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SDGsについて考えてみよう！

るすつ保育所 節分会
２月３日、るすつ保育所で節分会が行われました。鬼が登場すると泣きながら逃げ回る子、
勇敢に鬼に立ち向かう子、先生の後ろにひっそりと隠れている子と、子どもたちの個性が見
られる行事となりました。



SDGsについて考えてみよう！
　令和３年度は、第６次留寿都村総合計画のスタート年として「ようこそ、風薫る高原の村　留寿都へ」を将来像
に、持続可能な行政運営の実現に向けて各種施策を積極的に推進してきました。計画策定の際にはSDGsに着目し
ながら基本目標を立て、実施計画を策定し事業を実施しています。
　ところで、最近よく見聞きする「SDGs」とは具体的にどのようなものなのでしょうか。実は、すでに留寿都村
が取り組んでいることもSDGsにつながっている事業があります。今回は、令和３年度に実施した事業をSDGsの
17のゴールに当てはめてみました。
　SDGsでは、地球規模の問題解決のために17 のゴールを定めていますが、「飢餓」や「水不足」に関連することなど、
現在の日本や留寿都村では従前から解決されてきた問題のように思えます。しかし実際には、日本は、先進国の一
員ですが所得格差や幸福度順位では、決して高いものではなく貧困もコロナ禍によって一層進んでおり、多くの目
標は、現在の日本においても当てはまることだといえます。国の事業も含め、留寿都村でも長い時間をかけて取り
組んできた事業には、これらの解決を目指すSDGsの思想が根付いています。これからもみなさんとSGDsの考え
方を共有しながらさらに推進していきたいと考えています。
SDGsとは、
　持続可能な開発目標（SDGs）は、平成27 年（2015）９月の国連サミットで採択された「持続可能な開
発のための2030アジェンダ」に記載された平成28年（2016）から令和12年（2030）までの国際目標です。
　持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取
り残さないことを誓っています。

 すべての人に健康と福祉を 
　この目標は、地球に暮らすすべてのひとが元気に暮らすために掲げられた目標です。日
本では、病気やケガをすれば病院で治療を受けられますが他の国々を見ると経済的な理由
等で治療できない人も少なくありません。ここでは、妊産婦や新生児の死亡率の削減、根
絶、交通事故死傷者を削減させる等を目標にしています。

◦福祉灯油等扶助による住環境支援
◦乳幼児予防接種及び健康診査による疾病の予防と早期発見
◦基本健康診査等による疾病の予防及び早期発見
◦児童・生徒の内科健診による疾病の早期発見
◦遊園地券配付によるリフレッシュの機会を提供

本村の事業

 質の高い教育をみんなに 
　この目標は、すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会
を促進するために掲げられた目標です。ここでは、紛争や災害の状況下でも、子どもたち
が教育を受けられるように制度を整えることや、資格のある教師の数を増加させる等を目
標にしています。

◦放課後学習支援事業による地域格差の解消
◦日本語教室による国際化対応
◦給食費などを助成し、保護者の経済的負担の軽減による支援
◦校舎、寄宿舎の維持管理による教育環境の整備
◦図書室の確保、図書の購入、無料配布による読書の推進
◦スポーツ活動費の助成（スキーリフト券の助成）による活動の奨励

本村の事業
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 産業と技術革新の基盤をつくろう 
　この目標は、経済成長と人々の健康で安全な暮らしの両方を実現するため、社会の基盤
となるインフラを持続可能で災害に強く、環境破壊をもたらさないものにするために掲げ
られた目標です。ここでは、持続可能な経済成長を進めること、中小企業者への金融サー
ビスの構築等を目標にしています。

◦次世代を担う新規就農者への助成による営農支援
◦中小企業振興資金の融資による支援
◦新型コロナウイルス感染症で影響を受けた企業等への給付金の支給による支援
◦プレミアム付商品券発行に対する助成による地域経済の維持

本村の事業

 住み続けられるまちづくりを 
　この目標は、都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にするために掲げ
られた目標です。ここでは、すべての人が水・電気などの必要なサービスを得られる安全
な家に住み、子どもや女性、障害者、高齢者など配慮が必要な人々にとって、安全で価格
が安く、かつ環境に配慮した交通機関や公園などの公共スペースをつくること、住民のま
ちづくりへの参加を確保すること、災害に強いまちや地域をつくること等を目標にしてい
ます。

◦公園や緑地帯などの管理・整備による癒しの場の提供
◦簡易水道施設、浄化センター、公営住宅、村道の維持管理による環境整備
◦老人福祉バスなどによる移動手段の確保
◦乳幼児・児童に係る費用（おむつ、保育料）の一部助成による子育て支援
◦高齢者安否確認システムの運用による見守りの推進
◦身体障害者などの移動費（タクシー）の助成による社会活動支援

本村の事業

 陸の豊かさも守ろう 
　この目標は、森林、湿地、山地、乾燥地など、陸の生態系を守り、持続可能な方法で利
用することや、森林をきちんと管理し、森林破壊や土地の劣化を防ぎ、再生させるために
掲げられた目標です。ここでは、天然資源に関わる
計画を国や地域レベルで策定し、生態系の保護と地
域の人々の持続可能な生計が両立するようサポート
すること等を目標にしています。

◦民有林の維持管理、造林に係る費用の助成による森林の確保
◦有害鳥獣被害防止に係る費用の助成による農作物等の確保

本村の事業
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村政懇談会でいただいた
ご意見・ご要望への回答

　村政懇談会は、昨年11月から12月にかけて村内の12カ所の会場で開催しました。
　参加者からいただいたご意見・ご要望と、それに対する回答を抜粋してお知らせします。
　各地区からいただいたご意見・ご要望については、それぞれの地区毎に回答をまとめ、１月20日の地区連絡員
文書で配布しておりますので、併せてご確認ください。

