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元気よく手を挙げて、お友だちと楽しく道路の渡り方を学びました！ 元気よく手を挙げて、お友だちと楽しく道路の渡り方を学びました！ 
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  留寿都村放課後等まなびサポート
事業を実施しています

交通安全教室・こぐまクラブ
　5月25日、るすつ子どもセンターぽっけで交通安全教室・こぐまクラブが
行われました。出発前に留寿都駐在所長さんからお話しされた注意点を守り
ながら、国道230号の横断歩道を渡る練習をしました。今年は天気が良くお
散歩日和でした。



留寿都村放課後等留寿都村放課後等
まなびサポート事業を実施していますまなびサポート事業を実施しています

　児童・生徒の放課後等学習（放課後や学校の休業日に学校以外の場所で行う個別学習）の支援を行うと
ともに、学習習慣の定着や学習水準の底上げを図り、都市部との教育格差の解消を目的として、留寿都村
教育委員会主催による留寿都村放課後等学習支援事業「まなびサポート」が令和３年度からスタートして
います。今年度から小学校５年生と６年生も利用できるようになりました。

学習室の利用について学習室の利用について
　学習室の利用を希望される方は、事前に利用申請の手続が必要です。申請書は、村のホームページや教
育委員会の窓口にありますので、まずはいつでも利用できるように保護者による利用申請をお願いします。

小学校５年生・６年生も小学校５年生・６年生も
利用できるようになりました利用できるようになりました

場　　所 　留寿都村公民館　２階　学習室

対　　象 　�村内に在住又は村立中学校に在籍する中学生�
村内に在住又は村立小学校に在籍する小学校5、6年生

利 用 料 　無　料

利用期間 　令和４年４月１日～令和５年３月31日

利用日時 　月～金� 登校日　15:30～20:30
� 休校日　�9�:00～20:30（長期休業含む）
� 土日　　�9�:00～17:00
� （土日は利用できますが学習支援員はいません）
　毎月第２月曜日、国民の祝日、12月31日から１月５日までは利用
できません。

　※詳細は教育委員会までお問合せください。
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学習支援員の学習サポートについて学習支援員の学習サポートについて
　村内に民間の学習塾等がないことから、これまでは家庭における学習が主な学習方法だったのではない
でしょうか。今回、地域における教育の格差を解消するために学習室に学習支援員を設置し、児童生徒の
学習サポートを行うこととしました。

小学校５年生、６年生　
　○　教育委員会職員（社会教育推進事務嘱託員）が対面でサポート
　　　　毎週月曜日（15：30～17：00）
中学生
　〇　教育委員会職員（社会教育推進事務嘱託員）がサポート
　　　　サポートが必要な方は事務所内の支援員にお声がけください。教科：英語
　〇　北海道大学　学生（オンライン通信）がサポート
　　　　週２日　曜日変動制（16：30～18：30）　教科：国語、数学、英語、理科、社会
　　　　スケジュールについては中学校及び留寿都村教育委員会公式Instagramに掲載します。
　※土日は学習室は利用できますが学習支援員が在勤していません。

教育委員会　電話 0136-46-3321お問合せ先

留寿都村ホームページ
「まなびサポート事業」
のページにリンクします。

留寿都村教育委員会
公式Instagramの
ページにリンクします。

学習支援員などのメンバーを紹介します学習支援員などのメンバーを紹介します

　国際化が進む社会では、英語
のコミュニケーション能力が
益々求められていきます。学習項目も増え、つ
まずきがちな中学英語、文法はコミュニケーシ
ョンの要です。疑問を早めに解消し、英語力を
アップさせていきましょう。

木
き

村
むら

　希
き

女
め

さん
社会教育推進事務嘱託員

　夏休みまなびサポートで小学
生の学習支援をさせていただき
ました荒川量子です。
　学ぶことの楽しさや「分かった！」の瞬間を
大切に個々の学びをサポートしていきます。よ
ろしくお願いします。

荒
あら

川
かわ

　量
かず

子
こ

さん
社会教育推進事務嘱託員

　全科目ＯＫですが、特に数学
と理科が得意です。バレーボー
ルと料理が好きで、今は大学でお肉の研究をし
ています。おしゃべりが大好きなので、みなさ
んとたくさんお話できたらうれしいです！よろ
しくお願いします！

山
やま

之
の

内
うち

　海
み

映
はえ

さん
北海道大学大学院２年生

　学習指導科目は全教科対応で
きます。英語が特に得意です。
中高はテニスをしていました。大学ではサイク
リングで北海道内を走っています。趣味はＪリ
ーグ観戦です。いろいろお話ししたいのでよろ
しくお願いします。

浅
あさ

嶋
じま

　詩
し

乃
の

さん
北海道大学大学院２年生

学習支援員（北海道大学学生）が
変わりました
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給付を受けるための受給者の要件�
① 申請の日の６か月前から引き続き村内に住所を有する者がいる世帯であること。
② 奨学金の受給者及び世帯全員に市町村税等の滞納がないこと。

奨学生の要件�
①高校生等奨学生… 学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援

学校の高等部、高等専門学校（第１学年から第３学年）に在学してい
る方。

②大学生等奨学生… 学校教育法に規定する大学（大学院は除く）、短期大学、専修学校の専
門課程（専門学校）又は一般課程、高等専門学校（第４学年、又は第
５学年）に在学している方。

