
 

 

 摩周岳は、阿寒国立公園の弟子屈町に位置する標高 857m の  

火山です。神秘的な摩周湖を背景に、カムイヌプリ【神の山】
としてあがめられて来ました。山頂からは阿寒、知床の山々が見渡せ、

コケモモ、イワウメ、エゾイソツツジなど多くの高山植物を見る事が

出来ます。長い冬が終わり、暖かくなり始めたこの機会に是非登って

みませんか？ 

 

〇日 程     9：00 登山口到着（現地集合）・準備後に出発 

11：30 頂上到着・休憩 

12：00 頂上出発 

14：00 登山口到着・アンケート記入 

14：15 解散 
 
〇対 象     小学校 4年生以上  定員 15名 
 

〇参加料    会員:1,000円 非会員:1,500円（保険料込） 
 
〇持ち物    動きやすい服装・歩きやすい靴・雨具・着替え 

水分補給用の飲み物・行動食（おやつ）・昼食 

 

○締 切    ６月１日（水）午後５時まで 

        らいず事務局 ☏８５－７７１５ 
 

※当日は摩周第一展望台集合・解散になります。現地までの移動手段が無い方は  

お気軽にらいず事務局までお問い合わせ下さい。 

※当日朝 5時に天候判断を行い、中止する場合は 5時半までにご連絡致します。 



道の駅「知床・らうす」玄関前広場 

移動販売出店者募集 
 

5月 21日（土）～6月 30日（木）までの出店者を下記のとおり募集いたしま

すので、希望される方は、必要書類を知床羅臼町観光協会のホームページよりダ

ウンロードしてお申し込みください 

（ダウンロードできない場合は、観光協会にて配布しております） 

 
書類受付日 ： 2022年 5月 1１日（水）～1３日（金）まで 

          各日、午前 9時～午後 5時まで 

 

提 出 書 類：  ①事業者登録申請書（様式１） 

          ②出店申込書（様式３） 

          ③保険加入証明（写） 

          ④営業許可証 

          ⑤食品衛生責任者証明（写） ※④⑤は自動車営業の者 

 

応 募 資 格：  町内事業者を優先とし、次に町外事業者のうち、羅臼町認証店登 

録店及び知床羅臼深層水利活用協議会加盟店とし、最後に町外事

業者とする。 

※詳細につきましては、道の駅「知床・らうす」玄関前広場出店要綱をご覧ください 

 

提 出 先   知床羅臼町観光協会事務所 または 観光案内所 

問 合 せ先    電話 87-3360まで（平日 9時～17時） 

 

出店決定日は、5月 1６日（月） 

          ※申し込みが募集区画（4 区画）を超える場合は、厳選なる抽選の

上、お電話にて結果通知いたします。また、出店が決定した場合は、

利用にあたっての注意事項等の説明をさせて頂きます。 

 

利 用 料 金：  土日祝日：4000円/日 平日：2000円/日 

 

知床羅臼町観光協会 HP https://rausu-shiretoko.com/kitchen-car/ 





家庭菜園の利用者を 
募集します!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町政だより 令和４年５月１０日発行 

らうす 自然とみどりの村 （体験農園） 

【場 所】農林漁業体験実習館裏 体験農園（幌萌町） 

【開放日】５月１０日（火）予定 

     ※大雪の影響で例年よりオープンの時期が遅れております。 

・利用料は「無料」です。 

・シカやキツネなどの被害対策も含めて、各自で管理をお願いします。 

・区画の決定は「先着順」で、締め切りは５月２７日（金）です。 

・原則「１組１区画」です。 

※全ての区画が埋まった時点で申し込みは終了とします。 

〈農園区画〉 

【申込・問合せ先】産業創生課：８７－２１２８ 



町政だより 

役場総務課 からのお知らせ 

    
 

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）により、地震・津波・気象に関する特別

警報や羅臼町に影響がある弾道ミサイルの発射等が行われた際に、人工衛星を介

して防災行政無線を自動的に起動するテストを実施します。 

 

◎日  時 令和４年５月１８日（水） 午前１１時００分頃 

◎場  所 羅臼町全域 

◎主な訓練 テスト電文を防災行政無線で自動放送します。 

 

各ご家庭の戸別受信機や漁港等に設置されている拡声器の試験放送ですので 

実際に避難等は必要ありません。 

試験放送終了後、役場より試験終了の放送は行いませんのでご承知願います。 

 

お問合せ先 羅臼町役場総務課 ０１５３－８７－２１１１ 

 

 

 