  有害鳥獣①  
 質問 
　若い人に銃や罠や処理の講習会の受講の推奨はして
いるのですか。
 回答 
　農業者自らわな猟の免許を取得希望する方が複数地
区でいらっしゃいましたことから、村としては、積極
的に免許試験日等の広報活動を行い、受講を推奨して
まいります。
  有害鳥獣②  
 要望 
　電気牧柵は、個人がそれぞれの畑に機械を設置して
いるのでその分お金がかかっています。みんなで山沿
い一帯に設置すれば１台で済むので無駄がなくなると
思います。
 回答 
　大規模な設置については、地区全体の皆さまの協力
と土地所有者の同意が必要であり、また、設置後の維
持管理も必要となりますが、地区全体として設置希望
があれば検討してまいります。
  有害鳥獣③  
 要望 
　罠だけではなく、銃で獲ることももっと前向きに考
えて欲しいです。獲らないことには減らないと思いま
す。
 回答 
　令和４年度から、エゾシカの捕獲業務委託を新たに
始める予定であり、有害鳥獣対策を強化してまいりま
す。

  補助①  
 要望 
　原油高騰の関係でマルチも15%程来年から値上げと
なるので、そのようなことも加味していただき補助金
を増やしてもらいたいです。
 回答 
　令和４年度においても、補助基本額の必要な見直し
をした上で上限を定めた対応とさせていただきます。
  補助②  
 要望 
　電気牧柵の補助で、ソーラーの機械など部品だけが
欲しいという場合があるので、部品だけでも補助金の
対象にしてほしいです。
 回答 
　村としては、電気牧柵未設置の農地もあることから、
現行の補助制度においては、電気牧柵のソーラー等も
含めた機器セットでの購入に係る経費を補助対象経費
としていますので、まずは電気牧柵を張っていただく
ことを重点的に取り組んでまいります。
  補助③  
 要望 
　予算より申込が多いと一人当たりの補助金が薄まっ
てしまうので、少し手厚く予算をみていただきたいで
す。
 回答 
　令和４年度においては検討し対応してまいります。
  補助④  
 要望 
　農地基盤整備事業の希望者のとりまとめアンケート
が来ていたが、その後どうなったのか教えてほしいで
す。基盤整備事業については、将来的なビジョンを示
した上で取り掛からなければ、事業者が集まらないと
思います。早急にビジョンを示した上で、事業要望な
ど後世のためにやってほしいです。
 回答 
　現在、開発局や後志総合振興局とも協議中であり、
情報提供できる資料等が整い次第、提供させていただ
きます。

農業
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  国道①  
 要望 
　国道の一部で歩道がないので、歩道を設置できない
でしょうか。将来的なところで考えてほしいです。
 回答 
　雪解け後を待って、一度現地を全体的に確認させて
いただきます。国道において歩道の設置が必要である
場合は、国道を管理している開発局へ要望いたします。
  国道②  
 要望 
　留寿都の街の中のセンターラインは点線の白線で、
追い越しをしてくる車があり危ないです。追い越し禁
止の黄色の線にしてほしいです。
 回答 
　市街地における国道230号の追い越し禁止の指定に
ついては、過去から幾度に渡り倶知安警察署へ要望し
ているところですが、実現されない状況にあります。
今後も引き続き倶知安警察署へ要望をしていくことと
します。

  村道①  
 意見 
　雪捨て場に通じる道路がかなり傷んでいます。通る
車の割に道幅も狭いです。産業用道路として使うので
あれば、もう少し道幅を広げきちんと歩道をつけてほ
しいです。
 回答 
　該当路線は、冬季間排雪場へ通じる路線で大型車両
の往来があり他の道路より損傷が早期に確認されてい
ることから、適宜修繕にて対応しているところです。
村道拡幅及び歩道設置については、現状片側１車線道
路で路肩部は法面で傾斜が多いことや、用地の問題及
び村の財政的な問題もあり、関連があるため一体的に
検証する必要があることから、それらに係る時間も必
要と考えるところです。現時点において実施は困難と
考えていますが、村道の現状は、多くの路線で舗装面
の劣化が確認され、補修等対策が必要な時期が迫って
きているところです。今後の施設管理の観点から、計
画的な対策を進めて行く必要があり、調査・計画策定
により補修工事を進める予定ですので、当該路線にお
いては優先的な対応を検討してまいります。

道路

 要望 
　老人福祉バスは木・金しか運行していません。例え
ば月・金にする等、間を置いて運行してくれたら温泉
利用にも良いので検討して欲しいです。
 回答 
　ご要望にお応えするため、令和４年４月から間を空
けて運行するよう調整中です。

福祉バス

 意見 
　以前の説明では、山の上の平均風速が７mというこ
とだったが、その後継続的に風速を測っているのか、
測っていればその数値を教えてほしいです。
 回答 
　風力計については、発電事業者が経済産業省に提出
する工事計画届出に添付するウインドファーム認証に
風速の計測が必要であるため設置し、必要となる期間
である令和３年５月まで計測しましたが、現時点では
計測していない状況です。
　平均風速については、おおよそ以前説明した7ｍ程
度にはなるが、詳細については企業秘密のため公表は
不可であることを確認しています。

風力発電事業

 意見 
　遠くから見ても車椅子のトイレだと分かるよう大き
い看板の設置や、スマートフォンで探せば出てくるよ
う情報が分かるようにして欲しいです。
 回答 
　ご指摘を踏まえ、村内３箇所にある公衆トイレの入
口に車椅子マークを掲示し、村ホームページに公衆ト
イレの情報を掲載しました。

公衆トイレ

  防犯灯①  
 要望 
　設置した方が良い場所があるので設置してもらいた
いです。
 回答 
　防犯灯は、防犯上・交通安全上必要な箇所に設置し
ますので、設置が必要な箇所がありましたら、地区会
から要望を出していただきますようお願いします。
  街路灯①  
 要望 
　留寿都の市街地からルスツリゾート方面へ向かう国
道の片側の歩道は街灯がなく暗いので、設置してほし
いです。
 回答 
　財政的に両側に街路灯を設置することは難しい状況
にあります。防犯灯は、防犯上・交通安全上必要な箇
所に設置しているものですので、必要と判断した箇所
については防犯灯を設置していきます。

