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寿都町決算の財政比率の公表について
寿都町の平成３０年度の健全化判断比率（地方公共団体の財政状況を表す統一的な指標）は下記のとおり
となっています。
全ての比率において早期健全化基準を下回りましたが、これまでの公共施設などの整備で地方債の借入返
済金（公債費）が増加しているため、実質公債費比率については今後も高い水準が見込まれており、より一
層の健全な財政運営に努めなければなりません。

健全化判断比率
実質赤字比率

将来負担比率

一般会計の歳出に対する歳入の不足額（いわゆる
赤字額）の標準財政規模（※１）に占める割合のこ
とで、平成３０年度決算見込では一般会計は赤字で
はないことから、「－」の表示になっています。

一般会計の地方債残高（将来返済する地方債の元
金総額）や将来支払う可能性のある負担金等の額の
標準財政規模に占める割合のことで、この比率が高
くなるほど、将来の財政を圧迫する可能性が高くな
ります。平成３０年度の比率は、５７．８％で、地方債
残高の減少などにより前年度と比較して２０．５％減
少していますが、全道的に見ると高い水準であるた
め、将来を見据えた財政運営を図る必要があります。

※１

町税に、普通交付税や譲与税などを加えたその団
体の収入規模を示すもので、平成３０年度決算見込
額は２０億７，９００万円です

連結実質赤字比率
一般会計のほか、全ての特別会計の収支の合算額
に対する標準財政規模に占める割合のことで、平成
３０年度決算見込は全ての会計で赤字ではないこと
から、「－」の表示になっています。

（単位：％）

項 目

実質公債費比率
一般会計の公債費のほか、特別会計の公債費相当
額を合算した額などの標準財政規模に占める割合の
ことで、平成３０年度の比率は１３．６％になってい
ます。一般会計の地方債元利償還金が増加しており
ますが、公営企業会計の地方債償還のための一般会
計繰出金が、地方債の償還終了に伴い減少している
ことから、前年度と比較して増減はありません。
公 債 費 負 担 適 正 化 計 画 （※２） を 策 定 す る 基 準
（１８．０％）を下回っていますが、今後も高い比
率が見込まれることから、適正な地方債の発行に努
める必要があります。

平成30年度 平成29年度
決算
決算

比較

早期健全化 財政再生
基準
基準

実質赤字
比
率

ー

ー

ー

15.0

20.0

連結実質赤字
比
率

ー

ー

ー

20.0

40.0

実質公債費
比
率

13.6

13.6

0.0

25.0

35.0

将来負担
比
率

57.8

78.3 △20.5 350.0

ー

※２ 実質公債費比率を１８．０％未満に抑制するための計画

資金不足比率
（単位：％）

各公営企業会計の資金不足額を示す割合です。
本町の各公営企業会計は、資金不足ではないこと
から、
「―」の表示となっており、良好な状態です。

令和 元（２０１9）
年10月号
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会 計 名

比 率

早期健全化基準

簡易水道事業特別会計

ー

20.0

公共下水道事業特別会計

ー

20.0

風力発電事業特別会計

ー

20.0

長寿をお祝いして

敬老会

９月１３日、町内にお住まいの数え年で７５歳以上の方（６９９名）をお祝いする「寿都町敬老会」を総合
文化センターで行い、１３５名の方が出席されました。
寿都町議会石澤洋二議長をはじめとしたご来賓の方々
から多くのお祝いの言葉が贈られ、今年度めでたく米寿
を迎えられた皆さんには、片岡春雄町長からお祝いの記
念品が贈呈されました。
また、出席者を代表した櫻庭一男さん(渡島町)からのお
礼の言葉では、
「これからも健康であること、そして地域
貢献に努めていきたい」と力強い言葉で述べられました。

