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【スイートコーン収穫】
留寿都高校生とるすつ保育所の子どもたちで種を蒔き、大切に育てた
スイートコーンを収穫しました。立派に育ってうれしいですね！

  留寿都高校の魅力を伝えます！
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留寿都高校の魅力を伝えます！
特集特集

学校紹介

留寿都高等学校

　今年開校71年目となる本校は、留寿都
村立の昼間定時制高校であり、全国で唯一
の「農業福祉科」を有する学校です。　
　校訓「豊かな心　新たな挑戦」のもと、
農業の学習では、農作物や草花を育て、様々
な実習に取り組みながら「優しい心」を育
てています。また、福祉の学習では「他者
を思いやる心」を育てることで「人の気持
ちを考えながら行動できる人」を育成して
います。さらに、長期に亘る農業実習や介
護実習、様々な地域行事や販売会に参加し
て、社会人としての基礎を身に付けるとと
もに、生徒自身が、自己実現を目指して、
日々「新たな挑戦」を続けています。

ICT学習

　令和３年度から全教員・生徒に
Chromebookの貸出が始まり、グ
ループ討議、プレゼンテーション、
遠隔授業、海外との交流、教員の
オンライン研修等、その使用は多
岐にわたります。将来生徒がICT機器と上手に生活できるよう教
員と生徒が共に学ぶ環境づくりを目指します。

ChromebookChromebook（クロームブック）（クロームブック）の活用の活用

■ 進学
・釧路公立大学
・名寄市立大学
・酪農学園大学
・北海道情報大学
・札幌大学
・北海道科学大学短期大学部
・北海道ハイテクノロジー専門学校
・北海道情報専門学校
・北海道リハビリテーション専門学校
・函館看護専門学校
・インターナショナル調理技術専門学校
・専門学校つくば自動車大学校

■ 就職
・ルスツ羊蹄ファーム株式会社
・むらかみ牧場
・株式会社コクサク
・ようてい森林組合
・社会福祉法人 渓仁会 介護老人福祉施設 きもべつ喜らめきの郷
・社会福祉法人 愛和福祉会 障がい者支援施設 愛和の里きもべつ
・社会福祉法人 陵雲厚生会 特別養護老人ホーム なごみの里
・社会福祉法人 ふれんど 特別養護老人ホーム 彩
・北海道行政職員
・自衛官（一般曹候補生・自衛官候補生）
・株式会社 本間解体工業
・日本郵政株式会社
・学校法人 柏学園
・株式会社 カナモト
・北海道エネルギー 株式会社
 等

主な進路実績 留寿都高校は生徒の努力により、就職・進学率
が100％となっています。

部活動もアツいです！！

令和４年度全国高等学校定時制通信制体育大会第55回卓球大会出場
令和４年度全国高等学校定時制通信制体育大会第24回バドミントン大会出場

主な部活動実績

❶ 部活動のアピールポイントを教えてください。
❷ 普段の活動について教えてください。
❸ 留寿都高校の魅力をずばり教えてください。

■ バスケットボール部（３年生 林勘太くんにインタビュー）
❶「少人数の部活ですが、その分一人一人に目を向け
られて、みんなでお互いの良いところや悪いところ
などを指摘し合って高めていくことができます。」
❷「ボール回しやドリブル、パスといった基礎練習
を前半で行い、後半は一人一人の得意をのばすため
に個人練習をしています。」
❸「北海道唯一の農業福祉科の高校で、農業と福祉の
どちらも学ぶことができる点が魅力だと思います！」
■ 卓球部（３年生 渋谷彩夏さんにインタビュー）
❶「定通体連は女子が全国大会、男子が全道大会出
場という結果を残せています。部員に経験者が多く、
お互いにアドバイスができる良い環境です。」
❷「基礎であるフォアハンド、バックハンド、突っ
つき（カット）、ドライブ、サーブ練習などをした上
で、曜日にもよるのですが、３球目攻撃や、自分の
課題練習を行っています。」
❸「少人数の高校だからこそ、わからないことを質
問しやすい環境だと思います！」

■ バドミントン部（３年生 松浦陽向くんにインタビュー）
❶「部の雰囲気がよく、主将を軸としてまとまって
います。また、定通体連には、女子が全国大会、男
子が全道大会に出場するなど、頑張っています。」
❷「主に筋肉トレーニングや体幹トレーニングなど
の体力面の向上に励んでいます。」
❸「さまざまな資格・検定の取得ができる点が良い
ところだと思います！」
■ 国際交流部（３年生 山口和くんにインタビュー）
❶「英検の準２級以上の合格者がこの２年間で３名
出ています。また週に一回、ALTの先生（イギリス
出身）と対面で話せる時間があり、実践的なスピー
キングも身に付けることができる部活です。」
❷「最近は、英語の学習からさらに発展させて、
SDGsを考える新しいプロジェクトも始まっていま
す。」
❸「農業クラブ三大行事に力を入れていて、今年は
技術競技大会で全国大会に出場することが魅力だと
思います！」

質問留寿都高校留寿都高校

部員にインタビュ
ーしました

部員にインタビュ
ーしました るすつ

国際交流部

バスケットボール部

卓球部

バドミントン部
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学び舎の様子学び舎の様子

JＧＡＰJＧＡＰ認証にチャレンジ！！認証にチャレンジ！！
　留寿都高校では、食の安全や環境保全に取り組　留寿都高校では、食の安全や環境保全に取り組
む農場に与えられる認証であるＪＧＡＰ認証にチむ農場に与えられる認証であるＪＧＡＰ認証にチ
ャレンジしています。今年度は、ジャガイモでのャレンジしています。今年度は、ジャガイモでの
認証を目指し、９月15日に国際農業コースの生認証を目指し、９月15日に国際農業コースの生
徒達が審査を受けました。いくつかの改善点が指徒達が審査を受けました。いくつかの改善点が指
摘されましたが、自ら農場を点検し、使いやすく摘されましたが、自ら農場を点検し、使いやすく
安全な農場づくりと食の安全意識を再認識をする安全な農場づくりと食の安全意識を再認識をする
ことができました。ことができました。

村からの就学援助等
校外実習事業補助金 
海外実習参加事業：海外農業実習費 一人500,000円補助。
国内実習参加事業：国内農業実習費 一人100,000円補助。
資格取得促進事業：大型特殊免許取得経費補助。
福祉施設実習費：福祉施設実習経費 一日2,500円補助。

対外競技事業補助金
部活動大会、農業クラブ大会の参加費を補助。 
令和４年度農業クラブ全国大会

北海道留寿都高等学校生徒通学費扶助費 
留寿都高校に通学する遠距離通学生徒の通学費の２分
の１以内の額を助成（令和４年度補助対象者人数：14人）

地域との交流地域との交流
　保育所・小学校・中学校との連携授業を行っ　保育所・小学校・中学校との連携授業を行っ
ているほか、福祉まつり、産業まつり、公民館ているほか、福祉まつり、産業まつり、公民館
まつりなど留寿都村の地域・関係団体の方々とまつりなど留寿都村の地域・関係団体の方々と
の連携をとおして、心豊かな人間性や地域の農の連携をとおして、心豊かな人間性や地域の農
業や社会福祉の振興に寄与する人材の育成を行業や社会福祉の振興に寄与する人材の育成を行
っています。っています。

食事介助食事介助エダマメの収穫エダマメの収穫
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Ｑ１ 留寿都高校に進学を決めた理由（決め手）は何ですか？
　　　　　 地元であり、徒歩５分というアクセスの良さと、姉も通っていて楽しそうだと思

