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ぱんだ組のみなさんとハイ・チーズ 
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  住民のみなさんの活動等を 
支援する２事業がスタート！

るすつ保育所 入所おめでとう
　４月１日、るすつ子どもセンターぽっけで、令和４年度るすつ保育所入所
に係るオリエンテーションが行われました。今年度の入所児童は、ひよこ組
１名、りす組６名、うさぎ組９名、ぱんだ組15名、きりん組11名、ぞう組
16名の計58名です。園児点呼では、先生に自分の名前を呼ばれると元気に
返事をすることができました。



住民のみなさんの活動等を支援する２事業がスタート！
　令和４年度は、第６次留寿都村総合計画の２年目、第２期人口ビジョン・総合戦略の３年目となり、４月号でお伝えした「令和４年度の主な事業」のうち、「まちづくり活動支援事業」と「起業等支援事業」は、
住民のみなさんが実施する事業に補助をするものとして新規に計上したものです。
　両事業を通じて、村民生活に活気と賑わいが生まれることを期待し、活動等にぜひご活用ください。

まちづくり活動支援事業で
新しい取組や住民参加を促進する活動について支援します。

◦まちづくり活動支援事業とは
　村民が主体的・自主的に取り組む、新しいイベント開催や地域をきれいにする住民参加型
の景観整備といった公共性のある事業や地域課題の解決に向けた活動に係る経費の一部を助
成します。

◦募集期間
　　第１回募集締切：令和４年７月29日（金）
　　第２回募集締切：令和４年11月30日（水）
※締切後も募集の枠に余剰がある場合、追加で募集を周知することがあります。

◦対象者
（１）個人又は２名以上の団体
（２）活動者が留寿都村の住民であること

◦対象経費
(１)～(５)にかかる事業の経費を補助対象とします。（人件費等は対象外となります。）

（１）地域の活性化または課題解決につながる事業
（２）広く波及効果が期待される公益的な事業
（３）もっぱら営利を目的としない事業
（４）政治活動又は宗教活動を行う事業でないこと
（５）村長が適当と認めた事業であること

　例えば…�スポーツイベントや子ども映画会の開催、商店の�
イルミネーション装飾、町内会での環境美化活動など

補助率 2／3以内
上限20万円

令和４年度　活動事業　
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住民のみなさんの活動等を支援する２事業がスタート！
　令和４年度は、第６次留寿都村総合計画の２年目、第２期人口ビジョン・総合戦略の３年目となり、４月号でお伝えした「令和４年度の主な事業」のうち、「まちづくり活動支援事業」と「起業等支援事業」は、
住民のみなさんが実施する事業に補助をするものとして新規に計上したものです。
　両事業を通じて、村民生活に活気と賑わいが生まれることを期待し、活動等にぜひご活用ください。

起業等支援事業で
新規に創業する方や新事業にチャレンジする方を支援します。

◦起業等支援事業とは
　留寿都村の商工業の活性化に資するよう、村内において創業する者並びに業種の転換及び
業種の追加を行う者に対して、経費の一部を助成します。

◦募集期間
　　令和４年４月25日（月）から

◦対象者
（１）新規に創業する個人及び従業員20名以下の小規模企業者
（２）業種の転換を行う個人及び従業員20名以下の小規模企業者
（３）業種の追加を行う個人及び従業員20名以下の小規模企業者

＜共通＞
　・留寿都商工会の会員又は会員になることを確約した者
　・個人の場合は、本村の住民である者
　・法人の場合は、村内に事務所を有する者
　・村税の滞納がない者
　・令和４年４月１日以降で新規創業又は新事業展開を行う者

●対象経費
（１）建築物の新築、増築及び改築に係る工事費
（２）外装及び内装に係る工事費
（３）機器装置、工具、機器、備品の調達費

補助率 1／2以内
上限50万円

令和４年度　活動事業　

企画観光課　電話 0136-46-3131お問合せ先
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住民福祉課　電話 0136-46-3131お問合せ先

令和４年４月１日から

出産祝金 の贈呈と
生まれてきた赤ちゃんに

椅子を贈る「君の椅子」が

スタートしました

　新しい生命が誕生した喜びを村民を挙げて分かち合い、次代を担う子どもたちの健やかな成
長を願うことを目的として、出産祝金の贈呈と新たに村民となった出生児に「君の椅子」を贈
呈します。

● 贈呈の対象となるお子さま
　　出生の日以降初めての住民登録が留寿都村の住民基本台帳に記録されるお子さま

● 祝金の額
　　出生児１人につき３万円

● 手続
　　手続は不要です。出生届を提出した際に窓口でお祝金をお渡しします。

『生まれてきてくれてありがとう。君の居場所はここにあるからね。』

　「誕生する子どもを迎える喜びを、地域の人々で分かち合いたい」との願いを込めて2006年
に旭川大学大学院ゼミから「君の椅子」プロジェクトがスタートしました。現在、このプロジ
ェクトに賛同した８自治体（東川町、剣淵町、愛別町、東神楽町、中川町、厚真町、長野県売
木村、福島県葛尾村）が参加しており、令和４年度から留寿都村を含めた後志管内の４村（真
狩村、留寿都村、泊村、神恵内村）も参加させていただくこととなりました。
　「君の椅子」は、生まれてくる子ども達に道産の無垢材で作られた椅子を贈るもので、「生ま
れてきてくれてありがとう。君の居場所はここにあるからね。」の想いが込められています。　
　また、「君の椅子」は、確かな技を持つ旭川家具の職人によって作られ、座面裏には、子ど
もの名前と誕生日、一連番号が刻印され、毎年デザインが変わる「世界に一つだけの君の椅子」
に仕立てられています。
　「君の椅子」の贈呈方法などについては、出生届の提出の際に説明します。