  町 政 だ よ り 

スクール・サポート・スタッフ募集 

町では、スクール・サポート・スタッフを下記のとおり募集します。 

・募集人数：１名（勤務場所：羅臼町立羅臼小学校） 

・業務内容：授業の補助業務など（校内消毒作業、学習プリント印刷、給食配膳業務補助、 

児童登下校時支援など）。専門的な知識及び技能を有しない業務。 

・応募資格：令和４年４月１日現在において満１８歳以上で、かつ、地方公務員法第１６条各

号の規定に該当しない者。 

・申込資格：普通運転免許取得者。 

 ・勤務時間：９時３０分から１６時３０分まで（土・日・祝祭日を除く）。 

        ※上記勤務時間となりますが、変動する場合もあります。 

・採用期間：令和４年６月１日（水）から令和５年３月３１日（金）まで 

・賃 金 等：（時給）８９７円～１，１１９円（勤務経験・年齢により決定） 

・応募方法：履歴書に写真を添付し、下記期日まで教育委員会学務課へ提出願います。 

・応募期限：令和４年５月２０日（金）１７：００まで 

 

＜問い合せ先＞教育委員会学務課学校教育係（役場２階）電話８７－２１２９ 

 

 

 



「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」 

 

町政だより                                    令和４年５月１０日 発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羅臼町内１８４箇所が土砂災害警戒区域及び 

土砂災害警戒特別区域に指定されています 

 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」の規定により、町内 184 箇所が土砂災害警戒

区域及び土砂災害警戒特別区域に指定されました。 

 令和 4年 3月に配布を行った羅臼町防災ハザードマップにて指定箇所をお示ししている所ですが、当指定区域は羅臼町

の建物がある場所の大半を占める範囲となっており、レッドゾーンに指定されていると「建築物の構造規制」がかけられる

など、住民の皆様に大きな影響があることから、改めてお知らせいたします。 

 

「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」 

防災行政無線のデジタル化に伴い、 

新しい戸別受信機の交換が始まっています 

⚠ご確認ください⚠ 

以下の事項に心当たりがある場合は、総務課防災担当までご連絡をお願いいたします。 
 

① 現在、戸別受信機を店舗や番屋に設置している、又はご自宅に 2台以上設置している場合。 
〇配布作業をスムーズに行うため、設置台数や設置場所についてお伺いさせていただきます。 

 

 

② 新しい戸別受信機が全世帯に配布されるまで、毎日（土日祝日含む）午後６時に受信確認の試験放送を行っており

ます。（新しく配布された戸別受信機のみ） 

音量調整部分を操作しても音声が聞こえない、音声が途切れている等、お気づきの点がある場合。 

 

土砂災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ、住民の

生命または身体に著しい危害が生じるおそれのある区域 

 

レッドゾーンに指定されると… 

■建築物の構造規制 

家の新築やリフォームを行う際、土砂崩れ等の衝撃に対

し、建築物の構造が安全であるかどうかの建築確認を北海

道又は町が行います。 

■特定開発行為に対する許可制 

住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設の建設のた

めの開発行為は、基準に従ったものに限って北海道より許

可がされます。 

■建築物の移転等の勧告 

 著しい損壊が生じる恐れのある建築物の所有者に対し、

北海道から移転等の勧告が図られます。 

 移転などについては、住宅金融支援機構の融資等の支援

を受けられます。 

 

土砂災害が発生した場合、住民の生命または身体に危

害が生じるおそれのある区域 

 

イエローゾーンに指定されると… 

■警戒避難体制の整備 

土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難

が早くできるように地域防災計画に定められ、警戒避難体

制の整備が図られます。 

 

 

