


新型コロナワクチン接種オミクロン株に対応した 
2 価ワクチンの接種が開始されます！！ 

 

●オミクロン株対応型ワクチンとは 

  オミクロン株対応ワクチンは、従来株とオミクロン株の両方に対応した「2 価」ワ

クチンです。従来型ワクチンを上回る重症化予防効果とともに、持続期間が短い可能

性があるものの、感染予防効果発症予防効果が期待されています。 

 

＜対象者＞ 

初回接種（1・2 回目）を完了し,前回の接種から 5 か月経過した 12 歳以上の全ての方 

         これまで        4 回目接種が  ④下記参照 

はい     4 回目接種        完了した方 

3 回目              の対象で      

接種完了             あった方        4 回目接種が ③下記参照 

していま                     まだの方 

すか？                            

      4 回目接種の対象 ①下記参照 

       ではなかった方 

 
いいえ ②下記参照 

 

【接種券・予約方法について】 

① 3 回目接種から 5 か月経過した 59 歳の方からお送りしております。接種を希望され

る方は接種券に同封されている専用はがきを投函願います。 

② 既に送付されている接種券で接種を受けられます。接種を希望される方、接種券を 

紛失された方については保健福祉課内コールセンターまでご連絡願います。接種日

については、年齢の高い順から接種日を振り分け後、保健福祉課よりご連絡します。 

③ 既に送付されている接種券で接種を受けられます。接種を希望される方は接種券に

同封されている専用はがきに必要事項を記入のうえ、投函願います。紛失された方

については保健福祉課内コールセンターまでご連絡願います。 

④ 4 回目接種から 5 か月経過した方から順次、発送します。 
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【接種回数】オミクロン株対応ワクチンの接種は、現時点では 1 人 1 回です。 

 
【接種無料】無料 

 
【使用するワクチンと接種対象年齢】 

・ファイザー社製ワクチン 12 歳以上 

           ・モデルナ社製ワクチン   18 歳以上 

 
【集団接種会場】らうすぽ（羅臼町民体育館） 

 
【接種日程】 

令和 4 年 11 月 20 日（日曜日） 午前・午後  ファイザー社製ワクチン 

 令和 4 年 11 月 27 日（日曜日） 午前・午後  ファイザー社製ワクチン 

 令和 4 年 12 月 4 日（日曜日）  午前・午後   ファイザー社製ワクチン 

 令和 4 年 12 月 11 日（日曜日） 午前・午後  ファイザー社製ワクチン 

  ※日曜日の集団接種は 12月分までとなっております。 

※令和 5年 1月以降の日程については決まり次第お知らせいたします。 

  

他自治体で前回接種を受けた方で、その後、羅臼町に転入された方につきま

しては接種券発行の手続きが必要になります。マイナンバーカード等（マイナ

ンバー通知書）または接種済証を持参のうえ、保健福祉課窓口までお越しくだ

さい。  

��お問合せ先 

  保健福祉課内コールセンター 

 ☎0570-666-896（平日 9：00～17：00）  
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飼育者の基本的なマナーとして、犬を散歩させる際、必ず袋を持

参し、飼い主が責任をもって、フンの後始末を忘れずに行ってく

ださい。 

 

 

犬の放し飼いは､他人の迷惑となるほか､子供を追いかけ

たり､咬むなどの事故や､交通事故の発生原因となります

ので絶対にやめてください。 

 

【マナーを守って飼いましょう】 



 

 

 羅臼町はジモティーと協定を結んでおり、 

ジモティー未利用者を対象とした代行投稿を実施しています。 

詳しくはこちら↓↓↓ 

 

羅臼町 HP のジモティー関連

ページへはこちら 

ジモティー羅臼町役場環境

生活課出品ページはこちら 

無償 

令和２年８月から、７４件出品し、うち５０件の品が新たな所有者の 
もとに引き渡されました。 現在、以下を含む２４点が出品中です。 

ご興味のある方は、役場環境生活課までお問い合わせください。 
また、不要になってしまった品物でも、必要とされる方がいるかもしれません。 
まだ十分に使用できるものについては、処分される前に環境生活課までご連絡ください。 