給付額�
①高校生等　⇒　月額　5,000円（年額　60,000円）
②大学生等　⇒　月額　8,000円（年額　96,000円）

申請期間�
令和４年７月１日から受付開始

（７月分から給付を受けるためには、７月末日までの申請が必要です。）

申請書�
留寿都村教育委員会に請求していただくか、村ホームページよりダウンロードしてください。

教育委員会　電話 0136-46-3321お問合せ先

留寿都村ふるさと応援基金留寿都村ふるさと応援基金
子育て支援奨学金子育て支援奨学金

令和４年７月給付分からの申請を受付します

留寿都村では高校や大学等へ進学する方を応援するため、
返済の必要がない給付型の奨学金制度を実施しております。

令和４年７月給付分からの申請受付が７月１日から始まります。
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4・5 月 　４月24日、なんでもチャレンジク
ラブの開講式と第１回目の活動とし
て、「スケートにチャレンジ」が行
われました。泊村のとまりん館の科
学展示では科学の不思議を遊びなが
ら体験することができました。
　とまリンクでは長靴ホッケーとア
イススケートに挑戦し、初めてスケ
ート体験をする参加者も皆楽しそう
に滑っていました。
　今年度は60名の会員、友の会のメ
ンバーと共に、１年間村内外で様々
な体験活動を行う予定です。

第１回なんでもチャレンジクラブ第１回なんでもチャレンジクラブ
「開講式・スケートにチャレンジ」「開講式・スケートにチャレンジ」

　５月13日、公民館で、修学旅行で留寿都村を訪れた釧路管内
弟子屈町立弟子屈中学校３年生41人に対して村長による「まち
づくり講話」が行われました。
　弟子屈中学校の皆さんは11日から留寿都村に滞在しており、
本講話については「総合的な学習の時間」の一環として実施さ
れたものです。
　村としては修学旅行生を歓迎するとともに、まちづくりにお
ける行政の関わりといった行政側の視点によるテーマを通じて、

他市町村の生徒の皆さん
に本村の特徴や魅力など
を知ってもらい、再度訪れるきっかけにしてもらえればとの思い
から開催となりました。
　村長は「日常の非日常な良い感動が産業を発展させてきたのだ
と思う。そういう視点で弟子屈町を見つめる機会にしてほしい」
と話し、村が今後、力を入れていくべき事業なども紹介しました。
　講話後には生徒から弟子屈町の魅力についての発表や、村長へ
「どうして村長になろうと思ったのですか？」等の質問があり、貴
重な交流の機会となりました。

弟子屈中学校の生徒を対象とした村長による講話弟子屈中学校の生徒を対象とした村長による講話

エネルギーについて楽しく学びました

村長の話に真剣に耳を傾けている生徒たち

「貴重なお話をありがとうございました」
と生徒代表から挨拶がありました

子どもたちは長靴ホッケーとアイススケートの時間に元気に体を動かし、楽しんでいました
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　５月26日、羊蹄
山ろく消防組合留
寿都支署で消防長
査閲訓練が行われ
ました。
　これは、建物火
災を想定し、指揮
体制を明確にした
消防活動の実践的
かつ効果的な訓練
となります。また他署との連携活動能力の向上を目
的としており、隊員は実際の現場を意識しながら安
全・確実・迅速に行動し、研

けんさん
鑽を積んでいました。

羊蹄山ろく消防組合羊蹄山ろく消防組合
消防長査閲訓練消防長査閲訓練

　５月19日・20日、
留寿都高校で花・野
菜苗即売会が行われ
ました。
　新型コロナウイル
ス感染症対策のた
め、苗を買い求める方がビニールハウスの中に
入ることはできませんでしたが、ハウス前で熱
心に接客する高校生とお客さんで賑わっていま
した。計32種類の野菜の苗も取り揃えられてお
り、大切に育てられたマリーゴールド・サルビ
ア・ペチュニアなどの花の苗が人気でした。

留寿都高校野菜・花苗即売会留寿都高校野菜・花苗即売会

　第２回なんでもチャレンジクラブ
「伊達市大滝地区でSDGsにチャレン
ジ」が５月21日に行われました。会員・
友の会総勢43名が参加し、大滝の森の
中で木の伐採を見学して林業について
学んだり、木工職人の石垣さんと一緒
に鳥笛を作ったりしました。その後、
桜がまだ残る三階滝公園で昼食をとっ
た後、午後は大滝ナイアガラの滝を探
しに散策をし、ＮＰＯ法人TomoriBi
のみなさんとシカについて楽しく学習しました。子供達は１
日大滝の大自然の中で過ごし、生き物や木、食べ物について
考える貴重な時間となりました。

第２回なんでもチャレンジクラブ第２回なんでもチャレンジクラブ
「伊達市大滝地区でSDGsにチャレンジ」「伊達市大滝地区でSDGsにチャレンジ」

　５月23日、留寿都小学校
で人権の花贈呈式が行われ
ました。「人権の花運動」と
いうのは、花をみんなで一
緒に世話をすることで、命の大切さやお友達への思いやり
の心を育ててもらおうと全国各地の学校で行われている運
動です。留寿都村人権擁護委員の堤富

