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新年のご挨拶

放課後児童クラブ　お餅つき会
12月２日、るすつ子どもセンターで放課後児童クラブのお餅つき会が行われました。



新年のご挨拶

留寿都村長  　佐　藤　ひさ子

　新年明けましておめでとうございます。村民の
皆さまには、輝かしい新年をお迎えのことと心か
らお慶び申し上げます。また、平素より村政推進
に対しまして格別のご理解とご協力を賜り厚くお
礼申し上げます。
　昨年４月に、留寿都村長に就任して早10か月が
経過しました。「打てば響くむらづくり」を目指し、
皆さまの声に耳を傾け職員と共に行政を推進する
所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
　令和３年度の村政は「第６次総合計画」のスタ
ート年でした。さらに、「過疎地域の持続的発展
の支援に関する特別措置法」（過疎新法）が成立し、
本村の指定除外が危惧されていたところですが継
続して指定を受けることができましたので、今後
10年間は本村が持つ力を最大限に発揮して、新し
い時代を切り拓く決意で活力ある村づくりに取り
組んでまいります。
　さて、昨年の本村を振り返りますと、冷涼な気
候に適した農作物を栽培している本村農業にとっ
て、夏の高温と干ばつによる農作物への影響は品
質・数量面からも多大な被害がありました。しか
し、高度な農業技術をもって励まれた成果が地域
の「農業力」として、今後も受け継がれることを
期待し、本年もそのご努力により豊かな実りを得
られますことを心からお祈り申し上げます。
　また、一昨年から続く新型コロナウイルス感染
症拡大に翻弄された１年でありました。村民の皆
さまの笑顔にたくさん触れられる１年にしたいと
の思いですが、結果として、感染の防止策で取ら
れた「人の流れを止める」ことは、その影響をま
ともに受けたのが商工観光業であり、村民の皆さ
まの暮らしでした。これが産業経済をはじめ、村
も多くのイベントを縮小または中止せざるを得な
かったところです。

　誰もが決定的な解決策を見いだせない手探りの
中で、人に会うことや出かけることを控えたり、
お話をしないで食事することを勧められたり、特
に高齢の方には孤独感も強いられたような心配も
しておりましたが、ワクチン投与に一定の効果が
あることも含めて、今年は経済も好転する可能性
にも期待しております。
　一方、地球温暖化の影響からなる自然災害が昨
年もまた国内外で発生し、多くの方が犠牲になら
れたことは心を痛め、報道に接するたび自然の威
力に圧倒されます。地球温暖化対策は、村として、
また国民としても対策の意義を自覚して取り進め
なければなりません。
　また、昨年の東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会では、多くの選手から感動をいた
だきました。留寿都村におきましても、小中学生
や高等学校生の全道大会や全国大会に出場する活
躍がありました。保育所児や児童生徒の姿を見る
たび、この子たちがかけがえのない村の財産であ
ることを実感します。
　子育ては家庭だけで終わらず、小規模自治体だ
からこそできる施策に取り組み、特に留寿都村に
住んでいても地域格差に負けない手厚い福祉や教
育施策を実行することが重要であると考えます。
　さらに、住民の皆さまの健康な体は一朝一夕で
できるものではございませんので、個々が自分の
体を労り、問いかけながら村が実施する健診事業
等で早期発見・早期治療に取り組まれるようご支
援いたします。
　終わりに、現状のコロナ禍が一日も早く収束を
迎え、新しい年が活力に溢れ、村民の皆さまの笑
顔が輝く素晴らしい年になりますよう心からご祈
念申し上げまして、新年のご挨拶といたします。
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新年のご挨拶

