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１　高齢者事故防止

２　飲酒運転根絶

３　自転車安全利用

４　居眠り運転防止

５　デイ・ライト︵昼間点灯︶運動の実践

６　スピードダウン

７　シートベルト全席着用

　６月８日㈭から６月17日㈯の10日間、春の行楽

期の交通安全運動が実施されます。

　右記の重点項目をしっかりと理解し、安心安全な

まち別海を目指しましょう。

　ラジオは手軽に持ち運べ停電時にも使うことができ、災害発生時等の情報収集に有効な手段となるため、
日頃からラジオの受信状況を確認しておくことが大切です。
　地域によってラジオ放送局の周波数が異なるほか、昼と夜で聴こえる放送局の周波数が異なることもある
ので、災害発生時等に十分活用できるよう、平時から聴取可能な放送局を確認しておきましょう。

　パソコンではURLを開き、スマートフォンでは専用アプリを
ダウンロードする。

問合せ／防災交通担当（内線2116・2117）

問合せ／防災交通担当（内線2116・2117）

重点項目

聴こえづらい場合

インターネットでラジオを聴く

春の行楽期の
交通安全運動

防災交通課から

総務課から

　「政治倫理の確立のための別海町長の資産等の公開に関する条例」に基づき、

役場総務部総務課において、町長の資産等報告書（土地、建物、預貯金、有価証

券、自動車などの保有状況）を閲覧することができます。

　閲覧開始日は６月30日㈮からです。

　問合せ/総務行政担当（内線2111～2113）

町長の資産等を公開します

災害時にラジオを有効活用するために

原因の解消策 原因の特徴

ラジオを窓際に置いてみる ガラスは電波を通しやすく、鉄筋コンクリートは電波を通しにくい。

ラジオの向きを変えてみる
ラジオに内蔵されているアンテナは向きによって受ける電波の強さが違

う。外付けアンテナも効果的。

家電製品から離してみる
家電製品から発生する雑音でラジオが聴こえにくくなっている可能性があ

る。家電製品の電源スイッチを切ったりコンセントを抜いたりして雑音の

原因を探してみる。

周波数を変えて聴いてみる
ＡＭ波は、夜は遠方まで届くようになり道外や外国の放送が混信してくる

ため、聴きづらい場合は違う周波数を聴き比べてみる。

種類及びＵＲＬ 受信方法

ＮＨＫネットラジオ『らじる★らじる』
http://www3.nhk.or.jp/netradio/

ＮＨＫラジオ第１、第２、ＦＭの番組が聴ける。

民放ラジオ『ｒａｄｉｋｏ』
http://radiko.jp/

民放ラジオの番組が聴ける。
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納付が困難な場合は必ずご相談ください

