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【るすつ保育所避難訓練】
10月20日、るすつ子どもセンターで避難訓練が行われました。今回の訓練
には、ようてい山ろく消防組合留寿都支署だけではなく俱知安警察署留寿都
駐在所・喜茂別駐在所も協力しました。園児たちは近くで消防車やパトカー
を見学できとても楽しそうな様子でした。

  100歳おめでとうございます！



　老人の日記念行事としてるすつ銀河の杜で、10月16日で100歳をお迎
えになられた大原正雄さんに、内閣総理大臣及び留寿都村からそれぞれ
お祝い状と記念品の贈呈が行われました。
　これは、長寿をお祝いし、多年にわたり社会の発展に寄与された方々
に感謝することを目的として、今年度中に100歳を迎える方に贈られる
ものです。
　大原さんは、農業や自営業の傍ら、昭和16年
３月に留寿都警防団員として入団し、昭和48年
４月に羊蹄山ろく消防組合初代消防団長に就任
され、団長として12年、消防団員として44年有
余の活躍をされ、昭和60年には村の自治功労者
として表彰されている方です。
　いつまでも健康で充実された日々を送られま
すようお祈りいたします。

100歳おめでとうございます！100歳おめでとうございます！
大原　正雄さん大原　正雄さん

　10月５日から９日まで留寿都村公
民館で、12日から16日まで道の駅230
ルスツ地域資源交流センターで、留
寿都村の人たちの写真を集めた「む
らびと写真展」が開催されました。
　留寿都村で働いている人や家族、
友達の姿など【るすつびと（Rusutsu 
Bito）】というテーマのもと様々な写
真が展示され、初開催でしたが、たくさんの方にご
来場いただきました。
　公民館での展示期間中はチェキを使用した記念撮
影で楽しく盛り上がりを見せま
した。現像した写真はプレゼン
トされるため、もらった方は良
い記念となったのではないでし
ょうか。

「むらびと写真展」開催「むらびと写真展」開催

昭和60年度功労者表彰式昭和60年度功労者表彰式
が行われた頃の大原さんが行われた頃の大原さん
（昭和60年11月３日撮影）（昭和60年11月３日撮影）
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　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、10月１日、この補助金を活用した第
２例目となる留寿都商工会青年部主催の「Rusutsu 
PumpingDays 2022(ルスツパンピングデイズ)」が

（有）辻畜産駐車場前において開催されました。
　昨年に引き続き第２回目の開催となり、留寿
都村の若手のパワーを集結して運営され、特設
のパンプトラック等に加え、今年は「ランプ 」
が新たに設置され、子どもから大人までスケー
トボードやBMX等でそれぞれのスタイルを発
揮し楽しんでいました。また、フードコーナー
やショップブースも充実し、スタッフや関係者
も合わせると200名を超える方が参加する大き
なイベントとなりました。

Rusutsu PumpingDays公式Rusutsu PumpingDays公式
インスタグラムはこちら⇒インスタグラムはこちら⇒

【映像で振り返る】Rusutsu PumpingDays【映像で振り返る】Rusutsu PumpingDays
のYouTube動画はこちらからチェック！のYouTube動画はこちらからチェック！

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
××

Rusutsu PumpingDays 2022(ルスツパンピングデイズ)Rusutsu PumpingDays 2022(ルスツパンピングデイズ)

    練成会オンラインとは練成会オンラインとは
　「練成会オンライン」は、学習塾大手「練成会」の講師の授業を学ぶ　「練成会オンライン」は、学習塾大手「練成会」の講師の授業を学ぶ
ことができるICT授業配信システムで、学習塾のある都市部との地域格ことができるICT授業配信システムで、学習塾のある都市部との地域格
差を解消するため、村は受講を希望する留寿都中学生の受講経費を負担差を解消するため、村は受講を希望する留寿都中学生の受講経費を負担
しています（毎月の授業料は村が負担し、教材費のみ各ご家庭の負担でしています（毎月の授業料は村が負担し、教材費のみ各ご家庭の負担で
す。）。練成会の講師の授業を自宅などで、インターネット環境さえあれす。）。練成会の講師の授業を自宅などで、インターネット環境さえあれ
ば好きな時間に聴講できます。ば好きな時間に聴講できます。
　また、練成会グループにご協力いただき、留寿都村にて定期的な説明　また、練成会グループにご協力いただき、留寿都村にて定期的な説明
会の実施（保護者も出席可）や、練成会オンラインの利用方法の説明、会の実施（保護者も出席可）や、練成会オンラインの利用方法の説明、
取組事例の紹介なども行っています。取組事例の紹介なども行っています。
　さらに、練成会オンラインに関わることだけでなく、高校入試の説明　さらに、練成会オンラインに関わることだけでなく、高校入試の説明
等や、モチベーション向上に繋げるため受講状況が優秀な生徒に対し、等や、モチベーション向上に繋げるため受講状況が優秀な生徒に対し、
表彰式も実施しています。表彰式も実施しています。
　10月13日、練成会オンラインの後期の活用に関する説明会及び前期取　10月13日、練成会オンラインの後期の活用に関する説明会及び前期取
組の表彰式が行われました。組の表彰式が行われました。
　説明会では、前期の取組みを振り返り、後期の取組み方についての助言　説明会では、前期の取組みを振り返り、後期の取組み方についての助言
が行われました。表彰式では、継続してオンライン学習の時間が増えていが行われました。表彰式では、継続してオンライン学習の時間が増えてい
る生徒が表彰され、最優秀賞と優秀賞にはボールペンと筆箱が送られました。る生徒が表彰され、最優秀賞と優秀賞にはボールペンと筆箱が送られました。

 練成会オンライン 練成会オンライン

教育委員会　電話 0136-46-3321お問合せ先

「月を追うごとに受講時間が伸びている」「月を追うごとに受講時間が伸びている」
等の良い事例の紹介もありました。等の良い事例の紹介もありました。
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❖ゼロカーボンとは
　近年、気候変動による異常気象が世界各地で発生し、日本もその例外ではありません。
猛暑、ゲリラ豪雨、台風の大量発生など、私たちの生活に直接関わる問題となっています。
　それでは、なぜこのような異常気象が近年増えてきているのでしょうか？理由の一つ
として、地球温暖化による影響があります。