「君の椅子」について

出産祝金について
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3月

　３月15日、第46回留寿都中学校卒業証書授与式が行われました。
13名の卒業生が９年間の義務教育の課程を終え、新たなスタート
を切りました。校長先生からは「中学校での３年間は、新型コロ
ナウイルスの影響で様々な制約の中、出来ることを考え、仲間と
ともに協力し合い、頑張る姿が見られました。将来大きな財産に
なると確信しています。これからも積極的に良い仲間づくりを行
ってほしい」との式辞がありました。

留寿都中学校卒業式

　３月18日、第117回留寿都小学校卒業証書授与式が行われ
ました。卒業生21名は卒業証書を手にしたあと、檀上で中学
校での抱負や小学校の思い出を発表しました。校長先生は式
辞で「小学校の思い出一つ一つが成長の糧になる。自信と誇
りを持って中学校へ進んでください。」と卒業生たちにエー
ルを送りました。

留寿都小学校卒業式

　３月２日、留寿都村スポーツ協会からスポーツで素晴らしい功績を残した生徒に
対し、表彰状が送られました。令和３年度は、野球や陸上競技、卓球で功績を残し
た３団体と個人11名が表彰状を手にしました。

令和３年度スポーツ表彰式

【スポーツ賞】
北海道高等学校定時制通信制体育大会　
　卓球個人　第２位　神原　小夏さん
北海道高等学校定時制通信制体育大会　
　卓球個人　第３位　渋谷　彩夏さん
北海道高等学校定時制通信制体育大会　
　卓球団体　第２位　留寿都高等学校卓球部　
第52回北海道中学校陸上競技大会
　女子共通走高跳
　第６位　升田　花奈さん
第39回北海道小学生陸上競技大会
　女子コンバイドＢ
　第２位　工藤　希美さん
第39回北海道小学生陸上競技大会
　男子５年ジャベリックボール投　
　第２位　髙崎　佑樹さん
第39回北海道小学生陸上競技大会
　女子５年走高跳　
　第５位　升田　那奈さん

【スポーツ奨励賞】
第67回全日本中学生通信陸上競技大会小樽大会
　女子共通砲丸投　第１位　石井　結菜さん
第67回全日本中学生通信陸上競技大会小樽大会
　女子共通100ｍH、 200ｍ　第１位　工藤　優夏さん
第67回全日本中学生通信陸上競技大会小樽大会
　男子共通800ｍ　第１位　森　響輝さん
第67回全日本中学生通信陸上競技大会小樽大会
　男子共通走幅跳　第１位　吉川　侑吾さん
第67回全日本中学生通信陸上競技大会小樽大会
　女子共通1500m　第１位　小松平　穂乃さん
第39回北海道小学生陸上競技大会小樽後志予選会
　女子６年（４×100m）リレー　第１位
　留寿都陸上少年団女子 ６年 リレーチーム
令和３年度後志学童軟式野球大会
　第２位　留寿都野球スポーツ少年団

留寿都中学校陸上部のみなさん 留寿都小学校陸上少年団のみなさん 留寿都野球スポーツ少年団のみなさん

みなさん、おめでとうございます！
今後の活躍も期待しています！！

様々な思いを胸に、中学校へ進学しても
目標を持って頑張ってください！

ご卒業おめでとうございます！
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　３月25日、るすつ子どもセンターで令
和３年度るすつ保育所卒園式が行われま
した。卒園する15名は、卒園証書を受け
取り、「大きくなったら消防士になりた
い。」など将来の夢を発表しました。卒
園児が「６さいのうた」を元気に歌う姿
は、とても感動的でした。

るすつ保育所卒園式

　３月９日に「令和３
年度後志管内教育実践
表彰式」が行われ、留
寿都小学校の近藤栄養
教諭が表彰されました。
近藤栄養教諭は昨年10
月に開催された「ルス
ツふるさと給食まつり」
で、留寿都村の食材や
地元事業者が製造した

食品を献立に提供するとともに世界各国の代表
食を提供することで、外国の食への関心を高め
たりするなど留寿都村の食育に貢献している点
や、初任段階教員研修において講師を務め、様々
な取組を紹介するなど、後志管内全体の教育に
貢献した功績が称えられ表彰されました。

令和３年度後志管内教育実践
表彰式

　３月９日、留寿都高
校で渓仁会グループか
らの車椅子寄贈及び感
謝状贈呈式が行われま
した。渓仁会グループ
は、リングプルやペッ
トボトルキャップの回
収などの環境活動を行
っており、その収益金
で車椅子を購入し留寿都村へ寄贈して
いただきました。この車椅子は、教育
活動や地域活動に活用するため、留寿
都高校に配置し介護実習などで使用さ
れる予定です。

渓仁会グループからの車椅子寄贈
及び感謝状贈呈式

　ルスツリゾート、ルスツ羊蹄ファーム、ようてい農業協同組合留
寿都支所、教育委員会に協力いただき、ふるさとについて学ぶ講話
が留寿都中学校２年生を対象に行われました。留寿都村の歴史や、
農業についてなど様々な分野を学びました。今回学んだことをパン
フレットにまとめて令和４年度の修学旅行先で配布し、留寿都村の
魅力を発信する予定です。

留寿都中学校 ふるさと教育

堂々たる将来の夢の発表です 卒園おめでとうございます！

食育への貢献
ありがとうございます

谷内理事長より車椅子を
寄贈していただきました

ようてい農協職員による講話

ルスツ羊蹄ファームのみなさん ルスツリゾート施設内見学 教育次長による講話
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　３月上旬から村内でビートの播種作業が始まりました。
今回訪問させていただいた森喜代巳さんのお宅では、３月
11日から作業を開始し、手際よくペーパーポットに土を詰
め、種を蒔いていました。１冊1,400本入るペーパーポッ
トを240冊作ります。約１週間で発芽し４月下旬に畑への
植え付けが行われ、10月中旬に出荷となる予定です。