留寿都村議会議長  　松　井　幸　雄

　留寿都村の皆さま、新年明けましておめでとう

ございます。

　留寿都村議会を代表し、謹んで新春のご挨拶を

申し上げます。

　村民の皆さまには、新たな希望を胸に初春をお

迎えのことと心からお慶び申し上げます。

　また、旧年中は留寿都村議会に対しまして、深

いご理解と暖かいご支援を賜り、心より厚くお礼

申し上げます。

　さて、昨年を振り返りますと、引き続き新型コ

ロナウイルス感染症がまん延し、緊急事態宣言に

伴う外出自粛や各種行事の中止が相次ぎ、平穏な

暮らしを取り戻すため、社会全体が苦慮した年と

なりました。新型コロナウイルスのワクチン接種

等、難しい選択に悩まれ、自粛生活に疲弊し、経

済的にも苦しいところですが、皆さまの不断の努

力と感染症予防活動により、このまま収束に向か

うことを切に願うばかりであります。

　その中でも、１年延期となっていた東京オリン

ピック・パラリンピックは無観客による開催とな

りましたが、無事に閉幕し感動と勇気を与えてく

れました。

　７月には記録的大雨で静岡県熱海市伊豆山地区

において大規模な土石流が発生し20人以上が巻き

込まれる参事となりました。被害にあった地域の

一日も早い復旧と災害のない日々が続くことをひ

たすら願うものです。

　更には、菅政権から岸田政権へとバトンが渡さ

れ経済や国民生活への安心で安全な社会の構築の

推進に強い期待がされるところです。

　また、昨年は稀にみる降雪量と猛暑により標高

約350メートルの本村でも真夏日を何日も記録し、

夏を長く感じる年でもありました。

　農業においても、例年にない降雪量に春先の低

温や記録的な高温少雨など天候不順が続き、収量

や規格等に影響があったように伺っております

が、経営努力を重ねられた農業関係者の皆さまに

深く敬意を表する次第であります。

　村政においては、昨年４月に佐藤村長を迎え、

新たな体制での村政執行がはじまりました。議員

においては、新年を迎え、残された任期は１年余

りとなります。村民の皆さまからの負託に応えら

れるよう、その役割と責任の重さを自覚し、身近

で皆さまの関心を高める議会を目指し、全力を尽

くして参ります。また、村民の皆さまの村づくり

に対する思いを村政に繋げる道筋となる様、皆さ

まの声を聴き、執行機関との是々非々の議論を重

ねて参りたいと思います。

　結びに、新しい年が村民の皆さまにとって笑顔

あふれる、実り多き年となりますことを心よりお

祈り申し上げまして、新春のご挨拶とさせていた

だきます。
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新年のご挨拶

養父市長  　広　瀬　　　栄

　新年明けましておめでとうございます。
　留寿都村の皆さまにおかれましては、健やかに
令和４年の新春をお迎えのことと心からお喜び申
し上げます。
　昭和56年７月に和牛が取り持つ縁で、旧養父町と
留寿都村が姉妹提携を結んでから、今年で41周年を
迎えます。この間、留寿都村の皆さまとは、心温ま
る交流を深めることができ、多くの子どもたちや住
民が訪問させていただいた際には、皆さまに温かく
迎えていただき、大変感謝しております。
　昨年も新型コロナウイルス感染症の流行によ
り、毎年恒例となっていた両市の子どもたちの相
互訪問は叶いませんでしたが、文化祭での子供た
ちの作品交流は変わらず行うことができ、大変嬉
しく思っております。今年こそは、両市の更なる
交流を図ってまいりたいと思います。そして延期
しております姉妹都市提携40周年の式典について
も、状況をみながら、安心・安全を確保できる形
で行えるよう、調整してまいりたいと思っており
ます。
　さて、昨年９月には養父市の新しいまちづくり
の拠点となる、やぶ市民交流広場（通称：YBフ
ァブ）がオープンしました。「人と文化と郷土を
つなぎ、未来を創る学びと交流の拠点」をコンセ

プトとした複合施設で、若者や高齢者、子供連れ
の家族など多くの人々がホールのホワイエや図書
館、芝生広場で、読書や遊びに訪れています。多
くの方でにぎわうYBファブに、明るい未来への
希望を感じています。
　また、昨年は新たに「養父市まちづくり計画」
を策定しました。2050年の養父市のあるべき姿を
イメージし、それを実現するために2030年までの
10年間に実行しなくてはならないことを計画と
してまとめたものです。国連で採択されたSDGs

（持続可能な開発目標）の考えを根底に、「やぶ
２０５０～居空間構想～（社会変革を生み出す新
たな結の創出）」を未来図とし、「誰一人取り残さ
ない社会」の実現を目指してまいります。
　留寿都村と養父市がともに41年という長きにわ
たり結んできた絆をさらに深め、これからも両市
が希望にあふれた明るいまち、住みよいまちであ
りますように切に願っております。また、新しい
年が村民の皆さまにとりまして幸多い年となりま
すように祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。 