ったからです。
　　　　　 体験入学に参加したときに生徒さんがすごく元気に話しかけてくれて、楽しそう

だと思ったからです。

Ｑ２ 入学してみて留寿都高校の印象に変化はありましたか？
◎始め（入学当初・入学前の印象）
　　　　　寮生が多い学校なので、地元とはいえ不安でした。
　　　　　同級生や先輩方とうまく話せるかな？と。
　　　　　 学年が上がるまでは、実習の数が少なくて専門的なことは、あまり教わらないと思っていました。

◎現在
　　　　　 現在は、最高学年になり後輩もできました。学校になじめるか不安でしたが仲良くしてくれる人たち

も沢山いて、とても楽しく過ごさせてもらってます！
　　　　　 一年生から実習を沢山して、播種などの基本的なことから栽培管理に係わる専門的なことまで学ぶこ

とができます。

Ｑ３ 留寿都高校の良いところは何だと思いますか？
　　　　　 資格の取得を先生方がサポートしてくれる所です。英語検定や情報処理検定などが学校で受けること

ができ、先生も協力的です。あと、いつも思うのは生徒間や生徒と先生の仲がとても良いことですね。
先輩や後輩と部活や実習等で接する機会が多いからでしょうか。

　　　　　 他学年、先生とのコミュニケーションも良好で自然体で会話をすることができます。実習の数がとて
も多いので栽培管理から販売実習や交流を通してお客様と接するなど実践的な体験ができます。

Ｑ４ 留寿都高校の特色を教えてください。
　　　　　 やはり全国唯一である農業福祉科の学校だという所ですかね。福祉のコースと農業のコースに分かれ

はしますが、どちらも福祉と農業、両方学びます。
　　　　　福祉と農業を織り交ぜて「ぽっけ」の子ども達との交流や、地域の人たちとの交流も盛んです。
　　　　　 生徒が少ないので、生徒一人一人を先生が丁寧にみながら授業を進めることができます。

Ｑ５ 留寿都高校ではどの様なことを学べますか？
　　　　　 福祉と農業では野菜の管理やＧＡＰ等の技

術的なものの他に２・３年生時に行われる農
業実習を通して社会経験が身につきます。あ
とは情報の授業など、１・２年の時は世界史
や数学などの比率が大きいですね。

　　　　　 農業を通して命の大切さと福祉の専門的な
知識を学べます。また普通教科や実習・座学
などを通して、多くの知識と技能の向上に繋
がると思います。

A 藤谷

A 村上

A 藤谷

A 村上

A 藤谷

A 村上

A 藤谷

A 村上

A 藤谷

A 村上

A 藤谷

A 村上

生徒インタビュー 生徒インタビュー !!!!

藤谷千秋さん藤谷千秋さん

村上綾香さん村上綾香さん

留寿都高等学校　電話 0136-46-3376お問合せ先



　令和４年９月15日開会の第３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新型コロナウイルス感染症対策備品購入事業　補正予算額440千円
　るすつ子どもセンターでは、新型コロナウイルス感染症対策支援事業として、児童が使用する居室の空気
を循環させ清潔に保つために、扇風機空気清浄機能付きファンヒーターを８台購入する経費を計上しました。

②留寿都村農地利用効率化等支援交付金　補正予算額3,831千円
　農林課では、強い農業づくり事業（生産の効率化）の融資主体支援タイプとして、付加価値額の拡大等に
意欲的に取り組む担い手が、主として融資機関からの融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場
合の自己負担分を助成する経費を計上しました。

③JGAP審査認証業務委託　補正予算額225千円
　教育委員会では、留寿都高等学校における食の安全や環境保全、労働安全等に取り組む農場に与えられる
認証制度であるJGAP（農業生産工程管理の取り組み）の取得に係る経費を計上しました。

④留寿都高等学校校外実習事業補助金　補正予算額540千円
　教育委員会では、留寿都高等学校農業福祉コースの２年生から４年生までが福祉施設で実習する際に施設
が徴収する実習費を村が補助することとして令和４年度から新たに計上している福祉施設実習費の増額分を
計上しました。

令和４年第３回留寿都村議会定例会の令和４年第３回留寿都村議会定例会の
結果のお知らせ結果のお知らせ

「村づくりと広報広聴」「村づくりと広報広聴」
～村長タウンミーティング～～村長タウンミーティング～

　９月21日、羊蹄山麓行政相談員の自主研修が留寿都村公民　９月21日、羊蹄山麓行政相談員の自主研修が留寿都村公民
館で開催され、「村づくりと広報広聴」と題して村長による館で開催され、「村づくりと広報広聴」と題して村長による
講演が行われました。村長になって考える住民生活と村政全講演が行われました。村長になって考える住民生活と村政全
般について、また、職員時代に感じた役場の仕事と住民との般について、また、職員時代に感じた役場の仕事と住民との
距離や広報への思いなどの話がありました。距離や広報への思いなどの話がありました。
　講話の後、函館行政監視行政相談センターの職員の方や相　講話の後、函館行政監視行政相談センターの職員の方や相
談員から村の人口の推移や風力発電事業のその後の住民の動談員から村の人口の推移や風力発電事業のその後の住民の動
き等について質問もあり、活発な講習の場となりました。き等について質問もあり、活発な講習の場となりました。
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姉妹提携40周年記念姉妹提携40周年記念

～養父市と留寿都村の絆深まる～養父市と留寿都村の絆深まる～～

　式典の中では、姉妹提携40周年を記念して両市村の記念品の交換が
行われ、留寿都村からは、夏の羊蹄山を描いたタペストリーと留寿都
村特産の馬鈴薯120㎏、人参30㎏、玉葱100㎏が贈呈され、養父市から
は、但馬牛の木彫と養父市特産の蛇

じゃ
紋
もん
岩
がん
米
まい
150㎏が贈呈されました。

　目録として贈呈された馬鈴薯、人参、玉葱、蛇紋岩米については、
10月13日に養父市と留寿都村の児童生徒の学校給食の共通のメニュー
として提供されるカレーライスにお互いの食材を使用し、それぞれの
農産物のおいしさを味わってもらおうという趣旨で行われました。
（→学校給食については、次月号の広報でお知らせします！）

養父市と留寿都村の絆を更に深めていくこととして挨拶が交わされました。養父市と留寿都村の絆を更に深めていくこととして挨拶が交わされました。

加森公人加森観光株式会社相談加森公人加森観光株式会社相談
役が養父市合併前の旧役が養父市合併前の旧関関

せきのみやせきのみや
宮宮町町

ちょうちょう

にご縁があったことから、交流にご縁があったことから、交流
のお祝いをいただきました。のお祝いをいただきました。

広瀬栄養父市長広瀬栄養父市長

　９月26日、ルスツリゾ　９月26日、ルスツリゾ
ートにて28名の関係者がートにて28名の関係者が
出席し、「出席し、「養養

やや
父父
やや
市・留寿市・留寿

都村姉妹提携40周年記念都村姉妹提携40周年記念
式典」が行われました。式典」が行われました。
　令和３年度に、兵庫県　令和３年度に、兵庫県
旧旧養養

やや
父父
やや
町町
や　ぶや　ぶ
と留寿都村とがと留寿都村とが

但但
たじまぶしたじまぶし
馬牛馬牛が取り持つ縁で昭が取り持つ縁で昭
和56年７月に姉妹提携を和56年７月に姉妹提携を
締結してから40年を迎え締結してから40年を迎え
たところでしたが、新型たところでしたが、新型
コロナウイルス感染症のコロナウイルス感染症の
影響により、残念ながら影響により、残念ながら
開催が１年延期となりま開催が１年延期となりま
した。した。
　令和４年度になっても　令和４年度になっても
新型コロナウイルス感染新型コロナウイルス感染
症の影響は続いています症の影響は続いています
が、両市村のさらなる交が、両市村のさらなる交
流の絆を深めるため、「養流の絆を深めるため、「養
父市・留寿都村姉妹提携父市・留寿都村姉妹提携
40周年記念式典」及び「懇40周年記念式典」及び「懇
親会」を開催しました。親会」を開催しました。

