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  わたしたちの村の財政状況を 
  お知らせします

ルスツリゾート遠足！
　４月29日、ルスツリゾートに留寿都小学校の全校児童が招待され、園内
で各アトラクションを楽しみました。
　山には雪が残り少し肌寒い中ではありましたが、子どもたちはこの日を待
っていたかのように、友達と思う存分楽しんでいました。



令和３年度下半期

わたしたちの村の� をお知らせします財政状況財政状況
　「村の家計簿」ともいえる村の財政状況を知っていただくため、年に2回（6月と12月）広報るすつでお
知らせしています。今回は、昨年の広報るすつ12月号でお知らせした上半期の財政状況を含めた、令和３
年度の下半期（令和４年３月３1日現在）までの財政状況についてお知らせします。
　なお、今回お知らせするものは、令和４年３月末までの状況であり、決算額ではありませんのでご注意
ください。決算額につきましては、出納整理期間（※）の収入及び支出を含めたものになりますので、今
後村議会の議決を経た後に皆さんにお知らせすることになります。

※出納整理期間
　３月末までに確定した債権債務の整理を行うために、
４～５月の２か月間、未収入未払いを整理する期間のこ
とを言います。 予算額 42億2,260万円

収入済額（収納率91.0％）
38億4,087万円

支出済額（執行率88.8％）
37億4,961万円

一般会計一般会計

歳入
予算額 歳入

収入済額

村税
（住民税、固定資産税、軽自動車税など）

4億7,007万円（11.1%）

 使用料・手数料ほか
（公営住宅家賃など）

3億9,044万円（9.2％）
村債

（建設工事の実施などによる借金）
3億2,024万円（7.6％）

繰入金
（収支を補完するための貯金の取崩し）

  5,362万円（1.3％）
国・道支出金

（特定の目的のために交付されるお金）
    13億9,360万円（33.0%）

地方交付税（標準的な行政事務を行なう
ため、国から交付されるお金）
      14億3,634万円（34.0%）
譲与税など各種交付金

（国に納めた税金の一部が交付されるお金）
1億5,829万円（3.8%）

使用料・手数料ほか
3億7,525万円（96.1％）

村債
3,650万円（11.4%）

繰入金
0万円（0.0%）

国・道支出金
13億5,404万円（97.2%）

地方交付税
14億5,293万円（101.2%）

譲与税など各種交付金
1億5,927万円（100.6%）

村税
4億6,288万円（98.5%）

※（　）内は各項目毎の収入率

民生費
（各種福祉、保育所運営など）

     4億242万円（9.5%）
衛生費

（各種検診、ごみ処理事務など）
1億8,134万円（4.3%）

農林水産業費
（農地転用、その他農林畜業事務など）

 10億3,894万円（24.6%）
土木費

（村道維持、公営住宅管理、除雪など）
           3億980万円（7.4%）

教育費
（学校・公民館等の管理運営など）

     4億4,472万円（10.5%）
公債費

（村債の返済金）
    4億8,539万円（11.5%）

総務費・商工費ほか（職員人件費、
議会、消防、商工観光、戸籍事務など）

  13億5,999万円（32.2%）

民生費
3億2,625万円（81.1%）

衛生費
1億2,354万円（68.1%）

農林水産業費
10億2,587万円（98.7%）

土木費
1億8,535万円（59.8%）

教育費
4億913万円（92.0%）

公債費
4億8,197万円（99.3%）

総務費・商工費ほか
11億9,750万円（88.1%）

※（　）内は各項目毎の執行率【注】上記には、前年度からの繰越分を含んでいます。

歳出
予算額 歳出

支出済額
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　特別会計の歳入・歳出予算額、収入済額・支出済額は次のグ
ラフのとおりです。
　特別会計とは、特定の事業を行う上で一般会計と切り離して
別個に処理する会計をいいます。現在、『国民健康保険事業』、
『簡易水道事業』、留寿都診療所を運営するための『診療事業』、
地域包括支援センターなどを運営するための『介護サービス事
業』、『公共下水道事業』、『後期高齢者医療事業』の６つの特別
会計があります。 予算額 4億7,308万円

