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督促状を放置すると
財産の差押えが執行されます

　町では、法令等に則り、自主納付による納期内納税を原則としています。
　納め忘れや諸般の事情により滞納となった税金については、納期限後
20日以内に督促状を発送し、納め忘れの防止を図っています。督促状が
発送された日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合は、
地方税法で「滞納者の財産を差し押さえなければならない」と定められて
います。（地方税法第331条等）
　本町においても、納期内納税をされている方との公平性を確保するため
随時財産調査を行い、差押えを執行しています。
　ただし、生活状況を聞き取った上で納付が困難な事情があると判断され
た場合については、分割納付や徴収の猶予等を認めることもできますので、
放置せずに必ず担当までご相談ください。

問合せ／収納対策担当（内線1115・1116）

防災交通課から

税務課から

　４月６日㈭から15日㈯の10日間にわたり、春の全国交通安全運動が

展開されます。以下の重点項目と自転車安全利用五則をしっかりと理解

し、安全安心のまち別海を目指しましょう。

　また、４月10日㈪は交通事故死ゼロを目指す日と設定されています。

問合せ／防災交通担当（内線2116・2117）

１ 　新入学を迎える子どもや高齢者の交通事故防止

２　 自転車の安全利用の推進

　 （特に、自転車安全利用五則の周知徹底） 

３ 　全ての座席のシートベルトと

　チャイルドシートの正しい着用

４　飲酒運転の根絶

１　自転車は、車道が原則、歩道は例外

２　車道は左側を通行

３　歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

４　安全ルールを守る

　　•飲酒運転、二人乗り、並進は禁止

　　•夜間はライトを点灯

　　•交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

５　子どもはヘルメットを着用

春の全国
交通安全運動 

■債権の調査 3,644件
■債権の差押 116件

（平成29年２月末現在）

平成28年度の債権調査
差押件数

納期限経過

督促状発送

重点項目 自転車安全利用五則

財産の差押

20日以内

10日を経過するまでに
完納しない場合

　町では、より良いまちを目指し活動する団体
を支援することを目的に「べつかい協働のまち
づくり補助金（公募型・ 一般型）」を設けてい

ます。詳細については、募集要項をご確認ください。
　また、対象となる事業の確認や不明な点等があれば、下記担当までお早めにご相談ください。
■受付期間　⑴公募型（前期）　４月３日㈪から４月24日㈪まで
　　　　　　⑵一　般　型　　  ４月３日㈪から翌年１月31日㈬まで
■募集要項設置場所　 町ホームページ、役場総合政策課、各支所、各連絡事務所、各公民館、図書館、
　　　　　　　　　　総合スポーツセンター

問合せ／まちづくり推進担当（内線2215・2216）

総合政策課から
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【タオルサイズ】縦34㎝×横80㎝（綿100%）

【販売価格】1枚 1,000円（税込み）

■販売スケジュール
　※土曜日、日曜日、祝日を除く

■申込方法
申込書に必要事項を記入し、枚数に応じた料金を

添えて、各窓口に提出してください。
郵送申込みも可能です。その際は、申込書と料金

を現金書留で、総合政策課まで郵送してください。
■申込み・商品受取りについて
　場所　役場２階総合政策課窓口または各支所
　時間　午前８時45分から午後５時30分まで
　※土曜日、日曜日、祝日を除く

　このたび北海道日本ハムファイターズでは、応援大使に就任した、中島卓也選手と上沢直之選手の

「写真入り応援大使タオル」制作、販売することとなりました。

　ファイターズは日本一連覇に向けて、ファンの

皆さんと共に、チーム一丸となって優勝を目指し

て戦います。

　勝利に向かって戦う別海町応援大使に、熱い

ご声援をお願いします。

北海道日本ハムファイターズを応援しよう

「別海町応援大使タオル」販売開始

受付期間 商品引渡期間

① ５月１日㈪～19日㈮ ７月10日㈪～14日㈮

② ７月３日㈪～20日㈭ ９月11日㈪～15日㈮

■商品受取り方法
　申込書提出時、申込書の半券（受領証）に職員が商
品引渡期間を記入し、お渡しします。
　記入された期間内に、申込書を提出した窓口まで半
券をお持ちになり、職員に提示してください。
　郵送での受け取りを希望される場合は、総合政策課
から半券（受領証）と商品をそれぞれ郵送します。
※ 商品の郵送は、「着払い」となります。別途、料金