ビートの播種作業が始まりました！

　３月中旬から石崎翔太さんの畑で雪の下
にんじんの収穫が始まりました。この雪の
下にんじんは、昨年の７月上旬に播種を行
い、冬期間雪の下で冬眠させ、収穫します。
冬眠させ熟成を加えることで人参特有の臭
みを取り除くことができ、甘味やまろやかさも生まれると言われています。

雪の下にんじん収穫開始！

　３月７日、留寿都中学校で保健師による思春期教
室が開催されました。思春期や妊娠・出産について
の講話があったほか、妊婦体験や赤ちゃん人形を使
用して着替えや沐浴を実習しました。

留寿都中学校 思春期教室
　３月11日、留寿都中学校で卒業を迎えた３年生を対象
に留寿都診療所の大泉先生による講話が行われました。
大泉先生の今までの体験談や、人の気持ちを理解しよう
とする努力の大切さなどのお話がありました。

留寿都中学校 大泉先生による講話

雪解けが進むと様々な事業者がみなさんのお宅に来ることがあります。
特に、自宅の屋根や外壁、配水管など住宅に関する修繕を勧める事業者が訪問し、勧誘されることが多いよ
うです。
自宅を大切に長く使いたいと思う気持ちが無い方はいないと思います。その気持ちに付け込む事業者もいま
すので、注意が必要です。
訪問してきた事業者に「大切な自宅だから早めに修繕した方が今後のためによい」「今日なら安く修理できる」
や「この近くで作業しているのが今日と明日だけなのですぐに契約して欲しい」と言われると急いで契約して
しまうことがあります。しかし、自宅の修繕は高額になることが多いので、事業者からせかされたとしても、
あせって契約することなく、複数の事業者から見積もりをとって工事内容や価格に納得してから契約するよう
にしてください。慌てて契約してしまったがやっぱりやめたい、修繕内容が理解できなくて不安だ、などの場
合には、相談窓口や役場にご相談ください。

「大切な住宅ですから」
その気持ちに付け込まれることがありますようてい地域消費生活相談窓口

電話 0136-44-1600

留寿都村の春の農業はビートを皮切りに始まっていきます！

一つ一つ手作業で収穫しています

甘くて美味しいです！

初めての沐浴に緊張の面持ちです 貴重なお話をありがとうございます
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留寿都村人事異動
留寿都村人事異動をお知らせします。

（　）内は前職になります（ただし、併任の人事異動は除く。）。

（令和４年３月31日付）留寿都村（村長部局）人事異動
●課長級
　【依願退職】

阿　武　　　健（るすつ子どもセンター長兼るすつ小型児童館長）
●係長級
　【定年退職】

横　路　良　子（留寿都診療所・事務係長）
●主任・係員級
　【依願退職】

佐々木　　　唯（るすつ保育所・保育士）
小山内　未　夢（保健医療課保健医療係兼介護保険係・保健師）

（令和４年４月１日付）留寿都村（村長部局）人事異動
●課長級
　【役職換】
　　住民福祉課長

森　　　喜　紀（住民福祉課長兼住民福祉係長）
　　 るすつ子どもセンター長兼るすつ小型児童館管理者  

鈴　木　陸奥子（保健医療課主幹兼保健医療係長）
●課長補佐級
　【役職換】
　　  るすつ子どもセンター主幹兼るすつ保育所長

小　原　信　二（保健医療課介護保険係長兼保健医療係兼社会福祉主事兼地域包括支援センター係）
●係長級
　【再任用】
　　留寿都診療所事務係長

横　路　良　子
　【役職換】
　　住民福祉課戸籍住民係長兼住民福祉係兼環境生活係

佐　藤　久美子（議会事務局職員・主査）
　　保健医療課保健医療係長兼介護保険係

香　川　智　江（住民福祉課環境生活係長兼住民福祉係兼戸籍住民係）
　　保健医療課介護保険係長兼保健医療係兼地域包括支援センター係

佐　藤　智　子（住民福祉課戸籍住民係長兼住民福祉係兼環境生活係）
　　住民福祉課住民福祉係長兼環境生活係長兼戸籍住民係

柳　原　健　志（農林課農林係・主任）
●主任・係員級
　【配置換・勤務換】
　　税務課税務係・主任

鎌　田　尊　稔（教育委員会事務局職員・社会教育係兼学校教育係兼総務係・主任兼留寿都村公民館事務職員）
　　総務課付・主事

石　橋　忠　宗（企画観光課企画係兼広報広聴係兼商工観光係・主事）
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　　企画観光課企画係兼広報広聴係兼商工観光係・主事
村　上　孝　徳（税務課税務係・主事）

　　農林課農林係・主事
佐　藤　優　大（企画観光課企画係兼広報広聴係兼商工観光係・主事）

　【新採用】
　　税務課税務係・主事

蘇　武　聖　人
　　保健医療課介護保険係兼保健医療係兼地域包括支援センター係・主事

岸　　　友　真
　　るすつ保育所・保育士

小　西　未　織

（令和４年４月１日付）留寿都村農業委員会事務局人事異動
●係長級
　主査に併任する

白　井　祥　晴（村長部局・農林係長）
　主事に併任する

佐　藤　優　大（村長部局・農林課農林係・主事）

（令和４年４月１日付）留寿都村教育委員会事務局人事異動
●主任・係員級
　【配置換・勤務換】
　　社会教育係兼学校教育係兼総務係・主事兼公民館事務職員

福　島　将　人（総務係兼学校教育係兼社会教育係・主事兼公民館事務職員兼公立学校事務職員�
� （北海道留寿都高等学校事務職員））

　【新採用】
　　総務係兼学校教育係兼社会教育係兼学校給食センター係・主事兼公民館事務職員兼公立学校事務職員
　　（北海道留寿都高等学校事務職員）

石　川　侑　樹

①出身地　②趣味  ③住民の皆さんへ

税務課・主事　蘇
そ

武
ぶ

　聖
まさ

人
と

①札幌市
②読書、ゲーム
③�はじめまして、蘇武聖人です。これ
から留寿都村役場職員として頑張り
ます。

教育委員会・主事　石
いし

川
かわ

　侑
ゆう

樹
き

①札幌市
②友達と通話すること、ゲーム
③�私、石川侑樹と申します。全力で頑
張ります。よろしくお願いします。

保健医療課・主事　岸
きし

　友
ゆう

真
ま

①函館市
②スポーツ、カラオケ
③�岸友真と申します。住民の皆さまの
役に立てるよう頑張りますのでよろ
しくお願いします。

るすつ保育所・保育士　小
こ

西
にし

　未
み

織
お

①留寿都村
②音楽鑑賞、食べること
③�これから保育を通して、留寿都村の
皆さんに貢献できるよう、日々一生
懸命に努めていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

