
17：30〜
料理⼈ソウダルア⽒による
⾷のパフォーマンス

鮭箱を再利⽤し、様々なモノづくりをしているARAMAKIプロジェクトが羅⾅漁協定置部会⻘年部とタッ
グを組み、鮭に関するイベントである「シャケサミット」を羅⾅町で初開催します。
会場のらうすぽアリーナ内は鮭箱を使ったモニュメント等が設置され、アートな空間に変わります。会場内では鮭
を使ったフードや⼦どもも楽しめる射的などが⾏われ、お祭り感覚で楽しめます。
また、研究者の⽅等による鮭に関するトークショーも⾏われるなど、学びも深められるイベントですの
で、是⾮遊びに来てください。

シャケサミット2022in羅⾅
11/12sat��14:00~18:00

会場�らうすぽ２Fアリーナ

16：00〜
3年ぶりの開催！定置⻘年部
による秋鮭セリ市

No�Borders�Cafeによるスペシャルカレー、羅⾅⾼校創作料理PJの⼤漁焼き、美活塾による特製おにぎ
りやつみれ汁等、鮭を使った様々な料理が販売されます！また、射的やスーパーボールすくいなどの
⼦どもが楽しめるブースもありますので、お⼦様連れでもお気軽に遊びに来てください。

出店コーナー

研究者等による
鮭に関するトーク

 ①15：00〜
 ②15：15〜�研究者等
 ③17：00〜�定置⻘年部

アトラクション

令和4年11⽉10⽇発⾏ 町政だより

主催：シャケサミット2022in羅⾅�実⾏委員会（ARAMAKI・羅⾅漁協定置⻘年部）
後援：羅⾅町・羅⾅町教育委員会
お問い合わせ：シャケサミット2022in実⾏委員会 村上（090-9707-9005）



14：00 シャケサミット2022in羅⾅ スタート
会場内の出店スタート

15：00 トーク① シャケサミットとARAMAKIについて

15：15 トーク② 鮭の研究者によるトーク

16：00 定置⻘年部による秋鮭セリ市

17：00 トーク③ 地元漁師による鮭トーク

17：30 ソウダルア⽒による⾷のパフォーマンス＆試⾷

18：00 シャケサミット2022in羅⾅ 終了

タイムスケジュール

ARAMAKIについて
ARAMAKIは、Uターンした宮⼤⼯が北海道ではありふれた存在だった鮭箱の可能性を⾒出し
たことから始まりました。⽊箱メーカーや製材所、⽔産加⼯会社、鮭漁師を訪ね、第⼀次産業
のこれからについて、考える場づくりを⾏っています。
鮭を取り巻く⾷⽂化そのものを「モノづくり」に反映し、⽇々の暮らしの中から新しい豊かさ
を育てることを⽬指しています。

主催：シャケサミット2022in羅⾅�実⾏委員会（ARAMAKI・羅⾅漁協定置⻘年部）
後援：羅⾅町・羅⾅町教育委員会
お問い合わせ：シャケサミット2022in実⾏委員会 村上（090-9707-9005）



羅臼町における 

新型コロナウイルス抗原検査キット 

配布事業について 
 
※11/1 より、町内での感染拡大に伴い、必要性の高い方への検査キットの配布を優先するため、

有症状者や濃厚接触者等感染の可能性のある方以外への不安解消のための検査キットの配布は一

時休止します。希望される場合は、薬局での販売（国が承認したキットをお選びください）または

北海道の無料検査場等（町内では羅臼調剤薬局）をご利用下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

感染の可能性のある方の不安を解消し、感染の早期発見、拡大防止を目的とするとともに、

地域医療のひっ迫を回避し、適正な診療体制を確保するために、町独自事業として抗原検査キ

ットの無料配布を行います。 

 

＜抗原検査キットについて＞ 

 配布する抗原検査キットは厚生労働省の承認を受けている体外診断用の検査キットです。 

 感染の可能性がある方 1 人につき 1 個配布します。 

 

＜配布対象者＞ 

羅臼町に住所を有する方で、 

① 「濃厚接触者（陽性患者との同居家族）」または陽性患者や学校等から「感染者との接触に

より感染の可能性のある者（マスクを着用せず、１m 程度の距離で１５分以上会話をした

者）」として、外出自粛を要請された者で自己検査を希望する者 

② 発熱、のどの痛み等、軽い風邪症状があり、抗原検査キットによる自己検査を希望される者 

③ 町外の学校に就学している学生で、羅臼町に帰省する者（保護者が羅臼町に住所を有する場

合も可） 

＊すでに陽性になっている方が、陰性を確認する目的での配布は対象外となります。 

 