腹筋ローラー 木製ダイニングテーブル 

 

チャイルドシート 
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環境生活課 TEL：０１５３－８７－２１１５ 

 

譲渡決定せず 

 

 
 

 

町民の方へ配布いたしました、ごみ分別辞典の P.5 に記載しております品目【木】（樹木・丸太など）の注意事項

において、『１メートル程度にしてください。』とありますが、『５０㎝以下にしてください。』の誤りです。 

お詫びして訂正いたします。 

お詫びと訂正 



問い合わせ先  産業創生課 

0153-87-2162 
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町では、原油高騰による町民の生活への影響が大きいこと

から、町民一人１０，０００円を給付するための申請書類を  

７月２０日頃世帯主あてに郵送しております。 

 上記給付金申請は、９月３０日で締め切りましたが、未申請者がい

るため、再度申請期間を設けることに致しました。未申請の方は下記

期限までに申請して下さい。 

 

１．羅臼町物価高騰対策 

特別定額給付金申請書 

２．本人確認書類の写し 

（運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・健康保険証など） 

３．口座振込先金融機関の通帳の写し 

※振込先口座については、ゆうちょ銀行も可。 

【 】 





プログラム内容

親⼦ DE 体験
スポーツフェス
⽇ 時：令和4年11⽉5⽇（⼟）10：00〜12：30
場 所：らうすぽ�アリーナ
対 象：幼児〜中学⽣とその保護者
参加費：無料
持ち物：上靴、動きやすい服装、飲み物
その他：参加者特典があります
【申込期⽇】令和４年11⽉4⽇（⾦）
      ※当⽇参加もOK
【お申込み・お問合せ先】
 羅⾅町役場保健福祉課 TEL�87-2161

１部 10：00〜11：00
【親⼦で体験
『ブレイクレティクス』】
講師 MIYUKI⽒
技術も体⼒も道具も⼀切必要なし！⾳楽
に合わせ楽しく体を動かすプログラム。
⼦どもの体⼒低下はもちろん、パパやマ
マも気になりがちな体⼒低下や体形の変
化にも効果的！ブレイクダンスの要素を
取り⼊れた最先端のフィットネス「ブレ
イクレティクス」を体験しよう！
 

２部 11：00〜12：30
【バレーを通した
     親⼦プログラム】
講師 アルテミス北海道
バレーボールを使って遊べる楽しい運動プ
ログラム！
簡単なボールのやり取りで幼児でも安⼼し
て⾏えます！
2部の後半には、地元バレーチームや参加
者皆さんでアルテミス北海道と簡単なミニ
ゲームを⾏います。

羅⾅町にお住いの⼦育て奮闘中の皆様、お疲れさまです。⽇頃、仕事・家事・育児で忙しく
されているお⽗さん、お⺟さんもいつもとは違う⾓度から「お⼦さんと過ごす時間」を⼤切
にしていただきたいと思い、このイベントを企画しました。ぜひこの機会に親⼦で参加し、
ご家庭の話題や思い出の⼀コマにしてください。（⼦どものみの参加もOKです。）

令和4年10⽉25⽇発⾏町政だより

※会場では換気や密集に⼗分配慮し、新型コロナウイルス感染症対策に努めます。



講演会

陸上養殖
～ハタもマグロも海より陸でよく育つ～

講演日

２０２２年１１月４日（金）

【プロフィール】
岡山理科大学 准教授 山本俊政 氏

1958年岡山県岡山市生まれ。岡山理科大学の准教授。子ども時代、岡山・児島湾のそばで

魚に囲まれながら育ち、大手金属メーカーの研究員を経て、熱帯魚の水槽設備を扱う会社
を設立。その後、岡山理科大学専門学校に移り、2005年に、カクレクマノミの大量繁殖に成
功。2006年には海水・淡水でもない第3の水である「好適環境水」を開発した。海水を使わず
に海水魚の飼育を可能にし、世界に驚きを与える。2009年に岡山理科大学工学部バイオ・