　地球温暖化とは、温室効果（※１）が温室効果ガスの濃度が上がることで加速し、
必要以上に地上が温められてしまうことを指します。
　※１　�「温室効果」とは地上から放出される熱を大気の中に含まれる温室効果ガス

（水蒸気、二酸化炭素、メタン、フロン類等のこと）が吸収・再放出するこ
とにより、地上が温められることを指します。

　この地球温暖化に歯止めをかけるためのアイディアとして、人間が発生させている温室効果ガスの約75
％を占める二酸化炭素（カーボン）の排出量を減らそうという取組みが世界各地で広がり、共通の目標と
して2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする（※２）ゼロカーボン（カーボンニュートラル）を
掲げました。
　※２　�「二酸化炭素排出量実質ゼロ」とは人為的な二酸化炭素排

出量から、森林等の二酸化炭素吸収量を差し引きし、その
合計をゼロにするということです。

❖ゼロカーボンシティとは
　ゼロカーボン（カーボンニュートラル）の目標は日本でも掲げられており、2020年
10月には国が「2050年カーボンニュートラル宣言」を、2021年３月には北海道が「2050
年までにゼロカーボン北海道の実現」を、そして、2022年１月には、留寿都村が「ゼ
ロカーボンシティ（※３）」を表明し、地球温暖化対策に積極的に取り組むことを宣言
しています。
　　※３　�「ゼロカーボンシティ」とは、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目

指すことを公表した地方自治体の事です。

❖ゼロカーボンシティ宣言について
　留寿都村では、「ゼロカーボンシティ」を宣言したことをきっかけに、2050年までに二
酸化炭素排出量実質ゼロを目指すべく、村内での再生可能エネルギー導入について検討し
たり、ごみの削減等に取り組んでいこうと考えています。

　ゼロカーボンの実現には村民の皆様の協力が必要不可欠です。今後も様々な情報を
随時発信していきたいと思いますので、ぜひご覧いただき、地球温暖化対策に一緒に
取り組んでいきましょう！

ゼロカーボンシティ宣言ゼロカーボンシティ宣言留寿都村

　10月21日に役場で第１回留寿都村再生可能エネルギー導
入検討委員会が開催されました。北海道大学で環境工学を
専門としている長野教授を座長として、村内の事業所等の
代表の方々に委員としてお集まりいただき、二酸化炭素の
排出量削減に向け留寿都村がどの様な再生可能エネルギー
を利用できるか等について、意見を出し合いました。

住民福祉課　電話 0136-46-3131お問合せ先

第１回留寿都村第１回留寿都村
　再生可能エネルギー導入検討委員会開催　再生可能エネルギー導入検討委員会開催
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　10月１日、留寿都中学校で文化祭が開催されま
した。今年度の文化祭のテーマは「昇華～One for 
all, all for one～」で、総合的な学習の時間で学ん
だ各学年ごとの発表も行われました。それぞれの演
目で今までの努力の成果を発揮し、失敗を恐れずみ
んなで協力して発表しました。全校合唱では、今な
お人気の高い平成20年度（2008）年度の第75回NHK
全国学校音楽コンクールの課題曲「手紙」などを全
生徒で披露しました。

留寿都中学校文化祭留寿都中学校文化祭

　10月１日、約１年ぶりに風力発
電事業に係る工事現場見学会が開
催されました。参加した16名の方
は、工事現場を眺めながら、風車

の基礎工事や二次変電所の進捗状況について説明を
受けました。質疑応答も活発に行われ、参加者の関
心の高さがうかがえました。

風力発電事業に係る風力発電事業に係る
工事現場見学会工事現場見学会

感動的な歌声が会場に響きました

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～

＃１７

　やぶ＆ルスツなかよしカレーは、留寿都村の姉妹都市である兵庫県養父市のお米と留寿都村のじゃがいも・玉
ねぎ・にんじんを使ったカレーライスです。10月13日（木）に両市村でこの「やぶ＆ルスツなかよしカレー」を
提供し、留寿都小学校５年生と養父市の大

おお
屋
や

小学校５年生をリモートでつないで交流を深めました！養父市から
は、幻の米とも呼ばれる養父市の中でも限られた地域でしか採れない蛇

じゃ
紋
もん

岩
がん

米
まい

というお米を寄贈していただき、
留寿都村からはじゃがいも・玉ねぎ・にんじんをプレゼントしました。
　留寿都小学校の５年生は全員完食！！
留寿都村と養父市の食のコラボレーショ
ンを堪能してもらえたようです。距離こ
そ離れていますが、今はオンラインでつ
ながることができます。子どもたちは、
お話をしたり、記念撮影をしたり、工夫
をしながら上手に交流していました。最
後は、感染症が収束した際には直接会い
ましょうと約束をして終えました。実現
するといいですね！

やぶ＆ルスツなかよしカレーを提供しました！

教育委員会　電話 0136-46-3321お問合せ先

リモートで繋がり養父市の大屋小との交流を楽しむ留寿都小５年生の児童たち

10月
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　10月３日、令和５年度に小学校１年生に進学する
園児の保護者を対象とした就学時健康診断の待ち時
間を活用し、家庭教育学習会が開催されました。講
師として後志教育局社会教育指導班主査の田中尚史
さんが、子どもの生活習慣の改善や家庭学習の習慣
化を図るため、保護者としてどのように子どもと接
すると良いのか、絵本紹介を交えて、説明していた
だきました。学習会の中では保護者同士の交流時間
も設定し、それぞれの家庭での子どもの生活習慣に
ついて情報交換をしました。

家庭教育学習会家庭教育学習会

　10月12日、留寿都中学校３年生のふるさと学習の
授業で、佐藤村長から「村づくり計画」について講
話がありました。第６次留寿都村総合計画に基づ
き、留寿都村を住み良いまち、魅力的なまちにする
ためにどのように進めていくのかについて話があ
り、生徒のみなさんは真剣に耳を傾けていました。
今回の講話を受けて３年生のみなさんは12月頃に村
へプレゼンテーションを行う予定となっており、ど
のようなプレゼンテーションとなるのか非常に楽し
みです。