ふ さ よ
佐代さんと荒川量

かず
子
こ

さんから「人権の花」とメッセージカード、人権について
のドリル、ミニひまわりの種が児童に手渡されました。
　６年生の佐藤莉

り こ
心さんからは「たくさんのきれいな花

やメッセージカード、種などを届けてくださりありがと
うございました。これからは私
たちが協力しながら、お花の世
話を続けたいと思います」との
お礼の言葉がありました。

人権の花贈呈式人権の花贈呈式

大自然の中で元気な子どもたちの笑顔が見られました

ラインアップ豊富な
苗が格安。即売会は
盛況でした！

左から堤委員、荒川委員、
留寿都小の児童たち

煙が発生する中で２階から救助活動を行う様子
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　留寿都中学校１年生の増井寧々さんが、留寿都小学校６年生
在籍時に英語検定２級に合格しました。
　日本英語検定協会によると、英検２級は高校卒業程度の英語力
が必要とのことで、社会的なテーマに関する英文読解や英作文も
出題されることから、小学校６年生にとっては難関試験です。
　増井さんは、留寿都高校の英語教諭である父誠一さんの勧め
で英語学習を始め、父の指導により英語力を伸ばしていき、小
学校４年生で英検３級、５年生で準２級に合格しました。
　２級合格に向けては、学校の勉強以外に1時間ほど時間をとり、英検の過去問題集や高校の教科書を使って、村
から貸与されたノートパソコン「C

ク ロ ー ム ブ ッ ク
hromebook」で翻訳機能なども活用しながら学習しました。試験は「話す、

聞く、読む、書く」の４技能を審査されるものであり、誠一さんは「英語力だけでなく、伝える力、論理的な思考
力、忍耐力なども身についた。」と娘の成長を実感していました。
　次の目標は準１級の合格で、今後もコツコツ努力を積み重ねていくとのことでした。
　５月28日には北海道新聞朝刊（小樽後志版）に記事が掲載されています。

村から貸与された村から貸与された
CC
ク ロ ー ム ブ ッ クク ロ ー ム ブ ッ ク

hromebookhromebookが英が英
検の勉強に大活躍！検の勉強に大活躍！

増増
ますます

井井
まま

寧寧
まま

々々
まま

さん 小６でさん 小６で英検２級英検２級に合格！に合格！

地域の活性化につながる様々な村内のグループ活動を「小さな拠点活動」として、今後紹介していきます。地域の活性化につながる様々な村内のグループ活動を「小さな拠点活動」として、今後紹介していきます。

留寿都小学校家庭科「裁縫」授業の学習支援の様子

授業の中で「子どもたちといろいろ話ができて楽しい」
と会員の皆さんも嬉しくなる活動です。

■会員随時募集中！
体験も可能ですのでぜひお問い合わせください。

【お問合せ先】　
事務局：留寿都村社会福祉協議会　電話 0136-47-2222

手作りした雑巾を寄贈（留寿都高校） 定期総会の様子

◉みやこ会とは◉みやこ会とは
　　�設立41年の歴史がある留寿都村のボランティア�設立41年の歴史がある留寿都村のボランティア
団体です。団体です。

◉名前の由来◉名前の由来
　留寿都の「都」の文字をとっています。　留寿都の「都」の文字をとっています。
◉会員数◉会員数
　現在12名が在籍　現在12名が在籍
◉主な活動◉主な活動
　�　�手作り雑巾の寄贈、小学校での「裁縫」の手作り雑巾の寄贈、小学校での「裁縫」の
授業の学習支援、イベント参加等授業の学習支援、イベント参加等

　ボランティアは社会に必要なものだと考えています。　ボランティアは社会に必要なものだと考えています。
以前ヨーロッパに研修旅行に行った際に、フランス人女以前ヨーロッパに研修旅行に行った際に、フランス人女
性のボランティア活動に感銘を受けました。以来、この性のボランティア活動に感銘を受けました。以来、この
活動に注力しています。活動に注力しています。
　自分の時間を割いてでも誰かのために、何か役立とう　自分の時間を割いてでも誰かのために、何か役立とう
と温かい心を持って行動することで、元気に長く続けらと温かい心を持って行動することで、元気に長く続けら
れているのだと感じます。れているのだと感じます。
　私の願いは、留寿都村の子どもたちが地域で成長していく　私の願いは、留寿都村の子どもたちが地域で成長していく
中で、「ボランティア」というものを早いうちから見たり聞中で、「ボランティア」というものを早いうちから見たり聞
いたりする機会が増えて、興味を持っいたりする機会が増えて、興味を持っ
てもらうこと、そしてボランティアにてもらうこと、そしてボランティアに
携わる人が一人でも増えることです。携わる人が一人でも増えることです。

みやこ会代表
坂田　愛子さん

＃＃11  「みやこ会」  「みやこ会」 
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　水は、人の体の中で栄養や電解質(イオン)を運んだ
り、不要な老廃物を尿として排泄する役割があります。
また、水分は筋肉の動きによって温められ、身体を保
温したり、汗と共に熱を逃がして冷却したりと、体温
調節の役割にも欠かせません。
　体内の水分が不足すると、体温調節ができずに熱中
症を起こすリスクが高くなります。その他にも水分不
足で血液がドロドロになると、脳梗塞や心筋梗塞など
を起こしやすくなり、様々な健康障害のリスクとなり
ます。
　初夏～夏にかけて気温が上がりはじめる時期は、体