やぶ市民交流広場 名草神社三重塔
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　11月13日、留寿都村と留寿都ウインド合同会社に
よる風力発電事業に係る工事現場見学会が開催され
ました。参加した25名の方は、工事現場を眺めなが
ら、工事内容や、風車構造などの内容について説明
を受けました。

11月13日 風力発電事業に係る
工事現場見学会開催

　11月12日、るすつ子どもセンターで市街・八ノ原
地区などを対象とした村政懇談会が開催されまし
た。村から村政・教育行政の近況報告について、昨
年度の要望等の対応状況について説明があった後、
質問や要望など出席者との間で活発なやりとりがあ
りました。

11月12日 村政懇談会を開催

様々なご意見ありがとうございます

　11月11日、古平中学校で後志中文連弁論大会が開
催されました。留寿都中学校から、３年生の冨樫は
ん杏さんが山麓地区代表として出場され、「変えて
くれたもの」と題してフロンティアリーダー養成ア
カデミーへ参加して学んだことを発表しました。結
果は、３位１席の素晴らしい成績となりました。

11月11日 後志中文連弁論大会入賞

学んだことを皆さんへ伝えたい！

　11月14日、第６回なんでもチャレンジクラブ「縄文時
代にタイムトリップ！火起こしにチャレンジ」が行われ
ました。伊達市大滝の三階滝を見た後、登別市にあるの
ぼりべつ文化交流館「カント・レラ」で、縄文時代に行
われていた火起こしにチャレンジしました。子どもたち
は、何度も挑戦をして火を起こし成功を喜びました。他
にも土器のパズルや衣類の試着など様々な縄文文化を体
験しました。その後の地獄谷散策では、流れている温泉
や煙、鉄線池などをみて、登別の自然を楽しみました。

11月14日 第６回なんでも
チャレンジクラブ

生活用品の大切さを学びました
施工技術の高さに感心の声が上がりました

11月の
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　11月22から23日、留寿都高校で冬の鉢花販売会が
開催されました。販売会が行われたハウスの中に
は、シクラメン、ポインセチアなど冬の鉢花がきれ
いな花を咲かせて並んでいました。たくさんの方が
花を買い求めに来られ、高校生は花の育て方などを
丁寧に説明していました。

11月22日 冬の鉢花販売会

お買い上げありがとうございます

　11月27日、留寿都小学校で学芸会が行われました。
２、４、５年生は音楽を１、３、６年生は劇を発表
しました。練習を重ねた力強い歌声や楽器演奏を聞
くことができました。どの学年もこの日のために毎
日練習した成果を見せてくれたすてきな学芸会でし
た。

11月27日 留寿都小学校学芸会

３年生劇　寿限無

　11月24日、留寿都高校で留寿都高等学校創立70周
年記念式典が開催されました。留寿都高校は、昭和
26年４月に倶知安高等学校留寿都分校として開校
し、昭和27年に北海道留寿都高等学校となり今年で
70周年を迎えました。記念式典では、校長先生から、
「これからも農業と福祉を融合し地域の要望にあっ
た学校づくりを進めたい。」との式辞がありました。
式典の最後には、「2001年から20年間の本校の歩み」
としてスライドショーが上映されました。

11月24日 留寿都高等学校
創立70周年記念式典

今後も地域農業・福祉を担う学校運営を進めます

　11月15日、留寿都中学校で２年生を対象に役場の
保健師による職業講話が行われました。具体的な仕
事の内容や仕事で困ったときの対処法、仕事を選ぶ
際の決め手や働いていて幸せに感じるポイントな
ど、保健師という仕事にかかわらず、社会人として
働くということを想像できる講話でした。

11月15日 職業講話

自分に合った仕事を選ぶこと！
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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）を実施しています。
本年度の実施期限は令和４年２月28日までです。
早めに抗体検査を受けていただくようお願いします。

　近年、風しん患者数が増加し、平成30年７月以降、特に関東地方において風しんの患者数が増加しています。
　患者の中心は、30代から50代の男性であり、このうち、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、令和元年度から実
施しており、本年度も引き続き国の対策として、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するものです。
　対象となる方には、５月中旬に個別に通知しています。まだ、抗体検査を受けていない方は、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（令和元年度又は令和２年度に受けている方は対象となりません）。
　クーポン券を紛失された方は、役場保健医療課窓口で再交付の手続を行ってください。
　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。
　なお、本年度で国の事業が終了し、来年度以降は実施しない可能性がありますので、本年度中に受けてい
ただきますようお願いいたします。