新採用の４人を紹介します。 
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総務課長
暮　地　耕　哉

課付参事
（後志広域連合へ派遣）
髙　崎　貴　明

課　E－mail s-soumu@vill.rusutsu.lg.jp
総務係長
竹　内　智　大

(兼)高田　茂・(兼)福島玲央・
(兼)小野寺駿也　　課付　石橋忠宗 人事・法制

財政係長
高　田　　　茂 福島玲央・(兼)竹内智大・(兼)小野寺駿也 財政

情報システム係長
(兼)竹　内　智　大 小野寺駿也・(兼)山﨑菜央 電算

管財厚生係長
(兼)高　田　　　茂 山﨑菜央・(兼)小野寺駿也・(兼)大野里紗 財産管理・職員厚生

課長級・課長補佐級 係長級 主任・係員級

企画観光課長
阿　部　　　剛

課　E－mail s-kikaku@vill.rusutsu.lg.jp
企画係長
吉　井　康　裕 村上孝徳・(兼)伊瀨敬広・(兼)雫田真慈 企画・統計・

施策企画・総合計画
広報広聴係長
(兼)吉　井　康　裕 (兼)伊瀨敬広・(兼)村上孝徳・(兼)雫田真慈 広報・広聴・儀式

商工観光係長
伊　瀨　敬　広 雫田真慈・(兼)吉井康裕・(兼)村上孝徳 労働・商工・観光

税務課長
浦　城　敦　史

課　E－mail s-zeimu@vill.rusutsu.lg.jp
税務係長
百　瀬　　　結 鎌田尊稔・蘇武聖人 賦課・徴収

住民福祉課長
森　　　喜　紀

課　E－mail s-juumin@vill.rusutsu.lg.jp
住民福祉係長
柳　原　健　志

渡辺倫生・松田勇人・(兼)佐藤久美子・
(兼)橋本　航 社会福祉

戸籍住民係長
佐　藤　久美子

橋本　航・(兼)柳原健志・(兼)渡辺倫生・
(兼)松田勇人

戸籍・住民・
国民年金

環境生活係長
(兼)柳　原　健　志

(兼)佐藤久美子・(兼)渡辺倫生・
(兼)松田勇人・(兼)橋本　航

交通安全・防犯・
環境衛生

るすつ子どもセンター長
鈴　木　陸奥子
	
主幹	
小　原　信　二	

セ　E－mail s-cc.pokke@vill.rusutsu.lg.jp

板垣　惟・(兼)板垣匡弥 放課後児童クラブ・
子育て支援・一時保育

所　E－mail s-cc.pokke@vill.rusutsu.lg.jp
(兼)保育所長
小　原　信　二 福田翔太 保育所事務

保育係長
合　田　明　美

大久保雅子・小松平彩子・小西未織・
福島憂希・冨澤美都・(兼)板垣匡弥 保育

館　E－mail s-cc.pokke@vill.rusutsu.lg.jp
るすつ小型児童館管理者
(兼)鈴　木　陸奥子 板垣匡弥 児童厚生

地域包括支援センター長
(兼)	佐　藤　全　弘
主幹
仙北谷　明　美

課　E－mail s-hokatsu@vill.rusutsu.lg.jp

地域包括支援
センター係長
石　川　修　子

(兼)佐藤智子・(兼)岸　友真 介護予防サービス

留寿都診療所長
(嘱)大　泉　　　樹
医師
(嘱)糸　矢　宏　志
留寿都診療所事務長
(兼)	佐　藤　全　弘

課　E－mail s-shinryousho@vill.rusutsu.lg.jp
事務係長
横　路　良　子
(再任用)

佐藤稜仁 診療所事務

看護係長
髙　橋　美穂子 遠藤禎子・村上由理子 看護

村
　
長
　
　
佐
　
藤
　
ひ
さ
子

副
村
長
　
　
武
　
田
　
　
　
斉

留寿都村機構図（令和４年４月１日現在） 村長部局

保健医療課長
佐　藤　全　弘

課　E－mail s-hoken@vill.rusutsu.lg.jp
保健医療係長
香　川　智　江

梅木　崚・松本麻里・(兼)佐藤智子・
(兼)石川修子・(兼)岸　友真

保健医療・国保・
長寿医療制度

介護保険係長
佐　藤　智　子

岸　友真・(兼)香川智江・(兼)梅木　崚・
(兼)松本麻里

介護保険・広域連携型地
域介護サービス事業推進
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建設課長
岡　部　　　透

