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　８月６日の第30回福祉まつり「るすつふれあい広場2022」は、規模を縮
小しての開催でしたが、3年ぶりのおまつりに子どもたちも大喜び。たくさ
んの人のふれあいが笑顔を生んだイベントとなりました。

  村の有害鳥獣対策の取組み



村の有害鳥獣対策の取組み

シカやアライグマから農作物を守るために

　留寿都村では鳥獣による農作物等の被害防止を目的として、農業者が侵入防止電気柵を設置する経費の一
部を助成しています。
　令和４年度については、農業者が自ら畑を自衛する意識の高まりと設置の効果から予算額を２倍以上に
増額して、多くの申請者に対応できるよう改善しています。
　本事業を活用し電気柵を設置した農業者は37名で、農場
にはこの柵が張られているのが目に入ります。総施工距離は
38.1kmとなっています。
　これからの秋の収穫時期に向けて、被害防止の効果が期待さ
れています。
※�近隣町村でもこのような事業を行っていることから、電気柵
が張られていない畑にシカが侵入してきますので本村も規模
を拡大して対応しています。

　近年、村内におけるエゾシカやアライグマ等による農業被害が年々増加し、農業振興を図る上でも対策
が急務となっています。こうした状況から、留寿都村では有害鳥獣対策強化のため、猟友会の留寿都部会
へ駆除を委託し組織的な駆除の実施に加えて、令和３年度から本格的に次のような駆除の取組みを実施し
ていますのでご紹介します。

　今年度から新たに「エゾシカ捕獲等業務委託」により、ハンターに捕獲を委託しています。電気柵設
置の実施と併用して猟銃のほか、わなの設置を行いシカの捕獲に対する取組みを強化しています。
　今年度の村内のシカ捕獲数は前年度より増え８月31日現在で87頭となっており、昨年の同時期より
27頭の増加となっています。
　ハンターの清藤治仁さんは、取材した日だけでも２件、村内農家の方からシカの出没情報を受けて、
現場にてシカの足跡を探した後、手際よくわなを設置していました。

１ 留寿都村鳥獣被害防止特別対策事業補助金

２ エゾシカ捕獲等業務委託

電気柵による鳥獣の侵入防止

シカによる馬鈴しょ畑の食害 ハンターによるわなの設置
村内の大根畑で出没情報があり、シカの動線を
調べている様子。農家の方との連携が重要です
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　令和３年度から新たに始めた、「有害鳥獣駆除巡回等業務委託」では、シカのくくりわなを通り道に設置す
ることから始まり、その後、捕獲の確認、移動、撤去を繰り返し、捕獲後は死体を引き上げて、処理施設へ
搬入をしています。有害鳥獣捕獲業務は、狩猟免許等の有資格者に委託をしており、捕獲実績を上げています。
　受託している仁義和則さんは、農業者と情報の共有や連携を行い、ハンターの清藤さんとも協力して柔
軟に対応しています。

　これまで紹介した事業による対策のほか、鳥獣のエサとなる誘引物（人間の残飯や野菜くずなど）の
除去や管理が必要です。農作物の被害防止に、皆さんのご協力をお願いします。

３ 有害鳥獣駆除巡回等業務委託
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有害鳥獣の出没を防止するために

有害鳥獣の捕獲駆除頭数について

（わな及び銃器による捕獲駆除数：
８月末現在の今年度累計）

◉シ カ：87頭
◉アライグマ：77頭
◉タ ヌ キ：３頭

◉キ ツ ネ：８頭
◉カ ラ ス：２羽
◉ハ ト：０羽

エゾシカ等の駆除に関しての相談は、農林課までご連絡ください。

※猟友会等の分も含めた村内全体の捕獲数

村のエゾシカ捕獲数

村のアライグマ捕獲数

エゾシカ用くくりわな設置の様子

捕獲されたアライグマ。かわいらしい顔をしている
ようにも見えますが、凶暴です
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農林課　電話 0136-46-3131お問合せ先



