
H
O

KK
A

ID
O

 R
US

UT
SU

 V
IL

LA
G

E

広報

August

2022

8
№ 703

  ≪コロナ禍の物価高騰対策≫ 
留寿都村生活応援券交付ほか

留寿都小学校大運動会「紅白大玉ダービー2022」
『協力・笑顔・輝き』というテーマのもと、子どもたちが力一杯競技に励み、
多くの保護者・観客の皆さんから拍手で応援を受け、大変盛り上がりました。



　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油価格及び物価の高騰の影響により
家計が厳しさを増しているため、村民の生活支援や地域経済活性化を図ることを目的に全村
民に村内で利用できる留寿都村生活応援券を交付します。

 ≪コロナ禍の物価高騰対策≫その１
　　全村民に　

留寿都村生活応援券 を交付します

対 象 者 留寿都村の全ての住民（令和４年７月１日時点）
　※令和４年12月31日までに出生した児童も対象となります。

生活応援券 村民一人につき　5,000円（500円券×10枚）

使用期間 令和４年８月１日（月）から令和５年１月31日（火）まで

交付方法 世帯員分を同封し、世帯主宛に郵送により交付します。
　※申請は不要です。７月下旬に発送する予定です。

取扱店舗 現在、留寿都商工会が実施している留寿都村地域活性化プレミアム
付商品券を取り扱う店舗において使用できます。

住民福祉課　電話 0136-46-3131お問合せ先

子育て世帯の支援のため､ 給付金の支給を実施します

１. 支給対象者

※　令和５年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。
※　支給にあたっては､ 申請が不要な場合と必要な場合があります。

Ⅰ　ひとり親世帯
　　　児童扶養手当受給者

Ⅱ　ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯
　　　①又は②に当てはまる方
　　　　①　�令和４年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている

方であって、令和４年度分の住民税均等割が非課税である方
　　　　②　�令和４年３月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合は、20歳未満）

を養育する父母等で、令和４年度の住民税均等割が非課税の方、又は、
令和４年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入とな
った方

低所得の子育て世帯に対する低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金のご案内子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

  ≪コロナ禍の物価高騰対策≫その２≪コロナ禍の物価高騰対策≫その２
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住民福祉課　電話 0136-46-3131お問合せ先

Ⅰ　ひとり親世帯Ⅰ　ひとり親世帯
　令和４年４月分の児童扶養手当受給者に対して支給しますので申請は不要です。
　　※令和４年６月30日(木)に北海道から既に支給されています。

Ⅱ　ひとり親以外の低所得の子育て世帯Ⅱ　ひとり親以外の低所得の子育て世帯
　①　�令和４年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和４年

度分の住民税均等割が非課税である方に支給します。
　　　⇒　�令和４年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みますの

で申請は不要です。

　②　�令和４年３月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合は、20歳未満）を養育する父母等で、
令和４年度の住民税均等割が非課税の方、又は、令和４年１月１日以降の収入が急変し、住
民税非課税相当の収入となった方に支給します。

　　　⇒　給付金を受け取るためには、申請が必要です。
　　　　・申請方法
　　　　　役場住民福祉課窓口又は郵送により申請してください。
　　　　・申請に必要なもの
　　　　　(１)申請書（役場住民福祉課に請求又は村ホームページからダウンロードしてください。）
　　　　　(２)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーの写し等)
　　　　　(３)振込先口座の確認書類(通帳、キャッシュカードの写し等)
　　　　　(４)�任意の１か月または令和４年度中の収入の見込額の確認書類(収入が急変した方のみ

が必要となります。給与明細、源泉徴収票、確定申告書等）
　　　※対象となる方は、役場住民福祉課までご連絡ください。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省（の職員）などをかたった
不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、又は
警察相談専用電話(＃９１１０)にご連絡ください。

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。にご注意ください。

２. 支給額
児童１人当たり 一律６万円
※国事業分５万円＋道独自分１万円

３. 詳　細
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　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　�基準日（令和４年６月１日）時点で、世帯全員の令和４年度住民税均等割が非課税である世帯（非

課税世帯）
　　③　�①又は②のほか、令和４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、

②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（①～③の併給はできません。）
●支給方法　原則、口座振込

①　令和３年度住民税非課税世帯向け　申請が必要です
　対象となる方には、令和４年２月10日に確認書を送付していますが、既に確認書の返送期間が終了していますので、
給付を受ける場合は申請が必要となります。まだ確認書を提出していない方については、身分証明書と口座情報が分か
るものを役場へ持参し、申請書を提出してください。
※申請期限は令和４年９月30日までです。

②　令和４年度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

③　家計急変世帯向け　申請が必要です

対象となる方（住民税非課税世帯）へ村から確認書を送付します。
※確認書は７月上旬に送付予定です。

確認書には令和２年に実施した「特別定額給付金」の口座情報
があらかじめ記載されています。修正等がなければ、必要事項
を記入し、令和４年９月30日までに封筒で返送してください。
※確認書に口座情報の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。

世帯全員の令和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、申請書を提出してください。
※申請期限は令和４年９月30日までです。

指定口座に振込みます。※申請から３週間程度

村で支給要件に該当するか確認します。

※申請先は、申請時点での住所地市区町村です。

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。

≦
対象

＞
対象外

【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年間の収入(所得)見込額
①－②

※①�＝令和４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。

＋

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

住民福祉課　電話 0136-46-3131お問合せ先

 ≪コロナ禍の物価高騰対策≫その３ ≪コロナ禍の物価高騰対策≫その３
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　留寿都村農業委員の欠員に伴い、欠員補充に係る募集を行った結果、南
二線地区会から西原達也さんが推薦されました。
　推薦された西原達也さんは、令和４年６月16日の令和４年第２回留寿都
村議会定例会において議会の同意を得て、この度、新しく留寿都村農業委
員に任命されました。
　また、令和４年６月17日には役場村長室にて辞令交付式が行われました。
　任期は、令和４年６月17日から令和５年７月19日までです。

新しい農業委員をご紹介します！新しい農業委員をご紹介します！

西原　達也 氏
（担当地区　南二線地区）

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！

①出身地　大阪府　※育ちは香川県
②�数年前に仕事で栗山町に住んだ事があり、北海道で永住する予定でしたが東
海エリアでの仕事をする事になり一時内地に戻りました。
　�ただやはり道内での住みやすさや人柄を忘れられずに再び北海道に来ました。
　�留寿都村を選んだきっかけは、羊蹄山が見え観光業務等を進めるには適して
いると感じ、また面談時の村長の人柄に感銘を受け決めました。
　�会社員時代の仕事は店舗開発の業務を行い、企業の不動産開発・契約・法務
チェック・建設管理等を行なっていました。
　�何かお役に立つ事が有りましたらお気兼ねなくお声がけ頂ければと思います。
　よろしくお願いいたします。

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
地域おこし協力隊員を紹介します。

地域おこし協力隊
佐藤 栄治（さとう�えいじ）

　「農業委員」は、農業委員会法等に関する法律により、市町村に設置が義務付けられている行政委員会で、
農地法等に基づく許認可事務のほかに、農地等の利用の最適化（担い手への農地利用の集積と集約化、遊
休農地の発生防止・解消、新規参入の促進）の推進のために活動しています。