米寿おめでとうございます
米寿おめでとうございま
《敬称略》

秋山
一戸
笠島
川浦
窪谷
黒瀧
黒瀧
小林
齋藤
成田
西根

勝昭
サダ
操
康男
幸雄
貞
康雄
ユミ
久子
政明
澄子

（矢 追）
（矢 追）
（矢 追）
（新 栄）
（矢 追）
（矢 追）
（矢 追）
（上湯別）
（歌 棄）
（下湯別）

西村サツ子
日角 なら
福士 敦子
松澤
二
松本キミコ
村山 惠子
山田惠美子
横手テツミ
横山 幸夫
若林 房子

（六 条）
（大 磯）
（美 谷）
（開 進）
（美 谷）
（新 栄）
（歌 棄）
（新 栄）
（能津登）
（上湯別）

（新 栄）
令和元年９月９日現在

西方

東方

令和元年度

寿都町長寿番付表

《敬称略》

森内 タミ 107歳（有戸） 横 綱
澤田 ユキ 100歳（矢追） 大 関
角谷ハナヨ 99歳（矢追） 関 脇
田中トミヱ 98歳（下湯別） 小 結
藤井キミヱ 97歳（矢追） 前頭１
成田 つや 97歳（下湯別） 2
中里 みず 97歳（渡島） 3
森田ハツヱ 97歳（歌棄） 4
長内チカ子 97歳（歌棄） 5
佐々木トシ子 97歳（歌棄） 6
山代 美重 96歳（能津登） 7
遠山 アサ 96歳（新栄） 8
田中 壽男 96歳（岩崎） 9
柳谷 ひで 95歳（樽岸） 10
宮本スジヱ 95歳（渡島） 11
敦賀
操 95歳（開進） 12
五十嵐亭子 95歳（歌棄） 13
村上 宮子 94歳（新栄） 14
木村 敏晴 94歳（矢追） 15
大山ウメ子 94歳（新栄） 16
髙野喜代江 94歳（新栄） 17
野 範子 94歳（歌棄） 18
髙橋 ミヱ 93歳（矢追） 19
大岩 祝子 93歳（渡島） 20

中井 光枝 102歳（六条）
佐藤 桂子 100歳（歌棄）
三浦 ミサ 99歳（歌棄）
小鷹 定幸 98歳（弁慶）
高村アイ子 97歳（開進）
橋本
子 97歳（有戸）
德田 友春 97歳（歌棄）
小野としゑ 97歳（能津登）
小川ヒロ子 97歳（開進）
工藤つや子 97歳（新栄）
上戸 ツル 96歳（新栄）
田
茂 96歳（大磯）
問谷重次郎 96歳（建岩）
前川 キク 95歳（開進）
長内 一弘 95歳（鮫取澗）
山崎トキエ 95歳（新栄）
長 キヨミ 95歳（新栄）
泉谷
博 94歳（岩崎）
佐藤 貞子 94歳（開進）
横川 辰雄 94歳（樽岸）
芳川フクヱ 94歳（大磯）
天神林五郎 94歳（建岩）
甲田 ふみ 93歳（大磯）
小西 惠子 93歳（歌棄）

祝宴では、寿都保育園児の可愛らしいお遊戯や、
札幌市在住の齋藤克恵さんによる音楽レクリエー
ションが行われ、会場は笑顔と拍手であふれてい
ました。
参加者は、親しい友人や懐かしい知人との再会
を喜び合い、思い出話に花を咲かせるなど楽しい
時間を過ごされました。
歓談の様子

会場を盛り上げてくれた保育園児によるお遊戯と
齋藤克恵さんによる音楽レクリエーション

令和元年９月９日現在の満年齢です
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みんなの診療所 No.144

寿都町立寿都診療所
電話 0136ー62ー2411

紹 介 状について
皆さんは、かかりつけの医療機関から別の医療機関を受診するときに「紹介
状」を書いてもらったことはありますか。今回は、紹介状の内容やメリットな
どについてご紹介します。