　８月６日に、留寿都村公民館で、第30回福祉まつり「るすつふれ
あい広場2022」が開催されました。新型コロナウイルス感染症感染
拡大の影響により、留寿都高校学校祭との合同開催は中止とし、飲
食も水分補給を目的としたジュース販売のみとするなど、例年と大
きく内容を変更しての開催となりましたが、天気にも恵まれ３年ぶ
りに多くの人が集まりました。
　来場者には、フリーマーケットや農産物の出店、ふれあい交流レ
クレーションやクジ引き抽選会の他、パトカーや防災グッズの展示、
地域おこし協力隊の紹介などの企画が盛りだくさん。子どもから高
齢者まで、まさに人とのふれあいを楽しめる内容となっていました。

第30回福祉まつり

「るすつふれあい広場2022」

　３年ぶりにルスツふるさとまつりが開催されま
した。
　１日目の９月３日は、留寿都小学校グラウンド
特設会場で、留寿都太鼓愛好会による太鼓演奏会、
ものまねタレントのなかじままりさんによる歌謡
ショーが村民限定で行われました。迫力のある太
鼓に続き、中島みゆきや小池百合子東京都知事な
どのものまねで、来場者には笑顔がこぼれ、大き
な拍手で盛り上がりました。
　２日目の９月４日は、ルスツふるさと公園特設
会場にて、加森観光株式会社の協賛による花火大
会が開催されました。留寿都村民の皆さんの頑張
りを応援するメッセージとともに「留寿都村民応
援花火」が打ち上げられた後、1,200発の花火が
打ち上げられ、迫力のある花火が夏の夜空を彩り
ました。

2022ルスツふるさとまつり

何が釣れたかな？

世代を超えたチームでレクは大盛り上がり

恒例の健康相談・測定コーナー

たくさんの人にご来場いただきました

間近でみる花火は圧巻

気持ちの良い秋晴れでした
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第43回 ルスツ産業まつり

　８月28日に、JAようてい留寿都支所前駐車場で「第43
回ルスツ産業まつり」が開催されました。
　新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、恒例
の炭火焼肉バーベキューは中止となりましたが、新鮮な野
菜や留寿都産の黒毛和牛などを求めて、300名以上が来場
するなどにぎやかな開催となりました。
　特に、野菜の詰め放題コーナーは大人気で、一時は場外
にもあふれる長蛇の列となっており、野菜でパンパンにな
った袋を持った人で大盛況でした。テイクアウトのいもも
ちなども好評で、今年はその場での飲食はできませんでし
たが、来場者はそれぞれのご自宅で留寿都の味を堪能でき
たのではないでしょうか。

2022ルスツふるさとまつり

野菜を求めて行列！

次々に袋いっ
ぱいに

詰められてい
く野菜

牛乳の消費拡大に貢献

キッズコーナーも設け、家族で楽しいイベントに

藤岡実行委員長の挨拶

息の合った太鼓演奏

ゲートボール大会も開催されました

歌謡・ものまねショーは
見た目も声もそっくり！
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生き活き長寿振興券
交付事業について

　村では、長年にわたり地域の発展の礎となってこられた75歳以上の高齢者の方に対し、長寿を
お祝い申し上げるとともに生活保障の一助としていただきたく「生き活き長寿振興券」を交付し
ております。

交付対象者
本年７月31日を基準日として、留寿都村に住所がある方で、年齢が75歳以上の住民の方

交付方法及び使用期間
　【交付方法について】

世帯員分を同封し、郵便局のレターパックにより郵送します。
※�対象となる方には、郵送済みですが、お手元に届いていない方は役場住民福祉課まで、ご連絡く
ださい。

　【使用期間】
使用期間は、 令和４年９月15日(木)  から  令和５年２月28日(火) までとなります。

交付枚数（交付額）
※今年度から額面の金額を500円に変更します。

対　 象　 の　 区　 分
交付枚数（交付額）

住民である期間の区分 年　齢　区　分

住民である期間が５年以上の方

喜　　寿  昭和21年 生まれの方  20枚（10,000円）
米　　寿  昭和10年 生まれの方  40枚（20,000円）
白　　寿  大正13年 生まれの方  60枚（30,000円）
満百歳以上  大正11年 以前生まれの方 100枚（50,000円）
上記以外の75歳以上の方  ６枚（� 3,000円）