農業委員会事務局　電話 0136-46-3131お問合せ先

農業委員とは？

KRファイターズ、全道大会に出場！KRファイターズ、全道大会に出場！
　６月15日、留寿都野球少年団が全道大会出場の報告のため役場に表敬訪問されました。今年は留寿都村だけでは
チームを組むことができないため、喜茂別町との合同チーム「ＫＲファイターズ」としてチーム編成し、後志学童
軟式野球大会で見事優勝したため、全道大会へ出場の切符を掴みました。
　６月26日にニセコ町営球場で開催された全道大会（高円宮賜杯 第42回 全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・
トーナメント）では、健闘しましたが、惜しくも深

ふ か が わ い ち や ん

川一已バトルスに敗れました。

「全道でも頑張ります！」と選手たち
から村長へ意気込みが語られました。
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　５月31日、全国民生委員児童委員連合
会会長から、渡辺弘さん、吉川信夫さん、
増山ひとみさんの３名に表彰状が贈られ
ました。３名は10年以上の長きにわたり
民生委員を務められており、今回その功
績が表彰されたものです。

全国民生委員児童委員全国民生委員児童委員
連合会会長表彰連合会会長表彰 　６月３日、留寿都高校の生徒とウェスティンル

スツリゾートのスタッフによる花壇造成が行われ
ました。今年も役場前と赤い靴公園の花壇に、マ
リーゴールドやアンゲロニア、ビンカなどの苗が
植えられ、綺麗な彩りとなりました。また、新型
コロナウイルス感染症の感染が終息していないこ
とから、屋外とはいえ安心して複数人を集める行
事を実施できる状況ではないとの判断により、国
道230号緑地帯の花植えについては、住民の皆様
にはお声がけせず、昨年度に引き続き受託業者が
行っています。

花壇造成花壇造成

長年の貢献に感謝いたします きれいな花が整然と並びました。ありがとうございました。

　６月16日、留寿都小学校 １･２年生が
留寿都高校の農業実習棟で枝豆、スイー
トコーンなどの種まきを行いました。あい
にくの雨天だったため畑では行えません
でしたが、高校生が優しく丁寧に種まきの
やり方を教えており、子どもたちもすぐに
理解して種まきを楽しんでいる様子でし
た。収穫を楽しみに待ちたいですね。

小学校・高校交流「種まき」小学校・高校交流「種まき」

　７月初旬から大根の収穫が本格化して
います。７月４日には、村内農家さんの
大根収穫の様子や、JAようてい留寿都支
所の大根集出荷選別施設を見学させてい
ただき、手選別や自動で検知される装置
等により精度の高い選別が行われ、大根
が整然と並んで運ばれていました。10月
中旬までの間、この施設から全国各市場
へ日量約20,000ケースが出荷されます。

ようてい大根の収穫開始！ようてい大根の収穫開始！

大根集出荷選別施設内「搬送・箱詰装置」の様子
同施設は日量240tの選別能力を有しています

背景には羊蹄山。大切に育てた大根を朝から次々と引き抜いていきます 肌が白く、みずみずしい、ようてい大根！

高校生の熱心な指導で子どもたちはみんな安心して作業ができました！

5~7月
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　６月22日・29日、留寿都小学校５年生の家庭科の裁縫の
授業に、広報７月号でも「小さな拠点活動」としてご紹介
したボランティア団体の「みやこ会」から８名の皆さんが
サポートに来てくれました。
　児童は本返し縫いで雑巾づくりに挑戦し、みやこ会の皆
さんは裁縫の楽しさや、裁縫の技術を児童に丁寧に伝えて
くれました。児童は集中して２時間の授業に取り組んでい
ました。
　みやこ会の皆さん、ご指導ありがとうございました。

地域学校協働活動地域学校協働活動
（みやこ会による裁縫の授業の支援）（みやこ会による裁縫の授業の支援）

　６月28日、留寿都村から道路工業株式会社へ感
謝状の贈呈式が行われました。
　道路工業株式会社は、留寿都村役場及び赤い靴
公園公衆トイレにおいて地域貢献事業としてボラ
ンティアで駐車場区画線の補修作業を実施され、
環境の整備に努められました。

地域貢献事業　ボランティアに地域貢献事業　ボランティアに
よる駐車場区画線等の補修工事よる駐車場区画線等の補修工事

　６月20日、ようてい農業協同組合大根集出荷選
別施設予冷棟南側にて令和４年度春季消防演習が
行われました。３年ぶりの実施となりましたが、
消防団員は新しい活動服を身にまとい、小隊訓練、
ポンプ操法などで日頃の訓練の成果を披露してい
ました。

春季消防演習春季消防演習

　６月19日、第３回なんでもチャレンジクラブが開催され
ました。午前中に地域から出されるゴミについて学びまし
た。役場の柳原さんからゴミの処理方法やリサイクルに関
して学んだ後、村の施設の最終処分場やゴミの一時保管庫
の見学にも行き、学びを深めました。
　午後からはルスツリゾートにて、北海道オリエンテーリ
ング協会の皆さんにご指導いただき、みんなでオリエンテ
ーリングにチャレンジしてきました。中には山の頂上にあ
るポイントもあり、制限時間１時間を目一杯走り回り楽し
みました。次回は山と川で生き物探しです♪

第３回なんでもチャレンジクラブ第３回なんでもチャレンジクラブ
「オリエンテーリングにチャレンジ」「オリエンテーリングにチャレンジ」

村への貢献に心より感謝申し上げます

学びの多い一日でした

子どもたちもみやこ会の皆さんも
一緒に楽しんでいる様子でした

日夜励んでいた練習により、本番当日の機敏な
行動が印象的でした
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留寿都村まちづくり活動支援事業留寿都村まちづくり活動支援事業
××

打楽器ワークショップとミニライブ打楽器ワークショップとミニライブ
　今年度から新たに始まった「まちづくり活動支援事業」は、村民が主
体的・自主的な新しい取り組みや住民参加を促進する活動について経費
の一部を助成する事業です。
　この補助金を活用した第１例目となる「まちづくり活動」が６月18日、
「子どもたちの心をつなぐ打楽器で世界旅行」と題して留寿都村公民館
ホールで行われました。
　「音楽に触れる機会を子どもたちに与えてあげたい」との思いから、旅人
宿ほうぼうの根本健造さんが中心となり今回の企画が生まれ、この活動に
共感した古民家コミュニティ「るる」と協力して開催となりました。
　前半は講師による世界のめずらしい打楽器の紹介と実演が行われ、後
半は世界で活躍するヤヒロトモヒロ氏、鬼怒無月氏、宮田岳氏によるミ
ニコンサートが行われました。幼児からお年寄りまで約50名の参加者は
貴重な生演奏を楽しんでいました。
　なお、「まちづくり活動支援事業」は現在募集中ですので、ご希望の
方はぜひご相談ください。

令和４年第２回留寿都村議会定例会の結果のお知らせ
　令和４年６月16日開会の第２回定例会において可決された一般会計補正予算のうち、主な事業についてお
知らせします。