医事係 臼杵 真智子

Q1 紹介状とは？
紹介状は正式には「診療情報提供書」といい、かかりつけの医療機関が紹介先へ患者の情報を伝え
るためのものです。

●主な内容●
●氏名・生年月日・性別・住所・電話番号など
●紹介の目的
●主な症状や疑われる病名、治療経過
●服薬内容
●アレルギー歴や家族情報など
◎ＣＴの画像データや心電図などの検査結果を
同封する場合もあります。

Q2 紹介状があるとどんなメリットがあるの？
紹介先の医療機関に診療情報を提供することにより、患者の現在の状態を把握してもらえるので、
治療方針などがすぐに決まり、具体的な診療に移行することが可能になります。また、照会元の医療
機関で行った検査結果が情報提供されることにより、検査を重複して行う必要がなくなり、検査に要
する時間や身体的苦痛、医療費の負担軽減にもつながります。（ただし、照会先の医師の判断によっ
ては同じ検査を行う場合があります。）
紹介状を持参せずに、入院病床を２００床以上有する医療機関を受診した場合、健康保険の自己負
担金のほかに、選定療養費（※１）という保険外併用療養費が掛かることがありますが、紹介状を持
参することにより、この費用を負担することなく受診できます。
（※１）初期の治療は基本的に地域の医院・診療所で診療し、高度で専門的な治療は入院病床を２００
床以上有する医療機関で行うという制度です。選定療養費の負担有無や金額は医療機関で異な
ります。

Q3 紹介状を作成した場合の自己負担額は？
紹介状の作成に掛かる料金は医療保険給付の対象となり、保険点数２５０点と定められています。
金額は以下のとおりです。
健康保険の負担割合が１割・・・２５０円
２割・・・５００円
３割・・・７５０円

※交通事故や労働災害、公務災害で受診中の場合
や公費負担医療の受給対象者の方など、ケース
によっては自己負担がないことがあります。

転居予定などで、かかりつけの医療機関を変更する必要がある場合は、事前に紹介状の作成を依頼して
おくと転居先でも継続した治療を受けることができますので、まずはかかりつけ医へご相談ください。
令和 元（２０１9）
年10月号
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寿都町教育委員会
電話 0136ー62ー2100
FAX 0136ー62ー2280

赤ちゃんから お年寄りまで

みんなが、学びの主人公
英語サロンを開催します

いきいき元気度測定会を開催しました

外国人英語指導職員ショーン先生による「英語サ
ロン」を下記の日程で開催します。
英語サロンは、開催時間内であれば都合の良い時
間に出入りすることができる英会話教室です。
英語が苦手な方でも楽しみながら学べる教室です
ので、お気軽にご参加ください。

９月１５日、１６
日の２日間、総合体
育館で「いきいき元
気度測定会」を開催
し、約１２０名が参
加しました。
北翔大学の学生やＮＰＯ法人ソーシャルビジネス
推進センターの皆さんの協力のもと、握力測定や長
座体前屈など６種類の測定を行いました。
参加者からは、「辛い運動もあったが、スタッフ
が優しく補助してくれたので、楽しんでできた」と
いった感想がありました。
今回の測定結果は、１０月１９日（土）に行う
「健康フェア」でお渡ししますので、ぜひご参加く
ださい。

開催日時：１１月６日から１２月１８日までの
毎週水曜日（全７回）
午後６時３０分～午後８時００分
開催場所：総合文化センター 健康管理室
お問い合わせ先：住民学習推進係

たくさんの本に囲まれたブックフェスティバル
８月３１日、総合文化センターで、本のお祭り
「ブックフェスティバル」を開催し、お子さんと保
護者約７０名が参加しました。
図書ボランティアによる手作り「大型絵本の読み
聞かせ」や、一般社団法人北海道ブックシェアリン
グの皆さんによる「絵本のばくりっこ」、「絵本カ
バーのエコバック作り」などを行いました。
子どもたちは、たくさんの本に囲まれ、どの本を
借りるか悩んでいたり、さまざまな本に興味津々な
様子が見られました。
幼少期から本に親し
むことは、子どもの国
語力や集中力の向上に
つながりますので、ご
家庭でも読み聞かせな
どに取り組んでみては
いかがでしょうか。