住民である期間が５年未満の方 75歳以上の方  ４枚（� 2,000円）

取扱店
「イキイキ長寿振興券取扱店」の表示がある村内の店舗にてご使用いただくことができます。

令和４年度

住民福祉課　電話 0136-46-3131お問合せ先
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　小学１年生～小学６年生対象の「夏休みまなびサポ
ート」が昨年より１日増え、７月25、26、28日の３
日間開講されました。夏休みの宿題や家庭学習を持参

し、集中して学習に取り組む姿が見られまし
た。午前中は学習、午後はプールへ行くなど、
充実した夏休みを過ごしていました。

夏休みまなびサポート

旧三ノ原小学校・旧黒田小学校　活用事業者が決定
　令和４年３月15日に公募を開始した旧三ノ原小学校・旧黒田小学校の活用事業者について、次のと
おり決定し、令和４年８月23日付けで施設の売買契約を締結したのでお知らせします。

● 旧三ノ原小学校
活用事業者  株式会社 E

アーティスト
artist（東京都港区）

計画する施設の用途   飲食店、簡易宿泊施設、コミュニティスペース、スポーツ施設等の一体型
商業施設

● 旧黒田小学校
活用事業者  株式会社 E

アーティスト
artist（東京都港区）

計画する施設の用途   アートの創作及び発信基地としてアーティストの活動を支援する施設

■ 今後の予定
施設の改修等の具体的な事業は、来年度から逐次開始される予定です。

総務課　電話 0136-46-3131お問合せ先
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　８月26日～28日の３日間、KRファイターズ（留寿都
野球少年団と喜茂別野球少年団の合同チーム）が全国大
会「PRIDEJAPAN全国選抜学童軟式野球大会2022富山
大会」に出場しました。予選リーグで千葉県、青森県、
和歌山県のチームと対戦した結果、惜しくも決勝トーナ
メント進出とはなりませんでしたが全国の舞台でも選手
たちは元気にプレーしていました。

　８月１日、「なんでもチャレンジ
クラブ特別編！」で「カメラにチャ

レンジ！」の活動をしました。村内９箇所の色々な場所
をバスでまわり、子どもたちから見た【むらびと】を撮
影しました。カメラは、デジカメ、スマホ、チェキ、フ
ィルムカメラなど、今まで見たことも使ったこともない
ものに驚きながらも、色んなカメラにどんどん挑戦して

いく子どもたち。撮影した写真を見
てとても満足した様子で、10月の「む
らびと写真展」に展示されるのをと
ても楽しみにしています。沢山のご
協力ありがとうございました！

令和４年度なんでもチャ
レンジクラブ特別企画
「カメラにチャレンジ！」  ８月16日～19日の４日間、神奈川県の小田原市総

合文化体育館小田原アリーナで、第24回全国高等学
校定時制通信制バドミントン大会が開催され、留寿
都高校女子バドミ
ントン部が出場し
ました。試合結果
は２回戦で鹿児島
開陽高校と対戦し、 
惜しくも敗退しま
したが、また一歩
力をつけました。

高校女子バドミントン部、
全国大会出場！

KRファイターズ、全国大会出場！
　９月１日、鈴木直道知事が地域訪問事業「なおみ
ちカフェ」の一環として、るすつ子どもセンターぽ
っけを訪問されました。
　知事は施設全体を視察され、センター長からは地
中熱や太陽熱といった再生可能エネルギーが冷暖房
等に活用されていることによりゼロカーボンに配慮
しているほか、留寿都産・後志産木材がふんだんに
使用され、木の温かみのある建物の中で子どもたち
が安心安全に過ごせるよう整備された施設であるな
どの説明がありました。
　また、視察中に知事は子どもたちにも積極的に話
しかけてくださり、気さくに写真撮影に応じていた
だくなど、終始和やかな雰囲気でした。