 ① 留寿都村生活応援券交付事業　予算額10,324千円（住民福祉課） 
　　�　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油価格及び物価の高騰により家計が厳しさを増
している全村民に対し村内で利用できる生活応援券を配付するための経費として、生活応援券の印刷製
本費、生活応援券の発送のための通信運搬費、生活応援券交付金を計上しました。

 ② 三ノ原五輪会館多目的トイレ設置等工事　予算額6,271千円（住民福祉課） 
　　�　平成元年建設の三ノ原五輪会館の和式便器をウォシュレット付き洋式便器に改修する工事に併せて、
指定避難所でもあることから、障がい者や幼児が使用できる多目的トイレを設置するための経費として、
工事請負費を計上しました。

 ③ 「むらびと写真展」開催事業　予算額464千円（教育委員会） 
　　�　社会教育事業の「なんでもチャレンジクラブ」の特別事業である地域学校協働活動推進事業として、
小・中・高校生を対象に、村内で働く人たちを題材とした写真を募集する「むらびと写真展」を開催す
るための経費として、写真展示に係る用紙等の消耗品費、写真及び記念品のカレンダーの印刷製本費、
貸出用カメラの備品購入費を計上しました。

企画観光課　電話 0136-46-3131お問合せ先

迫力のある生演奏に子どもたちも喜んでいました！

2022年８月号8



　６月11日、留寿都小学校で大運動会が開催されました。雨天のため開会式が遅れる場面もありましたが、次第に
雨が上がり、紅白に分かれた子どもたちが練習の成果を発揮し、元気いっぱいに楽しむ姿が見られました。結果は
紅組と白組110点対110点で「同点」という劇的なものとなりました。これには子どもたちから「平和な結果になっ
た！」と笑顔で歓声が沸き起こっていました。校長先生も「長年運動会を見てきていますが、同点となったのは初
めてです。みんなの頑張った結果だと思います」と子どもたちを称えていました。

留寿都中学校 体育大会

留寿都小学校 大運動会

　６月４日、留寿都中学校体育大会が行われました。素晴らしい好天に恵まれ、生徒はこれまでの練習の成果を生
かし、100m走から全校リレーまでの全種目で伸び伸びと競技していました。「はじけろ青春 festival」という大会
テーマにふさわしく、競技に臨む生徒は全力で挑み、自分が競技をしていない時は仲間に声援を送り、保護者から
は温かい拍手が送られるなど、終始楽しい様子でした。

女子10
0m

男子400m

男子走り幅跳び

男子ハンドボール投げ

全校リレー
３年生記念写真

全力疾走！
全力疾走！

ゴール際で並び、ゴール際で並び、
　笑みがこぼれました！　笑みがこぼれました！

躍動感ある跳躍！躍動感ある跳躍！

力強いフォームで投げました！

力強いフォームで投げました！

しっかりとバトンをつないで行きます！しっかりとバトンをつないで行きます！

中学校生活最後の体育大会！中学校生活最後の体育大会！

朝イチの集合写真タイム。朝イチの集合写真タイム。
この時はまだ雨は降っていなかったのですが・・・この時はまだ雨は降っていなかったのですが・・・ いざ、開幕！いざ、開幕！

 雨に負けないで頑張って！
 雨に負けないで頑張って！

徒競走、笑顔で駆け抜けました！

徒競走、笑顔で駆け抜けました！

王道種目の玉入れも
王道種目の玉入れも盛り上がりました！
盛り上がりました！

高学年４色高学年４色
（４～６年生）（４～６年生）
リレーのアンカー！リレーのアンカー！

結果発表の瞬間！結果発表の瞬間！

温かく見守っていただいた観客の皆さん、温かく見守っていただいた観客の皆さん、
ありがとうございました。ありがとうございました。
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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

　保育所の年中組『きりん組』の６月の様子をお届けします👀
　元気いっぱいなきりん組さん！お部屋の中はいつも楽しそうな笑顔と声
に包まれています♪　６月は、７月９日（土）の運動会に向けて、毎日一
生懸命に練習を頑張りました。きりん組さんの中でも初めて運動会に参加
する子もいましたが、毎日元気いっぱい走ったり・転がしたり・踊ったり、
一人ひとりの頑張る姿に保育士も「頑張れ～！」と胸が熱くなりました✨

今月は、るすつ保育所が担当です今月は、るすつ保育所が担当です

　運動会の練習後は、園庭の遊具で遊んだり、お散歩を楽しんでリフレッ
シュしました🍀　園庭では、鉄棒にぶら下がり「ナマケモノだよ～」と
かわいい姿を見せてくれます。草原では枯れ草を集めて“焚火ごっこ”を
したり、ワラジムシやアリ、クモなど虫探しを楽しみました。８月は夏祭
りと遠足を予定しています♪　夏の暑さに負けないためにも、水遊びなど
で涼みながら乗り切りたいと思います🍉

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～

＃１３

　留寿都村蔬菜生産組合・畑作生産組合様より留寿都産の長いもをいただき、給食で提供しました。日本人になじ
みが深い煮物は、給食でも残食が少ない傾向にあります。そこで、今回はいただいた長いもを“そぼろ煮”として
提供しました。にんじん・枝豆・コーンを一緒に入れたので、カラフルで彩りよく仕上がりました♪おいしい長い
もをありがとうございました。育ててくださっている農家の方々にも感謝しながら、おいしくいただいています。

留寿都産の長いもをいただきました！

教育委員会　電話 0136-46-3321お問合せ先

紅白リレー紅白リレー
紅組も白組も頑張るぞ～

！
紅組も白組も頑張るぞ～

！

遊具人気№１は遊具人気№１は
ブランコですブランコです👑👑ミッキー体操もミッキー体操も

元気いっぱい踊っています♪元気いっぱい踊っています♪

三
角
コ
ー
ン
の

三
角
コ
ー
ン
の

片
付
け
は

片
付
け
は

ま
か
せ
て
♡

ま
か
せ
て
♡
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　妊娠から出産、子育て、就学後の教育に係る子育て支援や経済支援に関
する各種行政サービス情報や手続きなどをわかりやすく掲載した「留寿都
村子育てガイドブック」を作成しました。
　なお、冊子につきましては、役場住民福祉課（転入者等）・保健医療課（母
子手帳交付時）において配布するほか、るすつ子どもセンター（るすつ保
育所・子育て支援センター）や留寿都村公民館にも設置していますのでご
活用ください。
　また、村のホームページにも掲載しています。

ホームページURL：�https ://www.vi l l . rusutsu. lg . jp/hotnews/
detail/00003183.html

留寿都村子育て応援ガイドブック留寿都村子育て応援ガイドブック
を作りを作りまましたした🍀🍀 🍀🍀

空き家バンクに
登録しませんか

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

るすつ子どもセンター　電話 0136-46-3253お問合せ先

0 
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　世界的に高齢化が高まり、加齢性難聴の人が増加し
ています。我が国では1600万人以上の人に難聴がある
と言われています。ある地域住民調査によると70代男
性で５～６人に１人、女性では10人に１人に「日常生
活で支障を感じる程度の難聴」を認めるそうです。