防犯灯・街路灯

 意見 
　海外の人たちに向けたサービスや英語対応をもう少
し手厚くすると、海外移住者の方がもっと増えてくる
のではないでしょうか。
 回答 
　村ホームページでは民間の自動翻訳サービスを利用
し英語・中国語・韓国語で閲覧が可能となっています
が、より分かりやすく閲覧出来るよう改修を含め見直
しをしたいと考えています。

外国人対応
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  旧三ノ原小学校①  
 質問 
　旧三ノ原小学校のグラウンドはドクターヘリの着陸
場所として使っていると思いますが、売却した場合、
ドクターヘリをどこに止めてもらえるのか教えてほし
いです。少しでも近くに止まってもらった方が安心し
ます。
 回答 
　旧三ノ原小学校のグラウンドが使用出来ない場合
は、総合グラウンド横のサブグラウンドにドクターヘ
リを迎え入れることになります。ドクターヘリが本村
に到着するまではおよそ20分程度かかり、その間に、
救急車によるサブグラウンドまでの搬送が完了するこ
とから、ドクターヘリの離発着場所が旧三ノ原小学校
からサブグラウンドに変更した場合の影響はないと考
えられます。
  旧三ノ原小学校②  
 質問 
　旧三ノ原小学校は、グラウンドが村の避難場所にな
っていたと思うので、売却するのであれば、代替地を
用意する等対応できる場所を先に考えておく必要があ
るのではないでしょうか。
 回答 
　三ノ原地区の避難場所は他に三ノ原五輪会館を指定
しており、旧三ノ原小学校が使用出来ない場合は同施
設の建物と駐車場を使用することを想定しています

が、面積が不足する事態に備え、適当な村有地がある
かどうかを含め、代替地の確保について今後検討させ
ていただきます。
  旧黒田小学校①  
 意見 
　売却を予定しているのであれば、まだ村で所有して
いるうちに、一回くらいは建物の中を見たいです。
 回答 
　ご意向を踏まえ、活用事業者の公募期間中又はその
前に地域住民の方に施設を内覧していただく方向で進
めたいと考えています。
  旧黒田小学校②  
 要望 
　母校なので残しておいて欲しいというのが心情。も
しも、建築会社等が所有して資材置場になってゴミ捨
て場のような形で荒らされるというのは困るので配慮
していただきたいです。
 回答 
　旧黒田小学校の譲渡先を選定するに当たっては、単
に金額により決定するのではなく、施設の具体的な活
用事業の企画提案を受け、事業者を選定する方式（公
募型プロポーザル）により実施したいと考えていま
す。ご指摘の点も踏まえ、単に土地を取得できればよ
いというのではなく、より地域振興・地域活性化等に
資する活用事業を提案した者を選定したいと考えてい
ます。

旧小学校施設の利活用

 意見 
　保育所は、お母さんが一定時間以上働いていないと
入れられません。幼稚園があれば入れられますが留寿
都には、保育所しかありません。今後こども園といっ
たものを考えているか教えてほしいです。
 回答 
　現在、他町村の状況を確認しながら、認定子ども園
の実現に向けて検討を進めています。
 要望 
　保育所の駐車場が暗いので、お迎えの時間帯だけで
も明るくしてもらいたいです。
 回答 
　駐車場内に設置している街路灯に光力の高いLED投
光器を増設する方向で進めています。
　※令和４年２月14日に設置完了しています。

子どもセンター

 意見 
　三ノ原五輪会館に粉ミルクや液体ミルクが配置され
ていないので検討して欲しいです。
 回答 
　地域の対象人数の状況を踏まえ、粉ミルクの配置場
所や配置数を調整させていただきます。

防災備蓄品

 要望 
　夏には草が伸びて、冬には、住宅の屋根に雪庇がか
ぶってくるが、連絡してからの対応ではなく、定期的
にパトロールしてもらいたいです。
 回答 
　施設管理において、見回りを行い適宜対応してまい
ります。
 意見 
　村営住宅の共有部分の電気について、住宅料に電気
料金を加算してもらうことは出来ないですか。役場で
支払して欲しいです。
 回答 
　村営住宅（団地）の共用部分（廊下、階段室等）の
電気料金（以下「共用電気」）については、他の団地
でも入居者による支払を依頼しています。また、集金
方法及び集金者の状況については、団地毎にルールを
決めて実施しており、集金者においては、１年毎の順
番制が多いと伺っています。各団地への新たな入居者
には、共用電気についてご説明させていただいていま
すが、改めて周知方法を検討し、共用電気の集金に協
力するよう働きかけをしてまいります。一方、共用電
気を住宅料に加算できないかとのご意見については、
村営住宅の制度上実施することは出来ないことをご理
解ください。

村営住宅
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　今回は、高血圧についてお話しします。高血圧が続
くと、動脈硬化が進み、脳梗塞や心筋梗塞等の病気が
起きやすくなります。ご自身の血圧の値はどのくらい
でしょうか。血圧を上げてしまう生活を送っていませ
んか。一緒に振り返りましょう。
● 血圧とは
　血液が通る時に血管にかかる圧力のことを血圧とい
います。血圧は、上の血圧と下の血圧で表示されます。
　　　　 …�収縮期（最高）血圧といいます。心臓から

送り出された血液が勢いよく出ていくので
血圧は最も高くなります。

　　　　 …�拡張期（最低）血圧といいます。血液が戻
るために心臓が拡張したときの値です。

● 高血圧とは
　血圧を測定する場所により、高血圧と診断される値
が異なります。
　　　　　 …�医療機関で測った血圧のことをいいま

す。上の血圧が140、下の血圧が90を超
えた場合、高血圧と診断されます。

　　　　 …�家庭で測った血圧のことをいいます。上の
血圧が135、下の血圧が85を超えた場合、
高血圧と診断されます。

※�一般に家庭血圧は低めに出るので、診察室血圧より
低い値であっても高血圧と診断されます。
● 血圧の目標値
　日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン2019年
度版」では、血圧の目標値を以下のように定めています。