が暑さに適応できないため、暑くても汗が出にくいこ
とがあります。さらに、高齢者は乳幼児や成人に比べ
て体内水分量がもともと少なく、渇きを感じにくいた
め、不足していても気づかないことが多くあります。
　気付かないうちに脱水を起こし、熱中症となり重症
化させてしまう『かくれ脱水』のケースもありますの
で日頃から水分補給の習慣をつけましょう。
　一日に必要な水分摂取量は約1,500mlです。食事に
含まれる水分量を除けば1,200ml程度が飲むことで補
う量の目安です。

今月のテーマ

初夏に起きやすい高齢者の脱水

筆者▶ 保健師　石川　修子

引用・参考：厚生労働省『健康のため水を飲もう推進運動』，気象庁『熱中症ゼロへ』，佐久医療センター『教えて！ドクター』

《かくれ脱水チェック》

☑Check1
　手の甲をつまむ手の甲をつまむ

つまんだ部分が元に戻るのに３秒以上かかる。

☑Check２
　舌の状態舌の状態

舌の表面に光沢がなく、赤黒く乾いている。
舌の表面が割れていたら特に要注意！

☑Check３
　親指の爪を押す親指の爪を押す

爪を押して３秒以上経っても赤みが戻らない。

☑Check４
　尿の色尿の色

尿の回数がいつもより少ない。尿の色が濃い。

マスクと熱中症予防

人の集まる場所ではマスクをしま
しょう。人と距離をとって適宜マ
スクをはずして休憩をとるように
しましょう。

屋外の活動で、人と十分な距離（２
ｍ以上）を確保できる時はマスク
をはずしましょう。

注意注意

注意注意

注意注意

注意注意

熱中症と思われる場合はすぐに応急処置をし、改善しなければ医療機関へ！

Ⅰ度(軽症) □めまい　□立ちくらみ　
□どんどん汗をかく
□こむら返り・足がつる
□手足のしびれ
□気分不快感　　　　※意識障害や発熱はない

Ⅱ度(中等症)
□頭痛　□吐き気　□嘔吐　□だるさ　□疲れ
　　※体温は正常～40℃未満　意識障害なし

Ⅲ度(重度) (Ⅱ度に加えて)
□呼びかけへの反応がおかしい　
□けいれん
□異常な高体温　
□汗が出なくなる(発汗停止)

発汗　 　  正常

発汗　　  40℃未満

発汗　　 　異常
停止　　 　体温

涼しい所で首・脇・もも
の付け根を冷やして、水分
補給をしましょう。様子を
みても改善しなければ医
療機関を受診しましょう。

点滴治療が必要です。医療
機関を受診しましょう。

Ⅲ度の可能性がある場合
はすぐに救急車を呼んで
ください。救急車を待つ間
も応急処置をして下さい。

ぐったり感が強ければ
救急車でもOK
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空き家バンクに
登録しませんか

６月－７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）

日付 項目 場所 時間 お問合せ先

６月30日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

７月６日㈬ 離乳食教室 子どもセンター 10時30分～12時00分 ①

７月７日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

７月14日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

７月20日㈬ いきいき体力アップ教室 公民館 13時00分～15時30分 ②

７月21日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

７月25日㈪ 健診結果説明会 公民館 14時00分～15時00分 ①

７月27日㈬ グ～ンとヘルスアップ
運動教室 公民館 12時45分～14時00分 ①

７月28日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

①健 診・保健事業等 
保健医療課

電話 0136-46-3131
②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
③予 防接種 

診療所
 電話 0136-46-3774

お問合せ先

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！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

　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
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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～

＃１２

　広報６月号でもお知らせしたとおり、留寿都村蔬菜生産組合・畑作生産組合様より留寿都産のグリーンアスパラ
をいただき、給食で提供しました。おいしいアスパラをありがとうございました！
　アスパラには「アスパラギン酸」という必須アミノ酸が豊富に入っています。
アスパラギン酸は、栄養剤などの成分としてよく使用されています。その理由と
して、アスパラギン酸は「疲れのもと」となる乳酸をエネルギーに変える手助け
をする働きがあるため、疲労回復の効果が期待されているからです。そして、利
尿作用もあり、毒素を体外へ排出します。季節の変わり目で疲れやすい今の時期
にピッタリの食べ物なので、ぜひ給食以外でも留寿都産のアスパラを食べてみて
ください！バーベキューで焼いて食べるのもいいですね♪

初夏は留寿都産のグリーンアスパラ！旬のおいしい野菜をいただきました

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

　令和４年度から、子育て支援センターでは生後６か月のハ
ーフバースデーをお祝いすることになりました☺百日、１歳
のお誕生日はもちろん、近年は生後６か月もお祝いをする子
が増えています♪可愛い乳児期に、とっておきの写真を残せ
る記念の日のお手伝いとして、子育て支援センターでは撮影
スポットをおつくりいたします💕 遊びに来た際にお気軽に
声をおかけください(^^)ハーフバースデーだけではなく、お
誕生日の記念にお写真を撮りたい場合も歓迎いたします！皆
さんで可愛い思い出を残しましょう💕