課　E－mail s-kensetsu@vill.rusutsu.lg.jp
建設係長
(兼)岡　部　　　透

西岡健一・笠巻　崚・(兼)嶺　博志・(兼)高
田剛志

建築・土木・村営住
宅・機械運行・除雪

水道係長
嶺　　　博　志 高田剛志・(兼)西岡健一・(兼)笠巻　崚 簡易水道・下水道

会計管理者
横　路　浩　美

出納室長
(兼)横　路　浩　美

室　E－mail s-suitou@vill.rusutsu.lg.jp
出納係長
(兼)横　路　浩　美 大野里紗・(兼)山﨑菜央・(兼)小野寺駿也 出納

課長級・課長補佐級 係長級 主任・係員級

事務局長
齊　藤　真　樹

事務局　E－mail s-gikai@vill.rusutsu.lg.jp

議会庶務・議事
議会

選挙管理委員会

事務局長
(併)工　藤　勝　一

事務局　E－mail s-noui@vill.rusutsu.lg.jp
主査
(併)白　井　祥　晴 (併)佐藤優大 農地事務・

農業者年金
農業委員会

監査委員

教育次長
松　下　靖　彦

事務局　E－mail s-kyoui@vill.rusutsu.lg.jp
総務係長
河　野　秀　樹

石川侑樹・(兼)岩崎めぐ美・(兼)福島将人・
(兼)村上優花 教育委員会庶務

学校教育係長
(兼)岩　崎　めぐ美

(兼)河野秀樹・(兼)福島将人・(兼)村上優花・
(兼)石川侑樹 学校教育

社会教育係長
(兼)松　下　靖　彦

福島将人・村上優花・(兼)岩崎めぐ美・
(兼)石川侑樹 社会教育

学校給食センター長
(兼)松　下　靖　彦

学校給食センター
係長
岩　崎　めぐ美

(兼)石川侑樹 学校給食

各
村
立
学
校

留寿都小学校
留寿都中学校

留寿都高等学校 髙橋拓夢・(兼)河野秀樹・(兼)岩崎めぐ美・
(兼)石川侑樹 学校事務

実習農場
寄宿舎

公民館長
(兼)松　下　靖　彦

(兼)河野秀樹・(兼)岩崎めぐ美・
(兼)福島将人・(兼)村上優花・(兼)石川侑樹 公民館管理運営

留寿都村機構図（令和４年４月１日現在） 他部局

農林課長
工　藤　勝　一

課　E－mail s-nourin@vill.rusutsu.lg.jp
農林係長
白　井　祥　晴 佐藤優大・中井省吾 農畜産・土地改良・

林務

書記長
(併)暮　地　耕　哉

事務局　E－mail s-soumu@vill.rusutsu.lg.jp
(併)竹内智大・(併)高田　茂・(併)福島玲央・
(併)山﨑菜央・(併)小野寺駿也 選挙事務

事務局長
(併)齊　藤　真　樹

事務局　E－mail s-gikai@vill.rusutsu.lg.jp

監査事務

教
育
委
員
会
・
教
育
長

佐
々
木
　
利
　
明
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４月－５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）

４月27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

５月12日㈭ 乳幼児予防接種 場所/診療所 受付/13時00分～13時15分

５月12日㈭ １歳６か月児・３歳児健康診査 場所/子どもセンター 受付/12時45分～14時00分

５月19日㈭ 乳幼児予防接種 場所/診療所 受付/13時00分～13時15分

５月20日㈮ 乳児相談 場所/子どもセンター 13時00分～15時00分

５月25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

５月26日㈭ 乳幼児予防接種 場所/診療所 受付/13時00分～13時15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

　令和４年度から、村が実施する肺がん検診、国民健
康保険の被保険者を対象に実施する住民個別健康診査
（節目健康診査、人間ドック）のオプション検査に低
線量胸部ＣＴ検査が加わります。病院にあるＣＴより
低い放射線量で早期の肺がんを見つけることのできる
検査です。
　アメリカにおいて、たばこを多く吸う方を対象に実
施した研究で死亡率を減らす効果があったことから、
ここ数年、日本でも広まりつつあります。
　たばこを吸う方は、肺がんになる可能性が高いので、
受診をご検討ください。また、今まで検診や健康診査
を受けていなかった喫煙者の方もこれを機会に受けて
みるのはいかがでしょうか？

●　たばこを吸わない方は慎重に
　選択枝が増え、受診を検討いただくことはとても良
いことですが、低線量胸部ＣＴによる肺がん検診は、
肺がんのリスクの少ない非喫煙者には、検査による害
のほうが大きいという可能性も指摘されています。Ｃ
Ｔ検査では小さな異常を見つけるため「がん」でない
病気や肺炎の傷跡のようなものまでひっかかってしま
うことがあります。
　小さなものはなかなか白黒の診断がつかないため、
その後、年単位でＣＴ検査を受けなければならないこ
ともあり、検査による放射線被ばくにより、かえって
がんになる危険性が増えることもありますし、「肺が
んかもしれない」という不安が続くストレスで健康を
損ねてしまうこともあります。
　日本肺がん学会のホームページでも、「非喫煙者に
対しては、低線量胸部ＣＴによる肺がん検診の利益及
び不利益に関する証拠が不十分であることを周知する
必要がある。」とあります。

　たばこを吸わない方、特に経過観察が続くと心配で
体調を崩してしまうような方は、肺がん検診は今まで
どおりのレントゲン検査のほうが無難ではないかと思
われます。
　いずれにしましても、１年に１回は、検診や健康診
査を受けていただき、ご自身の身体の状態を確認いた
だくようお願いいたします。
　何かありましたら、役場保健師又は診療所医師まで
ご相談ください。

今月のテーマ

「肺がんCT検診が始まります」
～喫煙者は検討ください～

筆者▶ 留寿都診療所　大泉　樹

【低線量胸部ＣＴ検査について】
●　検査の対象となる方
　検査の対象となる方は、次のとおりです。心臓
ペースメーカーを装着している方など検査の対象
とならない場合もありますので、村のがん検診、
健康診査の案内文書などでご確認願います。
①　50歳以上の方
②　40歳以上で以下に該当する方
・�家族歴（肺がんの家族や若年性のがん家族が
いる方）
・�職歴（採鉱・採石・採掘・石綿関連作業をさ
れている又はされていた方）
・�喫煙指数（１日の喫煙本数×喫煙年数）が男
性600以上、女性400以上の方

●　検査に係る費用
　自己負担額は、3,000円です。
●　検査の頻度
　１度検査を受けた方は、１年後に再度受診いた
だき、３回目以降の受診の間隔は、検査結果に応
じて決めることとなります（１度目の検査結果か
らの変化を確認するため。）。
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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～