祝祝
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　留寿都村の農家が但馬地域の中央に位置する旧養父町産の仔牛を導入したことが縁で、昭和56年（1981年）７月
に姉妹提携が結ばれました。平成16年（2004年）４月１日には、兵庫県養

や
父
や
郡
ぐん
の八

よぶ か
鹿町

や　ぶ
・養

や
父
や
町
や　ぶ
・大

おお
屋
や
町
や　ぶ
および

関
せきのみや
宮町

や　ぶ
の４町が合併して養父市が成立しましたが、引き続き私たちの一番身近なまちとして親善を深めています。

　例年夏には、養父市から「養父市ちびっ子親善使節団」が来村し、また留寿都村からも小学６年生が「生涯学習
ふれあいの旅研修事業」として養父市を訪問しており、児童生徒を中心に交流を続けてきました。

兵庫県養父市の公式ホームページはこちら→
養父市は広域交通の要衝であるとともに豊かな自然に恵まれ、長年
育まれた歴史、文化・芸術、但馬牛、朝倉山椒※に代表される農産
物など豊富な地域資源を有しています。
※�朝倉山椒は、養父市が誇る特産品。他の山椒と比べて柑橘系のような爽やか
でフルーティーな香りが特徴です。

　式典に続いて、ルスツリゾートが今年７月に札幌桑園教会か
ら譲り受けたパイプオルガンの演奏が行われ、その後、懇親会
が行われました。
　翌日は、留寿都村内の「道の駅230ルスツ」、「ようてい農
協大根集出荷選別施設」、「るすつ子どもセンター」を視察さ
れ、最後に留寿都村役場にて歓迎式が行われました。

アメイジング・グレイスなど全５曲が演奏され、アメイジング・グレイスなど全５曲が演奏され、
皆さん聴き入っている様子でした。皆さん聴き入っている様子でした。

留寿都村役場で行われた歓迎式で留寿都村役場で行われた歓迎式で
米米
よねよね
田田
よよ
教育長の挨拶教育長の挨拶 お散歩から戻ってきた子どもたちとお散歩から戻ってきた子どもたちと

養父市からの「但馬牛の木彫」養父市からの「但馬牛の木彫」
は木彫作家のは木彫作家の松松

まつまつ
田田
よよ
一一
まつまつ
戯戯
きき
さんのさんの

作品です。作品です。

左から松井議長、西田議長、佐藤村長、広瀬市長左から松井議長、西田議長、佐藤村長、広瀬市長記念品を交換する佐藤村長（写真左）と広瀬市長記念品を交換する佐藤村長（写真左）と広瀬市長

留寿都村と養父市は姉妹提携が結ばれている理由は？
どんな交流がありますか？

留寿都村から贈呈した留寿都村から贈呈した
「タペストリー」「タペストリー」
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　留寿都中学校２年生のふるさと教育の授業の一環とし
て、村内施設、大根集出荷選別施設とルスツリゾートへ
見学に行きました。
　日本一の規模の大根選果場では、収穫後の大根が消費
者にどう届くのか、どんな工夫をしているのかが、機械
化された施設を見学することでよくわかりました。
　ルスツリゾートの見学では、リゾートの業務内容につ
いて説明いただいた後、普段見られない、客室やレスト
ランを見せていただきました。「今後の新設予定のもの
はありますか？」の生徒からの質問にお答えいただき、
建設中の施設の見学もすることができました。

ふるさと学習「大根集出荷選別施ふるさと学習「大根集出荷選別施
設」「ルスツリゾート」見学設」「ルスツリゾート」見学 　留寿都中学校３年生による「職業体験」が、９月

15日、16日に村内にて行われました。今年は、どん
どん市、道の駅230ルスツ、ピザドゥ、ペンション
山田、るすつ銀河の杜、るすつ子どもセンターぽっ
け、留寿都小学校、サンファーム、留寿都消防署、
サツドラルスツ店、（順不同）の計10事業所にご協
力をいただきました。中学３年生は、各事業所に分
かれて職業体験を行い、実際に体験することで知識
を深める事ができた貴重な２日間となりました。

留寿都中学校、職業体験留寿都中学校、職業体験

　９月２日、留寿都小学校３・４年生を対象に「人
権教室」が行われました。
　留寿都村人権擁護委員の堤さんと、倶知安人権擁
護委員協議会の菊地さんを講師に、「人権とは」「認
め合いや譲り合いの大切さ」について考えました。
　児童からは「友達と話したり、遊んだり、相談し
たりしたいと思った」などの感想が述べられました。
　最後に堤さんから「周りの人のことを考えられる
人になってください」と児童に伝えられ、授業を締
めくくりました。

人権教室人権教室

　９月１日、ルスツ羊蹄ファーム
株式会社の皆さんによる村内の
ゴミ拾いが行われました。

　SDGs活動の一環として実施され、清掃場所の本
社前から道の駅方面へ歩いてみるとたくさんゴミが
落ちている事に気付かされたとのことでした。

社会貢献活動社会貢献活動
「村内ゴミ拾い」「村内ゴミ拾い」

綺麗にしてくださり、
ありがとうございま
した

9月
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　９月６日、るすつ子どもセンターぽっけにて「ほ
くでんエネルギーキャラバン」が開催されました。
　このイベントでは、再生可能エネルギーの導入状
況や泊発電所の安全対策など、エネルギーに関する
さまざまな情報に触
れることができるパ
ネル展示や子どもた
ちが楽しみながら電
気について学べる体
験器材などがあり、
にぎわいを見せてい
ました。

　９月17日に第６回なんでもチャレンジクラブ「札幌国
際大学見学と運動交流にチャレンジ」が行われました。
留寿都村は札幌国際大学と地域連携協定を結んでいま
す。広大なキャンパスで大学生が考えてくれたレクリエ
ーションや、大学考案の「スポーツじゃんけん」などで
体を思いっきり動かし、景色のいいカフェテリアでお弁
当を食べ、午後からはキャンパスをめぐりながらクイズ
ラリーを楽しみました。大学に初めて足を踏み入れる子
も多く、子どもたちの目にはどんな風に映ったでしょう
か。将来が楽しみです。

ほくでんエネルギーキャラバン開催ほくでんエネルギーキャラバン開催

第６回なんでもチャレンジクラブ第６回なんでもチャレンジクラブ
「札幌国際大学見学と運動交流にチ「札幌国際大学見学と運動交流にチ
ャレンジ！」ャレンジ！」 　９月10日から18日にかけて黒松内町で行われた第

38回後志学童軟式野球大会新人戦兼高山旗争奪少
年野球大会で、KRファイターズ（留寿都と喜茂別）
と黒松内・泊・寿都の野球少年団の合同チームが勝
ち進み、決勝戦で共
和ジュニアベース
ボールクラブと対
戦。試合結果は９対
１で勝利し、念願の
優勝となりました。

後志学童軟式野球大会後志学童軟式野球大会
新人戦で優勝新人戦で優勝

　９月９日、留寿都中学校１年生の工藤希美さんが
９月17日から函館市で開催される「第29回北海道中
学校新人陸上競技大会」の出場報告のため表敬訪問
されました。
　工藤さんからは、「自己記録を伸ばせるよう頑張
ってきます。皆さん、応援よろしくお願いします。」
と力強い言葉を聞くことができました。
　大会では、100ｍハードルに出場し、全道から集ま
った選手たちと肩を並べて、全力で走り抜きました。