心地よい汗を流した全町歩こう会
９月１日、「全町歩こう会」を開催しました。
残暑のもと、参加した約４０名は、心地よい汗を
かきながら朱太川沿いを通る約６キロメートルの
コースを歩きました。
「また
農村活性化センターにゴールした皆さんは、
「景色がきれいで楽しかった」
来年も参加したい」、
などの感想を語りながら、豚汁やおにぎりを食べ、
その後、温泉に入浴するなど疲れた体を癒しました。

第５１回寿都町総合文化祭 参加者募集のお知らせ
第５１回寿都町総合文化祭
を右記の日程で開催します。
開催に伴い、文化祭への作
品展示・芸能発表の参加者を
募集します。
たくさんの方のご参加をお
待ちしています。

○開催日程○
■作品展示 １０月３０日(水)～１１月３日(日)
■芸能発表・物産展・バザー等 １１月３日(日)
■発表・出展申込
・１０月７日(月)まで
新聞折り込みした申込書を事務局へ提出してください。
※申込書は総合文化センター窓口でも配布しています。
■申込・お問い合わせ先
寿都町文化団体連絡協議会事務局 教育委員会文化推進係
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まちの
出来事＆
お知らせ

寿都町花いっぱい運動ボランティア協議会が
道路功労者表彰（日本道路協会長表彰）を受賞

交通安全旗の波
１００人作戦啓発運動

このたび、寿都町花いっぱい運動ボランティア協
議会（金盛剛会長）が道路功労者表彰（日本道路協
会長表彰）を受賞され、９月４日、役場で小樽開発
建設部の渡邊政義部長から表彰状と記念品の伝達が
行われました。
この表彰は、国土交通省が実施している「道路ふ
れあい月間（毎年８月１日から３１日）」の行事の
一環として、道路の愛護・美化保全などに尽力され
た個人・団体を対象に行っています。
寿都町花いっぱい運動ボランティア協議会は、各
町内会や郵便局をはじめ町内各事業所など、２４団
体で構成されており、国道２２９号の沿線などにお
いて、花壇の管理や周辺の清掃活動などに積極的に
取り組まれています。
このたびの受賞に対し、片岡春雄町長は「町を綺
麗にしたいという町民の思いから始まった活動が表
彰を受けられたことは素晴らしいことです。これか
らも多くの皆さんに寿都町を訪れていただけるよ
う、町としても取り組んでいきたい。」とお祝いの
言葉を述べられました。

９月２０日、秋の全国交通安全運動の実施に合わ
せ、旗の波１００人作戦が開催されました。総合文
化センター野外広場に約１００人の参加者が集ま
り、開会のセレモニーを行い、その後、総合文化セ
ンターから寿都中学校までの国道沿線に並び、交通
安全の旗を掲げて、走行する車に交通安全を呼びか
けました。

さっぽろオータムフェスト201９ 出店
９月６日から札幌市大通公園で、さっぽろオータ
ムフェスト２０１９が開催され、本町からも町内水
産加工会社などが出店しました。
期間中は、蒸し
ガキや焼きツブ、
小女子の佃煮など
町自慢の特産品を
道内外から訪れた
多くの方々に販売
し、寿都の魅力を
ＰＲしました。

寿都高校テニス部 全道大会出場決定
９月７日、８日に小樽市で開催された第２５回小樽支部高等学
校秋季テニス大会において寿都高校テニス部が優秀な成績を収
め、１０月８日から３日間、旭川市で開催される全道大会への出
場が決定しました。（成績は全道出場分）
大会前、部長の山下龍平さんは「後志の代表として恥ないよ
う、一球一球諦めずに勝利に向けて頑張る。」と意気込みを語っ
てくれました。
○男子団体戦
優 勝
山下龍平（２年）木村吏希（２年）上田大心（２年）黒澤愛太（２年）渡辺彪雅（２年）大崎要（１年）飯島匠望（１年）
○女子シングルス
第２位
磯谷優梨菜
（１年）
○男子ダブルス
第３位
山下龍平
（２年）上田大心（２年）
○女子ダブルス
第３位
磯谷優梨菜
（１年）三上幸来（１年）
《敬称略》
全道大会での皆さんの活躍を期待しています。大会の結果は来月号に掲載します。
令和 元（２０１9）
年10月号
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とれたて「風太くん」ニュース