留寿都中学校３年生総合的な留寿都中学校３年生総合的な
学習に村長講話学習に村長講話

留寿都村に住んで幸せと思えるような村づくりを

　10月８日、留寿都小学校学芸会が開催されました。
テーマは、「心にひびけ！みんなの思い！～感動と
笑顔の倍返し～」で、各学年が音楽や劇などを発表
しました。１年生は「らいおんきんぐのこ」で初め
ての学芸会で緊張しながらも元気いっぱいな姿を披
露しました。
６年生は最後
の学芸会とな
り、練習を重
ねた演技力で
集大成の発表
でした。

留寿都小学校学芸会留寿都小学校学芸会

子どもたちの成長が見られました

　10月２日、ルスツリゾートで留寿都村子ども会育
成連絡協議会主催の子どもの集いが開催されまし
た。子ども43名、保護者21名が参加し、ルスツリゾ
ートの遊園地内交流やクジ引き抽選会などで大いに
盛り上がり、子どもたちやご家族に笑顔があふれま
した。

子どもの集い子どもの集い

気持ちのよい秋晴れに恵まれました
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　10月15日、第７回なんでもチャレンジクラブ「いきも
のいんくの加藤さんと中島探索にチャレンジ」が行われ
ました。胆振管内の小中学校で出前授業や環境教育に取
り組んでいるNPO法人いきものいんく代表加藤康大さん
と一緒に、遊覧船で中島に上陸し、大平原までハイキン
グしました。「中島にはなんでシカがいると思う？」、「エ
ゾオオカミはなんで絶滅したんだと思う？」加藤さんの
問いかけに子ども
たちは真剣に考え
答えていました。中
島に今起こってい
ることを学び、沢
山の事を考え感じ
る日となりました。

第７回なんでもチャレンジクラブ第７回なんでもチャレンジクラブ
「洞爺湖・中島探索」「洞爺湖・中島探索」

　10月19日に神恵内中学校で開催された後志中文連
英語暗唱大会に留寿都中学校からは３年生の土屋結
愛さんと荒川理央さんが出場し、２人ともしっかり
暗記してきれいな発音で発表されていました。結果
は土屋結愛さんが優秀賞に選ばれました。

後志中文連英語暗唱大会後志中文連英語暗唱大会

　10月18日に喜茂別中学校で開催された後志中文連
山麓地区弁論大会に留寿都中学校からは３年生の土
屋結

ゆ
愛
め

さんと佐々木うららさんが出場しました。テ
ーマは、土屋さんが「今日はタマネギ、ちょっとハ
チミツ」で、佐々木さんは「説得力や影響力のある
言葉の背景には」で、結果は土屋結愛さんが３位１
席になりました。

後志中文連山麓地区弁論大会後志中文連山麓地区弁論大会

佐々木さん（左）と土屋さん（右）は自らの考えを
堂々と発表しました

楽しく学習することができました

土屋さん（左）と荒川さん（右）大会お疲れ様でした

　10月11日、留寿都高校３年生の山口和
やまと

さんと
松山遥

よう

平
へい

さんが「第73回日本学校農業クラブ全
国大会」出場を前に役場に来庁し、村長を表敬
訪問しました。２人は８月９日に岩見沢農業高
校で開催された「全道技術競技大会」で入賞し、
見事全国大会への切符を手に入れました。山口
さんと松山さんは10月25日から27日まで福井県
で行われる全国大会の「農業鑑定競技会」に出
場しました。

留寿都高等学校農業クラブ
全国大会出場！

松山さん（左）と山口さん（右）松山さん（左）と山口さん（右）
全国大会で健闘しました全国大会で健闘しました
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令和４年度上半期

わたしたちの村の� をお知らせします財政状況財政状況
　「村の家計簿」ともいえる村の財政状況を知っていただくため、年に2回（6月と12月）広報るすつでお
知らせしています。
　今回は、令和４年度の上半期（令和４年４月～令和４年9月末現在）までの財政状況についてお知らせ
します。
　一般会計の歳入・歳出予算額、収入済額・支出済額は次のグ
ラフのとおりです。
　令和４年度の一般会計予算は、前年度繰越事業額1,428万円
を含め、当初29億4,201万円でスタートしました。その後、補
正予算により、令和４年9月30日現在の予算現額は30億3,658
万円となっています。