応用化学科准教授に就任。サンゴ礁死滅の原因として問題になっているオニヒトデの新しい
駆除方法として、酢酸（お酢）注入によるオニヒトデの駆除研究に成功。四国、九州、沖縄を
はじめ、フィリピン、インドネシアなど世界に普及される。座右の銘は「人生は一冊の問題集
だ！解けない問題はない！」

お問い合わせ

〒086-1823 目梨郡羅臼町栄町100-83
陸上養殖推進研究会事務局 産業創生課
TEL.０１５３－８７－２１６２

「好適環境水による甲殻類、魚類養殖の最新研究」

場所：羅臼小学校多目的ホール

【岡山理科大学での取組み】 ↓
 

ク
ロ
マ
グ
ロ
の
養
殖

↓

理
大
ハ
タ
の
養
殖

※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため事前参加申し込みといたします。

【駐車場のご案内】
※駐車場は道
の駅をご利用く
ださい。
羅臼小学校内
の駐車場は送
り迎えの関係
で混雑が予測
されます。
ご協力のほど
宜しくお願いし
ます。

時間：午後２時～

主催：羅臼町、陸上養殖推進研究会

協力：未来創造型実行委員会
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   羅臼町では、民間企業や公的機関等での職務経験を活かし、羅臼町政に貢献

できる優れた人材を募集します。 

 

[受付期間] 令和４年 10 月 20 日（木）～令和４年 11 月 15 日（火） 
※受付時間 午前９時から午後５時まで 

（土曜・日曜及び祝日は受付しておりません） 

※郵送で申込みの場合は、封筒の表に「職員試験申込」と朱書し、 

11月 15日までの消印のあるものに限ります。 

 
[申込書類] 受験申込書及びエントリーシートは羅臼町ホームページから 

ダウンロードするか、直接、羅臼町役場総務課窓口へ請求して 

下さい。 

※受験申込書及びエントリーシートを郵送により請求する場合は、  

封筒の表に「職員採用試験申込書等請求書」と朱書きし、宛先を明記

して 120円切手を貼った返信用封筒（A4判が入る大きさ）を必ず同封

して下さい。 

 

[第 1 次試験]  書類審査  

（受験申込書及びエントリーシートによる審査） 

 

[第２次試験]  適性検査試験、面接試験 

 （会場：羅臼町役場） 

※詳細は「４．試験日程及び試験内容等」をご覧ください。 

 

１．採用職種・採用予定数及び職務内容 

採用職種 採用予定数 職 務 内 容 

電子計算職 １名 
町長部局に勤務又は在籍し、電算・情報管理業務全般及

び一般行政事務の業務に従事します。 

 

２．受験資格 

本試験への応募に対し、右面受験資格の要件を満たした方のみ受験資格がありますのでご留意願

います。 

 

 



【電子計算職受験資格要件】 

① 昭和 63 年４月２日から平成１４年４月１日までに生まれた方 

② 普通自動車免許一種を取得又は採用日までに取得見込みの方 

③ 高等学校以上を卒業された方若しくは修了見込みの方（専門学校、大学等（短期 

大学、大学院））を含む 

④ Microsoft office 製品全般に対し一定の知識及び操作スキルがある方 

※〔尚可〕・民間企業や公的機関等において職務経験がある方（経験年数は問いません。） 

・ＩＴに対し親しみがあり興味関心がある方 

（１）日本の国籍を有しない方、または地方公務員法第 16 条の各号いずれかに該当する方は受験で

きません。 

・成年被後見人又は被保佐人 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

 ・羅臼町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2 年を経過しない者 

 

３．採用予定日  令和５年４月１日 

 

４．試験日程及び試験内容等 

（１）第 1 次試験 

科 目 内   容 

書類審査 受験申込時に提出する受験申込書及びエントリーシートの審査 

 

（２）第 2 次試験 

受験対象 日時・場所 科目 内  容 

第 1 次試験 

合格者 

令和 4 年 12 月１6 日（金） 

午後１時３０分から 

羅臼町役場 

適 性 検 査

試験 

面接試験 

コミュニケーション力、ストレス耐

性、行動力、向上心などの基礎となる

能力の適性検査試験と人物などにつ

いての個人面接試験 

 