留寿都中学校陸上部全道大会出場報告留寿都中学校陸上部全道大会出場報告
村長表敬訪問村長表敬訪問
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　９月28日、道の駅230ルスツで留寿都村交通安全
協会と留寿都高等学校の主催により秋の交通安全キ
ャンペーンが実施されました。高校生代表の力強い
交通安全宣言の後、国道230号を走行しているドラ
イバーには旗の波で、道の駅の利用者には高校生が
育てた馬鈴しょ等を配布することで交通安全の呼び
かけを行いました。

　９月16日、公民館ホールで敬老会が３年ぶりに開催されました。留
寿都村の75歳以上の方57名が集い長寿を祝いました。
　今回は新企画として来場された方一人一人の元気な様子がわかるよ
う開催直前に撮影した写真が大型スクリーンに映し出されたほか、太
鼓演奏、舞踊などの舞台発表や抽選会で懇親を深めました。

令和４年度留寿都村敬老会令和４年度留寿都村敬老会

秋の交通安全キャンペーン秋の交通安全キャンペーン
　９月30日、留寿都高等学校で収穫感謝祭が開催さ
れました。
　秋の収穫に対し、生命への畏敬の精神を養い、次
年度へ向けての豊作を願うことを目的としており、
当日は村内外の多くの方々が来校し、生徒が収穫し
た野菜を購入していました。

留寿都高校収穫感謝祭留寿都高校収穫感謝祭

地域住民の方々との貴重な交流機会となりました
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　９月18日、今年で32回目を迎える「ほうぼうこ
んさぁと」が開催されました。例年、雨天時は倉
庫の中で開催されていましたが、今年はコロナ対
策のため、初めて雨天でありながら屋外テントで
開催されました。今回の参加は13組ほどで、和気
あいあいとした雰囲気でみなさん楽しんでいる様
子でした。

ユニホーム柔道着を制作しました！
　今夏、留寿都柔道少年団はユニホーム柔道着を
制作しました。制作に至った経緯ですが、コロナ
禍ということもあり、目標としていた大会が相次
いで中止になり、団員も減ってしまいました。そ
のような中で団員のモチベーション向上と、チー
ムとしての団結を深めるために何かできることは
ないかと、柔道少年団父母会と柔道連盟が話し合
った結果、「みんなでお揃いの柔道着を着よう！」
ということになり、制作を進めました。
　現在はお揃いの柔道着を着て、団員、指導者と
もに楽しく稽古に励んでいます。
　この柔道着を着て一緒に盛り上げてくれる仲間
も募集しています！興味のある方はぜひお問合せ
ください。

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」として紹介しています。

旅人宿ほうぼう
　畑の中の古い民家を利用したホームステイのような　畑の中の古い民家を利用したホームステイのような
宿です。(全館禁煙)宿です。(全館禁煙)

　オリジナルロゴマークは、留　オリジナルロゴマークは、留
寿都（Rusutsu）柔道（Judo）寿都（Rusutsu）柔道（Judo）
少年団&連盟（Club）の頭文字少年団&連盟（Club）の頭文字
で構成し、留寿都のRは躍動感で構成し、留寿都のRは躍動感
と強い結びつきを表現したデザと強い結びつきを表現したデザ
インとしました。インとしました。
　カラーは、団員用は情熱の赤　カラーは、団員用は情熱の赤
と冷静の青を共存させたパープと冷静の青を共存させたパープ
ル、指導者用は選手達を金メダル、指導者用は選手達を金メダ
ルに導くという願いを込めてゴルに導くという願いを込めてゴ
ールドを採用しました。ールドを採用しました。

「旅人宿ほうぼう」の根本さんに聞きました「旅人宿ほうぼう」の根本さんに聞きました
　32年前に留寿都へ移住して民宿を始めたときに、年に１　32年前に留寿都へ移住して民宿を始めたときに、年に１
回はイベントをやりたいという思いがあり、当時小樽の回はイベントをやりたいという思いがあり、当時小樽の
ライブハウスで歌っていた友人とコンサートを企画しまライブハウスで歌っていた友人とコンサートを企画しま
した。企画にあたり、北海道全域の宿仲間持ち回りで開した。企画にあたり、北海道全域の宿仲間持ち回りで開
催していた「旅人コンサート」をモデルとしました。20回催していた「旅人コンサート」をモデルとしました。20回
目のとき、キリが良いので辞めようかと検討しましたが、目のとき、キリが良いので辞めようかと検討しましたが、
仲間内からやり続けたいとの声を受けて仲間内からやり続けたいとの声を受けて
続けることにしました。続けることにしました。

旅人宿ほうぼう
根本　健造さん

＃４＃４ 旅人宿ほうぼうのほうぼうこんさぁと旅人宿ほうぼうのほうぼうこんさぁと

＃３＃３ 留寿都柔道少年団留寿都柔道少年団

３年ぶりに開催！ ３年ぶりに開催！ 
ほうぼうこんさぁと♪ほうぼうこんさぁと♪

指導者の塚本　拓也さん（写真左端）と
稽古に励む留寿都柔道少年団のみなさん

●住所：留寿都村字三豊313
●お問合せ先：0136-46-3417
●ホームページ：旅人宿ほうぼう →
●Facebook：「旅人宿ほうぼう」で検索♪

●お問合せ先：教育委員会　
　電話　0136-46-3321
●稽古場所：留寿都村武道館
●稽古日時：毎週月曜日及び水曜日
　18時30分～20時30分頃まで
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マイナンバーカードマイナンバーカード
　2015年10月以降、住民票を有するすべて方に12桁のマイナンバー（個人番号）が通知されています。外
国人の方でも、住民票がある場合はマイナンバーが付与されます。マイナンバーは紙の「通知カード」に
よって、皆さんに通知されますが、顔写真付きのマイナンバーカードを取得すると、個人番号の確認と身
分証明書としての利用のほか、健康保険証としても使うことができます。
　また、マイナンバーカードを使うと、年金の手続きや行政手続きを電子申請で行うことができます。北
海道では試験的に、マイナンバーカードをお持ちの方を対象に、令和５年３月末まで運転免許証の優良運
転者オンライン更新時講習を行っており、利用の幅が広がっています。

マイナンバーカードを作るのは簡単！
　身分証明書※をお持ちになり、役場住民福祉課窓口にお越しください。
　窓口で交付申請用紙にお名前などを記入していただき、顔写真は無料で撮影します。
　交付申請用紙のQRコードを読み取ると、ご自身でもスマートフォンなどから申請ができます。
　　※�顔写真付きの身分証明書は１つ、顔写真のない身分証明書は２つ必要です。健康保険証、年金手帳、

子ども医療費受給者証などをご持参ください。

マイナポイントの申込に必要なカードの申請期限は12月末まで
　令和４年12月末までにマイナンバーカードの交付申請をしていただければ、最大２万円分のマイナポイ
ントの申込ができます。従前はカードの申請期限が９月末まででしたが、令和４年12月末までに延長され
ました。

最大20,000円分のマイナポイントはどこに付くの？
　マイナポイントは、お買い物の際に現金ではなく、スマートフォンやカードを使って支払うサービス（キ
ャッシュレス決済サービス）に利用できるポイントです。対象となるキャッシュレス決済サービス※のカ
ードには、村内のコンビニエンスストアや近隣のスーパーなどで簡単に作れるものもありますので、住民
福祉課までご相談ください。
　マイナポイントの申込はマイナポイントアプリ又は役場、郵便局などの手続きスポットでお申込みくだ
さい。
　※�マイナポイント対象のキャッシュレス決済サービス一覧は下記のサイトをインターネットで確認して
ください。　https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/service_search/