＜配布方法＞ 

 必ず役場保健福祉課（87-2161）に電話でご連絡ください。直接窓口に来ることはご遠慮

下さい。その電話にて、今の症状や陽性患者との接触状況、使用日等をお聞きします。その

後指定した時間と場所で抗原検査キットをお渡しします。 

 電話申込受付は平日 8：45～17：30 までです。（土日祝日の配布はしておりません） 

 

＜注意事項＞ 

・新型コロナウイルスに感染した日から、体内のウイルス量が増えて検査キットが反応するま

でに時間がかかります。検査の結果は現時点での感染状況に関するものであり、陰性であっ

ても、感染早期のため、ウイルスが検知されない可能性や、その後感染する可能性もあるこ

とから、引続き感染予防対策に努めてください。 

・北海道でも、有症状の方へ web 申請による抗原検査キットの郵送配布をしています。 

ご希望の方は、道ホームページをご確認ください。 

 

 
11/1より配布対象を
一部変更しました。    

問合せ：保健福祉課 87-2161 

町政だより 
令和４年１１月１０日発行 保健福祉課 



その他の
地域の方

後志・胆振・日高・
渡島・檜山地域の方

発熱外来で受診・検査

65歳以上の方や基礎疾患のある方、妊娠
している方、その他受診を希望される方など

65歳未満で症状が軽く、
自己検査を希望される方など

新型コロナウイルス感染症

後志・胆振・日高・
渡島・檜山地域の方

その他の地域の方

抗原検査キットによる自己検査

自費購入

0120-025-451

又は

0120-607-601

陽性（疑い）

北海道陽性者健康サポートセンター
０１２０-３０３-１１１ ２４時間

令和４年９月２６日から

※キットは、体外診断用医薬品（国承認）

ご高齢や重症化しやすい方々に適切な医療の提供を行うため

症状が軽い方は、ご自身の健康管理による自宅療養を
基本とし、体調が悪化した場合は、

「陽性者健康サポートセンター」へご相談願います。

保健所等による
健康観察

ご自身による健康管理

陽性者登録センター

web申請
陽性判定

体調悪化時の健康相談

感染者への支援の流れが変わります

感染を疑う症状がある・・・

・陽性となった方
・検査を受けたい方 をご案内します。
詳細は、北海道コロナチャットボッﾄへ！

札幌市、函館市、旭川市、小樽市にお住まいの方は対応が異なります。各市ホームページをご覧ください。

①かかりつけ医に電話

②かかりつけ医がいない方は、
健康相談センター（２４時間）
０１２０－５０１－５０７ に電話

陽性判定

届出
対象

届出
対象外
右記以外の方

①６５歳以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、
かつ、治療を要する方
④妊娠している方

受診・検査

無料キットのお申し込みはWebで
お願いします

※陽性者登録センターお問い合わせはこちら

ホッホ



新型コロナウイルスの重症化リスクの高い方
（高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦など）・

小学生以下の子どもと保護者の方へ

感染が拡大する前の接種をご検討ください

・新型コロナワクチンの接種
新型コロナワクチンの早期の接種をお願いします。

・インフルエンザワクチンの接種
65歳以上の方などの定期接種対象者で、

接種を希望される方は早めの接種をお願いします。

喉の痛みや発熱などの症状が出たら…

□ 脂質異常症□ 高血圧 □ 免疫機能の低下の可能性がある□ 心血管疾患

□ 喫煙歴がある

□ 慢性呼吸器疾患（COPDなど）

□ 肥満（BMI30以上）

□ 糖尿病 □ 慢性腎臓病□ がん □ 脳血管疾患

□ 65歳以上である □ 妊娠している

以下の項目や疾患に該当する方は新型コロナウイルスの
重症化リスクが高いと考えられるため、早めに相談・受診しましょう。

新型コロナ抗原定性検査キットで陽性が確認された場合は、その結果を受診時に医師に伝えてください。

速やかに発熱外来（診療・検査医療機関）を受診してください。

電話相談窓口などをご利用ください。

受診・相談センターなどお住まいの地域の相談窓口、

「救急車利用マニュアル」の参照や♯7119（救急要請相談）など

受診を迷った場合

かかりつけ医にご相談ください。かかりつけ医がいる場合

かかりつけ医はじめ地域の小児科医などにご相談ください。

新型コロナウイルスの重症化リスクの高い方は

小学生以下の子どもは

特に、子どもの場合は、症状は年齢などによって様々です。

機嫌がよく、辛そうでなければ、慌てずに様子を見たり、かかりつけ医にご相談ください。

２歳未満では新型コロナ、５歳未満ではインフルエンザ、基礎疾患のある子どもは年齢にかかわらず両方
の重症化リスクがありますので、心配なことがあれば、予めかかりつけ医と対応を相談しておきましょう。