予算額 30億3,658万円

収入済額（収納率50.1％）
15億2,246万円

支出済額（執行率35.6％）
10億7,981万円

一般会計一般会計

歳入
予算額

村税
（住民税、固定資産税、軽自動車税など）

4億4,147万円（14.5%）

 使用料・手数料ほか
（公営住宅家賃など）

4億5,139万円（14.9％）
村債

（建設工事の実施などによる借金）
2億3,794万円（7.8%）

繰入金
（収支を補完するための貯金の取崩し）

  1億5,190万円（5.0%）
国・道支出金

（特定の目的のために交付されるお金）
    2億5,108万円（8.3%）

地方交付税（標準的な行政事務を行なう
ため、国から交付されるお金）
      13億9,971万円（46.1%）
譲与税など各種交付金

（国に納めた税金の一部が交付されるお金）
1億309万円（3.4%）

使用料・手数料ほか
2億612万円（45.7%）

村債
0万円（0.0%）

繰入金
0万円（0.0%）

国・道支出金
6,458万円（25.7%）

地方交付税
9億5,613万円（68.3%）

譲与税など各種交付金
4,664万円（45.2%）

村税
2億4,899万円（56.4%）

※（　）内は各項目毎の収入率

歳入
予算額

歳入
収入済額

歳出
予算額

歳出
支出済額

民生費
（各種福祉、保育所運営など）

     3億8,115万円（12.5%）
衛生費

（各種検診、ごみ処理事務など）
2億619万円（6.8%）

農林水産業費
（農地転用、その他農林畜業事務など）

 7,039万円（2.3%）
土木費

（村道維持、公営住宅管理、除雪など）
3億2,253万円（10.6%）

教育費
（学校・公民館等の管理運営など）

     3億7,549万円（12.4%）
公債費

（村債の返済金）
    4億595万円（13.4%）

総務費・商工費ほか（職員人件費、
議会、消防、商工観光、戸籍事務など）

  12億7,488万円（42.0%）

民生費
1億3,958万円（36.6%）

衛生費
5,021万円（24.4%）

農林水産業費
1,360万円（19.3%）

土木費
2,168万円（6.7%）

教育費
   1億3,913万円（37.1%）

公債費
2億306万円（50.0%）

総務費・商工費ほか
5億1,255万円（40.2%）

※（　）内は各項目毎の執行率【注】上記には、前年度からの繰越分を含んでいます。
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　特別会計の歳入・歳出予算額、収入済額・支出済額は次のグ
ラフのとおりです。
　特別会計とは、特定の事業を行う上で一般会計と切り離して
別個に処理する会計をいいます。現在、村においては、『国民
健康保険事業』、『簡易水道事業』、留寿都診療所を運営するた
めの『診療事業』、地域包括支援センターなどを運営するため
の『介護サービス事業』、『公共下水道事業』、『後期高齢者医療
事業』の6つの特別会計があります。 予算額 5億1,615万円

　令和４年9月末現在、村が事業を行うために借
入れした資金の残高は次のとおりです。

残　高
45億641万円

内訳　一般会計　  33億39万円
　　　特別会計　12億602万円
※住民１人あたりの残高　245万円

令和４年９月末借入残高
0円

※一般会計のみ借入しています

　令和４年9月末現在、村で保有している土地や
建物などの財産は次のとおりです。

土　地� �13,846,600㎡
公園、村の建物敷地など

建　物� 46,246㎡
庁舎、学校、村営住宅など

基　金� 9億3,247万円
財政調整基金、減債基金など

※住民１人あたりの残高　51万円

有価証券等� 2,750万円
株券、出資金など

北海道備荒資金組合納付金
� 1億6,356万円
※住民１人あたりの残高　9万円

特別会計特別会計

村債残高村債残高

一時借入金一時借入金

村有財産村有財産

844万円

5,384万円

772万円

4,487万円

4,364万円

6,518万円

823万円

1,188万円

371万円

2,595万円

2,174万円

3,853万円

2,614万円

1億2,929万円

1,693万円

1億978万円

1億4,199万円

9,202万円

後期高齢者医療事業

公共下水道事業

介護サービス事業

診療事業

簡易水道事業

国民健康保険事業

予算額

収入済額

支出済額

【注】各特別会計において、支出済額に対する収入不足額は、一般会計から一時運用金（一時的な会計間の資金の繰替）により補っています。

総務課　電話�0136-46-3131お問合せ先

� 広報RUSUTSU 9



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

＃５＃５ るすつ手打ちそば愛好会るすつ手打ちそば愛好会

高校生のそば打ち学習定例会の様子

そば打ち体験会の様子 美味しいお蕎麦の出来上がり！

■ 定期の活動内容■ 定期の活動内容
●定例会： 毎月第１金曜日と第３日曜日の●定例会： 毎月第１金曜日と第３日曜日の

９時から12時過ぎまで、三ノ原９時から12時過ぎまで、三ノ原
五輪会館調理室でそば打ちを行五輪会館調理室でそば打ちを行
い、そば打ち技術を高め交流をい、そば打ち技術を高め交流を
深めています。深めています。

●お問合せ先：るすつ手打ちそば愛好会●お問合せ先：るすつ手打ちそば愛好会
　会　長　池田　幸一（電話　0136-46-3736）　会　長　池田　幸一（電話　0136-46-3736）
　事務局　和田　幸弘（電話　0136-46-3360）　事務局　和田　幸弘（電話　0136-46-3360）

　るすつ手打ちそば愛好会は、平成25年４月19日に結成し、
そば打ちの技術の向上並びに会員相互の親睦を図ることを
目的に活動をしています。
　また、会員の中で切磋琢磨し、一般社団法人全麺協が行
っている段位認定会における段位取得を目指す会員もい
て、その指導も行っています。

◉会員数◉会員数
　�令和４年９月時点で、男女合わせて登録　�令和４年９月時点で、男女合わせて登録
会員25名会員25名

◉主な活動◉主な活動
　・�毎年12月に公民館講座として「そば打　・�毎年12月に公民館講座として「そば打
ち講習会」ち講習会」

　・�一般社団法人全麺協が行っている段位　・�一般社団法人全麺協が行っている段位
認定会での段位取得のための指導・練認定会での段位取得のための指導・練
習習

　・�高校生が行うそば打ち学習授業の支援　・�高校生が行うそば打ち学習授業の支援
　・�銀河の杜でのそば打ちの実演�(コロナ　・�銀河の杜でのそば打ちの実演�(コロナ
禍で休止中)禍で休止中)

　・�その他依頼を受けてそば打ち講習会や　・�その他依頼を受けてそば打ち講習会や
そば打ちの実演等そば打ちの実演等

※�　るすつ手打ちそば愛好会は、美味しいそばが食べたい、自分でそばを打ち、
おなかいっぱいそばが食べたいなど、そば好きの集まりです。そば粉とつな
ぎ(小麦粉)と水のシンプルな材料でそばを作り上げますが、シンプルな故に
大変奥が深く、美味しいそばを自指して日々練習をしております。
　�　そば打ちに興味がある方は、一度見学してみたら良いと思います。年会費�
1,000円で、そば粉などは実費負担です。そば打ちの道具は、数人分用意してあ
りますが、長くそば打ちをしてみたい方は、自分の道具を持った方が良いと
思います。道具も、多少安く購入する事ができますので
ご相談ください。