●　難聴は認知症やうつのリスクである
　認知症の原因となる危険因子の中で改善が可能なも
のとして高血圧、喫煙、糖尿病、社会的孤立などと並
んで「難聴」があります。その中でも難聴の治療が最
も認知症予防に効果があると考えられています。難聴
が認知症を引き起こす理由は①耳から入る情報が減っ
て、脳の活動が減少していく②聴くことに脳の活動が
奪われて他の活動が疎かになる③よく聴こえないこと
によるコミュニケーション障害から引きこもってしま
い、孤立して「うつ」「無気力」「無関心」の状態になる、
などです。

●　難聴は早期発見、早期治療が必要です
　高齢者の中には自分が難聴であるということに気付
いていない方が多くいます。難聴への治療が遅れると
脳が衰えていくのを止められなくなる可能性がありま
す。難聴を疑うサインは①耳鳴りや耳の詰まった感じ
がある②会議や人ごみの中やささやき声での会話で聞
き間違いや聞き取りづらさを感じる③テレビの音量が
他の人より大きい④体温計の電子音や時計の秒針の音
が聞こえない、などです。

●�　難聴の治療に必要なのは補聴器とリハビリテー
ション

　実は耳の音を感知する能力は治療では治せません。

しかし、「補聴器の常時装用」により脳の聞き取る能
力が改善します。多くの人が補聴器を購入しますが正
しく使用していないために十分な効果が出ていませ
ん。最初の１か月は急に音が聞こえるようになった影
響で不快感が強く出ますが、常時装用していると脳が
慣れてきて不快感が減少してきます。その後は３か月
かけて補聴器の音を徐々に上げていき十分聞き取れる
ようにします。最初の不快感を嫌って音を下げたり、
中止することで結局脳のリハビリが進まず補聴器が役
に立たなくなってしまうのです。補聴器を効果的に適
切に使用するには専門の耳鼻咽喉科への通院が必要と
なります。

　聞こえ方などについて悩みなどがある場合は、留寿
都診療所にご相談ください。
� 参考：日本医師会雑誌　第151巻・第３号　2022.06

今月のテーマ

難聴

筆者▶ 留寿都診療所医師　糸　矢　宏　志

８月－９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

８月４日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

８月17日㈬ いきいき体力アップ教室 公民館 13時00分～15時30分 ②

８月18日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

８月24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

８月25日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

８月30日㈫ 乳児健康診査 子どもセンター 受付 13時00分～14時00分 ①

９月１日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

９月６日㈫ 骨盤・乳房ケア教室 子どもセンター 10時00分～11時30分 ①

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

るすつ 歩こう会
　コロナ禍で家にこも
りがちになっていませ
んか？ウォーキング、
始めてみませんか？
　毎週　火曜　金曜　
朝６時30分　子どもセ
ンターぽっけ前集合
　７時までカメさん
チームとうさぎさんチームに分かれて歩きます。雨天
時は中止です。
　みなさまどうぞお気軽にご参加ください。
 （大泉　樹）
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　村の様子や村長の所感、行動等をおおむね週に１回のペースで「村長ブログ」として昨年５月から開設し、
留寿都村ホームページにて掲載しています。今月号よりインターネット環境がない方のために村長ブログの抜
粋を広報るすつにも掲載していきます。

　https://www.vill.rusutsu.lg.jp/hotnews/category/191.html

広瀬市長（右奥）より農業、農地 
への思いをお聞きしました。

６月の掲載記事（抜粋）

文部科学省で高橋政務官へ要望。
貴重な時間をいただきました。

　６月１日は、北海道開発局倶知安開発事務所長の来庁があり、国道276号
の通行止に係る現在の作業状況と交互通行が８月上旬になる見通しの説明
を受けました。村の商工観光、農業、畜産業においても大変な時間的ロス
を強いられていますので、１日も早い復旧を要請しました。

　６月16日は、第２回留寿都村議会定例会でした。一般質問は、防災の拠点となる役場庁舎や公民館等が
老朽化していることからの新築計画について、もう１件は、特に農業では従事者が不足している現状や地
域、人を理解するためにも、役場職員の休日の兼業許可を進めることについての考えを問われました。１
件目の役場庁舎や公民館等の公共施設は、私の在職中に建設計画を立てるとしてお答えをしました。２件
目の職員の兼業許可は、既に村においては規則を制定しているので、職員が兼業しやすい環境づくりに努
めるとお答えをしました。その他条例の一部改正と補正予算を提案し、可決しました。

　６月17日は、北海道開発局札幌開発建設部と小樽開発建設部に出向いて、国道276号（美笛峠）の全面
開通を要請してまいりました。この路線は札幌開発建設部管轄で、８月上旬を目途に交互通行ができるよ
う工事が進められています。さらに早期全面開通を要請しましたが、まだ時間を要しそうです。

　６月23日は、旧三ノ原小学校と旧黒田小学校の利活用を図るため、プロポーザル方式により売却を進めてきた
結果、２か所とも同じ人を優先交渉権者として決定しましたので、その方による活用計画の説明会を五輪会館で
開催しました。説明会には９名の住民が参加して、地域の農作業事情等から心配されることを話されました。

　６月29日は、第２回留寿都村議会臨時会を開催し、補正予算の専決処分の承
認とロータリ除雪車の購入（財産の取得）の議決をいただきました。補正予算
の専決は、６月15日に発売したプレミアム付商品券（100％）が半日で完売と
なったことから、購入を希望していた村民の方々用に追加販売をする必要経費
の承認をいただいたものです。

　６月27日は、「君の椅子プロジェクト」に取り組む後志管内の４村の中で第１号
が真狩村でありましたことから、６村長のほか、同プロジェクト代表の磯田憲一
さんにもご出席をいただいて新たな生命の誕生をお祝いしました。

　６月21日は、姉妹都市養父市に表敬訪問をしました。昨年は、村長就任後間もなくコ
ロナウイルスの感染再拡大防止対策により行動を自粛しましたので、養父市への訪問が
できずに１年が経過してしまいました。
　今回の養父市訪問では、広瀬市長はじめ山下副市長、米田教育長や関係幹部職員にお
会いすることができ距離がグッと縮まりました。そして、市長秘書の方は小学生の時に
親善使節団として留寿都村に来られたとのことです。昨年度実施できなかった40周年記
念事業を、今年度、実施できるよう進めてまいります。

　６月３日は、後志総合開発期成会・文教厚生部会の中央要望で環境省から要望を
はじめ、務台環境副大臣や厚生労働省の濱谷保険局長等、文部科学省では高橋はる
み文部科学大臣政務官に、後志の現状課題と令和５年度に向けた要望を行いました。
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　人事行政の透明性を高め、その公平性を確保するため「留寿都村人事行政の運営等の状況の公表に関する条
例」に基づき、令和３年度における村の人事行政の運営状況（職員の任免・職員数・職員の給与等）について
お知らせします。
※�村広報誌に掲載している項目は、公表している項目のうち給与などの一部の項目のみ抜粋して掲載しています。公表している
全ての項目をご覧いただく場合には、村のホームページ（https://www.vill.rusutsu.lg.jp/）でご覧いただくことができます。