診察室血圧 家庭血圧
74歳まで 130／80未満 125／75未満
75歳から 140／90未満 135／85未満

※�高血圧や糖尿病で治療中の方等は目標値が異なる場
合があります。受診時にご自身の血圧の目標値を医
師にぜひ聞いてみてください。
● 高血圧を予防・改善する方法

（１）１日の食塩の摂取量を見直してみる
　１日の食塩摂取量の目安は、男性7.5g未満、女性6.5g
未満と言われています。高血圧の方は男性でも女性で
も６g未満が目標です。食塩は知らず知らずのうちに摂
取しています。例えば、沢庵３切れで約1.3gの食塩が
含まれています。また、ラーメン等の麺類の汁を飲み
ほした場合、食塩の摂取量は約５gにもなります。振り
返ってみると、目安よりも多く摂取している可能性が
ある方が多いのではないでしょうか。

（２）体を動かす
　運動には血圧を下げて安定させる他に、ストレス解
消や肥満予防にも効果的です。楽しみながら
自分に合った運動を見つけてみましょう。た
だし、高血圧の程度によっては、運動が体に
大きな負担となることがありますので、かか
りつけ医と相談してから運動しましょう。

（３）血圧を上げない生活習慣を心がける
　日頃から血圧を上げないことが大切です。血圧を上
げない生活習慣として、ゆっくり休む、便秘をしない、
禁煙する、熱いお風呂に入らない等があります。

（４）保健師に相談してみる
　長年の生活習慣を改善することはと
ても大変なことです。保健師に相談し、
ご自身の生活を振り返り、無理なく改
善できそうなことはないか一緒に考えてみませんか。
役場にいますのでいつでも相談してくださいね。

上の血圧

下の血圧

診察室血圧

家庭血圧

３月 ４月

３月10日㈭ 乳幼児予防接種 場所/診療所 受付/13時00分～13時15分
３月16日㈬ いきいき体力アップ教室 場所/公民館 受付/13時00分～15時30分
３月17日㈭ 乳幼児予防接種 場所/診療所 受付/13時00分～13時15分
３月17日㈭ 離乳食教室 場所/子どもセンター 受付/10時30分～12時00分
３月23日㈬ グ～ンとヘルスアップ運動教室 場所/公民館 受付/12時45分～14時00分
３月24日㈭ 乳幼児予防接種 場所/診療所 受付/13時00分～13時15分
３月31日㈭ 乳幼児予防接種 場所/診療所 受付/13時00分～13時15分
４月７日㈭ 乳幼児予防接種 場所/診療所 受付/13時00分～13時15分

４月８日㈮ 乳がん・子宮がん検診 場所/公民館 受付/
【午前の部】
９時00分～11時00分
【午後の部】
12時30分～14時00分

４月12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
４月14日㈭ 乳幼児予防接種 場所/診療所 受付/13時00分～13時15分

※�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）

お問合せ先

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

今月の
テーマ 高血圧を予防・改善しましょう

 ・・・ 保健師　小山内 未夢
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地域の方々に支えていただきながら
１年間を通して四季折々の留寿都産食材を使用することができました

　大根や豚肉、パン、めん、とうふ、みそまんじゅうをはじめ、書き出したらきりがないほど留寿都村にはおいし
い食べ物がたくさんあります。食を通して、ふるさとの良さや感謝する気持ちを子どもたちに伝えたいという思い
で１年間地場産物の活用に力を入れてきました。今年度は10月に「ルスツふるさと給食まつり」を開催し、留寿都
産の食材を使った特別な給食を提供することができました。このように1年間を通して学校給食に留寿都産の食材
をたくさん使用することができたのも、生産者の方をはじめ、地域の方々のご協力があったからこそです。関わっ
て頂いたすべての方に改めて深くお礼申し上げます。
　また、今年度も旬の留寿都産食材を提供いただきました留寿都村蔬菜生産組合・畑作生産組合様、JAようてい
女性部留寿都支部フレッシュミズ様、留寿都高校様にも重ねてお礼申し上げます。

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～

＃０８

１年間
ありがとう

ございました！

　留寿都小学校、留寿都中学校に通う子どもたちも、地元食材を食べたことで、留寿都村にはたくさんのおいしい
食材があると実感できたと思います。自分たちの生活には生産、流通、調理など、想像以上にたくさんの人が関わ
ってくださっていることを知って、ふるさとや食を大切にできる人になってもらいたいです。これからも給食セン
ター職員一同、力を合わせてがんばります！

 るすつ保育所でも新鮮な野菜をいただきました！

　１月18日から31日にかけて、JAようてい女性部留寿都支部フレッシュミズから留寿都村給食センターとるすつ
保育所へ地元でとれた新鮮な野菜をいただきました。これは、新型コロナウイルス感染症の影響で、制限のある生
活を送っている子どもたちを応援したいという思いから行われたものです。
　今回提供された馬鈴しょ、ゆり根、ごぼう、長いもは、カレーライスやかき揚げ、ポテトサラダなどで給食に登
場し、子どもたちはおいしくいただきました。

ルスツ野菜たっぷりの

ポークカレーライス

フレッシュミズ様より
いただいたじゃが芋
で作ったルスツポテト
サラダ
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６年

５年

４年

３年

２年

留寿都小学校
冬休みの作品展

１年 小
こ

西
にし

 涼
りょう

介
すけ

さん
作品名「ヒバニーのステンドグラス」
工夫したところ・がんばったところ
なぞるのがむずかしかったです。光にあて
るときれいです。銀紙の上にプラバンをの
せました。それでマジックをぬりました。

髙
たか

崎
さき

 太
だい

佑
すけ

さん
作品名「スライムどけい」
工夫したところ・がんばったところ
ペットボトルを合わせるとこ
ろが難しかったです。森

もり

 珠
じゅ

菜
な

さん
作品名「青いクレーンゲーム」
工夫したところ・がんばったところ
色をぬったところをがんばり
ました。わごむが取れやす
いです。作るのにがんばっ
た時間は30分くらいです。