　令和４年３月末現在、村が事業を行うために借
り入れした資金の残高は次のとおりです。

残　高
44億3,500万円

内訳　一般会計　32億1,743万円
　　　特別会計　12億1,757万円
※住民１人あたりの残高　238万円

令和４年３月末借入残高
2億6,000万円

※一般会計のみ借入しています

　令和４年３月末現在、村で保有している土地や
建物などの財産は次のとおりです。

土　地� 13,875,792㎡
公園、村の建物敷地など

建　物� 48,532㎡
庁舎、学校、村営住宅など

基　金� 8億8,396万円
財政調整基金、減債基金など

※住民１人あたりの残高　47万円

有価証券等� 2,750万円
株券、出資金など

北海道備荒資金組合納付金
� 1億6,209万円
※住民１人あたりの残高　9万円

特別会計特別会計

村債残高村債残高

一時借入金一時借入金

村有財産村有財産

2,465万円

1億2,878万円

1,704万円

9,478万円

9,199万円

1,734万円

2,346万円

393万円

6,690万円

5,958万円

8,140万円

2,442万円

1億1,025万円

1,627万円

1億0,680万円

7,367万円

8,891万円

後期高齢者医療事業

公共下水道事業

介護サービス事業

診療事業

簡易水道事業

国民健康保険事業
支出済額

収入済額

予算額

1億1,584万円

支出済額

収入済額

予算額

【注】各特別会計において、支出済額に対する収入不足額は、一般会計から一時運用金（一時的な会計間の資金の繰替）により補っています。

総務課　電話 0136-46-3131お問合せ先
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留寿都村地域活性化プレミアム付商品券 留寿都村地域活性化プレミアム付商品券 
（るすっぴー商品券）を６月１５日（水）（るすっぴー商品券）を６月１５日（水）

から販売します！から販売します！

感染症対策のため、来所の際は「少人数で来所」、「マスク着用」にご協力をお願いします。

留寿都商工会からのお知らせ

◎利用可能期間：令和４年７月１日から令和４年12月31日まで
◎購 入 上 限：１世帯当たり10セットまで
◎販売対象者：留寿都村民及び村内の事業所で勤務する者

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響によって、厳しい経営状態にある村内事業所の支援、
また地域経済の活性化を目的に、留寿都村地域活性化プレミアム付商品券発行事業を実施します。今年
度はプレミアム率が100％となっていますので、ぜひご活用ください。

合計６,０００円分
利用可能！!

プレミアム率プレミアム率

100％100％

留寿都商工会　電話 0136-46-3453お問合せ先

販売スケジュール販売スケジュール
①①６月６月1515日・日・1616日・日・1717日日
場所：商工会事務所内特設会場
時間：９：00～20：00
※12：00～13：00のお昼も販売します。

②②６月６月2020日～完売まで日～完売まで
場所：商工会事務所内
時間：９：00～17：30(土日祝除く)
※12：00～13：00のお昼は販売しません。
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販売価格：１冊 3,０００円
　１冊に２種類の商品券が綴られています
　　①全 店 共 通 券 （５００円券×１０枚）
　　②飲食店専用券 （５００円券×２ 枚）



　情報公開制度とは、村政に対する理解と関心を深めてもらうため、村民の皆さんが「知りたい、
見たい」と思う村政に関する情報が記録された文書の公開を請求できる「情報公開請求権」を保証
する制度です。また、この制度では、村民に対する説明責任を全うするために、皆さんからの請求
に対して村は原則公開することが義務付けられています。

　個人情報保護制度とは、本村が保有する個人情報の取扱いを適正なものとするための必要なルー
ルを定めることによって、個人の権利・利益の保護を図る制度です。また、この制度により、自分
の情報を見たり、その誤りの訂正を求めたりすることができます。

情報公開制度とは？

個人情報保護制度とは？

参考参考

　留寿都村情報公開条例（平成16年留寿都村条例第16号）第24条及び留寿都村個人情報保護条例（平　留寿都村情報公開条例（平成16年留寿都村条例第16号）第24条及び留寿都村個人情報保護条例（平
成16年留寿都村条例第17号）第55条の規定により、令和３年度における同条例の運用状況を次のと成16年留寿都村条例第17号）第55条の規定により、令和３年度における同条例の運用状況を次のと
おり公表します。おり公表します。

情報公開制度の運用状況を情報公開制度の運用状況を
お知らせします。お知らせします。

請求件数
請求に対する決定等

全部公開 部分公開 非公開 不存在 取下げ

7件 4件 1件 1件 0件 1件

公文書開示請求の決定状況

請求件数
請求に対する決定等

全部開示 部分開示 非開示 不存在 取下げ

1件 1件 0件 0件 0件 0件

個人情報開示請求の決定状況

不服申立て
（審査請求）
件数（諮問）

不服申立て（審査請求）に対する決定等
審査会
開催数

審査会
答　申棄却 認容 一部認容 却下 取下げ

0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

不服申立て（審査請求）の状況

総務課　電話 0136-46-3131お問合せ先
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4月
　４月上旬、好天にも恵まれながら、各学校で令和４年度入学式が行われました。
子どもたち一人一人の緊張と期待が入り混じった初々しい姿が見られました。

入学おめでとう！各学校で入学式 入学おめでとう！各学校で入学式 

４月６日
　留寿都小学校入学式
　新入生14名
　新しい学校生活が始
まっていきます。これ
から６年間、みんなと
協力して良い思い出を
たくさん作っていきま
しょう。