〇土砂災害警戒区域等の確認について  

羅臼町防災ハザードマップ内で、イエローゾーン、レッド

ゾーンの区域が確認できます。  

※区域の見分け方については、凡例の説明をご覧ください。 

URL:https://rausutown-bousai.jp                

スマホ版 QR コード→ 

総務課 防災担当 

TEL：０１５３―８７－２１１１ 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

令和４年４月１日の指定ごみ袋の料金改定に伴い３月末日をもって販売が

終了した（又、使用できなくなる）、指定ごみ袋等について、次のとおり返還

の申請を受け付けておりますので期限内に申請してください。 

町政だより 令和４年５月１０日発行 

①羅臼町収入証紙交換請求書 

（指定ごみ袋取扱い店舗 ・ 役場環境生活課 ・ 町 HP で入手できます） 

②返還するごみ袋 

③印鑑（シャチハタ以外） 

④通帳（振込する口座がわかるもの） 

期限：令和４年６月３０日    場所：役場環境生活課窓口 

６月３０日まで 

使用することも 

可能です。 

●生ごみ      ２０リットル 

●燃やせるごみ   ４５リットル 

●燃やせないごみ  ４５リットル 

●空き缶・びん専用 ２０リットル、４５リットル 

●ペットボトル   ２０リットル、４５リットル 
（食品トレー(白)） 

●プラスチック類  ２０リットル、４５リットル 

●紙製容器包装   ２０リットル、４５リットル 

●１０円証紙 





町政だより 令和４年５月１０日発行 

羅臼町会計年度任用職員募集 

 町では、羅臼町会計年度任用職員を下記のとおり募集します。 

【学校給食センター調理業務】（パートタイム） 

〇募集人数：１名 

 〇業務内容：学校給食の調理・調理器具等の洗浄・ 

       調理場清掃業務 

 〇勤務時間：月曜日から金曜日（学校休業日を除く） 

午前８時３０分から午後２時３０分、または、 

午前８時３０分から午後４時３０分まで          

 〇採用期間：令和４年６月 1 日から 

令和５年３月３１日まで（更新有） 

〇賃 金 等：報酬（時給）897 円～1,119 円 

      賞与・通勤手当・更新時昇給あり 

      社会保険・労災・雇用保険適用 

〇応募方法：応募される方は、履歴書に写真を貼付けし  

応募期限までに羅臼町給食センター（栄町

10-1）まで提出してください。 

   〇応募期限：令和４年５月３１日（火）午後 4 時まで 

■問い合わせ先：羅臼町給食センター（電話 0153-87-2440） 



補助額：
上限９万円／１人

町では有害駆除のため、ハンターの増員を目指し、
ハンターの資格を得るための経費を補助しています。
また、始めるにはまず何をしたらよいか

相談にも応じます。

ハンターになろう！！

まずは、産業創生課までお気軽にお問い合わせください。
直接お越しいただいても結構です。

町補助対象者
・町内在住かつ町税等を滞納していない者
・狩猟免許取得時の年齢が満５０歳未満
・取得後、北海道猟友会中標津支部羅臼部会に３年間所属

産業創生課（87－212８） 担当：白柳、田澤

町政だより 令和４年5月10日 発行

ハンターを目指す方々に狩猟の魅力も
お伝えしたいです。女性の方も歓迎します。
猟友会の仲間たちがサポートいたします。



町政だより 令和4年5月10日発行

新型コロナワクチン

追加（３回目）接種のお知らせ

◎接種の対象

※重症化リスクが
高い具体的な基礎
疾患については、
厚生労働省「新型
コロナワクチンＱ
＆Ａ」をご覧くだ
さい。

12歳～17歳の方のうち、

基礎疾患がある方などの「重症化リスクが高い方」は

特に接種をおすすめしています。

◎使用するワクチン

接種費用

全 額 公費

無料
12歳～17歳の方も

３回目接種を受けられるようになりました

新しく接種の対象になるのは、２回目のワクチン接種を終了した日から、６か月以上経過した12歳以上
の方です。

接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医などとよく相談してください。

12歳～17歳の方は、ファイザー社のワクチンを使用します。１・２回目の接種量と同じ量を接種します。

18歳以上の方に用いているものと同じワクチンです。

※１・２回目に武田/モデルナ社ワクチンを受けた方も、ファイザー社ワクチンを受けられます。

接種券が届いたら、予約をしてください

予約方法 ▶ 接種券に同封されている「知床らうす国保診療所から
のお知らせ」をお読みいただき、専用ハガキに必要事
項をご記入の上、ポストに投函してください。

接種場所 ▶ 知床らうす国保診療所（個別接種のみになります）

予約締切 ▶ 令和4年5月25日到着分までとなります。

※日程については、接種券に同封されている「知床らうす国保診療所からのお知らせ」
をご参照ください。

※12歳～15歳の方の接種時には、原則、保護者の方の同伴をお願い致します。

お問合先 保健福祉課内コールセンター
☎０５７０－６６６－８９６

新型コロナワクチンの2回目接種が令和3年11月30日までに実施した方を対象
に5月10日から接種券を発送致します。「接種券一体型予診票」と「予防接種済
証」が繋がった状態で同封されていますので、切り離さずに接種時お持ちくださ
い。

※新型コロナワクチン2回目終了後に羅臼町へ転入した方で、追加接種を希望される
場合は、手続きが必要になるため、役場保健福祉課までお越しください。







町政だより　令和4年5月10日発行

巡回肺がん検診を行います！

※今年、肺がん検診を行った方は受ける必要はありません。

保健福祉課 ☎87-2161

月日 地区 場所 時間 地区 場所 時間

春日町 羅臼海産前 9:00～9:20 礼文町 北海道エネルギー前 10:30～10:50

麻布町 岡本水産前 9:30～9:50 緑町 東谷商店 11:00～11:20

知昭町 三好水産前 10:00～10:20 栄町 役場前 11:30～11:50

5
月
23
日
（月）

◎事前に電話予約もできます。問診票を希望される方は、保健福祉課にあ
りますので、ご利用ください。

肺がんは、羅臼町の死亡原因の上位になっています。がんのでき
る場所にもよりますが、初期症状はほとんどなく、せき・たん・胸痛・息
切れなど風邪やほかの肺の病気と見分けることが困難です。した
がって、健診による早期発見と治療が重要です。特に、タバコを吸っ
ている人は要注意です。症状がなくても、30歳以上の方は肺がん検
診を受けましょう！

検診日

検診内容

対象者

料金

検診場所

令和4年5月23日（月）

胸部レントゲンの撮影

令和4年度中に30歳以上の方

300円

下の表をご覧ください。




	スライド番号 1