保健医療課　電話 0136-46-3131お問合せ先

　11月30日、留寿都公民館で社会福祉協議会主催による高
齢者ふれあい交流会が開催され、33名の方が参加されまし
た。村長による講演や保育所の園児によるお遊戯が披露さ
れ、楽しい時間を過ごしました。

11月30日 ふれあい交流会

頑張って練習してきたよ！
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　謹んで新年のお慶びを申し上げます。
　2022年も皆様がお元気でお過ごしになられるよう、
心よりご祈念申し上げます。
　さて、寒さも本番を迎え、外出が大変になると共に、
除雪による体の疲れも増す季節です。膝の痛みが気に
なる方はいませんか？今日は高齢者に多い膝の病気【変
形性膝関節症】についてのお話です。
◆変形性膝関節症とは
　加齢とともに膝の軟骨がすり減ることで炎症や骨自
体の変形が生じて痛みや腫れが起こり、膝関節の機能
低下を招く病気です。
　初期～中期では軟骨がすり減り、骨と骨の間隔が狭
くなり、組織が炎症を起こして痛みや腫れが出ます。
　進行期になると軟骨の下にある骨が直接ぶつかるよ
うになり、骨棘（こつきょく）《骨のとげ》ができるこ
とでさらに痛みが増します。
　O脚に変形したり、動かさなくても痛むようになり
ます。

◆変形性膝関節症の治療と予防のポイント
☆手術療法…骨を切って脚の角度を変える「骨切り術」、
また、変形した組織を金属製の関節に置き換える「人
工関節置換術（じんこうかんせつちかんじゅつ）」が行
われます。
☆保存療法…労働量の調節、運動、体重コントロール
を行い、関節の柔軟性や筋力を維持して悪化を予防し
ます。
　医師と相
談して状態
に合わせた
治療を選択
することに
なりますが、
重要なこと
は、生活動
作の工夫と運動の継続です。痛みがあるからといって、
極端に動かなくなると、筋力低下や体重増加を招き、か
えって関節に負担が掛かります。痛みがあっても投薬や
運動療法の指導を受け、上手に筋力を維持向上させるこ
とで関節を守り、変形を防ぐことができます。もちろん
自己判断で運動することは危険ですので医師や理学療法
士の指導のもとで行いましょう。
　痛みが軽い初期の段階から適切なトレーニングを開
始すること。また、体重を減らしたり、生活様式を和
式から洋式に変える（畳での寝起き、正座、和式トイ
レをベッド、椅子、洋式トイレに変える）、杖を利用す
るなど、関節の負荷を軽減する工夫をすることが重度
化防止のポイントです。
　我慢できる痛みだからと、治療を先延ばしにしたり、
関節に負担が掛かる生活習慣を継続することが悪化の
要因になりますので十分注意しましょう。

１月 ２月

１月６日㈭ 乳幼児予防接種 場所/診療所 受付/13時00分～13時15分
１月13日㈭ 乳幼児予防接種 場所/診療所 受付/13時00分～13時15分
１月14日㈮ 乳児相談 場所/子どもセンター 受付/16時00分～17時00分
１月14日㈮ 健診結果説明会 場所/公民館 受付/14時00分～15時00分
１月19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
１月20日㈭ 乳幼児予防接種 場所/診療所 受付/13時00分～13時15分
１月26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
１月27日㈭ 乳幼児予防接種 場所/診療所 受付/13時00分～13時15分
２月２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
２月３日㈭ 乳幼児予防接種 場所/診療所 受付/13時00分～13時15分
２月９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
２月10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
２月16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
２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

※�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

 ・・・ 保健師　石川 修子

今月の
テーマ

高齢者に多い膝の痛み
～変形性膝関節症（へんけいせいしつかんせつしょう）～

良循環 悪循環 

安静 

筋肉減少 

柔軟性減少 

関節の負担 

増加 

痛 み 筋肉増加 

柔軟性増加 

関節の負担 

減少 

投薬・運動療法 

軽減 
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　国民健康保険に加入し、雇い主から給与等の支払を受けている方が、新型コロナウイルス感染症への感染や感染
疑いのために仕事を休み、その間、給与等が支払われない又は減額されたときに「傷病手当金」が支給されるもの
です。