　新入生代表挨拶では、「新たなスタートとして、悔い
のないように勉強も部活動も一生懸命に取り組んでいき
たい」との言葉がありました。校長先生からは「３年間
はあっという間に経過するので、ぜひ目標を持って中学
校生活を送ってほしい」との式辞がありました。

　石狩管内から５名、後
志管内から３名、胆振管
内から３名が入学しまし
た。校長先生からは、「夢
を持ち、その実現のため
に自己を磨き続けてほし
い」との式辞がありまし
た。

４月11日
　留寿都高校入学式
　新入生11名

４月６日
　留寿都中学校入学式
　新入生21名

2022年６月号6



　４月11日、喜茂別町の後志建設工業株式会社代
表取締役社長 本久公洋様より小学１年生へ傘の
寄贈がありました。
　三和校長が代表して受領し、後日、担任の先生
より子どもたちへ手渡されました。
　この傘は交通安全に配慮された黄色の傘であ
り、初々しい新１年生14名の元へと交通安全の願
いも込められて寄贈していただきました。

地域貢献事業地域貢献事業
　傘の寄贈　傘の寄贈

　４月20日から30日までは、春の火災予防運動期間で
した。20日は、消防署留寿都支署による防火パレード
が行われました。消防活動は、村民のみなさんが安心
安全に暮らしていけるための心強い存在です。みなさ
んも火の元等に十分注意しましょう。

春の火災予防運動パレード春の火災予防運動パレード

　４月19日、留寿都神社で留寿都村交通安全協会主催
の「令和４年度留寿都村交通安全祈願祭」が行われま
した。
　本田 司会長より「令和２年６月10日に村内三ノ原
地区においてオートバイの死亡事故が発生し、それま
で続いていた交通死亡事故ゼロの日の記録が4969日で
止まったため、また新たな気持ちでより一層の交通安
全活動に取り組んでいきたい」との言葉がありました。

交通安全祈願祭交通安全祈願祭

　４月22日に留寿都へき地保健福祉会館、４月27
日に子どもセンターぽっけで、留寿都村及び留寿
都ウインド合同会社、鹿島建設株式会社による風
力発電事業に係る工事説明会を開催しました。
　事業者から昨年度の工事内容や、今年度に実施
する風車の基礎工事や電気工事について説明があ
りました。
　昨年度に引き続き、今年度も現地見学会を開催
する予定です。

留寿都村風力発電事業工事留寿都村風力発電事業工事
説明会説明会

大切に使わせていただきます。
どうもありがとうございました。 交通事故ゼロを目指すためにも、みなさんの

思いやりのある交通マナーが大切です。

火災のない平穏な１年になりますように。

保健福祉会館での説明会の様子

� 広報RUSUTSU 7



　４月27日、留寿都小学校で交通安全教室が開催され
ました。雨天のため、残念ながら外に出て、道路の安
全な渡り方や自転車の正しい乗り方などを実践的に学
ぶ機会はありませんでしたが、校内にて校長先生、留
寿都村と喜茂別町の各駐在所の方からの講話があり、
子どもたちはとても真剣に聞いていました。

留寿都小学校交通安全教室留寿都小学校交通安全教室

　４月11日、村長室にて、教育委員会に配属された地域おこし協力
隊の隊員小野寺布

ふ
葵
き

さんに佐藤村長より委嘱状と会計年度任用職員
の辞令交付が行われました。
　これから公民館図書室における図書業務を行い、前職で栄養士と
してこども園で勤務していた経験も活かしながら食育に係る業務も
行っていきます。　　
　なお、令和４年度は、新たに３名の地域おこし協力隊の隊員が村
で活躍します。今後、さらに２名が本村に移住しますので、ご紹介
していきます。

地域おこし協力隊の隊員が着任しました！地域おこし協力隊の隊員が着任しました！

　４月29日、ルスツリゾートにおいて安全祈願祭
が行われました。施設を訪れる観光客などが安
心、安全に過ごせるよう祈願し、新型コロナウイ
ルス感染症対策に取り組みながら、グリーンシー
ズンの営業が開始されました。

ルスツリゾート安全祈願祭ルスツリゾート安全祈願祭

１年間の無事をお祈りしました。
交通ルールを守って、今日学んだことを
これから気を付けましょう。

地域おこし協力隊員を紹介します。地域おこし協力隊員を紹介します。
①出身地　 ②移住した経緯と住民の皆さんへのメッセージ①出身地　 ②移住した経緯と住民の皆さんへのメッセージ