会長
池田　幸一さん
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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２歳児『うさぎ組』の様子をお届けし
ます！
　うさぎ組は、男の子６人、女の子３人、計９人の
クラスです。毎日元気いっぱい、笑って 、泣いて
😭、ケンカして、色々な成長を見せてくれています。
お散歩では、大好きなアリやワラジ虫を探したり👀、
お花を摘んだり、探索活動を楽しんでいます。お部
屋では、戦いごっこ、おままごとなど、役になりき
ってごっこ遊びを楽しんでいます。今回は、昨年の
12月に南後志法人会喜茂別・留寿都地区会から寄贈
されました「ナチュラルキッチン」で遊んでいる子
ども達の様子をご紹介します。

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

（流し台） （レンジ・調理台・冷蔵庫）
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　自分の村の健康に関する状況を知っていますか？使
用している基礎データや年度、計算方法により、数値
が異なる場合もありますので、目安として参考にして
ください。

１．留寿都村の健康に関するデータ
・平均余命、平均自立期間、不健康期間※

男性
平均余命 平均自立期間 不健康期間

村 80.9年 79.9年 1.0年
国 81.1年 79.6年 1.5年

女性
平均余命 平均自立期間 不健康期間

村 89.4年 85.9年 3.5年
国 87.3年 84.0年 3.3年

※�不健康期間＝平均余命（０歳児の平均寿命）－平均
自立期間（要介護２以上）

・死因
　がんと心臓病が同率

・１件当たりの介護給付費
村 105,374円

同規模町村 82,452円
＊�要介護３以上で高くなっており、サービス別にみる
と、居宅サービス１件当たりの給付費は低く、施設
サービス１件当たりの給付費は高くなっています。

・入院費＋外来費の医療費
国民健康保険 後期高齢者医療

１位 統合失調症 脳梗塞
２位 脳梗塞 慢性腎臓病
３位 糖尿病 骨折
４位 関節疾患 認知症

・健診結果について（基準値を超えた方の割合）
メタボ BMI※�25以上 腹囲※

村 20.0％ 15.3％ 36.5％
同規模町村 22.3％ 6.3％ 38.1％
※BMI：�Body�Mass�Index�/�ボディ・マス指数�/�体格指数
　BMI＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）
　18.5～24.9…「標準」、25.0以上…「肥満」
※�腹囲：おへその位置で水平に測定した周径。内臓脂肪が蓄積し
ているかどうか目安がわかります。
　男性�85.0㎝以上、女性�90.0cm以上…「内臓脂肪過多」

・がん検診結果について
受診者 精密検査対象者

乳・子宮 141人 ２人
胃・肺・大腸 407人 13人

２．留寿都村の傾向
　国民健康保険、後期高齢者医療ともに『脳梗塞』での
医療費が高くなっています。脳梗塞を引き起こす原因と
もなる“糖尿病”の医療費も高くなっています。また、
糖尿病を引き起こす原因である“BMI”が健診結果では
同規模町村より高いです。これらは全て繋がっており、
BMIが高いことにより、動脈硬化が進行し、高血圧、糖尿
病などの生活習慣病になり、これらのコントロールがで
きない若しくはり患歴が長く続くと、脳梗塞が起きます。
　がん検診については、数年に１件程度発見されてい
る状況があり、検診により早期発見され、重症化せず
に治療ができた方もいます。
　平均自立期間は国と比べて、心配はありませんが、
不健康期間は短い方が良いです。

　留寿都村の傾向を少し理解していただけたでしょう
か？保健師は予防できる疾患を予防し、疾患を早期発
見することにより、死亡率を下げ、健康で自立した生
活を維持することを目的として、日々の保健活動を実
施しています。みなさんも村の傾向を知り、日々の健
康づくりの参考、会話の話題にしていただければと思
います。ぜひ健診をご受診ください。健康に係る個別
の相談も随時実施しています。

今月のテーマ

健康に係るデータについて

筆者▶ 保健師　松本 麻里

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
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

12月８日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

12月13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

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

12月21日㈬ いきいき体力アップ教室 公民館 13時00分～15時30分 ②

12月22日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

12月26日㈪ 健診結果説明会 公民館 14時00分～15時00分 ①

12月28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29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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　村では、健康診査をより受診しやすくするため、国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療被保険者を対象
とした個別健康診査（人間ドック事業）を実施しています。
　人間ドック事業を利用するためには、必ず受診前に役場保健医療課に申請書を提出いただき、「受診券」の
交付を受ける必要がありますのでご注意ください。なお、健診機関（倶知安厚生病院、札幌厚生病院、北海道
対がん協会、留寿都診療所）への予約は、受診者がご自身の日程に合わせて予約いただくこととなります。
　●人間ドック事業の対象者は、次の全てに該当する方です。
①�受診日時点で、35歳以上の留寿都村国民健康保険の被保険者である方（令和４年度中に35歳になる方も
対象です。）又は後期高齢者医療被保険者である方
②健診結果を役場に提出いただける方
③特定保健指導に該当した場合、指導を受ける方

　●�人間ドック事業の自己負担額は８千円ですが、次のいずれかに該当する方は、自己負担なく受診
することができます（健診機関が実施するオプション検査の検査料は、自己負担があります。）。
①70歳以上の方と住民税非課税世帯の方
②�留寿都村国民健康保険の被保険者で節目健康診査の対象となる方（令和４年度に40歳、45歳、50歳、55歳、
60歳、65歳及び69歳を迎える方）

　実施期間は、令和５年３月末日までです。詳細は、役場保健医療課にお問合せください。

人間ドック事業をご利用ください。人間ドック事業をご利用ください。

保健医療課　電話 ０１３６-４６-３１３１お問合せ先

10
月
の
掲
載
記
事
（
抜
粋
）

　10月１日は、風力発電事業の工事現場見学会に、村民16名の参加をいただきました。今
年は、風力の柱を建てる基礎工事を行っていて、鉄骨で組まれているところやコンクリー
トで固めたところ、施工が完了したところの３パターンのほか、二次変電所の説明を受け
ながら、素朴な質問から専門的な質問まで参加者の関心度の高さがうかがえました。

　10月５日（水）は、後志の６村の連携協議会設立総会を開催し、会長には神恵内村長が、事務局には真狩村長が選出
され、私は「君の椅子部会」を主に取り進めます。小さな村が連携することで、新たな芽を育てられるよう計画します。