職員の任免及び職員数１

(1) 任免の状況
　令和３年４月１日から令和４年３月31日までの採用・退職の状況

採　用 退　職
２人 ７人

(2) 部門別職員数の状況� （各年４月１日現在）
　　　　　　　　区　分
 部　門　　　　

職員数（人） 対前年
増減数 主な増減理由令和２年 令和３年

一般行政部門

議　　会 2 2 0
総　　務 15 16 1 総務関係業務の増による増
税　　務 4 4 0
民　　生 19 19 0
衛　　生 8 8 0
農林水産 5 4 ▲1 退職による減
商　　工 1 1 0
土　　木 3 3 0

特別行政部門 教　　育 7 7 0
公 営 企 業 等
会 計 部 門

水　　道 1 1 0
下 水 道 1 1 0
そ の 他 2 2 0

合　　　　計 68 68 68
（注）職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、臨時又は非常勤職員を除いています。

職員の人事評価２

　村では適切な人事配置による公務能率の向上を図り、能力・実績に応じた給与制度の運用により職員の意欲向上
を図るため、人事評価を実施しています。

職員の給与３

　国家公務員の給与は、民間給与の実態調査結果に基づく人事院の給与勧告を受け、国会の審議を経て、法律で定
められておりますが、留寿都村職員の給与は、この人事院の給与勧告に準拠した内容をもって、留寿都村議会の審
議を経て、条例で定められております。
　このようにして定められた留寿都村職員の給与制度は、結果として国家公務員の制度に準じたものとなっております。
(1) 人件費の状況

区　　分 住民基本台帳人口 歳出総額 実質収支 人件費 人件費率 前年度の
人件費率（Ｒ3.1.1） Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

令和２年度 千円 千円 千円
1,911人 3,066,780 11,292 510,682 16.7％ 16.9％

（注）普通会計の決算額。人件費には、議会の議員・村長などの特別職に支給する給料・報酬などを含みます。

留寿都村人事行政の運営等の状況について留寿都村人事行政の運営等の状況について
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総務課　電話 0136-46-3131お問合せ先

(2) 職員給与費の状況

区　　分 職員数
Ａ

職員給与費 一人当たりの
給与費
Ｂ／Ａ給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

Ｂ
令和３年度 千円 千円 千円 千円 千円

65人 212,375 39,009 86,257 337,641 5,194
（注）１　普通会計の状況。上記には、議会の議員・村長などの特別職に支給する給料・報酬などは含まれておりません。
　　  ２　給与費は補正後の予算に計上された額です。
　　  ３　職員手当には退職手当及び児童手当は含まれておりません。

(3) 平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況� （令和３年４月１日現在）
区　　分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

一般行政職 288,700円 328,546円 38.3歳
技能労務職 344,100円 355,600円 57.2歳

（注）平均給与月額は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当の合計額です。

(4) 初任給、経験年数別平均給料月額の状況� （令和３年４月１日現在）
区　　　　分 初任給 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職 大学卒 182,200円 266,500円 310,900円 373,400円
高校卒 150,600円 － － 341,100円

(5) 特別職の給料月額等� （令和３年４月１日現在）
区　　　　分 給料月額等 期末手当の支給割合

村　　　　　長 640,000円
 ６ 月 期　2.225 月分
12 月 期　2.225 月分

（加算措置　　無）

計　　4.450 月分

副　　村　　長 565,000円
教　　育　　長 521,000円
議　　　　　長 240,000円
副　　議　　長 191,000円
常 任 委 員 長 169,000円
議会運営委員長 169,000円
議　　　　　員 160,000円

(6) 職員手当の状況� （令和３年４月１日現在）
手当名 内　　　　　　容 手当名 内　　　　　　容

扶 養 手 当 ①配偶者 6,500円
②子 10,000円
③父母等 6,500円
④ 15歳に達する日後の最初の４月１日

から22歳に達する日以後の最初の３
月31日までにある子

 1人5,000円　加算

期 末 手 当
及 び
勤 勉 手 当

　　　 期末手当 勤勉手当
 6月期 1.275月分 0.95月分
 (0.725月分) (0.45月分)
12月期 1.275月分 0.95月分
 (0.725月分) (0.45月分)
 　計  2.55月分 1.90月分
  (1.45月分) (0.90月分)
(注) ( 　)内は、再任用職員に係る支給割合である。

職務の級による加算措置　有
（5～15％）

住 居 手 当 ① 家賃の額が12,000円を超える借家等
の場合、家賃の額に応じて27,000円
を限度に支給

②持ち家の場合 5,000円
通 勤 手 当 ① 交通機関利用者　１月当たりの運賃等

相当額55,000円を限度に支給
② 自動車等使用者　通勤距離に応じ

2,000円～40,000円の範囲で支給

退 職 手 当 自己都合による退職の場合
　勤続20年 19.6695 月分
　勤続25年 28.0395 月分
　勤続35年 39.7575 月分
　最高限度額 47.709 月分
定年による退職の場合
　勤続20年 24.586875 月分
　勤続25年 33.27075 月分
　勤続35年 47.709 月分
　最高限度額 47.709 月分

特殊勤務手当 ①有害鳥獣駆除等業務手当 
　 1,000円/1日
②待機手当 1,000円/1日

時 間 外
勤 務 手 当

正規の勤務時間を超えて勤務することを
命じられた職員に支給
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新型コロナウイルス感染症の影響による新型コロナウイルス感染症の影響による
第１号被保険者の介護保険料減免について第１号被保険者の介護保険料減免について

　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方などに対し、第１号被保険者の介護保険料
が減免される制度があります。

１ 　減免の対象となる方
　次の①又は②のいずれかに該当する第１号被保険者（65歳以上の方）です。

　①�　新型コロナウイルス感染症により、第１号被保険者の属する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場合　

　　　⇒　介護保険料の全額を免除

　②�　新型コロナウイルス感染症の影響により、第１号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業
収入等の減少が見込まれ、次のア及びイのいずれにも該当する場合

　　　⇒　介護保険料の一部又は全部を免除

ア�　世帯の主たる生計維持者の令和４年の事業収入等（見込み）のいずれか（保険金、損害賠償
金等により補塡されるべき金額を控除した額）が令和３年の当該事業収入等と比べて10分の３
以上減少する見込みであること。
イ�　世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和３年の所得合
計額が400万円以下であること。

＊事業収入等とは、事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のことをいいます。

２ 　減免額の計算方法
　介護保険料の減免額は、対象介護保険料額（Ａ×Ｂ／Ｃ）に減額割合（Ｄ）を乗じた金額です。

＊�主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合には、令和３年の合計所得額にかかわらず、対象
保険料額の全部を減額します。

減免対象の介護保険料額（Ａ×Ｂ／Ｃ）
Ａ：�当該第１号被保険者の年間保険料額

Ｂ：�第１号被保険者の属する世帯の主たる生
計維持者の減少が見込まれる事業収入等
に係る令和３年の所得額

Ｃ：�第１号被保険者の属する世帯の主たる生
計維持者の令和３年の合計所得額

主たる生計維持者の令和３年の合計所得額
210万円以下のとき　：10分の10
210万円を超えるとき：10分の８

減額割合（Ｄ）
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３ 　減免の対象となる介護保険料
　令和３年度分及び令和４年度分の介護保険料とし、次のものが対象となります。
　○普通徴収の方（納付書により介護保険料を納めている方）
　　⇒令和４年４月１日から令和５年３月31日までの納期限のもの
　○特別徴収の方（年金から介護保険料が天引きされている方）
　　⇒令和４年４月１日から令和５年３月31日までの特別徴収対象年金給付の支払日のもの