地域おこし協力隊／教育委員会　小
お
野
の
寺
でら
　布

ふ
葵
き

①岩手県野田村
②小野寺布葵と申します。留寿都村には以前、冬の仕事のため訪れた事があ

ります。そこで留寿都村の雪に魅了され、ここに住みたいと思いました。
　スノーボードが好きで、今年の冬は村民の方々とも一緒にできればと思っ

ています。
　今後は本に親しみや興味を持ってもらえる様な図書室づくり、また、地元

食材のＰＲや食を通じて村民の健康を維持・増進する取組の企画を行って
いきたいです。

　いつでも公民館でお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。

佐藤村長から委嘱状が交付されました。

佐々木教育長から辞令交付を受ける様子
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保健医療課　電話 0136-46-3131お問合せ先

　昭和37年４月２日から昭和54年４月１日までの間に生まれた男性は、これまで公的な予防接種を受
ける機会がなかった世代であり、抗体保有率が女性や他の世代の男性と比較し低いことから、風しん
の発生及びまん延を予防することを目的に、国の政策として令和元年度から実施されている事業です
（当初、令和３年度までの事業でしたが、延長されたものです。）。市町村が抗体検査を実施し、その結果、
十分な抗体のない方に対し予防接種を実施します。

　対象となる方には、５月中旬に個別に通知しています。内容をご確認の上、早期に抗体
検査を受けていただき、予防接種が必要と診断された場合は、予防接種を受けていただき
ますようお願いいたします（令和元年度から令和３年度までに実施している方は対象とな
りません。）。
　今般の抗体検査・予防接種は、公費で実施されるものですので、対象となる方の費用負
担はありません（案内文書と併せて抗体検査・予防接種のクーポン券を送付しています。）。

風しんとは…
　風しんは、感染者の飛まつ（唾液のしぶき）などによって他の人にうつる、感染　風しんは、感染者の飛まつ（唾液のしぶき）などによって他の人にうつる、感染
力が強い感染症です。力が強い感染症です。
　大人になって感染すると無症状や軽症のことが多いですが、まれに重篤な合併症　大人になって感染すると無症状や軽症のことが多いですが、まれに重篤な合併症
を併発することがあります。妊娠初期の妊婦が感染すると、胎児に感染し、先天性を併発することがあります。妊娠初期の妊婦が感染すると、胎児に感染し、先天性
風しん症候群児（心臓病、難聴、白内障等）が生まれる可能性が高くなります。ま風しん症候群児（心臓病、難聴、白内障等）が生まれる可能性が高くなります。ま
た、無症状でも他人に風しんをうつすことがあるので、感染を拡大させないためには、た、無症状でも他人に風しんをうつすことがあるので、感染を拡大させないためには、
社会全体が免疫を持つことが重要です。社会全体が免疫を持つことが重要です。
　潜伏期間は、２週間から３週間程度です。軽い風邪症状で始まり、主な症状は、発疹・　潜伏期間は、２週間から３週間程度です。軽い風邪症状で始まり、主な症状は、発疹・
発熱・後頚部リンパ節腫脹などです。発熱・後頚部リンパ節腫脹などです。

昭和37年4月2日から
昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を対象に、

風しんの抗体検査・風しんの
第５期の定期接種（予防接種）を実施します。
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 ６月に保険料額をお知らせします
　令和４年度の保険料につきましては、６月に個別にお知らせします。

均 等 割
【１人当たり保険料】

51,892円
＋

所 得 割
【本人の所得に応じた額】

（令和3年中の所得－最大43万円)×
10.98％

１年間の保険料
【限度額６6万円】
（100円未満切捨て）

＝
≪保険料の計算方法≫

●１年間の保険料の上限額は66万円です。
●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など)を引いたものです。
●前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

 保険料のお支払方法
保険料の納め方は、「年金からのお支払」と「口座振替」を選ぶことができます。
口座振替を希望される方は税務課にお問合せください。
ただし、次のいずれかに当てはまる方は、「年金からのお支払」ができないため、「納入通知書」や「口座振替」
により納めていただきます。
●介護保険料が年金から引かれていない方（年金額が年額18万円未満の方）
●�介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金の受給額の半分を超
える方

 保険料の減免
　保険料のお支払が困難な場合は税務課へご相談ください。
　�災害、失業、新型コロナウイルス感染症の影響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場合は、保険料の減免を受けられる場合があります。

 保険料の軽減 (年額) 
① 均等割の軽減
　●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32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。

対象者の所得要件
（世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定の所得額）

均等割の軽減割合
令和４年度

43万円+10万円×(給与所得者等の数－1) 7割
43万円＋（28万5千円×世帯の被保険者数）+10万円×（給与所得者等の数－1） 5割
43万円＋（52万円×世帯の被保険者数）+10万円×（給与所得者等の数－1） 2割
　※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
　　・給与等の収入金額が55万円を超える方
　　・公的年金の収入金額が60万円（65歳未満）、125万円（65歳以上）を超える方