 対象となる方：次の①から④までの条件全てを満たす方　�
　①　後志広域連合国民健康保険の被保険者の方で、雇い主から給与等の支払いを受けている方
　　　　※青色事業専従者及び白色事業専従者を含みます。
　　　　※個人事業主は該当となりません。
　②　新型コロナウイルス感染症（感染疑いを含む）の療養のために仕事ができない方
　③　３日以上連続して仕事を休み、４日目以降が令和２年１月１日から令和４年３月31日の間である方
　④　�仕事を休んだ期間について、給与等が支払われない又は減額された方
　　　給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

�支給額　�

　 直近の継続した３か月間の給与収入の合計額 �÷ �就労日数 　×　
２

×　支給対象日数
３

　　＊仕事を休んだ４日目以降が支給対象日数となります。

�支給の対象となる期間　�
　令和２年１月１日から令和４年３月31日まで（入院が継続するときは最長１年６か月まで）
　　※適用期間が令和３年12月31日までから令和４年３月31日までに延長になりました。

�申請に必要となる書類　�
　以下の書類が必要となります。各種申請書は、後志広域連合又は留寿都村のホームページからダウンロードいた
だけるほか、保健医療課窓口にも設置しております。
　①　国民健康保険傷病手当金支給申請書（世帯主記入用）
　②　国民健康保険傷病手当金支給申請書（被保険者記入用）
　③　国民健康保険傷病手当金支給申請書（事業主記入用）
　④　国民健康保険傷病手当金支給申請書（医療機関記入用）
　　　医療機関を受診していない場合は、不要となる場合があります。
　⑤　傷病手当金の支払を希望する金融機関口座が確認できる預金通帳の写し

�申請方法　�
　感染の拡大防止のため、郵送にて後志広域連合に申請いただくようお願いいたします。なお、留寿都村役場保健
医療課でも受け付けております。

�申請書送付先またはお問合せ先　�
　①　後志広域連合国民健康保険課保険給付係（電話：0136-55-8012）
　　　申請書送付先：〒044-8588　倶知安町北１条東２丁目後志合同庁舎車庫棟２階
　②　留寿都村役場保健医療課（電話：0136-46-3131）

新型コロナウイルス感染症に係る
国民健康保険の傷病手当金について

(令和４年３月31日までに適用期間が再度延長になりました)
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ルスツポークシチュー
【材料（４人分）】�◦豚もも肉…100ｇ ◦大根…60ｇ ◦玉ねぎ…60ｇ ◦にんじん…60ｇ ◦じゃが芋…160ｇ�

◦にんにく…１かけ◦マッシュルーム…20ｇ ◦赤ワイン…小さじ１ ◦水…600ml �
◦コンソメ…1.5g ◦ケチャップ…小さじ１ ◦有塩バター…５ｇ ◦デミグラスソース…60ｇ�
◦ブラウンシチューの素…40ｇ ◦塩、こしょう…少々

【作り方】①�豚もも肉は２cm角切り、大根・にんじん・じゃが芋は乱切り、玉ねぎは薄くスライスする。
　　　　 ②�鍋にバターとみじん切りにしたにんにくを入れ、豚肉を炒める。
　　　　 ③�玉ねぎを入れて、あめ色になるまで炒める。
　　　　 ④�にんじんを入れてかるく火を通したら、赤ワインと水を入れて、ひと煮立ちさせ、アクをとる。
　　　　 ⑤�大根とじゃが芋を入れ、柔らかくなるまで煮込む。
　　　　 ⑥�マッシュルームを入れて煮る。
　　　　 ⑦�ケチャップ・デミグラスソース・ブラウンシチューの素・コンソメを入れ、塩こしょうで味を調える。
カボチャのハニーバターソテー
【材料（４人分）】◦カボチャ…1/4個（約350ｇ） ◦パセリ…少々 ◦有塩バター…20ｇ 
　　　　　　　　◦はちみつ…30ｇ ◦粉チーズ…10ｇ ◦塩、こしょう…少々
【作り方】①�カボチャはひと口大に切り、素揚げする。
　　　　 ②�フライパンにバターを入れ、とかす。
　　　　 ③�はちみつを入れてやわらかくなったら、カボチャを入れて全体にからめる。
　　　　 ④�粉チーズとパセリを入れ、塩コショウで味を調える。

