

10 火
ミセススクール 9：45～15：00 町内

元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

11 水
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

12 木 乳児健診 9：00～ 保健センター

13 金
14 土
15 日
　

診 療 所 だ よ り
所長　柴﨑　嘉

新型コロナワクチンについて（一部改変し再掲） 
　コロナ禍で社会状況はまだ落ち着いていませんが，国策としてワクチン接種が進んでいます。
　ワクチンにより免疫反応を起こし病気の発症や重症化を抑える、という考え方は理にかなってお
り、古くは天然痘、現在でも乳児に対する髄膜炎の予防、はしかや水ぼうそうに対する発症予防効
果などは世界的に実証されています。一方でかつての三種混合 (MMR) ワクチンや子宮頸がんワク
チンの副反応による健康被害が報道され不安に感じるのもうなづけます。
　これまでのワクチンはウイルスそのものを無毒化、或いは一部を取り出して投与する方法でした
が、今回の新型コロナワクチンは、ウイルス遺伝子の一部を体内に投与して免疫反応を起こす方法
です。いわばウイルスの ｢設計図（の一部）｣ を投与するという全く新しい方法です。そのような
新しい薬剤がパンデミックという特殊な状況とはいえ、わずか 1年余りで開発されました。今までにない作用機序、異
例の早さでの開発・承認（あくまで特例です）、主にこの二つが心配な点かと思います。
　ワクチンに限らず、薬剤の安全性を確認するにはどうしても時間経過が必要です。私自身は新薬をすぐには投与しま
せん。他の医療機関の使用状況や医師、薬剤師等の意見を踏まえて慎重に開始します。
　今回のワクチンも、持病のある方や高齢者、接客業の方などは接種を前向きに考えるでしょうし、副反応に不安を覚
える方やアレルギー体質の方、重症化しにくい若年層の方は慎重になるでしょう。
　大事なのは、最後は自分で考えて決めることです。そのためにテレビだけではなく様々な情報源を活用して下さい。
　また接種を受ける受けない、で差別を生まない環境作りです。決して強制されるものではありません。薬の服用や手
術を必ず行いなさい、と言われればたとえ主治医からでも普通はびっくりするでしょう。
　何よりもこの機会に自分の身体を見つめ、万が一ウイルスが入ってもはね返すだけの体力（免疫力）を保っておくこ
とです。それはこの一年のさまざまな知見が示しています。

国民健康保険診療所　(☎ 82-1515)
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　6月7日（月）豊富小学校にて「豊富小学校運動会」が開催
されました。今年の運動会は２学年ごとに競技がおこなわれ、
児童たちは「徒競走」や「玉入れ」「ハリケーン」などで競い合
いました。テーマのとおり「気合で走る」種目が多く、白熱した
戦いを繰り広げました。

本気で挑戦、気合で走れ！！

とよとみピックアップニュース

今月の表紙
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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3年5月16日～6月15日　※敬称略
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1,933
1,855
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1,981
1,935
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世帯数
男
女
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5/31 6/30 増減
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－2
－2
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交通事故死ゼロ1500日目標交通事故死ゼロ1500日目標

7/1で 1,050日

人のうごき 令和3年6月30日現在

くりばやし め 　 い
栗　林　芽　以 （５町内）
お お の し 　 の
大　野　詩　乃 （５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
（ ２ 町 内 ）100歳谷 口 　 國 子

▼飛沫対策アクリルパーテーションを寄贈いただきました

　千葉県松戸市にある株式会社アキハマ・ブレーンズ・
コミュニティー様から飛沫対策アクリルパーテーション
の寄贈をいただきました。同社の代表取締役 秋濱直博
氏は昭和25年に豊富町で生まれ稚咲内および現在の
豊富駅付近で過ごされた方です。その縁から現在のコ
ロナ禍において、故郷である豊富町の役に立てばと自社
製品のご当地キャラクタープリントデザインのパーテー
ションの寄贈を申し出いただきました。
　とよとみくんの可愛らしい姿と緑の草原をデザインし
たパーテーションは役場の窓口で使用させていただい
ています。

▼環境保全活動功労表彰を受賞

　6月９日（水）豊富高等学校が環境保全活動功労表
彰を受賞され、校長室にて贈呈式がおこなわれまし
た。
　平成４年から毎年継続して稚咲内海岸道路清掃活
動をしていることにより受賞したもので、代表して感
謝状と副賞を受け取った生徒会長と文化委員長は宗
谷総合振興局長との対談で「海岸清掃は目に見える
ゴミが無くなるので、達成感がある」と活動のやりが
いを話されました。