なおみちカフェ

8・9月
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　誰の命にも限りがあるもの。エンド・オブ・ライフ
とは…『いのちのおわり』のことをいいます。
　みなさんは、人生の終わりをどこでどのように迎え
たいですか？
　「自宅で死にたい」「病院で治療を受けたい」「家族に
迷惑を掛けたくない」等、色々な思いがあると思います。
　命の危機が迫った時、約70％の方は、自己判断がで
きない状態になっていると言われています。
　しかし、医療に様々な選択肢があるため、ご本人の
意に沿わない医療が提供されるおそれがあります。
　近年、医療行為をする際には、当事者の人権や尊厳
を守るための意思決定が重要視されており、十分な説
明と同意を経て医療行為が実施されるようになってい
ます。
　ご本人の意思がわからない状況では「人工呼吸器を
使用するか」、「生命維持のための点滴を継続するか」
など、命を左右する処置についての決断を家族に委ね
られることがあります。
　また、意思決定が自分でできる場合であっても、「癌
治療を継続して最期まで働きたい」、「一人暮らしでも
自宅で最期を迎えたい」など、介護サービスや遠方の
家族、職場等の協力体制が必要な終末期が予測される
ケースもあります。
　自らが希望する終末期を迎えるために、大切にして
いることや望んでいること、どこでどのような医療や
ケアを望むかを前もって考え、周囲の信頼する人達と
話し合い、共有することが重要です。
　自分の望む最期を決定する話し合いを『人生会議』

（ACP：アドバンス・ケア・プランニング）と言います。
　人生会議を行っていれば、もしもの時の意思決定に、
①本人の意思、②家族の意向、③医学的判断を踏まえ

て最善の選択をすることができます。
　人生会議での意思決定を記載する世界的に有名な書
面に『５つの願い』（FIVE WISHES：ファイブウィッ
シュ）とういう書面があります。

私が意思決定をできなくなった時に、私に代
わって意思決定をして欲しい人は…願い １

私が受けたい、あるいは受けたくない医療行
為は…願い ２

私が心地よく過ごせるようにするためにして
欲しいことは…願い ３

私が人々に求める介護やケアは…願い ４
私が愛する人々に知ってもらいたいことは…願い ５

　この５つ願いについて、書面ではわかりやすい言葉
で、どんな人でも具体的に記載できる書式になってい
ます。また、単なる医療行為の指示書ではなく《願い
３》と《願い５》のように、残された人生を有意義で、
充実したものにするために何をしたいか、誰に何を伝
えたいかという「当事者の思い」が伝わる事前指示書
になっています。
　健康だった時と死期が近づいた時とでは、人の気持
ちは変わるものですし、自分の人生と向き合った時に
やり残したことや会いたい人が後々出てくることもあ
ります。人生会議の結論はいつでも変更でき、何度で
も話し合うことができるものですので、健康状態やラ
イフステージに合わせて節目ごとに人生を振り返り、
大切な選択をしておくことが自分や家族との時間を大
切にすることに繋がります。
　インターネットで『５つの願い』の冊子をダウンロ
ードすることもできますので興味がある方は是非ご覧
ください。

今月のテーマ

エンド・オブ・ライフ
～死の迎え方～

筆者▶ 保健師　石川 修子

10月－11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
10月５日㈬ 歯科健康診査及びフッ素塗布 子どもセンター 受付/12時45分～14時00分 ①

10月６日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

10月13日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

10月18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

10月19日㈬ いきいき体力アップ教室 公民館 13時00分～15時30分 ②

10月20日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

10月26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

10月27日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

11月１日㈫ 離乳食教室 子どもセンター 10時30分～12時00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
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８月の掲載記事（抜粋）

　８月３日は、衆・参議員会館で関係する国会議員の方々に道内９町村長が過疎事業の報告をして懇談時間も
少しいただきました。参加した町村長とも、合間にふるさと納税等の状況のお話をして有意義でした。それに
しても、東京は猛暑でした。

　８月10日は、国道230号の線形改良要望を継続するため、胆振地域の洞爺湖町長に７月に面談したのに続き、同
町長と喜茂別町長、自分とで豊浦町長に面談し理解をいただきました。４町村による「国道230号道路整備促進期
成会」を再スタートさせます。会長は洞爺湖町長、副会長は喜茂別町長がなり、道内要望から始めてまいります。