税務課から
平成29年度

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

町 道 民 税 １期 ２期 ３期

固 定 資 産 税 １期 ２期 ３期

軽 自 動 車 税 全期

国民健康保険税 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

　12月を除く月は１日から末日ま

で、12月は１日から25日までに納

付いただくようお願いします。

　なお、末日が金融機関の休業日の

場合は翌営業日が納期となります。

　町税の納付には、便利で確実な口座振替の利用をおすすめしま

す。口座振替は指定された預貯金口座から納期ごとに自動で払い

込まれるため納め忘れがなく、納期のたびに金融機関へ出向く手

間がかからないため、仕事の忙しい方や不在の多い方などに便利

です。

　手続きの際は通帳印を持参の上、右記町税取扱金融機関の窓口

にてご依頼ください。

　６月から、平成29年度分町税の納付が始まります。

年間の納期については、下記一覧表のとおりとなって

いますので、納期内納付にご協力ください。

問合せ／課税担当（内線1111～1114）

　　　　収納対策担当（内線1115・1116）FAX 75-2773

●大地みらい信用金庫本店および各支店

●別海町内各農・漁業協同組合

●中標津町農業協同組合

●計根別農業協同組合

●標津町農業協同組合

●北洋銀行中標津支店

●釧路信用組合中標津支店

●北海道労働金庫中標津支店

●北海道銀行中標津支店

●全国のゆうちょ銀行および郵便局

町税取扱金融機関

町税の納付について

平成29年度 別海町職員採用試験のご案内
１ 採用職種、採用予定人数、勤務先、受験資格

２　試 験 方 法　面接試験

３　試験期日、会場　決定次第、応募者の方に連絡します

４　応募方法、受付締切　 指定履歴書︵写真貼付︶および資格証明書の写し︵嘱託看護補助員および臨時保育助手

は指定履歴書のみ︶を提出してください。※採用予定人数に達した時点で終了します。

５　採用予定日　試験日の翌月の初日

６　受 付 場 所　別海町役場総務部総務課人事厚生担当　TEL0153-75-2111（内線2114）

　　　　　　　　〒086-0205　 別海町別海常盤町280番地

詳細は、町ホームページ（職員採用情報）をご覧ください。

職　　種
採用予定
人数

勤 務 先

受 験 資 格

1
正職員
看護師・准看護師

若干名
町立別海病院

看護師または准看護師の資格を有し、昭和37年４月２日以降に生まれた方

2
嘱託職員
看護師・准看護師

１名
町立別海病院 西春別駅前診療所

看護師または准看護師の資格を有し、昭和37年４月２日以降に生まれた方

3
嘱託職員
看護補助員

１名
町立別海病院

夜間勤務が可能で、昭和37年４月２日以降に生まれた方

4
臨時職員
児童厚生員

１名
中央児童館

保育士資格、幼稚園・小学校・中学校教諭免許いずれかの所有者

5
臨時職員
介護員

２名
別海町老人保健施設すこやか

介護職員初任者研修（ホームヘルパー２級）修了以上の資格を有する方

6
臨時職員
保育士及び保育助手

３名

別海町内各保育園

保 育 士…保育士資格、幼稚園教諭免許いずれかの所有者
保育助手…健康で通勤可能な方

総務課から
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別海町ふるさと応援制度
（ふるさと納税）寄付の状況