①新規でマイナンバーカードを取得すると最大5,000円分※のポイント付与
　※利用金額の25%分のポイントが付与されます。上限5,000ポイントまで。
②健康保険証としての利用申込をすると、7,500円分のポイント付与
③公金受取のための口座※を登録すると、7,500円分のポイント付与
　※口座はマイナンバーカードのご本人名義のものに限ります。

２万円分２万円分
マイナポイントマイナポイント

マイナポイントの申込期限は令和５年２月末まで！

作ってみよう　使ってみよう
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住民福祉課　電話 0136-46-3131お問合せ先

マイナンバーカードはいつ使う？
▶写真付きの身分証明書として利用
　　運転免許証、パスポート、在留カードと同じ様に顔写真付きの身分証明書として利用できます。
　　顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、マイナンバーカードを取得されることをお勧めします。

▶健康保険証として利用
　�　マイナンバーカードの受付用機械が導入されている医療機関では、健康保険証として利用できます。

健康保険証としてマイナンバーカードを利用するには、事前に申込が必要です。申込はマイナポータル
などから登録できます。ご自身での申込が難しい方は、留寿都村役場住民福祉課で登録をしますのでご
相談ください。

健康保険証として利用する前にマイナポータルからの申込が必要だよ。

メリット１
　�　正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます。薬剤情報と特定健診情報は患者の同意を得た
うえで、医療関係者に提供されます。同意する場合はマイナンバーカードを利用した受付時に「過去の
情報を利用します」の画面で、「同意する」ボタンを押してください。

メリット２
　�　転職・結婚・引越ししても、保険者での手続きをした後は、健康保険証の発行を待つことなく、マイ
ナンバーカードを健康保険証として利用できます。保険者への異動届等の手続きは必要です。

メリット３
　�　医療費が高額になり、限度額以上になった場合、従前は保険者に申請する必要がありましたが、申請
なしで限度額が適用することができます。

令和４年10月から留寿都診療所ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

①�受付窓口の機械にマイナン
バーカードを置きます。

②�本人確認の画面になりま
す。「暗証番号で」または「顔
で」のボタンを押します。

③�顔認証はマスクをしたまま
でOKです。暗証番号を使
用する場合は、４桁の数字
の暗証番号（利用者証明用
電子証明書）を入力します。

詳しくは「マイナンバーカード総合サイト」を検索してね！
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今年もやります！開催2年目！

食育を通じて子どもたちにふるさとを伝えよう！

ルスツふるさと給食まつりとは・・・
　学校給食に、地場の食材や地元事業者が製造した食品を、献立に集中的に提供する週間
のことで、食育を通じて子ども達に、ふるさと留寿都の産業をしっかり伝えることを目的
とします。
　学校において新型コロナウイルスの影響を大きく受け、現在も感染予防に気を付けなが
ら制限のある学校生活を送っている児童生徒に対し、少しでも明るく前向きになってもら
えるよう「ルスツふるさと給食まつり」で盛り上げます！

給食献立名 留寿都食材 食育の取組

11
月
７
日（
月
）

ご飯
ルスツ羊蹄ぶたの豚汁

ルスツポテトコロッケ
邂
かい

逅
こう

さんのキムチ炒め
牛乳

ルスツ羊蹄ぶた、大根・人参・ごぼう（村内）
豆腐・突きこん（清水豆腐店）
コロッケ加工品（ルスツ玉手農場産じゃが芋使用）
白菜キムチ（邂逅）白菜（村内）

ルスツ羊蹄ファーム
◦◦�農場長からの講話。ルスツ羊蹄ぶ
たのおいしさの秘密について学ぼ
う！
◦◦�もしかして、サプライズゲストが登
場したりして…?!

11
月
８
日（
火
）

るんるんカレーライス
ルスツ大根のサラダ
岩崎さんのマドレーヌ
牛乳

ルスツ高原豚、玉ねぎ・人参（村内）
大根（村内）
マドレーヌ（岩崎菓子店）

留寿都村蔬菜生産組合及び
留寿都村畑作生産組合
◦◦�実物展示コーナー設置！店に売って
いる野菜とは違う、畑の野菜の顔
を見てみよう！

11
月
９
日（
水
）

留高生考案☆
　長いも食パン
スペイン風オムレツ
高校かぼちゃのフライド
留高生考案☆
　ルスツポークシチュー
牛乳

食パン（岩崎菓子店）

かぼちゃ（高校）
ルスツ羊蹄ぶた、玉ねぎ・人参・大根（村内）
じゃが芋・にんにく（高校）

耳からも楽しい給食！
「留寿都音頭」を聴いてみよう！
◦◦�「留寿都音頭」を聴いたことあるか
な、踊れる子はいるかな？

11
月
10
日（
木
）

野菜たっぷりルスツ羊蹄ぶた丼
ルスツポテトのサラダ
秋のルスツみそ汁
みそまんじゅう
牛乳

ルスツ羊蹄ぶた・玉ねぎ・人参（村内）
じゃが芋・人参（村内）
豆腐・油揚げ（清水豆腐店）大根（村内）
みそまんじゅう（梅屋菓子店）

11
月
11
日（
金
）

ルスツしょうゆラーメン

清水さんのおからの
　手作りドーナッツ
ルスツリゾートアロニア
　シロップがけミルクゼリー
牛乳

ラーメン（森製麺所）玉ねぎ（村内）
にんにく（高校）
おから（清水豆腐店）

アロニアシロップ（ルスツリゾート）

栄養教諭及び給食調理員
◦◦�栄養教諭及び調理員からの講話。
給食難問クイズに挑戦だ！

 献  立 材料の入荷等の都合により献立の一部を
変更する場合があります。

食育の取組内容の一部を
変更する場合があります。
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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

正しい歯磨きと虫歯予防習慣講座 を行いました♬
　３組の親子が参加した今回の子育て講座。歯科衛
生士さんを講師にお招きし、虫歯になやすい食習慣
や、飲み物クイズ、大人の歯周病のお話、最後は正
しい仕上げ磨きの仕方を教えていただきました。普
段、なかなか歯のことについて学べる機会がないお
母さん方からは、たくさんの質問が飛び交い、学び
の多い時間となりました(^^)

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♪

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～

＃１６

　留寿都村蔬菜生産組合・畑作生産組合様より留寿都産の「にんじん」をいただき学
校給食で提供しました。給食では、緑黄色野菜の摂取量確保やいろどりのために毎日
登場する「にんじん」。いつもは副菜として活躍していますが、今回はピラフとして「に
んじん」を主役にしました。今月も旬のおいしいお野菜をありがとうございました♪

今月は留寿都産のにんじんをピラフにしました！

教育委員会　電話 0136-46-3321お問合せ先

　８月から留寿都高校さんから野菜をいただき、学校給食に使用しています。８月は
ズッキーニ、なす、ピーマン、ミニトマト、にんにくをいただき、夏野菜カレーにし
ました♪９月はじゃがいもをきんぴらやポテトサラダに、かぼちゃをオイスター炒め
にしました！高校生のみなさん、一生懸命育てた野菜をありがとうございます。とて
もおいしくいただいています！

今年も留寿都高校の野菜をいただきました！

　今年も11月７日（月）から５日間、ルスツふるさと給食まつりを開催します！今年も留寿都産の
食材が給食にたくさん登場します♪詳しくは前ページをご覧ください。

陶芸講座 を行いました♬
　清々しい秋晴れの下、過去にも人気のあっ
た陶芸講座を行いました(^^♪講師は今年の
春頃まで留寿都村に住んでいました、加地学
さんです。
　初めて陶芸体験をするお母さんが多く、参
加された皆さんは、葉っぱ皿作りや、ろくろ
体験に楽しく参加してくれまし
た(^^)/完成は２か月後の予定
です。ご自身で作った食器が食
卓に並ぶ日が楽しみですね♪