　８月12日は、議員全員協議会と第３回留寿都村議会臨時会を開催しました。案件は、２
件で、１件目は、７月21日に専決処分をした「留寿都村立学校児童生徒スポーツ文化大会
出場負担金」の承認をいただくものです。これは、留寿都野球少年団と喜茂別野球少年団
の合同チーム「KRファイターズ」が富山県で開催される全国大会に出場するため、村の７
名の児童と指導者分、また、留寿都中学生で野球チーム「洞爺湖リトルシニア」に所属す
る1名が長野県で開催される全国大会に出場することから、参加費用を計上したものです。
　２件目は、登地区の民地にある村道の分筆測量が早急に必要となったことから、これ
を計上するための予算を補正しました。

　８月17日は、前日の大雨による被害状況を確認するため、道路や畑の状況を見
て回りました。道路は大雨の爪痕が残っていましたし、畑も勾配があるところで
は農作物と土が流れ出ていました。国道230号や276号がまたしても通行止めにな
り、翌日には解除されましたが村内でも国道を流れる雨水が側溝から溢れるなど
しました。夜間、昼間を通して降ったので影響も大でした。

　８月22日は、羊蹄山麓町村長で倶知安町にある廃棄物処理施設を見学しました。これは、ペット等の糞を分
別することにしましたが、その処理方法等を見学して今後の運営を検討するためで、廃棄物処理施設の全体を
視察させていただきました。羊蹄山麓町村から排出される廃棄物を処理する施設であるからこそ、環境問題や
法律改正等への苦慮がうかがえました。

　８月25日は、後志総合振興局と小樽開発建設部による「地域づくり連携会議」が羊蹄山麓
の町村長と農業、林業、商工業、観光業の代表者により村公民館で開催されました。「地域
づくり推進ビジョン」の進捗状況やゼロカーボンの取組等を懇談しました。本村は、１月に
ゼロカーボンシティ宣言をして、今年度中に再生エネルギー導入目標を策定して脱炭素を実
現するために必要な政策や指標等の検討を行います。

　８月28日は、３年ぶりに「ルスツ産業まつり」がJAようてい留寿都支所駐車場で開催
されました。コロナ禍で色々と苦心しての開催でしたが、野菜や肉の販売を待っていた住
民も大満足のイベントになったようです。

　また、同日は北海道トライアスロンが開催され、本村を自転
車で走行する選手のエイドステーションを村担当課が設置し
て支援しました。坂道のコースが多く、選手は大変そうでした。

　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。インターネット環境がない方のためにも村長ブログの抜粋を掲載しています。

【村長ブログ QRコード】
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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

　保育所の年少『ぱんだ組』の８月の様子をお届けします！
　毎日元気いっぱいで、と～ってもかわいいぱんだ組さんです🐼　お部
屋では、夏の製作「パイン🍍とスイカ🍉」を折り紙や絵の具、クレヨン
を使い、とっても可愛く仕上げてくれました😊　おままごとでは、役に
なりきって遊ぶ姿が多く見られた８月でした。８日(月)には、保育所の
遊戯室で「夏祭り」を行いました！浴衣や甚平等を着て盆踊りを踊った
り、くじ引き等を行い楽しみました😊

今月は、るすつ保育所が担当です

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～

＃１５

　留寿都村蔬菜生産組合・畑作生産組合様より留寿都産のスイートコーンを８月にい
ただき学校給食で提供しました。学校から、ゆでとうもろこし以外の味付けでも食べ
てみたいというリクエストがあったので、それにお応えしてバターしょうゆ味の「焼
きトウモロコシ」にしました！大きさも４分の１から３分の１に大きくしました！素
材がよいので、どのような味付けとも合います。子どもたちに好評で残食も少なく、
とても嬉しく思いました♪レシピ開発をした甲斐があります！
　留寿都村蔬菜生産組
合・畑作生産組合様、旬
のおいしいお野菜をあり
がとうございました！

留寿都産のスイートコーンをいただきました！

教育委員会　電話 0136-46-3321お問合せ先

　スライム遊びの写真をお届けします👀
　液体のり、水、ホウ砂水を入れ、好きな絵の具を選ん
でスライム作りをしました😊　なんとも言えない感触
に、「もう遊ばない💦」とあまり触らない子や、腕に巻
き付け「ブレスレット！」と思い切り楽しんでいる子も
いました😊

お団子作りは

僕に任せて✨

くっついちゃった (笑)💦
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保健医療課　電話 0136-46-3131お問合せ先