今月は、子育て支援センターが担当です今月は、子育て支援センターが担当です

教育委員会　電話 0136-46-3321お問合せ先

　５月はこいのぼり製作や
母の日製作がありました。
小さな足形や手形を使った
製作はお子さんの成長の記
録にもピッタリ！支援セン
ターでは毎月、親子で楽し
める季節の製作を考えてい
ます(^^♪

※写真は1歳半のお子さんです☺
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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
保険証（被保険者証）等の一斉更新について
  保険証（被保険者証）が新しくなります  
（黄緑色→黄色）

　現在、ご使用の黄緑色の保険証の有効期限が令和４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色の保険
証をご使用ください。
◦新しい保険証の有効期限は、令和４年９月30日までです。
◦�窓口負担割合の見直しに伴い、９月中に、全ての被保険者の方
を対象に新しい保険証を交付します。

　　（窓口負担割合が変更とならない方も含みます。）
◦�紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、保健医療課
で申請手続を行ってください。

新しい保険証は新しい保険証は
黄色です黄色です

  限度額適用・標準負担限度額認定証、限度額適用認定証も 
新しくなります（橙色→水色）

　現在、ご使用の橙色の限度額適用・標準負担額減額認定証
及び限度額適用認定証の有効期限が、令和４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。
　引き続き交付の対象になる方は、７月中に新しい認定証を送
付しますので、８月１日からは水色の認定証をご使用ください。
　新たに必要となる方は、保健医療課で申請手続を行ってく
ださい。

◦有効期限は、令和５年７月31日までです。 新しい認定証は水色です新しい認定証は水色です

区　分 対象となる方 認定証の種類

現役並み
所得

現役Ⅲ 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 交付されません(※)

現役Ⅱ 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 限度額適用認定証

現役Ⅰ 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

一　般 住民税課税世帯で１割負担の方 交付されません(※)

住民税
非課税

区分Ⅱ 世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方
限度額適用・標準
負担額減額認定証区分Ⅰ

世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が０円(公的
年金控除は80万円を適用。公的年金収入のみの場合、その受
給額が80万円以下）または老齢福祉年金を受給している方

※現役Ⅲ・一般に該当する方は被保険者証を医療機関窓口に提示するだけで自動的に自己限度額が適用されます。

認定証の交付対象

お問合せ先
北海道後期高齢者医療広域連合

【住所】〒060-0062
　　　 札幌市中央区南２条西14丁目 国保会館6階

【電話】011-290-5601

留寿都村役場 
保健医療課

【電話】0136-46-3131
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■ 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証も新しくなります

■ 保険証（被保険者証）が新しくなります

70歳以上の方で、限度額認定証の交付対象となる方
区　分 対象となる方 認定証の種類

現役並み所得者Ⅲ 同一世帯に現役並みの所得（課税所得690万円以上）
がある70歳以上の国保被保険者がいる世帯

交付され
ません（※）

現役並み所得者Ⅱ 同一世帯に現役並みの所得（課税所得380万円以上）
がある70歳以上の国保被保険者がいる世帯 限度額

適用認定証
現役並み所得者Ⅰ 同一世帯に現役並みの所得（課税所得145万円以上）

がある70歳以上の国保被保険者がいる世帯

一 般 現役並み、低所得Ⅱ及び低所得者Ⅰに該当しない世帯 交付され
ません（※）

低 所 得 Ⅱ 同一世帯の世帯主（擬制世帯主含む）とすべての国
保被保険者が住民税非課税である世帯 限度額適用・

標準負担額
減額認定証低 所 得 Ⅰ

同一世帯の世帯主（擬制世帯主含む）とすべての国
保被保険者が住民税非課税で、かつ、世帯の所得が
一定基準以下（年金受給額80万円以下等）の世帯

※�　現役並み所得Ⅲ・一般に該当する方は被保険者証を医療機関窓口に提示することで自
動的に限度額が適用されます。

　現在ご使用いただいている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
（被保険者証）の有効期限は令和４年７月31日までであるため、８月以降は使用できません。
　７月下旬を目途に８月以降に使用して
いただく新しい被保険者証（緑色）を送
付します。
　新しい被保険者証の有効期限は、令和
５年７月31日です。ただし、令和５年７
月31日までに70歳又は75歳になる方及び
国民健康保険短期被保険者証の該当とな
る方は除きます。 新しい被保険者証の色は緑色となります。

　現在ご使用いただいている国民健康保険限度額適用認定
証及び国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証（限
度額認定証）の有効期限は令和４年７月31日までであるた
め、８月以降は使用できません。
　70歳以上の方のうち、限度額認定証の交付対象となる方
には、被保険者証と一緒に申請書を送付しますので、必要
な方はご記入の上、保健医療課まで提出願います。
　70歳未満の方で限度額認定証の交付を受ける場合は、印
鑑を持参の上、保健医療課までお越しください。

保健医療課　電話 0136-46-3131お問合せ先

国民健康保険制度のお知らせ国民健康保険制度のお知らせ
保険証（被保険者証）の一斉更新について
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、次の要件を満たす方は、
令和４年度についても国民健康保険税が減免となります。