土
ど

門
もん

 奏
かな

実
み

さん
作品名「スライム」
工夫したところ・がんばったところ
かたくならないように気を
つけたり、ちゃんとまぜた
りするのをかんばりました。

佐
さ

々
さ

木
き

 大
ひろ

空
と

さん
作品名「おれときょうりゅう」
工夫したところ・がんばったところ
こまかいところをぬうのがむずか
しかったです。

正
しょう

源
げん

 武
たけ

瑠
る

さん
作品名「ブーメラン」
工夫したところ・がんばったところ
紙が１枚だと飛ばないか
ら２枚重ねました。

冬休み中の作品は
どれも力作ぞろい
だいっこん！
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国民健康保険からのお知らせ

保健医療課　電話 0136-46-3131お問合せ先

こんなとき 届出に必要なもの 届出期間

国保の加入 職場の健康保険をや
めたとき

職場の健康保険の喪失証明書
マイナンバーを確認できるもの 健康保険喪失日から14日以内

職場の健康保険の被
扶養者でなくなった
とき

職場の健康保険の被扶養者でなくなった
証明書
マイナンバーを確認できるもの

健康保険喪失日から14日以内

任意継続被保険者の
資格を喪失したとき

健康保険の資格喪失通知書
マイナンバーを確認できるもの 健康保険喪失日から14日以内

転入してきたとき 本人確認書類
マイナンバーを確認できるもの
※外国籍の方で在留資格が特定活動の方
　→ 在留資格カード及び指定書

転入日から14日以内

国保の脱退 職場の健康保険に入
ったとき

国保と職場の被保険者証
マイナンバーを確認できるもの

職場の健康保険取得日から原則
として14日以内
※�新しい保険証が手元に届いて
から届出することも可能です。

職場の健康保険の被
扶養者になったとき

国保と職場の被保険者証
マイナンバーを確認できるもの

転出するとき 国保の被保険者証
マイナンバーを確認できるもの 転出予定日から14日以内

その他 住所、氏名、世帯主
が変更になったとき

国保の被保険者証
マイナンバーを確認できるもの できるだけ速やかに届け出下さい

修学のため、転出す
るとき
※�修学が終了したと
きも、届出が必要
になります。

国保の被保険者証、在学証明書又は、学
生証等
マイナンバーを確認できるもの 転出予定日から14日以内

※加入の届出が遅れると・・・
　　◇��国保の加入の届出が遅れた場合でも、国保の資格を得た月（職場の健康保険を喪失した月）に遡って保険

税を納めなければなりません。
　　◇��被保険者証は、届出をした日から有効となり、既に医療機関等にて受診した医療費は基本的に全額自己負

担となりますのでご注意ください。

※喪失の届出が遅れると・・・
　　◇��脱退（喪失）の場合は、国保の資格がなくなった後に国保の被保険者証を使うと、国保が負担した医療費

を返還していただくことになりますので、使用しないようにしてください。

保険の資格が変わったら速やかに届出を
就職や退職などによる国民健康保険の加入や脱退は、速やかに届出をしてください。
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国民健康保険に加入されている皆さまへ

国民健康保険の一部負担金の減免制度について
　後志広域連合の国民健康保険に加入されている方で、災害や事業の休廃止・失業などの理由で世帯の収入が減少
し、医療機関等の窓口で支払う医療費（一部負担金）の支払いが困難になった場合は、一定期間においてその一部
負担金を減免することが出来ます。

減免の対象となる事由
　下記のいずれかに該当する場合、減免を申請することができます。

①  干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減
少したとき。

②  震災、風水害、火災、その他これら類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損
害を受けたとき。

③  事業又は業務の休廃止、失業等により収入が減少したとき。

減免等を受けることができる要件
　下記の全てに該当する場合、減免を受けることができます。

①  入院療養を受ける国民健康保険の被保険者
②  上記の事由が発生したことにより、前年同時期の収入に比べ、現在の収入（見込み収入含む）が減
少している 

③  世帯主及び当該世帯に属する被保険者の直近の収入の合計額が生活保護基準額以下
④  これらの者の預貯金合計額が生活保護基準額の３か月分以下

減免等の期間等
　減免の場合は、１年間で３ヵ月以下の期間とします。
　ただし、真にやむを得ない場合には、新たな申請が必要であり、再度審査を行った上で減免を継続すること
が出来ます。
　減免が適用されるのは、減免を申請された日からになります。
　なお、原則、すでに支払った一部負担金については、減免の対象外です。

申請に必要な書類等

①  一部負担金減免申請書等（お住まいの役場窓口にあります）
②  収入申告書（お住まいの役場窓口にあります）、給与明細書、年金支払通知書等
③  収入減少を証明する書類（離職証明書、雇用保険受給者証、罹災証明書など）
④  世帯の国保加入者全員の通帳（記帳した上でお持ち下さい）、金融機関等への調査同意書
⑤  医師の意見書、障害者手帳
⑥  その他必要と認める書類

一部負担金の減免に関するお問合せは、下記までお願いします。

後志広域連合 国民健康保険課保険給付係　電話 0136-55-8012
留寿都村役場 保健医療課保健医療係　　　電話 0136-46-3131
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北海道 北海道小児・ＡＹＡ世代のがん患者等の

妊よう性温存療法研究促進事業のご案内

北海道では、将来子どもを持つことができる可能性を温存するための妊よう性温存療法に要する費用の一部を助成す

ることにより、がん患者等が将来の希望をもって治療に取り組んでいただけるよう支援します。

１．妊よう性温存療法について

妊よう性とは「妊娠するための機能、妊娠する能力」です。

がんなどの治療により、妊よう性が失われたり、低下した
りすることがあります。
抗がん剤や放射線治療に伴い、妊よう性に影響がおよ
ぶ前に、妊よう性温存療法により、将来、子どもを持つ可
能性を残すことができます。

２．助成の対象となる方

● 以下の要件を全て満たす方が対象になります。

① 申請時に北海道内に住所を有している方

② 対象となる治療の凍結保存時に４３歳未満の方

③ 北海道が指定する医療機関（右表の「４指定医療機関」をご

確認ください）において、助成対象となる治療を受けた方。

④ 原疾患の治療内容が以下のいずれかの方

● 「小児、思春期・若年がん患者の妊よう性温存に関する診療
ガイドライン」（日本癌治療学会）の妊よう性低下リスク分類に
示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療