　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、国の政策として令和元年度から実施されている事業です
（当初、令和３年度までの事業でしたが、延長されたものです。）。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します。

　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（令和元年度から令和３年度までに受けてい
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。

本年度の実施期限は
令和５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。

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。

2022年10月号12



後期高齢者医療制度のお知らせ
窓口負担割合の見直しにより保険証が新しくなります
  一定以上の所得のある後期高齢者医療の被保険者の医療費の窓口負担割合が変わります

　令和４年10月１日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者（窓口負担割合３割）を除き、医療費の窓口負
担割合が２割になります。窓口負担割合の変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20％です。

  窓口負担割合が２割となる方は、以下の項目にすべて該当する方です
　○住民税課税世帯で、３割負担（現役並み所得者）ではない
　○同一世帯に住民税の課税所得が28万円以上の被保険者がいる
　○年金収入+その他の合計所得金額が、
　　　◦被保険者が１人の世帯の場合、200万円以上　 ◦被保険者が２人以上の世帯の場合、合計320万円以上

  見直しの背景
　令和４年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
　後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約４割は現役世代（子や孫などの世代）の負担（支援金）となっ
ており、今後も拡大していく見通しとなっています。
　今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

  保険証が新しくなります （黄色→オレンジ色）
　現在、ご使用の黄色の保険証の有効期限が令和４年９月30日をもって満了となるため、10
月以降は使用できなくなります。
　９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オレンジ色の保険証をご
使用ください。
　10月以降の窓口負担割合が引き続き１割または３割の方も、保険証が新しくなります。

◦新しい保険証の有効期限は、令和５年７月31日です。
◦�紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、保健医療課までお申出ください。

※�減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）、限度証（限度額適用認定証）は有効
期限が令和５年７月31日までのため、再交付しません。
  窓口負担割合が２割となる方には負担を抑える配慮措置があります

　令和４年10月１日の施行後３年間（令和７年９月診療分まで）は、２割負担となる方について窓口負担割合の引
き上げに伴い、１か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます（入院の医療費は対象外です）。
　配慮措置の適用で払戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻
します。

配慮措置が適用される場合の
計算方法

配慮措置
１か月5,000円の負担増を
3,000円に抑制するため
差額を払い戻します例：�１か月の医療費全体額が50,000円

の場合

窓口負担割合１割のとき　① 5,000円
窓口負担割合２割のとき　② 10,000円
負担増�　　　　��③（②－①） 5,000円
窓口負担増の上限　　　　④ 3,000円
払戻し　　　　　 　（③－④） 2,000円

  ２割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方へ
　２割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、令和４年10月頃に北海道後期高齢者医療広域
連合から申請書を郵送します。
　申請書がお手元に届いたら、申請書の記載内容に沿って、口座の登録をしてください。

  ご注意ください
　◦�厚生労働省や地方自治体が電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、ＡＴＭの操作をお願
いすることは絶対にありません。

　◦�不審な電話があったときは、警察署（＃9110）または消費生活センターにお問合せください。

新しい保険証は
オレンジ色です

有 効 期 限 　　〇〇年　７月３１日
交 付 年 月 日 　　〇〇年　９月　１日

1 0

北海道後期高齢者医療広域連合

0 0

平成２０年　４月　１日

平成２０年　４月　１日

１割

広域市連合町１丁目

後期高齢者医療被保険者証

保険者番号
並びに保険
者の名称及
び印

3 9 0 1

発 効 期 日

一部負担金

の割合

０１２３４５６７

被

保

険

者

住 所

氏 名

生年月日

広域　太郎 男

昭和　７年　７月　７日

公印
（朱）

被保険者番号

資格取得年月日

書類は必ず

郵送でお届けしま
す

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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『北海道水資源の保全に関する条例』に基づく事前届出について

届出先は、土地の所在する北海道総合振興局・振興局、又は道の事務の権限移譲
市町村（上記８市町）です。

また、指定地域は、地域を管轄する道総合振興局・振興局、又は北海道のホーム
ページで確認できます。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/mizusigen/mizusigen.html

問い合わせ先 北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保全係
ＴＥＬ ０１１－２０４－５１７８