歯が生えていないお子さんは、仕上げ
磨きの練習♬お母さんの脚にゴロンと
寝転んで、お口のストレッチやお母さ
んとの触れ合いから♡

一時預かり保育。

一時預かり保育。

泣かずにご飯を

泣かずにご飯を

モリモリ食べました

モリモリ食べました🌟🌟

木の太鼓木の太鼓♬♬
コンコンコンッ！コンコンコンッ！
どんな音が鳴るかなどんな音が鳴るかな🥁🥁
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　今月は、耳ざわりかもしれない体重の話です。
日本人の男性の３人に１人、女性の５人に１人
が「肥満」と言われています。肥満は、糖尿病・
高血圧・胆石・狭心症・膝関節症、新型コロナ
ウイルス感染症の重症化など、さまざまな病気
のリスクになることは、みなさんご存知ですよね。
　肥満度は、ＢＭＩという指標で示されており、
22で標準、25以上で肥満（日本肥満学会）とな
ります。
　＊計算の方法
　　ＢＭＩ＝体重(㎏)÷身長(ｍ)÷身長(ｍ)

●　肥満って伝染するの？
　「米国に移民すると太る」「ある人が太ると、
その家族、友人も太る」という研究データがあ
ります。これは「あくび」が伝染するのとちょ
っと似ているかもしれません。「あくび」が伝
染するとき、周りの人たちも同じように睡眠不
足だったりしますよね。
　肥満は、太りやすい体質「遺伝的要因」と食事
や運動の「環境的要因」によります。家族みんな
太っているというときは、遺伝と、その家族の食
生活と両方の理由が考えられます。この肥満の伝
染は、「環境的要因」の方ですよね。「周りと一緒
ならいいや。」と考えるのは自然かもしれません。

●　肥満へのスティグマ（差別・偏見）
　最近は多様性の社会ですが、医者の間でも、
研修会（もっぱらオンラインですが）では、多
様性を尊重しようとか、スティグマ（病気に対
する差別・偏見）をなくそうということが盛ん

に言われています。肥満に限らず、病気の人
に対して、「生活習慣が悪いからだ」（生活習慣
病という言葉も使われなくなってきています。）
とか「自己管理能力がないからだ。」と決めつ
けていないか、医療者が患者に責任を押し付け
ていないかということをしっかり考えなければ
なりません。

●　反省と今後について
　「先生は、太った人に厳しすぎる。」とお叱り
を受けたことがあります。不快に思わせたこと
について、深くお詫び申し上げます。患者さん
の生活にどれほど介入するかは難しいところで
すが、私としては、ただ「体重減らしましょう。」
で終わるのではなく、具体的に「おやつを半分
にしましょう。」とか、「サイダーをやめましょ
う。」と言うように努めてきましたが、正直、
お節介すぎかもしれません。
　診療所で月２回診療されている西岡第一病院
の井上先生は「整形外科の医者は、体重の話は
しないよ。膝が悪くなったら治してあげるのが
仕事だからね。」と、自分の役割を心得ていら
っしゃいました。しかし、予防をより重視する
のが内科ですから、同じようにもいきません。
　決してスティグマをもつことなく、患者さん
それぞれのお気持ちにあった診療をすることを
今後、肝に銘じたいと思っています。「私はこ
ういう診療のほうがいい。」「そんなふうに言わ
れたら診療所に行きたくなくなる。」というこ
とがありましたら、どうぞお気軽におっしゃっ
てください。

今月のテーマ

体重について

筆者▶ 留寿都診療所医師　大泉　樹

11月－12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
11月10日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

11月15日㈫ １歳６か月児・３歳児健康診査 子どもセンター 受付/12時45分～14時30分 ①

11月16日㈬ いきいき体力アップ教室 公民館 13時00分～15時30分 ②

11月17日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

11月17日㈭ 集団健康診査・がん検診 公民館 ６時30分～10時15分 ①

11月18日㈮ 集団健康診査・がん検診 公民館 ６時30分～10時15分 ①

11月24日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

11月30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

12月１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
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９月の掲載記事（抜粋）

　９月１日（木）は、鈴木直道知事が「なおみちカフェ」で本村の子どもセン
ターを訪問され、省エネ、木材使用施設の概要を説明させていただきました。
知事は、保育所や放課後児童クラブの子どもたちに「これは何のゲーム？」等
と話しかけられ、子どもたちとの写真も沢山撮らせていただきました。記念で
すね。

　９月３日（土）は、ヒノキ新薬株式会社ルスツ山寮竣工50周年記念パーティが同所
で開催され、出席いたしました。建物は、日本美術建築界の巨匠・故白井晟一氏の設
計で建てられ、有形登録文化財に申請を予定していることや、阿部社長の開設当時か
らの山寮の思い出をお聞きして50年間の変わらぬ愛情を感じました。
　また、同日はルスツふるさとまつりが小学校グラウンドで開催され、太鼓演奏と歌
謡ショーが行われました。コロナ感染症対策の関係で、飲食なしでの開催でした。

　９月４日（日）は、ルスツふるさとまつりの２日目。会場をふるさと公園に移して、加森観光株式会社の協
賛をいただいて花火大会を開催しました。初開催でしたが、これも留寿都スタイル。観覧された多くの村民の
方々に、夜空に広がる音と色と光を楽しんでいただけたと思います。みなさんのふるさとまつりへのご協力、
ありがとうございました。

　９月８日（木）は、第３回村議会定例会前の議員全員協議会で、提案予定の議案説明を行いました。前述の
雨被害に伴う道路の修繕を早期に行う必要があることから、専決処分にて予算を補正したほか、補正予算や人
事案件の説明を行いました。大雨に伴う林道の通行止め等の被害について、議会への説明がこの時になってし
まったことに対し、議員から報告が遅かったことの指摘を受け、反省をしました。また、議員通告協議事項として、
村の農業と観光振興について、コロナ感染対策等について質問があり、現状の説明をして理解をいただきました。

　９月11日（日）は、赤井川村の「もみじ祭り」が同村の道の駅で開催されましたので、
過日、連携協定を結んだ「しりべしの村」の一員として見学、応援に行ってまいり
ました。馬場赤井川村長も、農業者のいでたちでゲームを運営していらっしゃいま
した。神恵内村の物産展もあり、山の幸、海の幸が融合していました。今後、留寿
都村も後志管内の海の村の物産展に参加を検討・計画したいと思います。

　９月15日（木）は、第３回村議会定例会でした。一般質問では、移住・定住対策や
村史刊行計画等について、村の取組を問われました。胸を張って「実施します」と言
えない部分もありますが、実施できるよう努めます。人事案件も３件提案し、全員の
同意をいただきました。

　９月26日（月）は、兵庫県養父市から市長、議長、教育長、交流協会会長等をお迎えして、姉妹提携40周年
記念式をルスツリゾートホテルで開催しました。40年間の歴史に触れながら懇談で交流を深めました。今年は
記念の年なので、養父市と留寿都村の特産品を使用した学校給食メニューに取組み、それが10月13日（木）に
両市村の児童生徒にカレーが提供される予定にあります。

　９月27日（火）は、前日からの記念事業で道の駅230ルスツや大根集出荷施設、子どもセンター「ぽっけ」を見学
いただきました。最後に、交流会会長から村職員に「私の願いは、子どもたちの交流です。交流を継続しましょう」
とのご挨拶に、会長と養父市のあったかさを感じました。

　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】

子どもたちとも笑顔で交流

盛り上がった歌謡ショー

晴天に恵まれたもみじ祭り

第３回村議会定例会の議場
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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
後期高齢者医療制度の傷病手当金の支給について後期高齢者医療制度の傷病手当金の支給について