　10月12日（水）は、留寿都中学３年生の総合的な学習に関わる講話として「留寿都村の村づくり計画」を総
合計画の基本計画を基にお話をしました。産業の振興と人口減少問題が中心になりましたが、12月頃には中学
生から村づくりへのプレゼンをいただく予定です。楽しみです。

　10月13日（木）は、養父市・留寿都村姉妹提携40周年記念事業「やぶ＆ルスツなかよしカレー試食会」
に参加しました。養父市からいただいたお米と留寿都村のジャガイモやニンジン、玉ねぎを使用しての
カレーライスを、養父市大屋小学校５年生と留寿都小学校５年生をリモートで繋いでいただきました。
村教育委員会が中間に入って留寿都村の風景や留寿都小学校校舎、養父市大屋小学校の写真を見せると、
養父市の子どもたちは「めっちゃきれい」「学校いいな」などの声が聞こえました。給食センターの方々
にも、大変お世話になりました。来年の夏、留寿都村にぜひ、お越しくださいね。お待ちしています。

　10月21日（金）は、村の再生可能エネルギー導入検討委員会を開催し、座長には北海道大学大学院工学研究院
の長野教授にご依頼しました。長野教授には、本村の子どもセンター建設時に地中熱ヒートポンプや環境設備基
本計画や設計、施工指導をいただきました。今回の検討委員会でも再生エネルギーについて貴重なご意見をいた
だき、委員からも発言しやすい会議運営とコンサルタント作成資料から村の課題等をお話いただきました。

　10月18日（火）は、道路関係と北海道新幹線に係る要望を、小樽開発建設部をはじめ北海道開発局、道路局
等に行いました。この要望は、就任直後にコロナ感染症拡大により今回が初参加となりましたが、小樽市長を
はじめ後志管内の町村長が一堂に行うことの意義を要望先で評価いただきました。

　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】
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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
医療費通知について

  医療費通知を全受診者へ送付しています
　広域連合では被保険者の皆様の医療費総額等についてお知らせする「医療費通知」を年２回、対象期間
に医療機関等を受診した全ての被保険者の皆様へ送付します。
　これは、医療機関の窓口でお支払いただいた自己負担分を除いた医療費は、後期高齢者医療制度から支
払われていることを具体的に理解していただくとともに、健康管理の重要性を意識していただくことで、
医療費の適正化、ひいては被保険者の皆様の負担軽減を図ることを目的としています。

 医療費通知の活用例
　�　医療費の推移が把握でき、ご自身の健康状況の把握や健康管理に活用できます。健康診査等、皆様の
健康増進に役立つ情報をお知らせします。診療日数等に間違いがないか確認しましょう。

　　【イメージ図】

1

1

5

自己負担額
食事療養・生活療養費

008,1000,81院病○○

費用額 標準負担額回数
日数 医療費の総額

000,032計合

000,1000,01局薬××

 △△病院

23,000

202,000 20,200

受診年月

令和4年1月

令和4年2月

令和4年3月

診療区分

 医科外来

 調剤

 医科入院

診療を受けた医療機関名称等

11,490 5,40015

11,490 5,400

 医療費控除の申告について
　�　このお知らせは、医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができます。医療費控
除の申告に関することは、税務署にお問合せください。

 注意事項
　�　医療機関等の請求遅れや請求内容を審査中のもの等一部の受診記録が記載されていない場合がありま
す。自己負担額は、医療費助成等を受けている場合等、記載されている金額と実際にご自身が負担され
た金額が異なる場合があります。

　�　このお知らせは、皆様の受診状況についてお知らせするものであり、請求書ではありません。また、
特に手続等行っていただく必要はありません。

 発送月・対象診療月

　　
発送月 診療月

令和５年１月（上旬） 令和４年１月～９月
令和５年２月（下旬） 令和４年10月～12月

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
【住所】〒048-1731
　 留寿都村字留寿都175番地

【電話】0136-46-3131
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　三ノ原五輪会館の旧幼児用トイレを改修し、障がい者の方や幼児が利用できる多目的トイレを設置しました。
　多目的トイレには、オストメイト対応トイレ、幼児用トイレ、ベビーベッド、ベビーチェア、幼児用フ
ィッティングボードが設置されています。
　また、既存の男子トイレと女子トイレの和式便器を洋式便器へ取替えを行いました。
　三ノ原五輪会館は、地域住⺠のコミュニティを図る施設であり、集会やレクリエーション活動の場所と
して利用できる施設ですので、ぜひご利用ください。また、災害時の避難所としても利用される施設です。
　集会等で施設を利用
する際には申請が必要
ですので、住⺠福祉課
までお問合せください。

住民福祉課 からのお知らせ 住基ネットの
年末年始の運用について

　住基ネットの年末年始の運用につきまして、下記のとおりとなりますのでお知らせいたします。
　12月29日（木）から１月５日（木）までの期間は、マイナンバーカードの交付や住民票の広域交付など
が行えませんのでご注意ください。
　ご不明な点は住⺠福祉課までお問合せください。

日　　付 留　寿　都　村　の　窓　口 他市区町村の窓口
住民票の交付 マイナンバーカードの交付等 住民票の広域交付 住民票の広域交付

12月29日（木）～12月30日（金） 〇 ×
12月31日（土）～１月５日（木） ×
１月６日（金）～通常どおり 〇

住民福祉課　電話 0136-46-3131お問合せ先

留寿都村生活応援券の
使用期限のお知らせ
　村⺠の生活支援や地域経済の活性化を図ることを
目的に全村⺠に配布いたしました留寿都村生活応援
券の使用期限が近づいてきました。
　まだ使用していない留寿都村生活応援券をお持ち
の方は、使用期限までにご使用していただきますよ
う、お願いします。