この条例は、水資源の保全に関する施策を総合的に推進し、本道の豊かな水資源がもた
らす恩恵を現在と将来の世代が享受できるよう、道民の総意として制定したものであり、
水資源保全地域に指定された区域内で土地取引行為を行う場合は、

土地の権利者は、契約締結の３か月前までに知事へ届出が必要です。

※ 提供いただける紙面スペースに応じ、上記文案を適宜縮小等の上、貴広報誌等への
掲載について御協力をお願いします。

【届 出 先】
・各総合振興局・振興局

地域創生部地域政策課

・権限移譲市町村
稚内市、北斗市、
倶知安町、上富良野町、
下川町、枝幸町、
厚真町、むかわ町

又は、

■ 日　時　10月21日（金）13:30～15:30
■ 場　所　留寿都村公民館
■ 相談料　無料
■ 行政相談委員　和田 幸弘さん

■ 総務省行政相談センター　きくみみ函館
　　　　行政苦情１１０番　電話0570-090110

企画観光課 からのお知らせ

秋の特設行政相談所を開設します
　10月17日～23日は、行政相談週間です。国の行政などに関する相談をお寄せください。
　行政相談委員が、住民の皆さんからの行政に対する苦情や意見・要望などの相談に応じる「秋
の特設行政相談所」を次の日程で開設しますので、お気軽にご相談ください。
　また、相談は行政相談所以外でも行政相談委員や総務省行政相談センター　きくみみ函館で
も随時受け付けしています。相談は無料で秘密は厳守します。

企画観光課　電話 0136-46-3131お問合せ先

・道路がでこぼこになっていて通行に支障がある。
・道路の案内標識が分かりにくい。
・登記や年金について聞きたいことがある。
・�役所に相談したいがどこの窓口に行けばよいか
わからない。

このような相談はありませんか。
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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。

一定面積以上の土地取引には届出が必要です
　土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積
以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用
計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届
出が必要です。

届出の対象となる面積（留寿都村の場合）１万㎡以上
届出者　土地の権利取得者（買主等）
届出期限　契約締結日から２週間以内
　※�提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協
力ください。

提出書類　各３部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・�土地の位置を明らかにした縮尺５万分の１以上の地
形図
・�土地及びその付近の状況を明らかにした５千分の１
以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状（代理人が届出する場合）

罰則　届出をしないと法律で罰せられることがあり
ます。�

届出・お問合せ先　企画観光課　☎�0136-46-3131

国税庁からのお知らせ 
「年末調整手続の電子化について」
年末調整手続の電子化って何？
　これまでの年末調整では、従業員は保険会社から保
険料控除証明を書面（ハガキ）で受け取り、それを基
に手書きで保険料控除申告書を作成して書面で勤務先
に提出するなど、年末調整の一連の手続きを書面で行
っていました。
　この一連の手続きが電子化されると、従業員は控除
証明書を電子データで受け取り、当該データを電子化
に対応した民間ソフトウェアや国税庁が提供する年末
調整控除申告書作成用ソフトウェア（通称「年調ソフ
ト」）にインポートすることで、各種控除申告書をデ
ータ作成しメール等で勤務先に提出することができる
ようになります。
　なお、詳細については、国税庁ホームページの「年
末調整手続の電子化に向けた取組について」
(https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/
nencho.htm)をご覧ください。

電子化のメリットとは？
①保険料控除等の控除額の検算が不要
②�控除証明書等のチェック事務が削減
　（従業員が控除証明書等データを利用した場合）
③従業員からの問い合せが減少
④年末調整関係書類の保管コストが削減
(従業員のメリット)
①控除額等の記入・手計算が不要
②控除証明書等データを紛失しても再交付依頼が不要
③勤務先からの問合せが減少

国税庁が提供する「年調ソフト」とは？
　国税庁では、控除証明書の電子データの取込から控
除申告書のデータ作成に対応した「年調ソフト」を開
発し、各アプリストアや国税庁ホームページで公開し
ています。
(注)現在お使いの給与計算ソフト等への取込機能につ
いては、お使いのソフト開発業者様へご確認ください。