後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ
令和４年度の保険料のお支払いと
ジェネリック医薬品の利用について
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② 被用者保険の被扶養者だった方の軽減
　●�後期高齢者医療制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置
として、所得割がかからず、制度加入から２年を経過していない期間について、均等割が５割軽減と
なります。（51，８９2円→25，９46円）

　　※�被用者保険とは、協会けんぽ等、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
険等は含まれません。

 ジェネリック医薬品の利用について
●医療機関で処方される薬には、新薬（先発医薬品）とジェネリック医薬品（後発医薬品）があります。
●�ジェネリック医薬品の処方を希望される方は、医師や薬剤師にその旨を伝えるか、医療機関や薬局の受
付窓口に「希望カード」を提示することによりお願いすることができます。

　「希望カード」が必要な方は保健医療課までお問合せください。

お問合せ先 北海道後期高齢者医療広域連合
電話 011-290-5601

留寿都村役場　保健医療課・税務課
電話 0136-46-3131

 病院にかかるときはこんな点に気をつけましょう
　自分自身のからだの状態に関心と責任を持ち、お医者さんとの対話を大切にしながら、病気に向き合っ
ていくようにしましょう。
　●かかりつけの医師を持ち、気になることがあったら、まずは相談しましょう。
　●具合が悪いときには早めに受診し、早めに対処しましょう。
　●同じ病気でいくつもの医療機関を受診することは控えましょう。
　●�休日や夜間に救急医療機関を受診する際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度
考えてみましょう。

　ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効果・効能を持ち、厚生労働
省の基準を満たしている安全なお薬です。
　※ご希望される場合は、必ず主治医や薬剤師によく相談しましょう。

効き目・安全性について

　ジェネリック医薬品を利用すると、お薬代が安くなります。薬によ
って異なりますが、新薬より３割以上、中には５割以上安くなるもの
もあります。

価格について

　留寿都村では、身体障害者手帳（１級、２級及び３級）、療育手帳（Ａ判定
及びＢ判定のうち中度）又は精神障害者保健福祉手帳（１級及び２級）をお持
ちの方のタクシー乗車料金の助成を行っています。
　助成金の限度額は、受給資格者１名について、４月１日から翌年３月31日ま
での１年間で31,200円となっています。
　なお、この制度を利用する場合は、あらかじめ受給資格者の認定を受けてい
ただくことが必要となりますので、該当の手帳と印鑑をお持ちになり、役場住
民福祉課窓口で手続きをお願いします。

重度障害者タクシー料金助成事業のお知らせ

住民福祉課　電話 0136-46-3131お問合せ先
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６月

※�乳幼児予防接種につきましては予約が必要となりますので、実施を希望される日の１週間前ま
でに診療所へご予約ください。（診療所　電話�0136-46-3774）

６月１日㈬ 乳幼児歯科健康診査 場所/子どもセンター 受付/12時45分～14時10分

６月２日㈭ 乳幼児予防接種 場所/診療所 受付/12時45分～13時15分

６月９日㈭ 乳幼児予防接種 場所/診療所 受付/13時00分～13時15分

６月16日㈭ 乳幼児予防接種 場所/診療所 受付/13時00分～13時15分

６月16日㈭ 特定健診及び胃がん・肺がん・
大腸がん検診 場所/公民館 受付/６時00分～９時45分

６月17日㈮ 特定健診及び胃がん・肺がん・
大腸がん検診 場所/公民館 受付 ６時00分～９時45分

６月22日㈬ グ～ンとヘルスアップ運動教室 場所/公民館 12時45分～14時00分

６月23日㈭ 乳幼児予防接種 場所/診療所 受付/13時00分～13時15分

６月23日㈭ 乳児健康診査 場所/子どもセンター 受付/13時00分～14時00分

健診・保健事業等
保健医療課

電話 0136-46-3131
いきいき体力アップ教室
地域包括支援センター
 電話 0136-47-2277

予防接種 診療所
 電話 0136-46-3774

お問合せ先

　日本人のカルシウム摂取量は１日あたりの推奨量に
200ｍｇ以上不足していると言われています。牛乳１
杯で補うことができますので、積極的に摂取し、将来
の寝たきりを予防しましょう。

１．カルシウムと疾患
　カルシウムは歯と骨以外に血液中にも存在します。
血液中のカルシウムは人体に約40兆個ある各細胞へ情
報を伝達する機能を担っています。血液中のカルシウ
ムが一定濃度に保たれることにより、筋肉の収縮や心
臓の拍動が正常に行われます。
　カルシウムが不足すると、骨粗しょう症、動脈硬化、
高血圧、糖尿病などを引き起こすリスクが高まります。
体内のカルシウム量が少ないと、骨からカルシウムを
補おうとし、血液中のカルシウムが多量に溢れること
により、血管にカルシウムが貼りつき、狭くなり、血
管を傷つけることになります。