● 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん

疾患：乳がん（ホルモン療法）等

● 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患：再生不良性貧血、

遺伝性骨髄不全症候群（ファンコニ貧血等）、原発性免疫不全

症候群、先天代謝異常症、セラサミア、鎌状赤血球症、慢性活

動性ＥＢウイルス感染症等

● アルキル化剤が投与される非がん疾患：全身性エリテマトー

デス、ルーブス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等

⑤ 指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担

当の医師により、妊よう性温存療法に伴う影響について評価

を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方

⑥ 指定医療機関から、妊よう性温存療法を受けること及びこ

の事業に基づく研究への臨床情報等を提供することについて

説明を受けて、この事業に参加することに同意できる方

４．指定医療機関について
北海道が指定する妊よう性温存療法を実施する医療機関は

以下のとおりであり、医療機関によって実施可能な治療が異な

ります（令和４年１月現在）。

最新の指定医療機関の一覧は、当課ホームページからご確

認ください。

■ 札幌医科大学附属病院

診療科：産科周産期科 実施可能な治療：①②③

所在地：札幌市中央区南１条西１６丁目２９１番地

■ 手稲渓仁会病院

診療科：婦人科 実施可能な治療：①②③④

所在地：札幌市手稲区前田１条１２丁目１－４０

■ JA北海道厚生連 札幌厚生病院

診療科：産婦人科 実施可能な治療：①②③（④は要相談）

所在地：札幌市中央区北３条東８丁目５番地

■国家公務員共済組合連合会 斗南病院

診療科：婦人科・生殖内分泌科 実施可能な治療：①②③④⑤

所在地：札幌市中央区北４条西７丁目３－８

■ 医療法人社団 神谷レディースクリニック

診療科：婦人科 実施可能な治療：①②④⑤

所在地：札幌市中央区北３条西２丁目２－１日通札幌ビル２F

北海道のがん対策情報 検索

３．助成対象となる費用

● 助成対象となる費用は、妊よう性温存療法及び初回
の凍結保存に要した医療保険適用外費用です。
※入院室料（差額ベッド代等）、食事療養費、文書料等の治療

に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保

存の維持に係る費用は対象外です。

● 令和３年４月１日以降に実施した妊よう性温存療法に
要する費用が助成の対象となります。
※本事業の対象となる費用について、「不妊に悩む方への特定

不妊治療助成事業」に基づく助成を受けている場合は、本事業

の助成の対象外です。

５．妊よう性温存療法の相談について

妊よう性温存療法は、がんや難病の治療を始める前に
行われることが重要です。

ただし、原則はがんや難病の治療が最優先となり、妊よう性

温存療法によって治療が大幅に遅れることは望ましくありません。

個人毎にがんや難病の治療開始までに許容される時間は異

なるほか、がんの種類、状態などによっても、妊よう性温存が実

施できない場合があります。

このため、がんや難病の診断を受けたら、できるだけ早く、妊

よう性温存の方法や可能性について、最初に主治医へご相談し

ていただくことが必要となります。

がんや難病の治療にあたる主治医と御相談の上で、ここにある指定

医療機関で受けた妊よう性温存療法のみが助成の対象です。今後、

道において医療機関を指定した際には、随時更新してまいります。

2022年３月号12



６．助成対象治療及び助成上限額

【体調不良により妊よう性温存療法を中止した場合】

妊よう性温存療法の実施の意思決定が行われ、排卵誘発剤等の投与が行

われた後に、体調不良等の理由でその後の妊よう性温存療法を中止した場合

も助成の対象となります。

【胚凍結等が正常に行えなかった場合】

対象となる治療を受けたが、胚凍結等が正常に行えなかった場合も助成の

対象となります。

● 申請には、以下の全ての書類が必要です。

各種様式は北海道のホームページからダウンロードできます。

① 北海道小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法費用助

成事業申請書：第１号様式

② 北海道小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法費用助

成事業に係る証明書（妊よう性温存療法実施医療機関）：第２号様式

③ 北海道小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法費

用助成事業に係る証明書（原疾患治療実施医療機関）：第３号様式

④ 申請時に北海道内に住所を有していることが確認できる住民票

(個人番号の記載がなく申請時点で発行から3ヶ月以内のもの)