４ 　必要書類
　①　全ての方に提出いただく書類
　　・減免申請書

　②�　新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合は、
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症にり患したことが把握できるもの

　　・死亡診断書、医師の診断書、入院勧告書等

　③�　新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合
は、令和４年の事業収入等（見込み）が令和３年と比較し減少していることがわかるもの

　　・令和３年の収入が確認できるもの
　　　⇒所得証明書、源泉徴収票、確定申告書の写し等
　　・令和４年の収入（見込み）が確認できるもの
　　　⇒売り上げの帳簿、給与明細書、通帳の写し等
　　・保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額が確認できるもの
　　・事業の廃止や失業があった場合
　　　⇒退職証明書、個人事業の開業・廃業等届出書、離職票、雇用保険受給資格者証等

　④　減免による還付額が発生する見込みの場合
　　・口座振替払申出書兼代理受領委任状、通帳等の写し

５ 　申請の受付期限
　　令和５年３月31日まで

６ 　申請場所
　　保健医療課

詳細については以下の問合せ先にご連絡ください。

お問合せ先
後志広域連合介護保険課
〒044-8588　虻田郡倶知安町北１条東２丁目
　　　　　　　後志合同庁舎　車庫棟２階
電話 0136-55-8013

留寿都村役場
保健医療課
電話 0136-46-3131
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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
～　傷病手当金の支給について　～

　後期高齢者医療制度に加入している被保険者の方が新型コロナウイルス感染症に感染（疑いを含む）し
た場合に、傷病手当金を支給できる場合があります。

  対象者
　  以下の条件をすべて満たす方
　　・北海道後期高齢者医療制度被保険者であること
　　・給与等の支払を受けている者であること（賞与は除く）
　　・�業務災害以外の理由による感染症等のため労務に服することができず、受けることができるはずで

あった給与等の全部又は一部を受けることができない者であること

  支給対象期間
　  令和２年１月１日から令和４年９月30日の間
　　※　支給対象期間の終了日は、当初の令和２年12月31日から延長されています。
　　※　支給対象期間は再度延長される場合があります。
　　※　入院が継続される場合等は、支給を始めた日から通算して１年６か月まで対象となります。
　　※　支給申請を受ける権利は、労務に服することができない日ごとに、その翌日から２年間となります。

  支給額の計算方法
　  直近３か月間の給与収入合計額÷就労日数×３分の２×支給対象日数
　　※　�支給対象日は、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して４日目以降の「就

労を予定していた日」となります。
　　※　１日当たりの支給額に上限があります。�

  申請方法
　   申請には、医師の意見書（医療機関を受診した場合）及び事業主の証明書

が必要となります。
　   申請をする場合は、必ず事前に留寿都村役場保健医療課へ連絡し、必要書

類等を確認してください。

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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　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９月30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９月30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４年６月30日までから令和４年９月30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。

新型コロナウイルス感染症に係る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国民健康保険の傷病手当金について

(令和４年９月30日までに適用期間が再度延長になりました)

お問合せ先

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

留寿都村役場 
保健医療課

【電話】0136-46-3131
申請書送付先
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人間ドック事業のお知らせ人間ドック事業のお知らせ
留寿都村国民健康保険、後期高齢者医療に加入の皆様へ留寿都村国民健康保険、後期高齢者医療に加入の皆様へ

 対象者　※助成を受けるには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
　 □　受診日時点で、35歳以上の留寿都村国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者であること
　　（令和４年度中に35歳となる34歳の方も受診可能です。）。
□　右に記載する人間ドックの全ての検査項目を受けること。
□　健診結果を役場に提出すること（同意書を提出していただきます。）。
□　特定保健指導等に該当した場合、指導を受けること。

　 ※　下記の方はピロリ菌抗体検査、ＣＴ肺がん検査以外の自己負担額は無料です。　
★　70歳以上の方及び市町村民税非課税世帯の方
★　�留寿都村国民健康保険の被保険者で、節目健康診断の対象となる令和４年度に　40歳、45歳、

50歳、55歳、60歳、65歳及び69歳になる方

受診有効期間：令和５年３月31日まで
 受診方法

①�　役場保健医療課へ人間ドック受診希望と
連絡の上、必要書類を提出し、「人間ドッ
ク等受診券」の交付を受けてください。

②�　受診者が指定医療機関へ事前に
予約して、人間ドックを受診して
ください。

　人間ドックを受診した後での受診券の申請は受け付けておりませんの
で、受診券の申請は必ず受診する前に行ってください。
　また、受診予定日が決まっていなくても、受診券の交付は可能ですので、
上記有効期間内に受診予定の方は、早めに申請することをお勧めします！

注目！注目！

 指定医療機関　※指定医療機関以外では、「人間ドック等受診券」は使用できません。
医療機関名 所在地 連絡先

留寿都診療所 留寿都村字留寿都156番地23 （0136）46-3774
ＪＡ北海道厚生連
倶知安厚生病院 虻田郡倶知安町北４条東１丁目２番地 （0136）22-1141

ＪＡ北海道厚生連
札幌厚生病院 札幌市中央区北３条東８丁目５番地 （011）261-5331

北海道対がん協会
札幌がん検診センター 札幌市東区北26条東14丁目１－15 （011）748-5522

 注意事項
　 ・　�受診後に、受診日時点で留寿都村国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者でないことが

判明した場合、受診者に対し健診費用の全額を請求します。
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 人間ドック検査項目※１及び自己負担額　
検査項目 自己負担額

身体測定、問診、血圧測定、尿検査

8,000円

視力、聴力検査
腹部超音波検査
心電図検査

血液検査
貧血、肝臓、腎臓、糖尿、甲状腺、肝炎等
エキノコックス症検査（５年以上受けていない方）
※札幌厚生病院では受診できません。

医師診察
胃がん検診（バリウム検査）※２※３
肺がん検診（胸部Ｘ線撮影）
大腸がん検診（便潜血検査）
※１　各医療機関によって検査項目に違いがあります。
※２　�胃がん検診（バリウム検査）については、カメラに変更可能です。ただし、バリウム検査との差額