２．カルシウムの摂取
　カルシウムは体内でつくることができないため、毎
日食事から摂取することが必要です。しかし、カルシ
ウムは吸収率が低い栄養素のため、食事から摂取した
全てのカルシウムが体内に吸収され、利用されるわけ
ではありません。
◎カルシウムの吸収率◎
　牛乳・乳製品　　　��小魚　　　　　��野菜

４０％ ３３％ １９％

３．カルシウム摂取と牛乳
　牛乳はカルシウムを効率よく吸収するために適した
食材です。牛乳の中には、カルシウムの吸収を促進す
る栄養素がたくさん含まれています。最近はヘルシー
な豆乳がブームですが、カルシウム摂取が目的の場合
は牛乳がおすすめです。
　牛乳には脂肪分が多く含まれるため、摂取を控える
ことがありますが、１日の牛乳摂取量と体脂肪率は相
関しないという研究結果があります。
　ヨーグルトは牛乳と同じように摂取して問題ありま
せんが、チーズやアイスクリームには塩分や糖分が豊
富に含まれているため、摂りすぎには注意が必要です。

４．おわりに
　カルシウムは意識しないと摂取することが難しく、
身体を動かすことに関係する筋肉や関節など運動器全
体の健康に直結し、生活習慣病を予防することに役立
つ大切な栄養素です。カルシウムだけでは様々な病気
を避けることは難しいですが、疾患のリスクを下げる
ことはできますので、積極的に摂取していきましょう。
　また、カルシウム摂取だけではなく、運動器全体の
健康を保つためには、日々の運動も大切です。活動し
やすい時期になりましたので、感染症対策をしながら
外出し、運動もしましょう。

今月のテーマ

『カルシウムを摂取しましょう』

筆者▶ 保健師　松本　麻里
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ふるさと給食ふるさと給食
～食を通してふるさとを伝えていく取り組み～

＃１１

留寿都村蔬菜生産組合・畑作生産組合様から、今年も留寿都産の野菜をいただきました！
　留寿都村でとれた、一番おいしい時のお野菜を５月から11月にかけて毎月いただいています。
　５月はグリーンアスパラをいただきました。子どもたちが食べている時の様子は、広報７月号にてお知らせしま
す。今月は学校給食で実際に使用したレシピを紹介します。素材の味を活かしてシンプルに味付けしました。ぜひ
留寿都産のお野菜で作ってみてください♪

お問合せ先　
子育て支援センター

るすつ保育所　
電話 0136-46-3253

　今月は保育所の年長組「ぞう組」の様子をお届けします！
　保育所内は毎日子ども達の賑やかな声が響きわたっています。年長クラスに進級したぞう組の園児はお兄さ
ん、お姉さんになった喜びを感じながら、お友達と一緒に新しいおえかき帳にクレヨンなどで絵を描いたり、
ルールのあるカードゲーム・知育玩具のラキュー・おままごとなどで楽しんでいます。
　お当番活動も積極的にお手伝いしてくれる姿が目立ち、年長になったことに期待や自信に満ちあふれ、みん
なの笑顔がキラキラと輝いています。４月は雪解けを感じながらお散歩中心で過ごしてきましたが、これから
暖かくなれば野外活動の機会も増え、遊具や鬼ごっこなどで遊べることが今から楽しみになっています。
　お散歩中、人と出会ったら元気な声で『こんにちはー』とあいさつができるぞう組です。５月は鯉のぼり製
作もしました。これからも色々なことにチャレンジしながら、元気に楽しく過ごしていこうと思っています。

今月は、るすつ保育所が担当です

ルスツアスパラのソテー
【分量２人分】�・グリーンアスパラ…80g（約２本）　・ベーコン…20g　・スイートコーン缶詰…30g�

・オリーブオイル…２g　・バター…２g　・塩…２g　・こしょう…少々
【作り方】・アスパラは斜めスライス、ベーコンは細切りにする。
　　　　 ①フライパンにオリーブオイルをひき、ベーコンを炒める。
　　　　 ②アスパラを入れて、さっと炒める。（※きれいな緑色になったらOK！）
　　　　 ③バターを入れ、塩こしょうで味を調える。（※塩の量は味をみながら調節してください。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  学校給食レシピ学校給食レシピ  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
作ってみよう♪

お散歩の様子

教育委員会　電話 0136-46-3321お問合せ先
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留寿都村役場 0136-46-3131
留寿都村教育委員会 0136-46-3321
留寿都診療所 0136-46-3774
地域包括支援センター 0136-47-2277
羊蹄山ろく消防組合留寿都支署 0136-46-3304