【保険税の減免の対象となる方】
①  新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又

は重篤な傷病を負った世帯の方　⇒　保険税の全額を免除
②  新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ

る世帯の方　⇒　保険税の一部を減額

保険税が一部減額される具体的な要件

世帯の主たる生計維持者について、次の３つの要件を全て満たす世帯が対象となります。
（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、令和３年に比べて10分

の３以上減少する見込みであること。
（２）令和３年の所得の合計額が1000万円以下であること。
（３ ）収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和３年の所得の合計額が400万円以下であること。
　※申請に当たっては、収入を証明する書類が必要となります。

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

減免対象の保険税額（Ａ×Ｂ／Ｃ）
Ａ： 世帯の被保険者全員について算定した保

険税額
Ｂ： 世帯の主たる生計維持者の減少が見込ま

れる収入に係る令和３年の所得
Ｃ： 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全

員の令和３年の合計所得金額

合計所得金額に応じた減免割合（Ｄ）
　　   300万円以下の場合 ：10分の10
　　   400万円以下の場合 ：10分の８
　　   550万円以下の場合 ：10分の６
　　   750万円以下の場合 ：10分の４
　　1,000万円以下の場合 ：10分の２

※ 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、減免額の計算方法が変わりますので、ご相談願
います。

　ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、まずは税務課にお問い合わ
せください。
　　 e-mail  s-zeimu@vill.rusutsu.lg.jp（税務課）

留寿都村ホームページにも関連情報を掲載しております。
　　URL �https://www.vill.rusutsu.lg.jp（「留寿都村」で検索）

税務課　電話 0136-46-3131お問合せ先

■ 国民健康保険税の減免について
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国民年金保険料の免除制度国民年金保険料の免除制度
国民年金保険料の納付が困難な方へ国民年金保険料の納付が困難な方へ

　収入の減少や失業などにより、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、申請手続によって保険
料が「全額免除」「一部免除」「納付猶予」される制度があります。
　免除の承認を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間（受給資格期間）に含まれます。ただし、
将来の年金額を計算する時は、免除期間は保険料を納めた時に比べて２分の１になります。また、納付猶
予になった期間は年金額には反映しません。

 免除が承認された場合の保険料 【令和４年度の月額保険料　16,590円】

全額免除 一部免除
４分の３免除 半額免除 ４分の１免除

納付額
（保険料） ０円 4,150円※ 8,300円※ 12,440円※

※免除が承認された場合の保険料を納めていない期間は、未納扱いとなりますのでご注意ください。

 対象となる方
　≫前年所得が一定金額以下
　・�本人、配偶者及び世帯主それぞれの前年所得が、一定の金額以下であれば、申請者本人が免除を受け
ることができます。

　　　（例：全額免除の場合は前年所得が（扶養親族等の数＋１）×３５万円＋３２万円　の範囲内）

　≫退職（失業等）により納付が困難な方
　・申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが退職（失業等）された方は、特例免除を申請できます。
　　（退職（失業等）された方の前年の所得をゼロとして審査します。）

 手続方法
　国民年金保険料免除・納付猶予申請書（申請書は日本年金機構ホームページ、留寿都村役場住民福祉課
にあります）を、年金事務所（郵送も可能です）または留寿都村役場住民福祉課にご提出ください。
　退職（失業等）により納付が困難な方は、雇用保険受給資格証の写しや雇用保険被保険者資格喪失確認
通知書など、失業していることを確認できる公的機関の証明の写しも提出してください。

 申請できる期間
　免除等の「年度」は７月から翌年６月までの１年間で、令和４年度分は令和４年７月から申請できます。
また、申請月の２年１か月前の月分まで遡って申請できます。

 免除された国民年金保険料の追納制度
　国民年金保険料の全額免除や一部免除の承認を受けた期間がある場合には、国民年金保険料を全額納付
したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。減額された年金額を補うために、国民年
金保険料の「追納制度」があります。　
　「追納制度」とは、免除の承認を受けた期間の保険料について10年以内であれば遡って納めることができ
る制度です。追納を行う場合は申込が必要です。
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産前産後期間の国民年金保険料免除制度があります
 対象となる方

　国民年金第１号被保険者（20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、
無職の人）で出産をされる方

 免除できる期間
　出産予定日または、出産日が属する月の前月から４か月間の国民年金保険料が免除されます。保険料免
除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 手続方法
　出産予定日の６か月前から届出ができます。届出には国民年金被保険者関係届書（申出書）と母子健康
手帳のコピーなどが必要です。（申出書は日本年金機構ホームページ、留寿都村役場住民福祉課にあります）
留寿都村役場住民福祉課にご提出ください。

令和４年５月よりマイナポータルから国民年金手続の電子申請ができます！

 対象となる手続
　国民年金　第１号被保険者加入の届出（退職後の厚生年金からの変更等）
　国民年金保険料　免除・納付猶予の申請
　国民年金保険料　学生納付特例の申請

 マイナポータル利用のため、ご用意いただくもの
　マイナンバーカード
　　※マイナンバーカードを受け取った際に設定したパスワードが必要です。

 手続方法　
　マイナポータルの利用者登録手続（https://myna.go.jp）
　　�
　申請手続（マイナポータルトップ画面の【年金の手続をする】を選択後、入力する。）
　　�
　送信完了