⑤ 助成金の振込先の通帳の写し（金融機関名、支店名、口座種別、

口座番号、口座名義、カナ名義の全てが分かるもの）

⑥※治療を受けた方が未成年の場合のみ必須

申請者（親権者や未成年後見人）との続柄を証明する書類（住民

票等）

７．申請に必要な書類

北海道のがん対策情報 検索

８．申請期限
● 妊よう性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内に申請

してください。

※妊よう性温存療法実施後、期間を置かずに、がんなどの原疾患

治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、当該

年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することが

できます。

１１．手続きの全体イメージ

指定医療機関

妊よう性温存療法

実施医療機関

がん等の原疾患

治療実施医療機関
連携

助成対象者

（妊よう性温存療法を受けた方）

①

受

診

②妊よう性温存
療法に伴う影響

について評価、指

定医療機関の紹

介

③

受

診

④妊よう性温存
療法に伴う影響

について評価、研

究事業について

説明

⑥妊よう性温存

療法の実施

⑤

同

意

⑧助成事業の申請 ⑨助成決定、支給

⑦がん等の原疾

患の治療

北海道

（担当：保健福祉部地域保健課）

１２．助成事業のお問合せ

北海道保健福祉部健康安全局

地域保健課がん対策係

電話番号：０１１－２０４－５１１７

ＦＡＸ番号：０１１－２３２－２０１３
Ｅメール：hofuku.kenkou@pref.hokkaido.lg.jp

９．申請先

● 郵送による申請受付のみとなりますので、書類到着日を申請

日とみなします。なお、簡易書留など記録の残る郵送方法でお送

りいただくことをお勧めします。書類到着後、不足書類や確認事

項がある場合は電話またはメールで連絡します。

＜郵送先住所＞
〒０６０－８５８８
北海道札幌市中央区北３条西６丁目
北海道保健福祉部健康安全局地域保健課がん対策係

１０．妊よう性温存療法の実施までの流れ

がん等治療担当医から、疾患の状況と受けている治療が妊

よう性に与える影響がどのくらいあるかを聞きましょう。

妊よう性温存療法の詳細について、がん等治療医が紹介す

る指定医療機関の「がん生殖外来」を受診し、生殖医療の専

門医から、現在の生殖能力や具体的な妊よう性温存の方法な

どの説明を受けましょう（受診料は自費診療となります。詳細

は受診される医療機関で、ご確認ください）。

２

３

指定医療機関で、妊よう性温存療法を受ける前に、がん等

治療担当医から紹介状などを作成してもらいましょう。５

妊よう性温存療法の実施６
医療機関へ妊よう性温存療法に係る費用を支払の後、道へ

関係書類を添えて助成金の申請を行ってください。７

妊よう性温存療法の実施の意思決定（医師から十分に説明

を受け納得した上で妊よう性温存療法を受けてください）。４

がんなどの治療による生殖機能温存について質問や希望が

ある場合、がんなどの診断を受けた病院の担当医や看護師、

医療ソーシャルワーカーなどに相談しましょう。
１

【北海道の妊よう性温存療法のホームページ】 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/ninnyouseionzon.html
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住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金を給付します

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、さまざまな困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの
支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に給付金を支給します。
●支給対象者
　① 基準日（令和３年12月10日）時点で、世帯全員の令和３年度住民税均等割が非課税である世帯（非課税世帯）
　②  ①のほか、令和３年１月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、①の世帯と同様と

認められる世帯（家計急変世帯）
●支給額　１世帯あたり10万円（①と②の併給はできません。）
●支給方法　原則、口座振込

① 住民税非課税世帯向け
確認書を送付します  返送が必要です

住民税非課税世帯へ村から確認書を送付します。
※対象となる方には、２月10日に文書を送付済みです。

確認書には振込先予定の令和２年に実施した「特
別定額給付金」の口座番号があらかじめ記載され
ています。修正がなければ必要事項を記入し、３
か月以内に封筒で返送してください。
※確認書に記載がない場合は口座を記入してください。

指定口座に振込みます。※申請から３週間程度

※ 口座情報の修正がある場合又は記載がない場合は、口
座番号がわかるものと身分証明書の写しが必要です。

※ 確認書が届いた場合でも、世帯全員が住民税課税者に
扶養されている場合は、支給はできませんのでご注意
ください。

② 家計急変世帯向け
申請が必要です

世帯全員の令和３年中（又は令和４年中）の収入
が住民税非課税相当であるか確認をしてくださ
い（下記【市町村民税均等割非課税相当限度額の
目安】参照）。

給与明細、源泉徴収票、確定申告書等と身分証明
書、口座番号が記載されているものを役場へ持参
し、申請書を提出します。
※令和４年９月30日までに申請が必要です。

指定口座に振込みます。※申請から３週間程度

※ 申請先は、申請時点での住所地市区町村です。

村で支給要件に該当するか確認します。

【市町村民税均等割非課税相当限度額の目安】

新型コロナウイルス感染症
の影響を受けて収入が減少
したこと

※ ①＝令和３年１月以降の任意の
１か月の収入×12か月

※②＝給与所得控除額や経費など
※ 同一世帯内で、住民税が課税さ

れている方全員の１年間の収入
見込額をそれぞれ算出し、判定
を行います。

１年間の収入(所得)見込額
①－②

＋ ≦
対象

＞
対象外

家族構成 非課税相当限度額
（収入額ベース）

非課税相当限度額
（所得額ベース）

単身又は扶養親族がいない
場合 93.0万円以下 38.0万円以下

配偶者・扶養親族（計１名）
を扶養している場合 137.8万円以下 82.8万円以下

配偶者・扶養親族（計２名）
を扶養している場合 168.0万円以下 110.8万円以下

配偶者・扶養親族（計３名）
を扶養している場合 209.7万円以下 138.8万円以下

配偶者・扶養親族（計４名）
を扶養している場合 249.7万円以下 166.8万円以下

障害者、寡婦、ひとり親、
未成年の場合 2,043,999円以下 135.0万円以下

※ 非課税相当限度額以下でもその他の要件等により、支給の対象とならな
い場合があります。

住民福祉課　電話 0136-46-3131お問合せ先
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　教育委員会では、令和３年度から令和５年度にかけて老朽化が著しい教職員公宅の建替え工事を実施しており、
令和３年度は、木造２階建て１棟４戸の建設工事を行い、２月８日に無事完成しました。工事車両の通過や工事に
よる騒音により、近隣住民をはじめ、皆さまにはご迷惑をおかけしました。なお、入居開始は３月を予定しています。

「自宅に自分あての荷物が届いた。箱に貼ってあるラベルに記載された発送元の事業者名称に覚えがない。
不審だがどうしたらよいか」や「自分あての荷物だったので、開封したところ、食品が入っていた。注文し
た覚えがない。どうしたらよいか」というような注文していない商品についてのご相談が寄せられています。
注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品については、処分することが出来
ますし、代金を請求されたとしても支払う必要がありません。
しかし、このようなご相談の場合、実際にご自分では注文していなくても、家族が注文していたり、遠方
に住む親族や知人が注文していたりすることが非常に多くあります。また、時間が経過して、注文したことや、
商品の送付を依頼したことを忘れてしまっている方もいます。
宅配事業者から荷物を受け取る際に、注文していないので、受取拒否しますと伝え、持ち帰ってもらうこ
ともできますが、自分や家族が注文していた場合、後から商品代金や送料の他に返送にかかった費用や再配
達をするための費用などを請求される場合もあるようです。
日ごろから注文の履歴を確認したり、家族に、宅配便で荷物が届くという事を伝えたり、同居していない
親族へ何かを送った場合は、事前に贈り物をしたという事を伝えておくことで安心して受け取ることが出来
るのではないでしょうか。
困ったときは役場や相談窓口にご相談ください。