お問合せ先

家屋の新築等がある場合はご連絡ください
　家屋の新築または増築があった場合は、税務課まで
ご連絡ください。翌年からの固定資産税を計算するた
めに家屋の評価をさせていただきます。
　ご連絡をいただければ、都合のよい時間を相談の上、
税務課職員が伺います。（税務課から連絡、訪問をす
ることもあります。）
　家屋を取り壊した場合、所有権を移転した場合もご
連絡ください。

納期限 ５月31日（火）
　固定資産税（第１期）
納期限 ６月30日（木）
　村・道民税（第１期）
　国民健康保険税（第１期）
　後期高齢者医療保険料（第１期）

※忘れずに納めましょう

「村長のタウンミーティング」随時募集中！
　団体やグループの集まりなどに村長が出向き、お話
をする「村長のタウンミーティング」を実施していま
す。村長とお話がしたい、村政について聞きたいこと
や要望があるなどテーマは問いません。概ね５名以上
の団体またはグループで、開催希望日の約２週間前ま
でに企画観光課へお申し込みください。日程調整後、
開催のご連絡をいたします。
　詳しくは企画観光課までお問合せください。
※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、日程は
別途相談させていただきます。

令和４年度の自動車税種別割の 
納期限について　
　５月31日（火）が納期限です。
　自動車税種別割は毎年４月１日現在に自動車をお持

ちの方に納めていただく道税です。コンビニ・クレジ
ットカード（インターネット利用のみ）・スマホアプ
リでも納税できます。
　５月６日に納税通知書を発付していますので、納期
限までに納税をお願いします。
　納税通知書が届かない方や納税についてお問い合わせ
がある方は、後志総合振興局税務課までご連絡ください。
お問合せ先
　後志総合振興局税務課　電話�0136-23-1331

労働保険に関するお知らせ
①労働保険の年度更新について
　令和４年度　労働保険（労災保険・雇用保険）の年
度更新期間は、６月１日（水）〜７月11日（月）です。
　最寄りの労働局・労働基準監督署・金融機関で申
告・納付をお願いします。
　年度更新申告書の書き方及び申告・納付方法等の詳
細につきましては、年度更新申告書に同封しているパ
ンフレット等をご参照ください。厚労省ホームページ
でもご覧いただけます。
(https://www.mhlw.go.jp/new-info/
kobetu/roudou/gyousei/hoken/h28/
index.html)
「労働保険の年度更新」についてのお問合せ先
　厚生労働省労働基準局労働保険徴収課　業務係
　電話�03－5253－1111（内線：5163）

②労働保険の電子申請について
　労働保険のお手続きは「電子申請」をぜひご活用く
ださい！
　自宅やオフィスから24時間いつでも申請や届出が可
能です。
　また、労働保険料の納付は口座振替や電子納付が便
利です。
○�労働保険の電子申請手続は「e-Gov」
（https://shinsei.e-gov.go.jp/）
　から行うことができます。
○�労働保険関係手続（一部を除く）は、GビズIDを利
用して手続することができます。
○�労働保険料の納付は、金融機関の窓口に行かなくて
も口座振替や電子納付が可能です。
「労働保険の電子申請」についてのお問合せ先
　厚生労働省労働基準局労働保険徴収課　企画係
　電話�03－5253－1111（内線：5160）

税務課�税務課� （庁舎②番窓口）

企画観光課�企画観光課� （庁舎⑦番窓口）

他機関からのお知らせ他機関からのお知らせ
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「悪質商法などの被害にあった。」「お試し購入のはずが定期購入契約だった。」などの消費者トラブルで困っ
たときにどうしたらよいかわからない、という方がいるのではないでしょうか。
留寿都村にお住まいのみなさまは留寿都村役場のほか、ようてい地域消費生活相談窓口（相談専用電話：
0136-44-1600）で消費者トラブルを解決するための相談を受け付けています。
別の市町村にお住いの親族や、知人がトラブルにあった場合は、どうしたらよいでしょうか。
どこに相談したらよいかわからないという場合、全国どこからでもつながる消費者ホットライン１８８（局
番なし）に電話をすることで、最寄りの消費生活相談窓口につながります。一人で抱え込んで悩んでしまうの
ではなく、まずは相談してみましょう。トラブル解決の最初の一歩となります。
だれでも、どんなに気を付けていてもトラブルにあってしまうことがあります。どうしたらよいかわからな
い、困っているなどの場合は、相談窓口や役場にご相談ください。

どこに相談したらよいかわからない、
そんなときは。ようてい地域消費生活相談窓口

電話 0136-44-1600

しりべし弁護士相談センター� ６・７月
毎週水曜日／13：00～16：00

※相談は事前予約制
※予約受付時間　�月～金　10：00～16：00�

（12：00～13：00を除く）
※�申込み・お問合せ先
住所�岩内町字高台84番地3（佐藤精肉店となり）
電話�0135-62-8373

６月 １日、８日、15日、22日、29日
７月 ６日、13日、20日、27日

弁護士無料法律相談会� ６・７月
留寿都村公民館

13：00～14：30(14：30終了)