（支給対象期間が延長になりました）

　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、傷病手当金を支給できる場合があり、支給の対象となる期間が延長されました。

  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
　　・給与等の支払い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12月31日までの間
　　※　�支給対象期間の終了日が「令和４年９月30日まで」から「令和４年12月31日まで」に延長されました。
　　※　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に連絡し、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12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12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４年９月30日までから令和４年12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。

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12月31日までに適用期間が再度延長になりました)

申請書送付先
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
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人間ドック事業をご利用ください人間ドック事業をご利用ください
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

※北海道対がん協会札幌がん検診センターは土曜日も受診できます。

 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、保健医療課へお問い合わせください。

保健医療課　電話 0136-46-3131お問合せ・申込み先

� 広報RUSUTSU 21



保健医療課　電話 0136-46－3131お問合せ先

接 種 対 象 者接 種 対 象 者 留寿都村に住所を有する生後６か月から満18歳に達する日後最初の３月
31日までの間にある子

接種医療機関接種医療機関 留寿都診療所

接 種 期 間接 種 期 間

令和４年10月24日(月)から令和４年12月９日(金)まで
※�流行の状況によっては、ワクチンの入手が困難になる場合がありますの
で、11月25日（金）までに１回目の接種を完了させるようにしましょう。
　接種期間は変更になる可能性があります。

助成の対象と助成の対象と
なる接種なる接種

　留寿都診療所で接種したインフルエンザ予防接種のうち
　　①　生後６か月から満13歳未満の子ども　２回まで
　　②　 満13歳以上から満18歳に達する日以後最初の３月31日

までの間にある子ども　１回までの接種が対象です。
（13歳未満の子どもは２回の接種で効果があると言われています。）

　やむを得ない理由(※)により、他の医療機関で予防接種を受けられる場
合は、事前に役場保健医療課（46-3131）へご相談ください。
※やむを得ない理由とは・・・
　①　�病気により医学的管理を要する子どもであり、留寿都診療所以外

のかかりつけ医で予防接種を受けることが望ましい場合
　②　�病気等の理由により村外に入院又は入所しており、留寿都診療所

で予防接種を受けることが困難な場合
　③　�保護者の出産、妊娠、疾病、帰省等の理由により、留寿都診療所

で予防接種を受けることが困難な場合
　④　�①から③のほか、留寿都診療所において予防接種を受けることが

困難であると村長が認めた場合

助 成 の 金 額助 成 の 金 額
３歳未満� （１回目：2,200円、２回目：1,390円）� 3,590円
３歳～12歳� （１回目：2,950円、２回目：2,140円）� 5,090円
13歳～18歳� （１回目：2,950円）� 2,950円

申 請 の 方 法申 請 の 方 法 　接種時に留寿都診療所の窓口にて「インフルエンザ予防接種費助成金交
付申請書」に必要事項を記入し申請をしていただきます。

子どものインフルエンザ子どものインフルエンザ
予防接種費用を助成します！予防接種費用を助成します！

　乳幼児期は病原体に対する抵抗力が弱く、インフルエンザの罹患率が高いため、処置が遅れるとさまざまな合
併症や重症化を招く恐れがあります。
　留寿都村では、乳幼児を含む子どもをインフルエンザのまん延や重症化から守り、保護者の方々の負担軽減を
図るため、インフルエンザ予防接種にかかる費用を助成します。

（助成対象となる範囲が拡大しました。）（助成対象となる範囲が拡大しました。）
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地域おこし協力隊地域おこし協力隊  活動報告活動報告

地域おこし協力隊
小野寺 布

ふ

葵
き

　こんにちは！地域おこし協力隊の小野寺です。教育委員会に所属しながら
日々活動しています。
　９月３日には尻別岳登山をしました。今回で２回目の登頂になります。
　前回の登山は視界不良でしたが、今回は見事に晴れて、羊蹄山や昆布岳、洞
爺湖を一望出来ました。尻別岳は山の尾根を歩くため、見晴らしの良い景色のまま登って行くこと
ができます！そして登山道は草刈などの整備がきちんとされており、歩きやすいです。毎回感謝し
ながら登っています。あんなにきれいに草刈をしている登山道はありません！本当にありがとうご
ざいます。登山したい方、始めたい方一緒に登ってみませんか？絶賛大募集中です！

　９月７日に秦農場で、荒川隊員と２人で人参の収穫体験をさせてもらいました。
　揺れている機械の上に乗りながら、良い人参を選別するのはとても大変です！また人参の規格も
厳しく、驚かされることばかりです。形、大きさ、傷、腐れ、茎の長さなどなど…
　他にも沢山あります！最初は苦戦しましたが、慣れてくると触った感じや、人参に付着している
土の付き具合で悪い人参を選別できるようになってきた様な…？？
　今回は人参の収穫でしたが、他の野菜も体験していきたいと思っています。ボランティアとしてお
手伝いいたします。ご連絡お待ちしています！

地域おこし活動掲示板　レシピ配布中！地域おこし活動掲示板　レシピ配布中！

登山道からみた尻別岳登山道からみた尻別岳

尻別岳山頂からの景色尻別岳山頂からの景色

人参と一緒に！パシャリ人参と一緒に！パシャリ ハーベスターと人参畑 ハーベスターと人参畑 

人参畑と羊蹄山人参畑と羊蹄山

公民館玄関ホールに活動報告を掲示中です！公民館玄関ホールに活動報告を掲示中です！
留寿都の野菜レシピ「rusu留寿都の野菜レシピ「rusu レシピ」も配布レシピ」も配布
しています。是非公民館に訪れた際にはごしています。是非公民館に訪れた際にはご
覧ください！覧ください！
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「必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も」

北海道最低賃金北海道最低賃金
　北海道内の事業場で働くすべての労働者（臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。）　北海道内の事業場で働くすべての労働者（臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。）
及びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されます。及びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されます。

時間額　９２０ 円 （効力発生年月日　令和４年１０月２日）
◉�最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は
算入されません。

◉�特定の産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」）で働く者
には北海道の特定（産業別）最低賃金が適用されます。

　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控
除の対象となるのは、令和４年中（令和４年１月１日から令和４年12月31日）に納められた保険料の全額です（令
和４年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります）。

　本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、
保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
　このため、日本年金機構から、次のスケジュールで「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が対象者
宛てに発送されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。

　　　　

　なお、ご家族（配偶者やお子様等）の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金
保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
　国民年金制度は、税法上とても有利なだけではなく、老後はもちろん不慮の事故など、万一のときにも心強
い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。

発送時期 対象者

① 令和４年10月下旬から11月上旬にかけて順次発送 令和４年１月1日から令和４年９月30日までの間に国民
年金保険料を納付された方

② 令和５年２月上旬 令和４年10月１日から令和４年12月31日までの間に国
民年金保険料を納付された方（①の対象者は除きます。）

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！

・厚生労働省北海道労働局　労働基準部　賃金室　℡ 011–709–2311（内線3533）
・札幌中央�労働基準監督署 ℡�011-737-119１ ・滝　川�労働基準監督署 ℡�0125-24-7361
・札��幌��東�労働基準監督署 ℡�011-894-2815 ・北　見�労働基準監督署 ℡�0157-88-3983
・函　　館�労働基準監督署 ℡�0138-87-7605 ・室　蘭�労働基準監督署 ℡�0143-23-6131
　　　　　�江差駐在事務所 ℡�0139-52-1028 ・釧　路�労働基準監督署 ℡�0154-45-7835
・小　　樽�労働基準監督署 ℡�0134-33-7651 ・名　寄�労働基準監督署 ℡�01654-2-3186
　　　　　�倶��知��安��支��署 ℡�0136-22-0206 ・留　萌�労働基準監督署 ℡�0164-42-0463
・岩��見��沢�労働基準監督署 ℡�0126-22-4490 ・稚　内�労働基準監督署 ℡�0162-73-0777
・旭　　川�労働基準監督署 ℡�0166-99-4704 ・浦　河�労働基準監督署 ℡�0146-22-2113
・帯　　広�労働基準監督署 ℡�0155-97-1243 ・苫小牧�労働基準監督署 ℡�0144-88-8899