注文していない商品が届いた、
というご相談が増えています

ようてい地域消費生活相談窓口　電話  0136-44-1600

教育委員会からのお知らせ

教職員公宅が完成しました！

教育委員会　電話 0136-46-3321お問合せ先
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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。

「村長のタウンミーティング」について

　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」については新型
コロナウイルス感染症の影響により当面の間中止とさ
せていただきます。再開できるようになりましたらご
案内いたします。詳しくは企画観光課までお問合せく
ださい。

ルスツコミュニティーメールに登録しよう！

　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。定期的に村などからのお知ら
せを行っているほかに、お悔みや緊急気象情報などの
お知らせも放送していますので、ぜひ登録をお願いし
ます。

留寿都村ホームページの改修（常時SSL化）
について

　留寿都村では、ご利用の皆さまが留寿都村ホームペ
ージを安全にご利用いただけるよう、令和４年４月１
日（金）から全てのページで、常時SSL化を実施しま
す。常時SSL化（https化）は、サイト内のすべての
ページを暗号化して安全に送受信することにより、「改
ざん」や「なりすまし」などを防ぐ仕組みです。これ

により一層のセキュリティ強化を行い、みなさまに安
心してご利用いただけるホームページの実現を目指し
ます。
　常時SSL化にあたり、URLが以下の通り、変更とな
ります。また、最新のSSL通信に対応していない携帯
電話（フィーチャーフォン）、古いパソコン（ブラウザ）、
古いスマートフォン等では、ホームページをご利用い
ただけない可能性がございます。また、旧URLにアク
セスした場合でも自動的に新URLへ転送されますが、
ブラウザによっては、「セキュリティで保護されてい
ない」と表示される場合もありますので、新URLへア
クセスし直すよう、お願いいたします。ブラウザのブ
ックマークやお気に入りに登録されている場合は、お
手数ですが再登録願います。
旧URL：http://www.vill.rusutsu.lg.jp
新URL：https://www.vill.rusutsu.lg.jp
　ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけ
ますようお願い申し上げます。

知っていますか？北海道の苦情審査委員制度

　北海道が行った業務や制度の内容を審査する制度が
「北海道苦情審査委員」制度です。皆さん自身の利害
に関する苦情であれば、苦情審査委員に申し立てがで
きます。苦情審査委員が公正で中立的な立場から北海
道の関係機関に対し、必要な調査等を行います。個人
情報も保護されます。
苦情申立て窓口　�北海道総合政策部知事室道政相談

センター　電話�011-204-5523�
申立て方法
　北海道ホームページから申立書をダウンロードし必
要事項記入の上、郵送、FAX、メールにて送付してく
ださい。
お問合せ先
　〒060-8588　札幌市中央区北３条西６丁目
　北海道総合政策部知事室道政相談センター
　電話�011-204-5523　FAX�011-241-8181
　メール�kujou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp

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

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
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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

予備自衛官補
一般：18歳以上34歳未満の者
技能：�18歳以上で国家免許資

格等を有する者

令和４年１月６日（木）～
令和４年４月８日（金）

令和４年４月16日（土）・
　　　　　　　17日（日）

一般曹候補生
（第１回） 18歳以上33歳未満の者 令和４年３月１日（火）～

令和４年５月10日（火）
令和４年５月20日（金）～
　　　　　　　22日（日）

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

弁護士無料法律相談会� ３・４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

３月 11日（金）　４月 ８日（金）

しりべし弁護士相談センター� ３・４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

３月 ２日、９日、16日、23日、30日
４月 ６日、13日、20日、27日

財務専門官採用試験のお知らせ

財務省北海道財務局人事課　電話 011-709-2311
お問合せ先

財務省北海道財務局では、財政、金融のプロフェッショナルとして活躍する財務専門官を募集しています。

受験資格
　１、1992（平成４）年４月２日から2001（平成13）年４月１日生まれの者
　２、2001（平成13）年４月１日以降生まれの者で次に掲げるもの
　　（１）大学を卒業した者及び2023（令和５）年３月までに大学を卒業する見込みの者
　　（２）短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び2023（令和５）年３月までに短期大学
　　　　 又は高等専門学校を卒業する見込みの者

受験申込期間
　令和４年３月18日（金）午前９時から令和４年４月４日（月）【受信有効】まで

受験申込方法
　インターネットの次のURLより申し込みください。
　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

第一次試験日
　令和４年６月５日（日）
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１月15日～２月14日届出分

届出なし

空き家バンクに登録しませんか
　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。

1 空き家バンクに物件を登録します。
2 ホームページで物件情報を公開します。
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。
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
　　http://www.vill.rusutsu.lg.jp/hotnews/detail/00000249.html

お問合せ先　企画観光課　電話 0136-46-3131

空き家バンク利用の流れ（空き家を売りたい・貸したい方）

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　http://www.vill.rusutsu.lg.jp

	 No.698　令和４年３月７日発行広報るすつ

お問合せ先
企画観光課　電話 0136-46-3131

令和４年５月号から
広報るすつの発行日が毎月
５日から20日へ変更となります

企画観光課 からのお知らせ

　令和４年度から広報るすつの発行日をこれまで
の５日から、前月の20日に変更となりますのでお
知らせします。
　例：令和４年５月号
　令和４年５月６日　→　令和４年４月20日人口と世帯（外国人を含む）

令和４年１月末現在

人口

男性

女性

世帯

 1,897（前月比＋３）
内外国人 126（前月比＋３）
 972 （前月比＋４）
 925 （前月比－１）
 1,009 （前月比＋３）

第４回留寿都村
スキータイムトライアル選手権

　２月11日、ルスツリゾートスキー場で留寿都スキー少年
団と留寿都スキー連盟の共催による第４回留寿都村スキ
ータイムトライアル選手権が開催され、小学生10名、大
人５名が参加しました。この大会はタイムの早さではなく、
１本目と２本目の滑走の
タイム差の少なさを競う
ルールとなっており、結
果、タイムが遅い人でも
表彰されるなど予想外の
展開に参加者たちは大い
に盛り上がりました。

今月の一枚

2022年３月号18
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