については自己負担となります。
※３　�留寿都診療所での胃がん検診は、カメラ（鼻・口）検査のみとなるため、差額の自己負担は発生し

ません。

 追加して受けることができる検診・検査及び自己負担額　

検診項目 備　考 自己負担額

肺がん検診

ＣＴ検査

・50歳以上の方
・40歳以上でハイリスクの方　
※留寿都診療所では受診できません。 3,000円

喀痰検査 北海道対がん協会札幌がん検診センターのみ
受診ができます。 800円

前立腺がん検診（血液検査） 男性の方 800円
子宮がん検診（頸部）

女性の方
※留寿都診療所では受診できません。

1,000円
乳がん検診
（マンモグラフィ）

40～49歳：２方向
1,000円

50歳以上：１方向

ピロリ菌抗体検査（血液検査） 過去に一度もピロリ菌抗体検査を受けたこと
のない方 1,000円

※　�上記検診・検査は、希望により村の助成を受けて追加受診が可能です。上記以外の医療機関独自のオ
プション項目を受ける場合は、全額自己負担となります。

　　また、今年度中に村の助成を受けて同じ検査を、２回以上受けることはできません。

今年度より新しく開始する検診です。
詳細はホームページをご覧いただくか、保健医療課へお問合せください。

保健医療課　電話 0136-46-3131お問合せ・申込み先

� 広報RUSUTSU 21



　留寿都村では、歯科疾患の予防と歯の喪失防止、口腔機能の維持を目的として、対象年齢の方へ成人の
歯科健康診査を実施します。対象の方には７月に案内、受診票及び質問票を送付しています。
　成人における口腔疾患の罹患率は極めて高いですが、歯科受診率はそれほど高くありません。お口の健
康と全身の健康は密接な関わりがあり、むし歯や歯周病などの口腔疾患が、メタボリックシンドロームや
糖尿病などの生活習慣病、誤

ご
嚥
えん

性
せい

肺
はい

炎
えん

などの病気を引き起こす原因となり、全身に大きな影響を及ぼします。
　お口の状態は自分で気づくことが難しいため、定期的に歯科健康診査を受けることが大切です。この機
会にぜひ歯科健康診査を受診し、お口の健康を保ちましょう。

成人歯科健康診査のお知らせ成人歯科健康診査のお知らせ

健康診査内容 問診、歯・咬合・歯周組織等の口腔内診察、口腔の清掃状態の審査
簡易な口腔内清掃　口腔衛生指導

受診方法 ①  留寿都歯科診療所へ、都合の良い日時を電話予約してください。
　 ※予約の際に留寿都村の「受診票」を利用することをお伝えください。
②  同封しています「受診票」と「質問票」を当日忘れずにお持ちになって受診してください。

（質問票は事前に回答の上、お持ち願います。）

※当日の健康診査の結果、治療等を行う可能性がありますので、健康保険証も忘れずにお持ちください。

対　　象
年齢 生年月日
35歳 1987年（昭和62年）４月２日～1988年（昭和63年）４月１日生
40歳 1982年（昭和57年）４月２日～1983年（昭和58年）４月１日生
45歳 1977年（昭和52年）４月２日～1978年（昭和53年）４月１日生
50歳 1972年（昭和47年）４月２日～1973年（昭和48年）４月１日生
55歳 1967年（昭和42年）４月２日～1968年（昭和43年）４月１日生
60歳 1962年（昭和37年）４月２日～1963年（昭和38年）４月１日生
65歳 1957年（昭和32年）４月２日～1958年（昭和33年）４月１日生
70歳 1952年（昭和27年）４月２日～1953年（昭和28年）４月１日生
75歳 1947年（昭和22年）４月２日～1948年（昭和23年）４月１日生
80歳 1942年（昭和17年）４月２日～1943年（昭和18年）４月１日生
85歳 1937年（昭和12年）４月２日～1938年（昭和13年）４月１日生

※国民健康保険、後期高齢者医療保険以外の医療保険にご加入の方へ
　ご加入の医療保険にて歯科健康診査を実施している場合は、村が実施する歯科健康診査の対象外となり
ますので、ご加入の医療保険に歯科健康診査の実施の有無をご確認の上、受診してください。

保健医療課　電話 0136-46-3131お問合せ先

実施医療機関　　留寿都歯科診療所　（電話　0136-46-3203）
診療受付時間 月 火 水 木 金

※昼休み　13時～14時30分
※休診日　土・日曜、祝日

９時30分～18時 ● ● ●
９時30分～20時 ● ●
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留寿都歯科診療所　電話 0136-46-3203お問合せ先

　会社員等の方の年金制度は、１階＝国民年金（老齢基礎年金）と２階＝厚生年金（老齢厚生年金、企業年金等）の２階
建てですが、自営業やフリーランス等の国民年金の第１号被保険者の方には１階部分しかありません。国民年金基金に加
入することで、２階建てにすることができます。

　国民年金基金に加入できるのは、次の条件を満たしている方です。
●�20歳以上60歳未満で国民年金の第１号被保険者の方（農業者年
金加入者を除く）
●�60歳以上65歳未満の方や海外に居住されている方で国民年金に
任意加入されている方
　※学生・主婦であっても上記の要件を満たせば加入できます。
こんなメリットがあります �
①�65歳から一生涯受け取れる終身年金が基本なので、老後の生活に今から備えられます。
②�掛金は全額社会保険料控除の対象となり、確定申告により税金が軽減されます。また、受け取る年金も公的年金等
控除の対象となります。※遺族一時金は全額非課税です。
③�掛金により将来受け取る年金額が確定し、加入時の掛金額は払込期間終了まで変わりません（途中で口数を変更し
ない場合）。
④�万が一、加入されている方が早期に亡くなったときは、家族に遺族一時金が支給されますので掛け捨てになりませ
ん（B型を除く）。

詳しくは、全国国民年金基金北海道支部（フリーダイヤル 0120-6
ローゴ

5-4
ヨイクニ
192）までお問合せください。

人生100年時代の “プラス年金”
国民年金基金国民年金基金

厚生年金 

国民年金 
(基礎年金) 

第１号被保険者 
(自営業・フリーランス等の方)

第２号被保険者 
(会社員・公務員の方) 

国民年金 
(基礎年金) 

国民年金基金 

歯科医師へのインタビュー歯科医師へのインタビュー

－�「留寿都村の印象はいかがで
しょうか？また、留寿都村の
患者さんを診療する中で気付
いたことはありましたか？」
　�　山が近くで見られてきれい
ですね。診療する中での印象
は、特に留寿都の子どもたち
の歯がきれいだと感じまし
た。

－�「歯磨きについてはどのように行うとよいでしょう
か？」

　�　歯磨きは歯１本につき約30秒ずつ、歯ブラシがし
っかり当たるようにして、強くゴシゴシするのでは
なく、優しく磨いてください。また、これは持論な
のですが最初は水に濡らすだけで、最後の仕上げに
歯磨き粉を使って磨くのもお勧めします。最初から
歯磨き粉を付けて磨くと爽快感を得られる為、磨い
た気になってしまいます。

－�「高齢者の方が気を付けることなどはありますか？」
　�　様々な課題があります。歯周病の問題もあります
し、高齢者の方は認知症の問題もありますよね。加
齢により嚙む力がだんだん弱くなると、筋肉が落ち、
表情も変わってきたりします。嚙むということは本
当に大切で、できるだけ歯応えのあるものを食べて、
脳に刺激を与えると、認知症予防にもなるとも言わ
れています。大切なこととしては、やはり「口腔内
環境を整える」ことだと思います。これは世代関係
なく、重要なことです。

－�「現在どういった患者さんが来院されていますか？」
　�　幅広い方が来ています。また、留寿都村に住んで
いる外国人の方が受診するケースもかなり増えてき
ています。