まちの
出来事＆
お知らせ
〜Ｖｏl.1９〜

今月のニュースは「道の駅みなとま～れ寿都」
「ベーカリー寿」からお届けします。

みなとま～れニュース

秋の新作メニューを提供しています

涼しい風が吹く秋を迎えました。みなとま～れ寿都
では寿都産の鮭やはちみつを使用した新作メニューを
提供しています。
「秋鮭といくらのイタリアンちらし（９００円）」
は、オリジナルのタレで味付けをしたご飯に、寿都産
秋鮭といくらをふんだんに乗せ、バターをトッピング
した一品です。そのほかにも、旬のきのこをたっぷり 秋鮭といくらのイタリアンちらし 秋鮭ときのこのクリームパスタ
と使用し、秋鮭をトッピングした「秋鮭ときのこのク
リームパスタ（８５０円）」や、町内で加工された鮭と
ばから出汁をとり、香味油やトッピングすべてに鮭が
使用されている「鮭とば醤油ラーメン（８００円）」、
寿都産の栗はちみつを使用した「ハニーバナナサンド
（４００円）」を期間限定で提供しています。
ご家族や友人とお誘い合わせのうえ、みなとま～れ
鮭とば醤油ラーメン
ハニーバナナサンド
寿都で、ぜひ寿都の秋の味覚をご堪能ください。

１０月から営業時間・休館日が変更となっています
みなとま～れ寿都は、１０月から営業時間・休館日を
右記のとおり変更しておりますので、これからも変わら
ぬご愛顧のほどよろしくお願いします。

【営業時間】 ９：００～１７：００
【休 館 日】 毎月第１・第３月曜日

寿都町観光交流センター「みなとま〜れ寿都」
（一般社団法人寿都観光物産協会）
●
●

住 所 ： 寿都町字大磯町２９−１
電 話 ：０１３６−６２−２５５０

ベーカリー寿ニュース

開館時間：
【10月〜3月】
９：００〜１7：００
休 館 日：
【10月〜3月】毎月第１･３月曜日

Ｅ−Ｍａｉ
ｌ： eki@suttufan.com
H P ： http://suttufan.com/

●

●

●

●

もうすぐオープン１周年 ２つのフェアを開催します！

ベーカリー寿は、昨年１１月のオープンからもうすぐ１周年を迎えようとしています。この間、多くの
皆さまにご愛顧いただきありがとうございます。今後も皆さまに喜んでいただけるよう努力してまいりま
すので、よろしくお願いいたします。

ハロウィンフェア

オープン１周年リニューアルフェア

１０月２１
（月）から３１日（木）
までの期間、
ハロウィン
限定商品を販売するほか、
パンを購入した小学６年生
までのお子様限定で合言葉（トリック・オア・
トリート）を
言うとお菓子をプレゼントします。
多くの皆さまのご来店をお待ちし
ています。

１１月７日（木）から９日（土）までの３日間、
１周年記
念新商品を販売するほか、
期間中は風太くんポイント
を２倍とし、
全商品を特別価格で販売します。また、
今
後は毎月７日を「パンの日」とし、
お買い物をすると風
太くんポイントが２倍になります。詳細は、
今後店舗で
配布するチラシでお知らせします。
※１１月６日（水）はリニューアルフェア準備のため
休業いたします。