＃１０

阿
あんの
武旺
おう
佑
すけ
さんが考えた献立が給食になりました！

　小学校６年生の家庭科の時間に、小学校生活の集大成として、６年間で学ん
だ食の知識を活用して１食分の献立を考えてもらいました。（令和４年５月現
在は中学校１年生になっています。）
　「主食」「主菜」「副菜」「汁物」がそろった栄養バランスのよい献立を、全員
が考えることができました。中でも、阿武さんの献立は大好きな「鶏のからあ
げ」をメインに、それに合う「主食」「副菜」「汁物」を選んでおり、味のバラ
ンスがよく考えられていました。また、留寿都産の大根と人参が使われている
ところもよかったです。地元食材を使いたいという気持ちが見られ、うれしく
思いました。
　阿武さんが考えた献立は、令和４年３月７日（月）に提供されました。鶏肉
のからあげはみんなが大好きなメニューです。残食も少なく、大好評でした 

 ごはん・牛乳・鶏肉のからあげ
もやし炒め・ルスツ野菜の千切りみそ汁

留寿都産の食材を使った素敵な献立が
できました！

お問合せ先　
るすつ保育所　

子育て支援センター
電話 0136-46-3253

　２月、３月の支援センターの様子をお届けします(^^♪
　製作などのイベントは行えませんでしたが、たくさんの親子が遊び
に来てくれました！保育所の節分会のあとには子育て支援室にもみど
り鬼が来て、遊びに来ていた子は大泣き！生まれて初めての節分がほ
ろ苦い思い出になりました(;^_^)
　４月はこいのぼり製作、５月は母の日製作など季節の製作イベント
を予定しています♪ 思わずニッコリの笑顔が見られますように。

今月は、子育て支援センターが担当です

るすつ子育て支援センターってなぁに？
妊娠中の方や保育所入所前の親子を対象に、あそび場の提供、親と子の仲間づくり、
子育てについての相談・情報交換などを行える場所です。子育て支援センターでは、
皆さんの子育てを応援しています(^^)お気軽に足をお運びください。 大人気のぽっけトラッ

ク
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児童手当等受給者へ

令和４年６月から
児童手当制度が一部変更になります。

変更内容 改正１  公簿等で確認できる場合は、現況届は不要になります。
改正２  特例給付の支給について、所得上限額が設けられます。

改正１　現況届の提出が原則不要
　現況届とは、毎年６月１日の状況を把握し、６月分以降の児童手当を引き続き受ける要件（児童の監護や保護、
生計同一関係など）を満たしているかを確認するものです。
　これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和４年６月以降、現況届の提出は不要になりま
す。（一部の受給者は除きます。）
　※現況届の提出が必要な受給者
　　◦配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
　　◦受給者の加入する年金が変わったとき（３歳未満の児童を養育することになった場合）
　　◦離婚協議中で配偶者と別居している方
　　◦その他、留寿都村から提出の案内があった方　など
　※�現況届の必要な方へは留寿都村から現況届の案内を送付しますので、期日までに提出してください。期日まで
の提出がない場合は、６月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

改正２　特例給付の支給に係る所得上限額の新設
　児童を養育している方の所得に応じた手当を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、所得
が一定以上ある場合には児童手当等（児童手当及び特例給付）が支給されないこととなりました。
　【児童手当支給額】
　　◦所得が表①未満の場合、児童手当（児童１人あたり月額10,000円又は15,000円）を支給
　　◦所得が表①以上②未満の場合、特例給付（児童１人あたり月額一律5,000円）を支給
　　◦【新設】所得が表②以上の場合、児童手当等は支給されません。
　※�児童手当等が支給されなくなったあと、所得が表②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要になり
ます。

児童手当所得制限（上限）限度額
①所得制限限度額 ②所得上限限度額【新設】

扶養親族の数（カッコ内は例） 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
０人（前年度に児童が生まれていない場合） 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
１人（児童１人の場合） 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
２人（児童１人+年収103万以下の配偶者の場合） 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
３人（児童２人+年収103万以下の配偶者の場合） 736万円 960万円 972万円 1,200万円
４人（児童３人+年収103万以下の配偶者の場合） 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
５人（児童４人+年収103万以下の配偶者の場合） 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円
　※�扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族（里親などに委託されている児童や施設入所し
ている児童を除く。）並びに扶養親族でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいま
す。扶養親族等の数に応じて、限度額は１人につき38万円を加算した額となります。

　※�「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費
控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

住民福祉課　電話 0136-46-3131お問合せ先
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全国瞬時警報システム（通称：Jアラート）
全国一斉情報伝達訓練を実施します

　留寿都村の防災広報無線は、国の全国瞬時警報システム（通称：Ｊアラート）と連動しており、地震や武力攻
撃などの緊急時に国が発信した情報がそのまま放送されます。
　Ｊアラートについては、機器が正常に作動し放送されることを確認するため、定期的に情報伝達訓練（試験放送）
を行っており、令和４年度は、下記のとおり実施が予定されていますのでお知らせします。
　情報伝達訓練では、各戸に設置しております防災広報無線戸別受信機や村内９か所に設置しております屋外ス
ピーカーから下記のとおり試験放送が流れますのでご留意ください。
　各訓練が実施される際には、事前に防災広報無線放送でお知らせします。

　（１）訓練実施予定日時
　　　　令和４年５月18日（水）11：00頃
　　　　令和４年８月10日（水）11：00頃
　　　　令和４年11月16日（水）11：00頃
　　　　令和５年２月15日（水）11：00頃
　（２）放送内容
　　　　「上り４音チャイム音」
　　　　「これは、Jアラートのテストです。」×２
　　　　「下り４音チャイム音」