－�「最後に、住民の皆さんへメッセージをお願いします。」
　�　歯に関してどんなに小
さなことでもよいので、
ぜひ質問や相談をされた
り、受診してください。
留寿都歯科診療所でお待
ちしています。

〇留寿都歯科診療所 歯科医師　松尾　秀
ひで

生
お

さん
　札幌出身。歯科医師としては札幌市内で２年、上砂川町で
26年、江別市で５年、ひまわり会白鳥歯科医院で令和３年12
月から令和４年３月までの経験を経て、この度、４月から留
寿都歯科診療所で勤務されています。

Interview
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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。

「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。

８月は北方領土返還要求運動強調月間です

　北方領土問題解決のためには、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。期間中は、各地で重点的に啓発活動が行
われます。留寿都村では、役場庁舎企画観光課窓口に
て署名を随時受付します。
※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、署名コ
ーナーは設置しておりませんので、署名をご希望の
方は職員にお声がけください。

「熱中症」に注意しましょう　

～「熱中症警戒アラート」の活用を～　
　北海道では、７月下旬から８月上旬
頃に暑さのピークを迎えます。このピ
ークとともに注意しなければならない
のが「熱中症」です。
　「熱中症」への注意を呼びかけるために、気象庁と環
境省は連携して「熱中症警戒アラート」を発表していま
す。北海道では令和３年度から発表し、テレビ、ラジオ
などで皆さまにお知らせしています。

　「熱中症警戒アラート」を発表するような日は、気温
だけでなく、地面の温度も高くなります。アスファルト
面では50℃以上になる場合もあると言わ
れていて、ベビーカーを使った散歩の場
合、地面に近い赤ちゃんへの影響が大き
いことがありますので注意してください。

　熱中症は、気温だけでなく湿度や風速も関係します。
また、屋外だけでなく風通しの悪い工事現場、体育館、
家庭の浴室など、汗のかきやすい環境の影響も大きく、
要注意です。
　その対策としては、暑さを避け、こまめな水分や塩分
の補給が重要で、室内では換気、風通しをよくするほか、
エアコンや扇風機を適切に使用して涼しい環境を作っ
てください。
　昨年同様、新型コロナウイルス感染症対策が必要です
が、マスクも状況に応じて着脱し、熱中症予防もこれま
で以上に心がけるようにしましょう。

気象庁ウェブサイトにおける
熱中症警戒アラートのページアドレス　
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#element=
heat&contents=information

お問合せ先
　札幌管区気象台　防災調査課　電話�011-611-6149

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

納期限　８月31日（水）
　村道民税　第２期納期限
　国民健康保険税　第３期納期限
　後期高齢者医療保険料　第３期納期限

※忘れずに納めましょう
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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

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

しりべし弁護士相談センター� ８・９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

８月 ３日、10日、17日、24日、31日
９月 ７日、14日、21日、28日

弁護士無料法律相談会� ８・９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

８月 12日（金）　９月 ９日（金）

「子どもの人権110番」強化週間のお知らせ

　法務局では、子どもの人権についての専用相談電話「子どもの人権110番」を設置しています。いじめや虐待な
ど子どもの人権に関する悩みをご相談ください。
　また、令和４年８月26日（金）から同年９月１日（木）までは、「全国一斉『子どもの人権110番』強化週間」で
す。期間中は、平日の受付時間を延長して、土日も対応します。

子どもの人権110番 (フリーダイヤル)0120-007-110（全国共通・通話料無料）
受付時間 平日：午前８時30分～午後５時15分（年末年始を除く。）
強化週間中の受付時間  ８月26日（金）、８月29日（月）～９月１日（木）：午前８時30分～午後７時�

８月27日（土）、８月28日（日）：午前10時～午後５時
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末永くお幸せに

５月５日	 髙橋　恵一さん 福島　仁美さん（南町）

６月10日	６月10日	 大竹　新さん大竹　新さん 杉山　文菜さん（南町）杉山　文菜さん（南町）

５月１日～６月30日届出分

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.703　令和４年７月20日発行広報るすつ

（わな及び銃器による捕獲駆除数：�
� ６月末現在の今年度累計）

◉シ　　　カ：51頭�◉アライグマ：�28匹
◉タ　ヌ　キ：�１匹�◉キ　ツ　ネ：６匹
◉カ　ラ　ス：２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

人口と世帯（外国人を含む）

令和４年６月末現在

人口

男性

女性

世帯

		 1,861（前月比＋４）
内外国人	119（前月比＋１）
	 955	（前月比＋９）
	 906	（前月比－５）
	 995	（前月比＋３）

おまつりの開催のお知らせおまつりの開催のお知らせ

お問合せ先
第30回福祉まつり「るすつふれあい広場2022」　留寿都村社会福祉協議会　電話�0136-47-2222
第43回ルスツ産業まつり� 農林課　　　電話�0136-46-3131　
2022ルスツふるさとまつり� 企画観光課　電話�0136-46-3131

2022ルスツふるさとまつり2022ルスツふるさとまつり
開催日時開催日時	 ９月３日（土）16時～（予定）　４日（日）20時～（予定）　	 ９月３日（土）16時～（予定）　４日（日）20時～（予定）　
内容内容	 ３日　	 ３日　会場：留寿都小学校グラウンド会場：留寿都小学校グラウンド　　開催式、太鼓演奏、歌謡ショー開催式、太鼓演奏、歌謡ショー
	 ４日　	 ４日　会場：ルスツふるさと公園会場：ルスツふるさと公園　　　花火大会　　　花火大会

	毎年９月上旬に開催していた留寿都村の代表的なおまつりです。	毎年９月上旬に開催していた留寿都村の代表的なおまつりです。

第43回ルスツ産業まつり第43回ルスツ産業まつり
開催日時開催日時	 	８月28日（日）　		 	８月28日（日）　	

10時～14時（予定）10時～14時（予定）
会場会場		 道の駅駐車場横特設会場道の駅駐車場横特設会場
		例年８月下旬に開催していた留寿都村の特産		例年８月下旬に開催していた留寿都村の特産
品である農畜産物が勢ぞろいし賑わうお祭り品である農畜産物が勢ぞろいし賑わうお祭り
です。です。

第30回福祉まつり第30回福祉まつり
「るすつふれあい広場2022」「るすつふれあい広場2022」
開催日時開催日時	 	８月６日（土）　		 	８月６日（土）　	

10時～12時30分（予定）10時～12時30分（予定）
会場会場		 留寿都村公民館留寿都村公民館
		社会福祉協議会主管により例年夏に開催していた		社会福祉協議会主管により例年夏に開催していた
子どもからお年寄りまで交流を深め楽しみながら子どもからお年寄りまで交流を深め楽しみながら
福祉について考えるおまつりです。福祉について考えるおまつりです。

※	新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況や悪天候により、中止または予定した内容を変更する可能性もございま※	新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況や悪天候により、中止または予定した内容を変更する可能性もございま
すので、あらかじめご了承ください。すので、あらかじめご了承ください。

◎各イベントの詳細につきましては、今後改めて地区回覧文書や村ホームページでご案内します。◎各イベントの詳細につきましては、今後改めて地区回覧文書や村ホームページでご案内します。
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