お問合せ先 ねんきん加入者ダイヤル（ナビダイヤル）0570-003-004
　050から始まる電話の場合は、（東京）03-6630-2525
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みなさんの声をお聞かせください！

企画観光課　電話 0136-46-3131お問合せ先

　近年、不動産（土地・建物）をお持ちの方が亡くなっても、相続登記がされないケースが数多く存在しており「所
有者不明土地間題」として、社会間題になっています。
　相続登記がされないと、登記簿を見ただけでは、不動産の所有者やその所在を把握できないため、まちづくりの
ための公共事業や、災害時の復旧復興が進まないといった間題が生じ、不動産取引を円滑に行うことも難しくなり
ます。このため、令和６年４月１日から、これまで任意であった相続登記の申請が義務化されることになりました。
　不動産の相続登記をお済みでない方は，不動産の所在地を管轄する法務局に申請をしていただくようお願いします。
　なお，相続登記の申請に当たっては，以下のサービスをご利用すると便利です。

 札幌司法書士会の「相続登記相談センター」

　　相続手続全般の相談専用ダイヤルです（相談料無料）。
【常設】TEL 011-211-6665
札幌司法書士会
平日の12時から15時まで

 法務局の 「登記手続案内」（完全予約制）

　　申請書様式や必要な添付書類などについて御案内します。
【間合せ先】TEL 0136-22-0232
札幌法務局倶知安支局
平日の８時30分から17時15分まで

　　※個別具体的な内容の相談については，上記の「相続登記相談センター」を御利用ください。

令和４年度
村政懇談会開催のお知らせ

　住民のみなさんと村との意見交換の場として、下記の日程で村政懇談会を開催します。
　村づくりについて、みなさんの声をお聞かせください。
【日　時】　　�令和４年11月11日（金）　�

18時30分から
【場　所】　　るすつ子どもセンターぽっけ　児童館遊戯室
【内　容】　　・村長による村政近況報告
　　　　 　　・教育長による教育行政近況報告
　　　　 　　・その他
【対　象】　　市街地区、八ノ原地区にお住まいの方

※　上記以外の地区にお住まいの住民の方も参加できます。

みなさんの参加をお待ちしています。

忘れていませんか？相続登記忘れていませんか？相続登記

� 広報RUSUTSU 25



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、日程に
ついては相談させていただきます。

全国一斉「女性の人権ホットライン」 
強化週間のお知らせ

　法務局では、女性の人権についての専用相談電話「女
性の人権ホットライン」を設置しています。夫やパー
トナーからの暴力、ストーカーなど女性の人権に関す

る悩みをご相談ください。
　また、令和４年11月18日（金）から11月24日（木）
までは、「全国一斉『女性の人権ホットライン』強化
週間」です。期間中は、平日の受付時間を延長し、土
曜日・日曜日・祝日も相談に応じます。
女性の人権ホットライン

０５７０－０
ゼロナナゼロ

７０－
の

８
ハートライン

１０� （全国共通ナビダイヤル）
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
　11月18日（金）・21日（月）・22日（火）・24日（木）
　午前８時30分～午後７時
　11月19日（土）・20日（日）・23日（水）　
　午前10時～午後５時
お問合せ先
　札幌法務局人権擁護部
　（札幌市北区北８条西２丁目１－１）
　TEL:011-709-2311（内線2208）

11月30日（いいみらい）は「年金の日」です！！

　厚生労働省では、「国民お一人お一人、「ねんきんネ
ット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを
巡らしていただく日」として、11月30日（いいみらい）
を「年金の日」としています。
　この機会に、ご自身の年金記録や年金見込額を確認
し、将来の生活設計について考えてみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコン
やスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確
認できるほか、次のようなさまざまな機能がご利用い
ただけます。
　　・将来の年金見込額の試算
　　・電子版「ねんきん定期便」の閲覧
　　・受給に関する各種通知書の確認　など
　ご利用方法には以下の２つの方法があります。
　　・マイナポータルからのログイン
　　・日本年金機構のホームページからログイン
　詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ（年金ネット）
　https://www.nenkin.go.jp/n_net/

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　11月30日（水）
　固定資産税　第４期納期限
　国民健康保険税　第６期納期限
　後期高齢者医療保険料　第６期納期限

※忘れずに納めましょう
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役場や北海道などの公的機関の職員を名乗る人から「保険料の還付があります」や「還付金の調査をしてい
ます」という電話がかかってきた。大丈夫かという連絡が、全国の警察や相談窓口に多数よせられています。
北海道内でも多くの方に詐欺まがいの電話がかかっていることが判明しています。さまざまな媒体で注意喚起
がされていたり、報道されていたりしますが、依然として被害にあわれている方がいます。
詐欺なんて自分には関係ないという方こそ注意が必要です。「私は大丈夫」と思う前に、詐欺まがいの電話
があった場合の対応を考えてみてはいかがでしょうか。
不審な電話があった場合には、電話口ですぐに回答をするのではなく、正しい連絡先に問い合わせをし、電
話で伝えられた情報が正しいものであるかどうかの確認をして下さい。訪問して、書類や通帳などを受け取り
に来ると伝えられた場合も同様です。また、口座番号や暗証番号、年金番号といったご自身の情報を公的機関
が電話で問い合わせすることはありません。そのような問い合わせの場合は、決して電話で受け答えをせずに、
電話を切って下さい。
さらに、行動する前に家族や知人に話してみることも被害防止に役立ちます。人に話すことで冷静になれた
り、話を聞いた人が「何か不審だ」と気がついてくれたりすることがあります。
最後に詐欺まがいの電話は自分にもかかってくるかもしれない、そう思って用心することも被害防止方法の
一つであると考えて下さい。
問い合わせ先がわからない、何度も電話がかかってきて不審だというような場合は、相談窓口や警察、役場
などに相談してください。

まだまだ被害がでています。
還付金詐欺に気をつけて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５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）～12月９日（金） 12月17日（土）、18日（日）

※いずれか1日を指定されます。

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）
※いずれか1日を指定されます。
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� 11・12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

11月 ２日、９日、16日、30日
12月 ７日、14日、21日、28日

弁護士無料法律相談会� 11・12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

11月 11日（金）　12月 ９日（金）
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９月１日～９月30日届出分

こんにちは赤ちゃん
８月24日	 鎌田　想

そ

來
ら

ちゃん
保護者/尊稔さん＝未夢さん（南町）

９月４日	 石崎　りり花
か

ちゃん
保護者/翔太さん＝有美さん（五ノ原）

お悔やみ申し上げます
９月４日	 森川　浪子さん　満94歳（北町）
９月15日	 玉手　清枝さん　満87歳（仲町）

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）
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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

人口と世帯（外国人を含む）

令和４年９月末現在

人口

男性

女性

世帯

	1,841	（前月比－7）
内外国人	134（前月比±0）
	 942	（前月比－３）
	 899	（前月比－４）
	 980	（前月比－９）

（わな及び銃器による捕獲駆除数： 
 ９月末現在の今年度累計）

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

◉シ　　　カ：118頭 ◉アライグマ：84匹
◉タ　ヌ　キ：  ５匹 ◉キ　ツ　ネ：８匹
◉カ　ラ　ス：  ２羽 ◉ハ　　　ト：０羽
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