留寿都高校生が考えたメニューが給食に登場しました！
　明けましておめでとうございます。昨年は地元の生産者や事業者のたくさんの方々のご協力のもと、給食に地元
食材を提供することができ、10月には初開催の「ルスツふるさと給食まつり」を行うことが出来ました。今年も子
ども達に喜んでもらえる給食作りを目指し頑張りたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。今回は、
留寿都高校生が考えた「ルスツポークシチュー」のレシピと、ルスツふるさと給食まつりで人気のあった、「カボ
チャのハニーバターソテー」のレシピをご紹介します。「ルスツポークシチュー」は、大根を入れるのがルスツ流
です！ぜひ留寿都産の食材をたくさん使って作ってみてください。

カボチャそのものの味、
甘みの強さに合わせて調
味料の量は調整してくだ
さい！

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～

＃０６

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

教育委員会　電話 0136-46-3321お問合せ先

留寿都村では、「小型家電リサイクル法」の認定事業者である｢リネットジャパンリサイク
ル㈱｣と協定を締結し、不要になった家庭用パソコンを宅配便による無料回収で行っており
ます。

■家庭用パソコンの回収

)

宅配回収

メーカー回収
自作パソコン・メーカーがわからない場合は下記へお問い合わせください。
一般社団法人パソコン3R推進協会
URL：h�ps://www.pc3r.jp/ TEL：03-5282-7685 ※月～金(年末年始、祝日除く)

受付：9～12時、13時～17時

●データはご自身で消去してください。（無料消去ソフトの提供などのサービスもあります。）
●個人情報等のデータ消去サービスもあります。（有料）
●他の小型家電、プリンタなどの周辺機器も一緒に回収可能です。
●パソコンを含むダンボール１箱分(３辺の合計が140cm以内、重さ20kg以内)の回収料金が無料。

不用なパソコンの処分は下記の方法をご利用ください。留寿都村では収集しておりません。

リネットジャパンリサイクル(株
URL：h�ps://www.renet.jp/
TEL：0570-085-800（10時～17時）
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給与支払報告書とは
　給与支払報告書は、個人や法人を問わず給与の支払者（事業主）が給与を支払った個人に１年間の給与支払金額
などを記入し、令和４年１月１日時点で従業員が居住する市町村に提出する書類です。

提出の対象者
　令和３年１月１日から令和３年12月31日に給与を支払った事業主が対象となります。
　支払金額の多少にかかわらず、従業員全員分の給与支払報告書を提出してください。

報告書の提出先
　留寿都村に居住している従業員分の給与支払報告書については、留寿都村役場税務課に提出してください。
　他市町村に居住する従業員がいる場合は、その市町村ごとの提出先に提出してください。
　（郵送またはeLTAX（エルタックス）による電子申告も可能です）
　　eLTAXホームページ：https://www.eltax.lta.go.jp/

報告書の提出期限
　令和４年１月31日（月）

毎年１月は「給与支払報告書」の提出時期です

償却資産申告書とは
　償却資産申告書は、令和４年１月１日時点で所有する償却資産（構築物、機械、備品など「減価償却費」として
所得税や法人税の決算書に計上されている償却資産のことをいいます）について、当該資産の所在する市町村に提
出する申告書です。

提出の対象者
　令和４年１月１日に償却資産を所有する事業主（個人・法人問わず）が対象となります。
　数量の多少にかかわらず、申告書を提出してください。

報告書の提出先
　償却資産の所在地が留寿都村の場合は、留寿都村役場税務課に提出してください。
　他市町村に所在する償却資産については、その市町村ごとの提出先に提出してください。
　（郵送またはeLTAX（エルタックス）による電子申告も可能です）
　　eLTAXホームページ：https://www.eltax.lta.go.jp/

報告書の提出期限
　令和４年１月31日（月）

「償却資産申告書」の提出もお忘れなく

eLTAXホームページのＱＲコード：

税務課　電話 0136-46-3131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」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。

「北方領土の日」特別啓発期間

　２月７日は「北方領土の日」です。北方領土問題の
解決のためには、領土返還に向けた外交交渉の展開を
強く要望する道民世論の結集が何よりも必要です。一人
一人の返還に向けた思いを結集し、北方領土の返還を
実現しましょう。

特別啓発期間　１月21日から２月20日

LINEで停電情報をお知らせします！

　LINE公式アカウント「ほくでんネットワーク」をお友
だち登録いただいた方に対して、受け取りたい停電情報
（停電の発生、停電の解消）を自動でお知らせします。
登録料・サービス料はかかりませんので、ぜひご登録く
ださい。