武力攻撃　情報伝達訓練 緊急地震　情報伝達訓練

　（１）訓練実施予定日時　　
　　　　令和４年６月15日（水）10：00頃
　　　　令和４年11月２日（水）10：00頃
　（２）放送内容
　　　　「只今から訓練放送を行います。」
　　　　「緊急地震速報チャイム音」
　　　　「緊急地震速報。大地震です。大地震です」
　　　　「これで訓練放送を終わります。」

企画観光課　電話 0136-46-3131お問合せ先

　留寿都村には８名の民生委員児童委員がおり、その内２名が子どもに関することを専門に活動
する主任児童委員です。
　暮らしに関すること、困ったこと、悩みごとなどお気軽にご相談ください。相談内容に応じて
関係機関による支援への「つなぎ役」になります。また、相談に関する秘密は守られます。
　地区担当は以下のとおりとなっておりますが、連絡先がわからない場合は、役場住民福祉課ま
でお問い合わせください。

担当地区等 委員氏名
登・北登・泉川 福　井　フ　サ
八ノ原・北四線・知来別・北町 吉　川　信　夫
向丘・黒田・三ノ原・南一線・南二線・南三線 武　岡　真　澄
五ノ原・北二線・新町 渡　辺　　　弘
南町 清　水　清　栄
本町・仲町・横町 蓮　井　淳　子

主任児童委員
増　山　ひとみ
久保田　敦　子

民生委員児童委員は
あなたの身近な相談員です
民生委員児童委員は

あなたの身近な相談員です

住民福祉課　電話 0136-46-3131お問合せ先
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留寿都村勤労者福利厚生資金融資制度
留寿都村と北海道労働金庫が提携している融資制度（自治体提携ローン）です。
村内にお住まいの勤労者の皆さまの生活をサポートします。ぜひお役立てください。

留寿都村勤労者福利厚生資金融資制度とは？

教育資金

固定金利（別途保証料0.6％かかります）

年2.39％
高校・大学などにかかる入学金や授業
料をはじめ、教材費や下宿代などにご
利用いただけます。

生活資金

固定金利（別途保証料0.6％かかります）

年2.81％
結婚などの冠婚葬祭、介護費用のほか、
家具・家財の購入費用などの生活に必
要な費用にご利用いただけます。

適
用
金
利

使
い
道

概　要
お取扱期間 令和５年３月31日（金）まで

お借入資格

以下の条件をいずれも満たす方
１．村内にお住まいの方（個人事業主・会社役員の方はご利用いただけません。）
２．勤続年数１年以上で安定した給与収入（税込年収150万円以上）がある勤労者の方。
３．当庫および保証機関の審査基準を満たす方。
　※当庫とのお取引が初めての方もご利用いただけます。

ご融資金額 150万円以内
ご返済期間 ５年以内（最終償還時満76歳未満）
保 証 機 関 （一財）北海道勤労者信用基金協会

必 要 書 類 本人確認資料（運転免許証など）、勤続年数確認資料、年収確認資料、資金使途確認資料、ご印鑑。
　※その他の書類をご提出いただく場合がございます。詳しくは、ろうきんまでお問い合わせください。

そ の 他

・�ろうきん会員以外の方でローンをはじめてご利用いただくお客様は「ろうきんクラブアソシエー
ル」（入会金1,000円）への加入が必要です。（年会費不要）

・ろうきんの「会員」とは北海道労働金庫に出資加入いただいている団体の構成員の方を指します。
・審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。
・�ご返済額の計算やご不明な点は、ろうきんまでお問い合わせください。店頭で返済額の試算を行
っています。

・お申込みの際は、留寿都村勤労者福利厚生資金融資制度を利用する旨お伝えください。
・令和４年度の融資枠「400万円」に到達次第、取扱を終了します。
　※この内容は2022年４月20日現在のものです。

ろうきん倶知安支店　電話 0136-22-0459お問合せ先
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北海道の交通事故相談所をご利用ください
交通事故にあったが、どうしたらよいかわからない。
損害賠償の額は適正かどうか知りたい？
示談の仕方はどのようなものか？
残された遺児への生活（教育）資金の手当ては？　など

北海道では交通事故相談所を設置し、専門の相談員が無料で相談に応じています。
面接（予約制）、電話、文書（メール・FAXを含む）で相談をお受けしています。
いずれの相談も、土・日・祝日・年末年始（12月29日～１月３日）は除きます。

相談所名 相談種別 概 要

北海道
交通事故相談所

（道庁）

面接
電話
文書

【所 在 地】札幌市中央区北３条西６丁目 道庁１階
【連 絡 先】直通：011-204-5220
　　　　　 IP電話：050-3533-4703
　　　　　 FAX：011-232-7452
　　　　　 E-mail：kansei.dousei2@pref.hokkaido.lg.jp

【相談時間】月～金曜日　9:00～17:00（最終受付は16:30まで）
※�市外局番が�011（札幌市、江別市、北広島市、南幌町）以外にお住いの方はIP電話におかけいただきますと通話
料金が割安となります。

　羊蹄山ろくの７か町村（倶知安町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町）からの119
番通報は消防本部指令センターで一括受理しております。
　固定電話、携帯電話どちらの電話からでも受理できます。
　また、聴覚障がいをお持ちの方からはFAX119及びNET119も受け付けております。
　FAX119及びNET119のご利用は登録が必要となりますので、最寄りの消防署支署へお問合わせください。

① 町村名から正しい場所を伝えてください。
⇒町内会をお答えする方がおり大変苦慮しております。
　正確な出動場所の聴取に時間を要する場合があります。
　町村名がわかった段階で予告指令が出され隊員は出動準備をしています。

② 消防本部指令センターへ直接119番通報してください。
⇒�最寄りの消防署支署の代表番号へ通報すると出動人員が電話対応することとなり出
動が遅れることがあります。

③ 消防指令センターからの質問には可能な限り答えてください。
⇒救急要請時、病院手配のため必要な情報となります。
　また、通報段階でDrヘリを要請できれば早期に高度医療を受けられ場合があります。