【使用期限】令和５年１月３１日(火)まで

三ノ原五輪会館に多目的トイレを三ノ原五輪会館に多目的トイレを
設置しました設置しました

←公共施設の空き状況確認はこちらから←公共施設の空き状況確認はこちらから
　https://www.vill.rusutsu.lg.jp/facility/　https://www.vill.rusutsu.lg.jp/facility/
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　事業主の皆さんは、特別徴収義務者として法人・個人を問わず、一定の要件
を満たした従業員について個人住民税を特別徴収していただく必要があります。
（根拠：地方税法第321条の３及び４・各市町村の税条例）
特別徴収とは？
　事業主（給与支払者）が所得税の源泉徴収と同じく、従業員（納税義務者）
に代わり毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り、納付していた
だく制度です。

　後志総合振興局では、管内の市町村と協力し、特別徴収の適正な実施を進
めるために、平成26年にガイドラインを制定しました。しかし従業員の皆さ
ん自身が納める普通徴収が多く、滞納額が増加傾向にあります。
　そのため滞納状況の改善にむけ、より多くの事業者に特別徴収に取り組ん
で頂くため、ガイドラインの見直しを行いました。
主な変更点
＠従業員が３名以上の事業所の方々にも特別徴収を適用いたします。

12月は「滞納整理強化月間」です12月は「滞納整理強化月間」です
　留寿都村は、12月を「滞納整理強化月間」とし、村税の滞納整理に積極的に取り組みます。
　皆さんに課税されている税金は、道路・上下水道・公営住宅・公園などの整備、社会福祉・医療制度などの充実
や教育の振興など、私たちが健康で文化的な暮らしができるよう、様々な活動に使われている貴重な財源です。
　納期限を過ぎた村税の納付がまだお済みでない方は、早急に納付してください。

　留寿都村では、納期内に納付いただいております大半の納税者の皆様との公平性を確保するため、滞納者に
は厳しく差押え（預貯金、自動車、生命保険、不動産等の財産）を実施します。
　事情のある方は、納期内にご相談ください。
　納税通知書や督促状を出しても何の相談もなく、滞納している方には厳しい姿勢
で滞納処分を実施します。
　１月～３月は、さらに滞納整理を強化しますのでご注意ください。

滞納者への対応

　納期限を経過すると、納付の日までに応じ一定の割合を乗じた延滞金がかかりま
す。滞納を放置することで加算される延滞金の額も増えることとなってしまいます
のでご注意ください。

延滞金について

　納期限の日に指定の口座から村税（後期高齢者医療保険料を含む。）を自動的に引き落とす「口座振替」は
納付書による納付に比べて、役場や金融機関に納付に行く手間が省け、納め忘れを防ぐことができるという利
点があります。
　振替可能な金融機関は次の３か所です。
　　○北海道信用金庫留寿都支店
　　○ようてい農業協同組合留寿都支所（口座名義は真狩支所となっています）
　　○ゆうちょ銀行（全国）
　振替の申し込みは、振替を希望する預金通帳、通帳印を持参の上、振替を希望する金融機関の窓口で手続き
を行ってください。申し込みから１か月ほどで振替が可能となります。

便利で確実な口座振替

税務課　電話 0136-46-3131お問合せ先納税に関する
ご相談はこちらまで

令和４年10月から特別徴収の令和４年10月から特別徴収の
�� ガイドラインガイドラインが変わります！が変わります！

僕は僕は
「チロべし」。「チロべし」。
北海道に住んで北海道に住んで
いる皆さまが安いる皆さまが安
全に楽しく生活全に楽しく生活
できるよう住民できるよう住民
税の特別徴収に税の特別徴収に
ご協力をお願いご協力をお願い
します。します。

QRコードから、QRコードから、
制度の詳しい説明を制度の詳しい説明を
ご覧ください。ご覧ください。⇨⇨
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農林課　電話 0136-46-3131お問合せ先

農地等からの土砂流出防止に御協力ください農地等からの土砂流出防止に御協力ください

　大雨等が原因で道路や側溝等に流出した土砂は、道路の排水機能を低下させ、冠水などの被害を引
き起こし、車両や歩行者の通行に支障をきたすなどの影響を与えてしまいます。
　こうした被害を未然に防ぐためにも、農地等の所有者のみなさまには、今一度、農地等からの土砂
流出防止の対策を講じていただきますようお願いします。
　万が一、道路や側溝等へ土砂が流出してしまった場合は、速やかに清掃等を実施していただきます
ようお願いします。

　留寿都村では、農地の効率的な利用及び農地等の崩落防止や優良農地の保全を目的に、農業者が実
施する以下の工事・工種にかかる費用を助成する事業を実施しています。
　土砂流出防止対策として有効な心土破砕や土留め工などの工種も事業の対象としていますので、事
業の活用につきましてご検討をお願いします。

【対象となる工事・工種】
① 区画整理（農地の開墾を含む）
② 暗きょ排水・明きょ排水（流末までの管路含む）
③ 土層改良（心土破砕・除礫含む）
④ 土羽工（切土、盛土、客土、張芝工等の養生含む）
⑤ 土留め工（段柵等、谷止め工含む）
⑥  ①から⑤に係る設計費・積算費・施工管理費、その他工事を実施するために必要な

運搬等の諸経費
※令和４年度の事業は、既に申請を締め切っておりますのでご了承ください。
※令和５年度は４月から受付いたします。

補助率：1/2～1/4

上　限：500,000円

留寿都村農地等保全改良特別事業のお知らせ留寿都村農地等保全改良特別事業のお知らせ
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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「村長のタウンミーティング」を実施していま
す。村長とお話がしたい、村政について聞きたいこと
や要望があるなどテーマは問いません。概ね５名以上
の団体またはグループで、開催希望日の約２週間前ま
でに企画観光課へお申込みください。日程調整後、開
催のご連絡をいたします。詳しくは企画観光課までお
問合せください。
※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、日程は
別途相談させていただきます。

役場庁舎年末年始閉庁のお知らせ
　年末年始に伴い、役場庁舎は令和４年12月31日（土）
から令和５年１月５日（木）まで閉庁となります。閉
庁時でも、出生届、死亡届、婚姻届など戸籍関係の受
付業務や埋火葬許可証の交付業務は行いますので、ご
用の方はご連絡ください。