■平成28年度の寄付状況

事　　業　　区　　分 件数 基金名 寄付金額

①協働のまちづくりに関する事業 10件

ふるさと応援基金

125,000円

②高齢者・障がい者の支援に関する事業 14件 430,000円

③新エネルギー・省エネルギーの整備に関する事業 5件 35,000円

④自然環境・地域景観の保全及び野生鳥獣の保護に関する事業 17件 350,000円

⑤清らかな川づくりに関する事業 6件 清流保全基金 85,000円

⑥酪農・水産・商工観光等の振興発展に関する事業 36件 産業振興基金 455,000円

⑦スポーツの振興発展に関する事業 16件 スポーツ振興基金 335,000円

⑧生涯学習の推進、芸術文化の振興発展に関する事業 4件 生涯学習振興基金 115,000円

合　　　　　　計 108件 　 1,930,000円

※複数の事業に対し寄付してくださった方がいるため、寄付件数と寄付者数は一致しません。

■平成28年度の基金活用状況　平成28年度は、以下のとおり基金を活用させていただきました。

基金名 事業名 繰入金額

清流保全基金 清流保全補助金交付事業 130,000円

産業振興基金 水産系副産物再資源化施設改修事業 11,900,401円

スポーツ振興基金
スポーツ振興補助事業 4,628,528円

スポーツ団体等派遣費補助事業 6,662,000円

生涯学習振興基金
青少年芸術劇場開催事業 1,000,000円

友好都市少年少女ふれあいの翼交流事業 299,951円

　別海町ふるさと応援制度（ふるさと納税）は、「別海町を応援したい」という方なら個人、団体、町内外問わ

ずどなたでも寄付していただけます。詳細については、町ホームページをご覧いただくか、下記担当までお問い

合わせください。 問合せ／企画振興担当（内線2213・2214）

　町では、個性豊かな活力あるふるさとづくりのため、

このまちを愛し、応援してくださる方からの寄付を募集

しています。

　昨年度は、71名、３団体から総額1,930,000円の寄

付をいただきました。この寄付金は基金として管理して

おり、事業の実施など十分な検討を行った上で活用して

いきます。

平成28年度

たくさんの
応援を
ありがとうございました

■ 従業者４人以上の全ての製造事業所を対象に、平成29年６月

１日時点で実施しています。

■ ５月下旬に調査員が対象の事業所を訪問し、調査票の配布や従

業員数等の確認を行いました。

■ 調査の結果は中小企業施策や地域振興など、国および地域行政

施策のための基礎資料として利活用されます。 

■ 調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目的以外に使用

することは絶対にありません。 

■ 調査の趣旨・必要性をご理解いただき、ご回答をよろしくお願

いします。

問合せ／まちづくり推進担当（内線2212）

　工業統計調査は、我が国における工業の実態を明らかにすることを目的とする政府の重要な調査

で、統計法に基づく報告義務のある基幹統計調査です。

平成29年 工業統計調査を実施しています

総合政策課から

調査スケジュール

回答方法 回答期間

オンラインでの回答
調査票受領後から
6月７日㈬24時締切

紙の調査票での回答
︵調査員が回収に伺います︶

調査票受領後から
６月９日㈮

工業統計キャラクター・コウちゃん

平成29年調査からオンライン回答
（パソコン、スマートフォン、タブレ
ット）が可能となりました。
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公衆無線LAN(Wi-Fi）
が利用できます

「別海町応援大使懸垂幕｣について

「市町村紹介大型ビジョンCM」について

　町では、来町者等への利便性向上のため、町内

３カ所の施設に無料で利用できる公衆無線LAN

環境（Wi-Fi）を整備しました。

　利用可能場所に無線LAN機能を搭載したス

マートフォンやノートパソコン等の機器をお持ち

いただければ、インターネットに接続することが

できますので、ご自由にご利用ください。

■利用可能場所

◦別海町役場庁舎（１階ロビー付近）

◦別海町交流館ぷらと（１階ロビー付近）

◦野付半島ネイチャーセンター（１階食堂付近）

■利用料金　無料

■利用可能時間　１回の接続当たり30分まで

■利用方法

①Wi-Fi機能を「オン」

　ご利用の通信端末をWi-Fiネットワークに接続でき

るよう設定してください。（設定方法は、機種によっ

て異なります。ご不明な場合は、それぞれの取扱説明

書等をご確認ください。）

②Wi-Fiへの接続

　利用可能なWi-Fiネットワークから、SSID「betsu

kai_Free_WiFi」を選択してください。

③利用規約への同意

　ウェブブラウザを立ち上げ、利用規約の内容をご確

認ください。

　利用規約に同意される場合は、「同意します」ボタ

ンを押してください。

　ボタンを押した後、インターネットに接続すること

ができます。

　なお、利用規約に同意されない場合は、インターネッ

トへの接続はできません。

問合せ／情報管理担当（内線2215・2216）

　北海道日本ハムファイターズと別海町応援大使である「中島卓也選手（背番

号９）」と「上沢直之選手（背番号63）」を応援するため、２選手をデザイン

した「懸垂幕」を製作しました。設置場所は役場本庁舎正面玄関右側です。

　北海道日本ハムファイターズ市町村応援大使企画として、本町の特産品や名

所などを、中島卓也選手と上沢直之選手が紹介するオリジナルCMが札幌ドー

ムの大型ビジョンで放映されます。

北海道日本ハムファイターズを応援しよう

問合せ／企画振興担当（内線2214）

（イメージ画像：別海町観光開発公社提供）

放映日 対戦相手 試合開始時間

６月10日㈯ 読 売 ジ ャ イ ア ン ツ

午後６時
から

７月20日㈭ 東北楽天イーグルス

８月16日㈬ 千葉ロッテマリーンズ

８月18日㈮ 埼玉西武ライオンズ

９月14日㈭ 千葉ロッテマリーンズ

９月30日㈯ 埼玉西武ライオンズ
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