　また、新型コロナウイルス感染防止対策として以下の問いかけも実施しております。
　　　　　①発熱状況　②呼吸器症状　③新型コロナウイルス感染者との接触

消防指令センターからお知らせ

119番通報は
落ち着いて

羊蹄山ろく消防組合消防本部指令係　電話 0136-22-2822お問合せ先

住民福祉課　電話 0136-46-3131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２日（月）
軽自動車税納期限

※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。

第６次留寿都村総合計画実施計画を 
策定しました

　留寿都村では、令和３年１月に策定した「第６次留
寿都村総合計画」をもとに、留寿都村で今後どのよう
な事業を行っていくのか具体的に示した「第６次留寿
都村総合計画実施計画」を策定しました。
　実施計画は、向こう３年間（今回の計画では令和４

年度から令和６年度まで）における主要事業が記載さ
れ、事業の方向性を定めるとともに、予算編成の指標
として、総合的、計画的、かつ重点的な施策の推進を
図ることを目的としているものです。また、毎年度見
直しを図り、必要に応じて新たな事業の追加や内容の
修正を行っていきます（ローリング方式）。
　実施計画は、留寿都村ホームページに掲載している
ほか、役場庁舎ロビー、公民館、診療所にファイルを
配置していますので、詳細につきましてはそちらをご
覧ください。

歯科ＧＷ休日当番

　ゴールデンウィーク中の羊蹄山麓地区の歯科休日当
番は次のとおりです。診療時間は９時から昼12時まで
です。
５月３日（火）　ぶなの森レインボー歯科
　黒松内町字黒松内290
　電話�0136-77-2216
５月４日（水）　ロイヤル歯科
　倶知安町北１条西３丁目８番地１
　電話�0136-22-5585
５月５日（木）　喜茂別歯科
　喜茂別町喜茂別120番地１
　電話�0136-31-2511
お問合せ先　後志歯科医師会地域医療担当
　デュオ歯科医院　電話�0135-42-3993

令和４年度休日当番病院のお知らせ

　令和４年度の当番病院体制は次のとおりです。
�土日祝日（９：00から17：00）・夜間（17：00から
21：00）
　倶知安厚生病院（倶知安町北４条東１丁目）
　電話�0136-22-1141
　※救急・急患についても24時間対応しています。
お問合せ先
　倶知安厚生病院　電話�0136-22-1141

税務課� （庁舎②番窓口）

企画観光課� （庁舎⑦番窓口）

他機関からのお知らせ
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弁護士無料法律相談会� ５・６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

５月 13日（金）　６月 10日（金）

しりべし弁護士相談センター� ５・６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

５月 11日、18日、25日
６月 １日、８日、15日、22日、29日

自衛官募集説明会の案内

説明種目 日時 場所 備考

一般曹候補生
自衛官候補生

令和４年６月12日（日）
令和４年６月19日（日）

札幌地方協力本部
倶知安地域事務所
（倶知安町南３東１）

左記の日程以外で説明会をご希
望の方は、別途調整を承ります。

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

　今年度における主な村税の納期限は次のとおりです。
　村税を滞納するとあなたに延滞金がかかるばかりでなく、本来ほかの事業に使われるはずの村税から滞
納処分に係る多額の費用が支出されることになってしまいます。村税の有効活用のためにも、納期内納税
にご協力をお願いします。

令和４年度における村税の納税通知時期と納期限について

軽自動車税 固定資産税 村・道民税（住民税） 国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料

納税通知書
送付時期 令和４年４月上旬 令和４年５月上旬 令和４年６月上旬 令和４年６月中旬

第１期 令和４年５月２日（月） 令和４年５月31日（火） 令和４年６月30日（木） 令和４年６月30日（木）
第２期 令和４年８月１日（月） 令和４年８月31日（水） 令和４年８月１日（月）
第３期 令和４年９月30日（金） 令和４年10月31日（月） 令和４年８月31日（水）
第４期 令和４年11月30日（水） 令和４年12月26日（月） 令和４年９月30日（金）
第５期 令和４年10月31日（月）
第６期 令和４年11月30日（水）
第７期 令和４年12月26日（月）
第８期 令和５年１月31日（火）

※�口座振替をご利用の方は上記納期限の日に振替を実施します。前日までに口座残高のご確認をお願いします。�
残高が不足していた場合の再振替は実施しませんのでご注意ください。

税務課　電話 0136-46-3131お問合せ先

� 広報RUSUTSU 19



３月12日～３月31日届出分

こんにちは赤ちゃん
３月18日	 辻　　倭

わ

玖
く

くん
保護者／侑弥さん＝月菜さん（八ノ原）

お悔やみ申し上げます
３月14日	 板垣サダ子さん　満81歳（北町）
３月17日	 合田ヤエコさん　満91歳（北四線）

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

	 No.700　令和４年４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３月末現在

人口

男性

女性

世帯

	1,867（前月比－21）
内外国人	122（前月比－３）
	 957	（前月比－９）
	 910	（前月比－12）
	 996	（前月比－６）

❶ 携帯電話などから、下記アドレス宛に空メールを送る。
❷ ①の後に送られてくるメールに記載されたURLに接続する。
❸ 名前や希望の配信内容等を登録する。
　※「生活情報」は、必ず選択してください。

登録方法
１

【登録用空メールアドレス】e-rusutsu@xpressmail.jp

【登録用QRコード】

ルスツコミュニティーメールは、防災広報無線の放送内容をメールで配信するサービスです。
自宅に居ないときも、村からのお知らせを携帯電話やパソコンのメールで確認できます。

ルスツコミュニティーメールに登録しよう！

❶ QRコードを読み込んで空メールを送る。
❷ ①の後に送られてくるメールに記載されたURLに接続する。
❸ 名前や希望の配信内容等を登録する。
　※「生活情報」は、必ず選択してください。

登録方法
２

お問合せ先　企画観光課　電話 0136-46-3131

令和４年３月末時点の登録者数　615人
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