（こどもの救急について）

受診を迷った場合
夜間や休日の場合

「救急車利用マニュアル」、「こどもの救急」等関係Webサイトの参照や

♯7119（救急要請相談）、♯8000（こども医療相談）など

電話相談窓口などをご利用ください。

（受診・相談センターについて）

（救急車利用マニュアルについて）

（救急車利用

マニュアルについて）

（新型コロナ

ワクチンについて）

（インフルエンザ

ワクチンについて）

全国知事会

（厚生労働省相談窓口）



まずはご自身で新型コロナ
抗原定性検査キットで検査してください。

陽性だった場合は、地域の健康フォローアップ
センターに登録して自宅療養をお願いします。

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザが

同時に流行すると、発熱外来がひっ迫する可能性があります。

新型コロナウイルスの

重症化リスクの低い方へ

・検査キットの結果が陰性でも新型コロナやインフルなどに感染して
いる場合があります。感染拡大を防ぐため、体調不良が続くときは、
自宅で療養をお願いします。

（健康フォローアップ

センターについて）

流行時は、発熱外来の予約が取りづらくなります。
重症化リスクの高い方を守るため、
健康フォローアップセンターをご活用ください。

（受診・相談センターについて）

医療用 一般用

（救急車利用マニュアルについて）

新型コロナワクチンの早期の接種をお願いします

受診・相談センターに相談し、

かかりつけ医・発熱外来の受診や電話診療・オンライン診療をご検討ください。

（高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦などと小学生以下の子ども以外の方）

電話相談窓口などをご利用ください。
受診・相談センターなどお住まいの地域の相談窓口、「救急車利用マニュアル」の
参照や♯7119（救急要請相談）、 ♯8000（こども医療相談）など

症状が重いなど受診を希望する場合

受診を迷った場合

・体調変化時には、健康フォローアップセンターにご連絡ください。

喉の痛みや発熱などの症状が出たら…

「研究用」ではなく国が承認した「医療用」もしくは「一般用」のキットを使用してください。

国が承認した検査キットの一覧

（一般用）（医療用）

全国知事会

（厚生労働省相談窓口）



新型コロナワクチン接種オミクロン株に対応した 
2 価ワクチン接種を開始しております！！ 

 

●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 3 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 3 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 3 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 27 日（日曜日） 午前・午後  【11 月 22 日（火曜日）〆切】 

 令和 4 年 12 月 4 日（日曜日）  午前・午後   【11 月 30 日（水曜日）〆切】 

 令和 4 年 12 月 11 日（日曜日） 午前・午後  【12 月 7 日（水曜日）〆切】 

 

  ※使用するワクチンはファイザー社製ワクチンとなっております。 

 ※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）  



くま天堂

売り
切れ

御免
！

・薬膳カレー
・ハンドドリップコーヒー
・ドリンク各種
・駄菓⼦

ビジカフェ
 

 

アートを楽しむ

おぜしかプロジェクト
⿅⾰の端切れを⾃由に組み合わせ、⾃分だけの
オリジナルトートを作ろう！
11：00〜15：00の間に先着20名！
参加費：1,000円 ※予約不要

※写真はイメージです

※写真はイメージです

はるひのみや
・発酵スイーツ

「⾷」にとことん向き合うパティシエが、厳選した⾷材のみ
で作る発酵スイーツ「⽣きるお菓⼦」。
どんなスイーツが来るかは当⽇のお楽しみ。

場所：知床羅⾅ビジターセンター
電話：0153-87-2828
施設開館時間：10：00〜16：00

11⽉20⽇（⽇）
10：00〜15：00

⽊の温もり展
中標津町在住のアーティスト 佐伯 雅視 ⽒による特別展を
開催中。すべすべコロコロと⽣き物のような作品の数々は、
思わず触れたくなるような物ばかり（なんと触ってもOKな
作品多数！）。
開催期間：10⽉11⽇〜2023年1⽉22⽇

・⿅⾰ワークショップ

この⽇限りの駄菓⼦屋さん

by No Borders Cafe

羅⾅昆布と鮭節を使ったこだわり
のカレーと、オリジナルブレンド
のコーヒーをどうぞ。この⽇限り
の駄菓⼦屋さんも登場するよ！

作って、⾒て、ふれて、⾷べて イベント開催⽇時

主  催：羅⾅町
企画運営：（公財）知床財団

こちらも開催中！
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 いつも水曜日に開催しているありんこ広場ですが、１１月２２日（火）はありんこ広場特別編!! 