９時から17時まで　
　役場庁舎　電話　0136-46-3131

17時から翌朝９時まで
　協和総合管理(株)倶知安営業所　電話�0136-23-2054

公民館年末年始閉館のお知らせ
　年末年始に伴い、令和４年12月31日（土）から令和５
年１月５日（木）まで公民館を閉館します。この期間は
図書室のご利用もできませんのでご了承ください。

武道館年末年始閉館のお知らせ
　年末年始に伴い、令和４年12月31日（土）から令和
５年１月５日（木）まで武道館を閉館します。

年末年始閉館のお知らせ
　年末年始に伴い、令和４年12月31日（土）から令和
５年１月５日（木）まで保育所及び放課後児童クラブ、
子育て支援センター、小型児童館を閉館します。

診療所年末年始休診のお知らせ
　年末年始に伴い、令和４年12月31日（土）から令和
５年１月５日（木）まで休診します。

ルスツ温泉年末年始の営業について
　年末年始のルスツ温泉の営業についてお知らせしま
す。本年もたくさんのご愛顧ありがとうございまし
た。年始は令和５年１月５日（木）から通常営業とな
ります。

令和４年12月31日（土）　午後５時まで営業
令和５年１月１日（日）～４日(水)　休業
問合せ　留寿都商工会　電話　0136-46-3453

道の駅230ルスツ年末年始の営業について
　年末年始に伴い、令和４年12月31日（土）から令和
５年１月４日（水）まで休業します。
　年始は令和５年１月５日（木）から通常営業となります。

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）

総務課�総務課� （庁舎⑥番窓口）

教育委員会からのお知らせ教育委員会からのお知らせ

るすつ子どもセンターからのお知らせるすつ子どもセンターからのお知らせ

診療所からのお知らせ診療所からのお知らせ

他機関からのお知らせ他機関からのお知らせ

納期限12月26日（月）
　村・道民税　第４期納期限
　国民健康保険税　第７期納期限
　後期高齢者医療保険料　第７期納期限

※忘れずに納めましょう
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通信販売での「定期購入」に関する相談が全国の相談窓口に多く寄せられています。お試しだと思って申し
込みをしたが、複数回の購入が条件になっていて、全部の回数を購入すると決して安くないのでやめたいとい
う相談が多いです。しかし、最近は「定期縛りなし」と表示されていた定期購入を申し込み、初回の商品を受
け取った後、解約しようとしたところ、４回の定期購入が条件のコースになっているので解約できないと言わ
れた、いつでも解約可能という記載を見て申し込みをしたのに数か月のコースになっているので解約すると違
約金が発生すると言われたという相談が増えています。
相談者の申し込み状況を確認すると、いつでも解約可能や定期縛りなしというコースで申し込みをしたが、
注文後に特別割引クーポンを利用するというボタンを押したことで、気づかないうちに定期購入コースに変更
されていて、最終確認画面には記載されていたものの、見落としてしまっていることが多い状況です。
トラブルにあわないために、注文する際は最終画面で、定期購入が条件になっていないか、支払い総額がい
くらか、解約や返品の条件、利用規約の内容等を十分に確認しましょう。念のため、最終確認画面をスクリー
ンショットで保存するなどの対応もしましょう。
もし、トラブルにまきこまれてしまった場合はすぐに相談窓口、役場などにご相談ください。

「お得にお試し」「定期縛りなし」本当に大丈夫？
「特別割引クーポン」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

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

自衛官候補生
（第６回）

採用予定月の１日現在
18歳以上33歳未満の者

令和５年１月１日（日）
～

令和５年１月20日（金）

令和５年１月27日（金）、
28日（土）

※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� 12・１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

12月 ７日、14日、21日、28日
１月 ４日、11日、18日、25日

弁護士無料法律相談会� 12・１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

12月 ９日（金）　１月 13日（金）
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人口と世帯（外国人を含む）

令和４年10月末現在

人口

男性

女性

世帯

	1,822	（前月比－19）
内外国人	122（前月比－12）
	 928	（前月比－14）
	 894	（前月比－５）
	 962	（前月比－18）

（わな及び銃器による捕獲駆除数：�
� 10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：150頭
◉アライグマ：� 85頭
◉タ　ヌ　キ：� ５頭
◉キ　ツ　ネ：� ８頭
◉カ　ラ　ス：� ２羽
◉ハ　　　ト：� ０羽

お詫びと訂正
　令和４年10月20日発行の広報るすつ11月号４ページ
に掲載しました「留寿都高等学校の生徒インタビュー」
の記事の中で、ご紹介した方のお名前に誤りがありました。
「村上綾香さん」が、正しくは「村上華

はるな
菜さん」でした。

　お詫びして訂正いたします。

こんにちは赤ちゃん
10月５日	 白井　乙

おと

羽
は

ちゃん
保護者/守さん＝奈美さん（知来別）

お悔やみ申し上げます
10月３日	 蓮井　純一さん　満96歳（本町）
10月９日	 浅野　芳春さん　満85歳（新町）
10月20日	 田中　　收さん　満92歳（泉川）
10月27日	 反保　國雄さん　満84歳（向丘）

10月１日～10月31日届出分

　羊蹄山麓支部の年末年始の当番診療所は次のとおりです。なお、診療時間は９時から12時までとなってお
りますので、ご注意ください。

12月29日 カワバタ歯科（倶知安町南２条西２-16） 電話 ０１３６-２２-６４８０

12月30日 ふじ歯科クリニック（喜茂別町字喜茂別356-1） 電話 ０１３６-３１-２１４１

12月31日 町立蘭越歯科診療所（蘭越町蘭越町253） 電話 ０１３６-５７-５１８１

１月１日　伊藤歯科医院（倶知安町北１条西２-20） 電話 ０１３６-２２-１５９５

１月２日　ぶなの森レインボー歯科クリニック（黒松内町字黒松内290） 電話 ０１３６-７７-２２１６

１月３日 くにもと歯科医院（倶知安町北３条東１-29） 電話 ０１３６-２３-１９７１

後志歯科医師会　地域医療担当　デュオ歯科医院　電話�0135-42-3993お問合せ先

歯科の年末年始休日当番診療所のお知らせ

2022年12月号20
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