ベーカリー寿〜Kotobuki〜
住
所 ： 寿都町字新栄町１０４番地 寿都町地域コミュニティ施設「みなくる１０４」
１階
●Facebook ： https://www.facebook.com/Kotobuki.Bakery/
電
話 ：０１３６−７５−７０４０
●営業時間 ：１０
●定 休 日 ： 日曜日
：００〜１６：００
●
●
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広報すっつ

歳です
すくすく１

10月生まれ

１０月７日〜１３日は
行政相談週間です

きょうか

中村 京花ちゃん
（2日生まれ）

国の行政などに関する相談を
お寄せください

（開進町）拓 郎さん
美華子さん の子

◇このような相談はありませんか？
・道路がでこぼこで通行に支障がある
・児童扶養手当の受給資格について教えてほしい
・登記や年金について聞きたいことがある
・手続や申請をどこにしたらよいのかわからない
ので教えてほしい
・離職票を会社に発行してもらえないので、発行
できるようにしてほしい

お兄ちゃんが大好きな京花。かわいい笑顔は
家族みんなの宝物です。
けい ご

佐長 敬悟くん
（4日生まれ）

（矢追町）浄 信さん
み ほさん の子

◇特設行政相談所の開設
・日時 １０月１６日（水）
午後１時３０分～午後３時３０分
・場所 総合文化センター２階 情報室
※相談は行政相談所以外でも受け付けています。

いつもかわいい笑顔をありがとう♪
これからも元気にすくすく育ってね♪

戸籍
の
の
窓口

行政相談委員は、あなた
と行政を結ぶパイプ役で
す。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ます。
毎月、総合文化センター
で「定例行政相談」も開設
しており、相談は無料で秘密は厳守します。
困ったら一人で悩まず、お気軽にご相談くだ
さい。

人 口 2,953人（－ 2 ）世帯数 1,689世帯（－ 2 ）
男 1,444人（＋ 3 ） 女 1,509人 （－ 5 ）
（令和元年 8 月末現在住民基本台帳）

～こんにちは よろしくね～
矢 追 町 秋田ののかちゃん（ 9 /10）
拓郎さん・いくみさんの子
～ごめいふくを お祈りします～
歌棄町美谷 荒木サツコさん（ 8 /25）81歳
新 栄 町 湯浅 幸治さん（ 8 /29）77歳
歌棄町有戸 橋本
子さん（ 9 /20）97歳
歌棄町歌棄 佐々木トシ子さん（ 9 /26）97歳

典子

ふる里文芸

猫残し死ねぬと媼日々願ふ
聞ひてた如く逝きしミミモモ 石橋

妙子

歌

志田

昭風

短

今も友達私の宝

中村

セツ

おうな

逝く人の色なき風の千の風
諸行無常の八十路坂かも

亀谷

スミ

童謡の表紙のとれたポケット本

気が付けばまる元教室四年目に
仲間に馴染み夢いだきつつ

松沢

︵老人クラブ短歌︶

夕暮の水仙の色目をうばう
小雨冷たく平成暮るる

典子

みえ

石橋

妙子

ふたえ

隣家への枝にすずなり胡桃かな

志田

昭風

天間ときこ

虫の声足音おさえウォーキング

中村

セツ

二重三重輝く星も見え隠れ
打ち上げ花火に歓声止まず

秋烏賊の売るこゑ遠し団地かな

亀谷

紀子

句

日の高くピンクが誇る秋桜

遠藤

典子

俳

鉢花をのぞき見て去り赤トンボ

石橋

︵老人クラブ俳句︶

金メダル幼な子の胸に踊る秋

慧子

松沢

孫たちに花束もらたよ敬老の日に 南

霧深く対岸見えず花火音

天間ときこ

スミ

葉の中でどんぐり眠る散歩道

◆令和元年10月 ◆発行：寿都町字渡島町140―1 寿都町役場 企画課

行政相談委員：成田 幸隆さん（湯別町上湯別）
電話 0136-64-5533

◆印刷：
（有）米坂印刷 ◆寿都町公式ホームページ http://www.town.suttu.lg.jp/
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