住民福祉課　電話 0136-46-3131お問合せ先

詳しくは
日本年金機構ホームページ（https://www.nenkin.go.jp/）をご覧ください。

既に登録されている方は
ログイン後

【３申請手続】へ

メリット１　　24時間365日、申請ができます！
メリット２　　スマートフォンから申請できます！
メリット３　　処理状況も申請結果も確認できます！
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令和４年度令和４年度

こころの健康相談についてこころの健康相談について

こんなことはありませんか？

　保健所では、子どもからお年寄りまで、こころの健康について専門医や保健師が
相談に応じています。お気軽にご相談ください。

月
会　　　　　場

倶知安保健所 余市支所
７月 21日（木）14：00～16：00
８月 ４日（木）13：30～15：30
９月 26日（月）10：00～12：00
10月 24日（月）10：00～12：00
11月 24日（木）14：00～16：00
12月 １日（木）13：00～15：00

令和５年１月 30日（月）10：00～12：00
２月 ２日（木）13：30～15：30
３月 23日（木）14：00～16：00

○�保健師による相談は随時行っていますが、専門医による相談は予約制になっていますので、相談日の３
日前までにご連絡ください。
○都合により相談日時が変更になる場合がありますので、詳しくは倶知安保健所までお問合せください。

倶知安保健所　健康推進課　健康支援係　電話 0136-23-1957お問合せ先

・やる気がでない　・眠れない　・いつも気分が落ち込む
・「死」について考えることが多くなった
・大切な人を突然失い、悲しみでこころがいっぱい　・急に涙が出てきたり、泣きたくなる　
・人とうまく話せない　・物忘れが多くなり心配　
・学校や仕事に行けない、行こうとすると体調が悪くなる
・お酒のせいで家庭生活や仕事がうまくいかない　・家庭内暴力
・思春期の心と体についての心配・不安　・不登校やひきこもりについての心配
・頭の怪我や手術をしたあと、不安になったり人とのつきあいがうまくいかない　　など

倶知安保健所からのお知らせ
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所得税及び復興特別所得税の予定納税（第１期分） 
納期　令和４年７月１日～８月１日

 予定納税とは 
　前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この
予定納税基準額の３分の１相当額をそれぞれ７月(第１期分)と11月(第２期分)に納めることとなっていま
す。この制度を「予定納税」といいます。予定納税額は、確定申告の際に計算した税額から差し引くこと
により精算します。

 納税する額 
　予定納税が必要な方には、６月中旬に税務署から「令和４年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額
の通知書」が送付されています。この通知書に記載された「第１期分」の金額が納税する額です。

 予定納税の減額申請 
　廃業、休業又は業況不振などの理由で、令和４年６月30日の現況による令和４年分の「申告納税見積額（年
間所得や所得控除などを見積もって計算した税額）」が、税務署から通知されている「予定納税基準額」よ
りも少なくなると見込まれる場合等は、予定納税の減額申請をすることができます。
　第１期分の予定納税の減額申請をする場合は、令和４年７月15日（金）までに「予定納税額の減額申請書」

（※）に必要事項を記載し、所轄税務署に提出してください。
　提出後、税務署では、その申請について承認、一部承認又は却下のいずれかを決定し、その結果を書面
でお知らせします。
　※　�「予定納税額の減額申請書」は、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/

shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm）に掲載しているほか、税務署窓口にも用意しています。

 予定納税額の納付方法 

振替納税を
利用している方

　納期の最終日（令和４年８月１日（月）)に指定の金融機関の預貯金口座から自動的
に引き落とされます。納期の最終日の前日までに預貯金残高をご確認ください。
　なお、振替納税に係る領収証書は発行されませんので、ご注意ください。

その他の方

　納期の最終日までに以下のいずれかの方法で納付手続を行ってください。詳しくは国
税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm）をご覧ください。
・ダイレクト納付
・インターネットバンキング等
・クレジットカード納付
　※クレジットカード納付は決済手数料がかかります。
・コンビニ納付（バーコード）
・コンビニ納付（QRコード）
　※コンビニ納付は納付金額30万円以下に限ります。
・金融機関又は所轄の税務署窓口で納付

�　　　　　※　納付には便利な振替納税をご利用ください。
　「振替依頼書」は、自宅からe-Taxで提出することができます。詳しくは国税庁ホームページ（https://
www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/online.htm）をご覧ください。

 確定申告の際には、予定納税額の申告書への記載を忘れずに 
　確定申告の際には、申告書に予定納税額（第１期分と第２期分の合計額）を記載する必要がありますので、
記載忘れにご注意ください。

所得税及び復興特別所得税の予定納税（第１期分）所得税及び復興特別所得税の予定納税（第１期分）
の納税をお忘れなくの納税をお忘れなく

倶知安税務署　総務課　電話 0136-25-1009（直通）お問合せ先

スマートフォン等で
右のコードから
アクセスできます。

� 広報RUSUTSU 17



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 ８月１日（月）
固定資産税第２期納期限
国民健康保険税第２期納期限
後期高齢者医療保険料第２期納期限

※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
をする村長出前懇談会を実施しています。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、日程に
ついては相談させていただきます。