お問合せ先
　倶知安税務署　総務課　電話�0136-25-1009

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　10月31日（月）
　村道民税　第３期納期限
　国民健康保険税　第５期納期限
　後期高齢者医療保険料　第５期納期限

※忘れずに納めましょう
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「一日に数分の簡単な作業で月に数百万円を稼ぐ」「〇万円が〇億円になる投資法」といったお金儲けのノウ
ハウと称してインターネット等で取引される情報商材に関する相談が本窓口も含め全国の相談窓口に多数寄せ
られています。長引くコロナ禍で自宅にいる時間が増えた方や収入の減少などから、副業や投資を検討する方
が多い事もこのような相談が多い原因の一つなのでしょうか。また、このような相談は中学生や高校生といっ
た未成年の方からも寄せられています。動画サイトやSNSの広告を見てアルバイトのつもりで申し込みしたと
いう方が多いです。
「高額収入を得る方法を教えると強調された広告等を見て、連絡したら、高額な契約をすれば副業や投資等
で儲けることが出来るノウハウを教えると勧誘されたが、実際は説明と異なり儲からない」という相談が最も
多いです。一度申し込みをしてしまった方がせっかくつぎ込んだお金を取り戻したいと思い、さらに高額なプ
ランに申し込んでしまうという事も多くあります。
情報商材は契約前に中身を確かめることが出来ません。少しでも不安な点がある場合は、契約しないように
しましょう。また、誰でも簡単に高額報酬が得られるというような楽に稼げる仕事はありません。高額な契約
を勧誘されたり、話が違うと思ったらすぐに契約を断わりましょう。さらに支払いが難しいほどの高額決済を
クレジットカードでしたり、借金をしてまで契約しないようしましょう。どうしたらよいかわからない、トラ
ブルにまきこまれてしまったという場合は相談窓口、役場などにご相談下さい。

誰でも簡単に高額報酬が得られるという
副業や投資のもうけ話に注意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
自衛官候補生
（第４回） 採用予定月の１日現在

18歳以上33歳未満の者

10月３日（月）～11月11日（金） 11月27日（日）・28日（月）

自衛官候補生
（第５回） 10月３日（月）～12月９日（金） 12月17日（土）、18日（日）

高等工科学校生徒 令和５年４月１日現在
15歳以上17歳未満の男子

令和４年10月１日（土）
～

令和５年１月６日（金）

１次：
令和５年１月14日（土）

・15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

しりべし弁護士相談センター� 10・11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

10月 ５日、12日、19日、26日
11月 ２日、９日、16日、30日

弁護士無料法律相談会� 10・11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

10月 14日（金）　11月 11日（金）
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お悔やみ申し上げます
８月３日	 原　定吉さん　満94歳（新町）
８月24日	 久本チエ子さん　満82歳（南一線）

８月１日～８月31日届出分

お詫びと訂正
　広報るすつ９月号18ページ「戸籍の窓」の
生年月日に誤りがありました。
　訂正してお詫び申し上げます。
	 こんにちは赤ちゃん
	 タマン聡

さ
埜
や
くん

【誤】７月22日　→　【正】７月14日

お問合せ先　企画観光課　電話 0136-46-3131

　これからの季節は台風や大雨
などが発生しやすい時期です。
日頃から住宅や倉庫等のトタ
ンのめくれや壁の亀裂がない
かを確認し、強風によって飛ば
される可能性があるのものは、室内に収納する
か、しっかりと固定するようにしましょう。
　普段から気象情報に注意し、特に天気の大き
な崩れが予想される場合は、外出を控えるなど、
十分に警戒してください。

お問合せ先　企画観光課　電話	0136-46-3131

災害への備えについて

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.705　令和４年９月20日発行広報るすつ

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

登録方法
１

【登録用空メールアドレス】e-rusutsu@xpressmail.jp

【登録用QRコード】

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

ルスツコミュニティーメールに登録しよう！

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

登録方法
２

お問合せ先　企画観光課　電話	0136-46-3131

人口と世帯（外国人を含む）

令和４年８月末現在

人口

男性

女性

世帯

	1,848	（前月比－２）
内外国人	134（前月比＋６）
	 945	（前月比－２）

	 903	（前月比±０）

	 989	（前月比＋１）
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