（NPO）お助けネット代表の中谷通恵さんと、一緒に楽しく遊んで、子育てのコツやヒントを見

つけませんか？ 

 

 

 日時 １１月２２日（火曜日） 会場 子育て支援センターありんこ 

 １０時３０分～１１時２０分  

 対象 未就園児とその保護者 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お問合せ・申込先 子育て支援センターありんこ 

 電話 ８８－１５１５ 

「やさしい親がいいの？」「厳しい親がいいの？」「競争心も

必要ではないの？」「がまんづよさって、どうやって育むの？」 

「ネットは心配もあるけれど、勉強や仕事でも絶対必要な時代だ

し・・・」 

我が子を愛するがゆえに、悩みはつきません。 

問いへの答えはひとつではないけれど、「子どもの心の発達

段階」の特性を大人である私達が知ることで、子育てのコツや

ヒントがみつかります。 

みなさんにお会いできるのを楽しみにうかがいます。一緒に

学び合いましょう！ 

講師：中谷
な か や

通恵
み ち え

さん 



令和５年度奨学金返還支援事業                町政だより 令和４年１１月１０日発行 

羅臼町内事業所等の採用を応援します！ 

 

 

 

 

 

 

羅臼町では、学生時代に貸与型奨学金を利用した方で、町が認定する事業所等へ正社員

又はその他正規採用者として就職し、羅臼町内に居住した場合、奨学金返還相当額を支援

いたします。 【限度額：年間最大１８万円、１０年間（最大１８０万円）】 

※２０２３年度（令和５年度）に新規学校卒業者を採用した場合に限ります。 
 

支援の対象者は、町長が認定する町内の事業所等に就職後、５年以上継続して勤務し、

羅臼町に定住する方を対象としています。 

新規学校卒業者を採用する予定がある事業所等は是非認定の申請をお願いします。 

 
返還支援 

 

 

                           申      認 

                           請      定 

 

                               

正規就職 

                                                                 学生等（支援対象者） 

対象事業所は？ 
 

羅臼町内に所在する事務所、店舗、工場その他事業に供する施設を有し、町民税の特別徴収

義務者である事業所です。尚、羅臼町内に支店や営業所等を有する事業所については、その支

店等で採用する場合に限り対象事業所とします。 
 

認定事業所になるには？ 

本事業の認定事業所になるには申請書の提出が必要です。指定要領をご確認ください。 
 

 

  
  

  

 

認定を希望する事業所は１２月２０日までに申請書を提出してください。 
 

お問い合わせや申請書のダウンロードはこちらから 

〒086-1892 北海道目梨郡羅臼町栄町 100 番地 83 

           企画振興課  TEL 0153-87-2114 / FAX 0153-87-2916 

                  E-mail kikaku.r@rausu-town.jp 

                  町ホームページ http://www.rausu-town.jp/ 

羅臼町 

事業所 

0 

申請書を 

町に提出 

①町のホームページから 

申請書をダウンロード 

②役場の窓口から申請書 

を調達 

町で申請 

内容確認 

認認定！ 
認定事業所は町ホーム

ページで公表します。 

mailto:kikaku.r@rausu-town.jp
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今年も 

認知症キッズサポーターが誕生！ 

 

今年で 3 回目となる、羅臼小学校での認知症サポーター養成講座を、 

元気な 4 年生 20 名が受講してくれました。 

認知症とはどのようなものかというお話から、自分たちなら何ができる 

のかという話し合いを経て、「明日から、困っている人に優しく出来そう。」 

という心強い発言が聞けるまでになりました。 

みんなの優しい気持ちにありがとう❤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業主の皆様へ 
 

   地域包括支援センターでは、『職場向け』認知症サポーターの 

養成講座の開催も行っております。 

日常の業務の中で、「どのように接したら良いだろう？」と疑問 

に思うことがありませんか？？ 

曜日や時間等につきましても、ご希望に沿うことができますので、 

お気軽に相談ください。 

   

      問い合わせ  羅臼町地域包括支援センター 担当：宮下 

             ＴＥＬ 87-5880 

包 括 通 

 
信 

✿第 18号✿ 

発行: 社会医療法人 孝仁会 

羅臼町地域包括支援センター 

住所：羅臼町栄町 役場 1階 正面玄関右側 

電話：８７－５８８０ 
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