７月17日は「道みんの日」

　1869年（明治２年）、北海道の名付け親とされる松
浦武四郎が、明治政府に「北加伊道（ほっかいどう）」
という名称を提案した７月17日は、「北海道みんなの
日」、愛称「道みんの日」です。北海道を誇りに思う
心を育み、より豊かな北海道を築き上げることを期す

る日として平成29年に制定されま
した。
　道みんの日には、道内各地の道
立施設等において常設展示の観覧
料や入場料が無料になるほか、記
念事業が実施されます。ぜひご利用ください。

お問合せ先
　北海道�環境生活部�道民生活課　電話�011-204-5211

2022年度　税務職員採用試験のお知らせ

　札幌国税局では、国税局や税務署において、税のスペ
シャリストとして活躍する税務職員を募集しています。
　2022年度の採用試験の概要は、次のとおりです。
１．受験資格
　高卒見込の者及び高卒後３年を経過していない者
２．申込受付期間
　⑴インターネット
　　６月20日（月）～６月29日（水）
　　申込専用アドレス
　　https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
　⑵インターネット申込ができない場合
　�　第１次試験地を管轄する人事院地方事務局にお問
合せください。
　　※人事院北海道事務局　
　　　〒060-0042　札幌市中央区大通西12丁目
　　　電話�011-241-1248
３．第１次試験【基礎能力試験、適性試験、作文試験】
　９月４日（日）
４．第１次試験合格者発表日
　10月６日（木）
５．第２次試験【人物試験、身体検査】
　10月12日（水）～10月21日（金）のうち指定する日
６．最終合格者発表日
　11月15日（火）

お問合せ先
　倶知安税務署　総務課　電話�0136-25-1009
　または　札幌国税局人事第２課採用担当
　　　　　電話�011-231-5011　内線2315

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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突然の訪問勧誘を受けて商品やサービスを契約してしまった場合に契約を解除する有効な手段としてクーリ
ング・オフ制度があります。しかしクーリング・オフ制度は一般の消費者と事業者との契約が対象であり、事
業者（個人事業主を含む）と事業者との間の契約には適用されません。
そこに目をつけた悪質事業者があえて事業者を狙い、節電機器などのリース契約や事業用倉庫などの修繕等
の訪問販売をおこなっています。特に小規模の事業者が狙われがちです。そのような悪質事業者は契約時に事
業者としての名称を記載させる、店舗名のゴム印を押印させるなど事業者間の契約であることを押し出す契約
をさせます。農場名や店舗名などで契約するように強要する事業者は要注意です。
訪問を受けて契約を決める際にはどんなに忙しくても、直ぐに決断せずに複数の事業者から見積もりを取る、
複数の人に相談するなど十分に検討してから契約するようにしましょう。
契約してしまった、勧誘されているがどうしたらよいかなど、お困りの際には、相談窓口や役場にご連絡く
ださい。

個人事業者をターゲットにした
訪問勧誘にご注意下さい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� ７・８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・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

７月 ６日、13日、20日、27日
８月 ３日、10日、17日、24日、31日

弁護士無料法律相談会� ７・８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・お問合せ先�
総務課　電話�0136-46-3131

７月 ８日（金）　８月 12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）
※いずれか１日を指定されます
女子：
８月26日（金）～27日（土）
※いずれか１日を指定されます

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）
※いずれか１日を指定されます

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
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	 No.702　令和４年６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５月末現在

人口

男性

女性

世帯

	1,857（前月比－５）
内外国人	118（前月比±０）
	 946	（前月比－４）
	 911	（前月比－１）
	 992	（前月比－２）

５月１日～５月31日届出分

届出なし （わな及び銃器による捕獲駆除数：�
� ５月末現在の累計）

◉シ　　　カ：28頭�◉アライグマ：�17匹
◉タ　ヌ　キ：０匹�◉キ　ツ　ネ：３匹
◉カ　ラ　ス：０羽�◉ハ　　　ト：０羽

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

農林課　電話�0136-46-3131お問合せ先

（令和４年５月12日健診実施）

みんながんばったね！

安安
あんあん

藤藤
どうどう

  美美
みみ

桜桜
おお

ちゃんちゃん
保護者・翼さん保護者・翼さん

これからも良い歯で
元気一杯ニコニコ
ぎれんでいてね。

近近
こんこん

藤藤
どうどう

  凱凱
かいかい

吏吏
りり

くんくん
保護者・圭一さん保護者・圭一さん

毎日歯磨きがんばったね。
これからも一緒に
ピカピカにしようね。

虫歯０おめでとう！！
これからも毎日歯磨き
がんばってね。

西西
にしにし

原原
はらはら

  來來
らら

那那
なな

ちゃんちゃん
保護者・敏さん保護者・敏さん

歯磨き
頑張ったね！

佐佐
ささ

藤藤
とうとう

  采采
ささ

那那
なな

ちゃんちゃん
保護者・陽飛さん保護者・陽飛さん

むし歯０おめでと！
これからもハミガキ
頑張ろうね☆

安安
やすやす

野野
のの

  義義
ぎぎ

蓮蓮
れんれん

くんくん
保護者・紋花さん保護者・紋花さん虫歯ゼロ、

おめでとう‼

佐佐
ささ

藤藤
とうとう

　　煌煌
こうこう

也也
やや

くんくん
保護者・育美さん保護者・育美さん

2022年７月号20
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