※�新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら電話相談へ変更となる場合があります。
※�１人30分（１日３人まで）
※�事前予約をお願いします。（空きがあれば当
日でも可）
※�申込み・お問合せ先�
総務課　電話�0136-46-3131

６月 10日（金）　７月 ８日（金）

自衛官採用試験案内

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

一般曹候補生
（第２回）

採用予定月の１日現在
18歳以上33歳未満の者

７月１日（金）～
９月５日（月）

１次：９月15日（木）～17日（土）
※いずれか１日を指定されます
２次：10月８日（土）～13日（木）
※細部は１次試験合格通知でお
知らせします

自衛官候補生
（第２回）

７月１日（金）～
８月19日（金）

男子：
８月26日（金）～28日（日）
女子：
８月26日（金）～27日（土）

自衛官候補生
（第３回）

７月１日（金）～
９月９日（金） ９月23日（金）～29日（木）

お問合せ先　倶知安地域事務所（倶知安町南３東１）� 電話�0136-23-3540
　　　　　　　留寿都村役場企画観光課� 電話�0136-46-3131
　　　　　　　自衛官募集相談員　森川勝之� 電話�090-2818-9144
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空き家バンクに
登録しませんか

（わな及び銃器による捕獲駆除数：４月末累計）

◉シ　　　カ：10頭 
◉アライグマ：11頭
◉タ　ヌ　キ：０頭
◉キ　ツ　ネ：１頭
◉カ　ラ　ス：０羽
◉ハ　　　ト：０羽

発行：留寿都村	 	 編集：企画観光課広報広聴係
〒048-1731 北海道虻田郡留寿都村字留寿都175番地
電話	０１３６-４６-３１３１　ＦＡＸ	０１３６–４６–３５４５
ホームページ　https://www.vill.rusutsu.lg.jp
表紙題字デザイン：長谷川　雄一さん（元地域おこし協力隊）

	 No.701　令和４年５月20日発行広報るすつ

人口と世帯（外国人を含む）

令和４年４月末現在

人口

男性

女性

世帯

	1,862（前月比－５）
内外国人	118（前月比－４）
	 950	（前月比－７）

	 912	（前月比＋２）

	 994	（前月比－２）

４月１日～４月30日届出分

お悔やみ申し上げます
４月１日	 今井　　巖さん　満86歳（知来別）
４月18日	 梅田　純英さん　満90歳（五ノ原）

　村では、空き家及び空き地の有効活用を通して、定住
促進による地域の活性化を図るため、「留寿都村空き家バ
ンク」の運営を行っています。
　空き家バンクは、物件所有者から登録申込のあった空
き家等について、本村に移住等を希望される方へ情報提
供を行うものです。
　空き家等を売りたい、貸したい方で空き家バンクに登
録を希望される方は企画観光課へご相談ください。

11空き家バンクに物件を登録します。空き家バンクに物件を登録します。
22ホームページで物件情報を公開します。ホームページで物件情報を公開します。
3 �3 �利用希望の申込があれば物件所有者にお知らせします。利用希望の申込があれば物件所有者にお知らせします。
4 �4 �利用希望者と物件所有者で直接（または不動産業者を介利用希望者と物件所有者で直接（または不動産業者を介
して）交渉していただきます。して）交渉していただきます。

「留寿都村空き家バンク」ホームページアドレス「留寿都村空き家バンク」ホームページアドレス
https://www.vill.rusutsu.lg.jp/hotnews/detail/00000697.https://www.vill.rusutsu.lg.jp/hotnews/detail/00000697.
htmlhtml

空き家バンク利用の流れ（空き家を売りたい・貸したい方）空き家バンク利用の流れ（空き家を売りたい・貸したい方）

お問合せ先　企画観光課　電話 0136-46-3131お問合せ先　企画観光課　電話 0136-46-3131

有害鳥獣の捕獲駆除頭数について有害鳥獣の捕獲駆除頭数について
　近年、留寿都村におけるエゾシカによる農業被害は減少しておらず、農業振興を図る上でも対策
が急務となっているところです。村では、農業者に対する電気柵購入費の補助を実施するとともに、
猟友会によるエゾシカの駆除及び村直営によるくくりわなの設置も併せて行っています。
　今年度は有害鳥獣駆除巡回等業務委託に加え、新たにエゾシカ捕獲等業務委託も併せて行い、捕
獲に対する取組みを強化しています。
　今後も毎月末の有害鳥獣の捕獲駆除頭数について掲載していきます。
　また、エゾシカ等の駆除に関しての相談は、農林課（電話 0136-46-3131）までご連絡ください。

▲ 設置したわなで捕獲されたエゾシカ

2022年６月号16
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