登録方法
①�LINE公式アカウントから「ほくでんネットワーク」を
検索

②�登録項目を選択（受け取りたい地域など）し登録が
完了
お問合せ先　
北海道電力ネットワーク株式会社倶知安ネットワーク
センターお客様サービス課　
電話�0120-606-599（平日�午前９時から午後５時まで）

暴風雪に備えましょう！

　暴風雪は、発達した低気圧が北海道付近を通過する
ときや、強い冬型の気圧配置のときに発生し、猛吹雪
のため視界不良となったり、吹き溜まりができたりし
ます。
　このため、車が立ち往生して埋もれてしまう、暖房
器具の給排気口が詰まって一酸化炭素中毒を起こして
しまう、といった危険があります。また、着雪や強風
により電線が切れて停電が発生し、照明や暖房器具が
使えなくなるといったおそれもあります。
　気象台は、暴風雪によって重大な災害が発生するお
それがあると予想した場合に「暴風雪警報」を発表し、
警戒を呼びかけます。特に、気象情報で「数年に一度
の猛ふぶき」「外出は控えてください」と呼びかけた
場合は、厳重な警戒が必要です。暴風雪の被害にあわ
ないよう日頃から備えるとともに、悪天が予想されて
いる場合は、気象庁ホームページや携帯電話アプリ、
テレビ、ラジオなどで雪の状況や最新の気象情報を確
認しましょう。

お問合せ先　札幌管区気象台天気相談所　
　　　　　　　電話�011-611-0170

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

納期限 １月31日（月）
国民健康保険税第８期納期限
後期高齢者医療保険料第８期納期限
※忘れずに納めましょう

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

自衛官候補生
（第６回）

採用予定月の１日現在
18歳以上33歳未満の者

令和４年１月１日（土）～
令和４年１月21日（金） 令和４年１月28日（金）・29日（土）

高等工科学校生徒 令和３年４月１日現在
15歳以上17歳未満の男子

令和３年11月１日（月）～
令和４年１月14日（金）

１次：�令和４年１月22日（土）・
23日（日）

２次：�１次試験合格通知でお知ら
せします。

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

　村では、健康診査をより受けやすくするため、国民健康保険加入者の個別健診（人間ドック）を実施してい
ます。
　これは、個人が自分の日程に合わせて村と契約をしている健診機関（倶知安厚生病院、札幌厚生病院、北海
道対がん協会、留寿都診療所）に健診の予約をして受診するものです。
　健診の自己負担額は、８千円ですが、70歳以上の方と住民税非課税世帯の方は自己負担なく受診できます。
ただし、必ず、健診受診前に役場への申込みが必要となります。

　【個別健診を受けられる方は、下記のすべてに該当する方です】
①��健診日時点で、35～74歳である留寿都村国民健康保険の被保険者である方（令和３年度中に35歳になる
34歳の方も対象です）又は75歳以上の後期高齢者医療被保険者である方（65歳以上で一定以上の障がい
がある方で後期高齢者医療保険に加入している方も対象です。）

②�健診項目の全てを受診する方
③�健診結果を役場に提出できる方
④�特定保健指導に該当した場合、指導を受ける方

　実施期間は、令和４年３月末日までです。手続き等の詳細は、役場保健医療課にお問合せください。

人間ドック事業をご利用ください。

保健医療課　電話 ０１３６-４６-３１３１お問合せ先

弁護士無料法律相談会� １・２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

１月 14日（金）
２月は祝日のため開催されません。

しりべし弁護士相談センター� １・２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

１月 ５日、12日、19日、26日
２月 ２日、９日、16日
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人口と世帯（外国人を含む）

令和３年11月末現在

人口

男性

女性

世帯

	1,892（前月比－12）
内外国人	119（前月比－８）
	 966	（前月比－５）
	 926	（前月比－７）
	1,002	（前月比－14）

11月16日～12月10日届出分

お悔やみ申し上げます
12月２日	 池元　和子さん　満80歳（新町）

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）

お問合せ先　企画観光課　電話 0136-46-3131

留寿都村ホームページの改修
（常時SSL化）について

企画観光課 からのお知らせ

　留寿都村では、ご利用のみなさまが留寿都村ホ
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://vill.rusutsu.lg.jp
　　　新URL：https://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。

2022年１月号14
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