５．合格発表 

（１）第１次試験  令和 4 年 11 月 24 日（月）   

羅臼町ホームページに掲示し、合格者のみに郵送で通知します。 

 （２）第２次試験  令和 4 年 12 月 20 日（火） 

               羅臼町ホームページに掲示し、合格者のみに郵送で通知します。 

６．申込み及び問合わせ先 

〒086－1892 北海道目梨郡羅臼町栄町 100 番地 83 

   羅臼町役場 総務課 総務係 職員厚生担当  TEL 0153-87-2111 

                         FAX 0153-87-2916 

羅臼町ホームページアドレス   http://www.rausu-town.jp/ 
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町では、令和 4 年度の羅臼町会計年度任用職員（臨時職員）を下記の 

とおり、募集します。 

 

【一般事務員】（会計年度任用職員パートタイム） 

募集人員：1名 （勤務場所：羅臼町役場） 

業務内容：町長部局、産業創生課にて一般事務全般の業務に従事します。 

申込資格：普通運転免許取得者で、簡易なパソコン操作が可能な方 

勤務時間：午前８時４５分から午後５時 0０分（土、日、祝日、年末年始を除く） 

採用期間：令和 4年 11月 21日から令和 5年３月３１日まで 

賃 金 等：報酬（時給）922円～1,119円、社会保険、労災、雇用保険適用 

 

 

※ 給与条件等については、時給となります。その他手当として、期末手当、通勤手当が該当し

ます。詳しい給与・手当条件等は面接時に提示します。   

 

※ 服務規程として正職員と同様に服務の宣誓を行います。尚、パートタイム任用については、

営利企業への従事等（アルバイト等）に基本制限はありませんが、職務の公平さを保つ観点

から、報告等が必要となります。 

 

※ 翌年度も同一の職が設置される場合は、客観的な能力の実証を行う事により再度任用される

ことが出来ます。 

 

※ 面接日は 11月１6日（火）午後からを予定しております。面接等の詳細は申込時にお知ら

せします。 

 

応募方法 応募される方は、履歴書に写真を添付し下記期日までに役場 総務課 総務係 

へ提出願います。なお、応募要件に資格が必要な職種については、資格証又は類似 

するものを提出願います。 

 

応募期限 令和 4年 11月 10日（水）１７時００分まで 

 

問い合わせ先  羅臼町役場 総務課 総務係（２階） 電話 87－2111 内線 2222 
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第５１回羅臼町総合文化祭 

一般作品展の作品を募集します！ 
 

≪募集作品≫絵画 書道 写真 手芸 工芸 盆栽 華道 その他（俳句・短歌・盤景など） 

 ＊１：写真は原則として四つ切以上とし、額または台紙を用いること。 

 ＊２：盆栽は出展者が１年以上手入れしたもの。 

 ＊３：華道は流派ごとに出品するものとする。 

 ＊４：作品の搬入・展示・撤収は各自で行うこと。作品の大きさは、会場への搬入が可能で、

ほかの出品者への影響を及ぼすような特別大きな作品でなければ特に制限はなし。 
  

≪展示期間≫令和４年１１月２３日（水祝）～１１月２５日（金）まで  
 

≪展示会場≫らうすぽ（羅臼町民体育館） １階会議室 
 

≪募集期間≫令和４年１１月１５日（火）までに教育委員会社会教育課へご連絡ください。 

 

習い事で作成した作品も出品可能ですので、たくさんの方の出展をお待ちしております。 

申込・問い合わせ先：羅臼町教育委員会 社会教育課 

電話 ８７‐２００４ 



 

ぜひ羅臼町の応援サポーターになってください 

羅臼町HP＆公式SNS 

あなたが見てくれるだけで羅臼町が変わります！ 

羅臼町 HP Facebook Instagram 

Twitter YouTube 

お問い合わせ先：企画振興課（☎0153-87-2114） 

LINE 
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