が発生するのでご注意ください。

■申込書設置場所　全5箇所
　 役場1階応援大使展示コーナー、各支所、各連絡事

務所
※ 町ホームページからもダウンロードできます。
　 ht tp : / /betsuka i . jp/b log/0001/ index .

php?ID=4839

　３月３日に開催された「18市町村代表者×応援大使決起集会」

において抽選会が行われ、「北海道シリーズ2017  WE  LOVE 

HOKKAIDO」期間中に「別海町」名入り限定キャップが着用される

ことが決定しました。以下の試合で着用されます。

　集会では、選手を代表
して、別海町応援大使の
中島卓也選手が「今年も
勝ちにこだわり、少しで
も明るい話題が提供でき
るよう精一杯がんばりま
す」と挨拶していました。

「北海道シリーズ2017 WE LOVE HOKKAIDO」で
町名入りキャップが着用されます

試合日 球場 カード キャップ

５月12日㈮～14日㈰ 東京ドーム 千葉ロッテマリーンズ 別海町

応援大使タオルデザイン

総合政策課から

問合せ／企画振興担当（内線2213・2214）



13　BETSUKAI 2017.4

　町では、町民の皆さんと共にまちづくりを進めるため「別海町自治基本条例」に基づき「別海町自治推進

委員会」を設置し、まちづくりへの町民参加や条例の運用状況に係る検証などを行い、協働のまちづくりを

進めるための方策について話し合いをしています。

　この度、委員の改選に伴い、公募委員を募集します。町民の皆さんのご応募をお待ちしています。

■応 募 資 格　別海町在住の平成29年４月１日現在で満20歳以上の方

■募 集 人 数　若干名

■募 集 締 切　４月28日㈮まで

■委員会の開催予定　年４回程度（時間帯は午前10時から午後５時までの間で２時間程度を予定）

■応 募 方 法　記入欄に必要事項を記入の上、郵送、FAX、Eメールまたは持参にてお申込みください。

■応 募 先 ・ 問 合 せ　〒086-0205　別海町別海常盤町280番地

　　　　　　　　　　別海町役場総務部総合政策課まちづくり推進担当

　　　　　　　　　　TEL 75-2111︵内線2215・2216）　FAX 75-0371

　　　　　　　　　　Ｅメールsougouseisaku@betsukai.jp
記入欄

別海町自治推進委員の募集について

　２月20日に役場で抽選会を行いました。

抽選結果概要は以下のとおりです。当選者

には、当選通知とチケットを発送しています。

　たくさんのご応募ありがとうございました。

「OPENING GAMES 2017」
招待観戦チケット抽選結果

（氏名） （年齢） （電話番号）

（住所）

（応募動機）

別海消防署から

　春は、空気が乾燥し、風が強く吹くなど、小さな火
元から火災になることが多い季節です。
　例年この時期には、タバコの投げ捨てやごみ焼きに
よる火災が多く発生していますので、火の取り扱いに
は十分注意してください。

問合せ／別海消防署予防課　TEL 75-2200

　運動期間中、消防団員（身分証携行）による住
宅の防火点検を実施します。対象は、農家地区お
よび別海川上町の一部です。
　防火点検では、家畜伝染病予防のため使用する
車両などの消毒を行いながら点検を実施しますの
で、ご理解とご協力をお願いします。
■点検内容　 煙突の設置状況、ホームタンク設置

状況、ガスボンベ設置状況　など

住宅防火点検を実施します春の火災予防運動 
4月20日㊍から4月30日㊐まで

■申込総数　639名（内訳　 ４月１日㈯分 323名、４月２日㈰分 316名）

■当 選 率　15.6％（当選者数　各日50組100名） 問合せ／企画振興担当（内線2213・2214）
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
　書面申請のほか、振込手数料のかからないインターネットからの受験申請（電子申請）がご利用できます。

詳しくは、（財）消防試験研究センターのホームページをご覧ください。

受験願書配布・問合せ／別海消防署予防課　TEL 75-2200

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆危険物取扱者・消防設備士試験日程表 

危
険
物
取
扱
者
試
験

消
防
設
備
士
試
験

試　験　日
受験願書の受付期間

試験の種類
試験地

（近隣市町村のみ掲載）書面申請 電子申請

第１回 ５月21日㈰ ４月11日～４月18日 ４月８日～４月15日
甲種
乙種（第１～６類）
丙種

札幌市

第２回 ６月４日㈰ ４月24日～５月１日 ４月21日～４月28日

甲種
乙種（第１～６類）
丙種

釧路市　他５市

乙種（第１～６類）
丙種

根室市　他８市町

第３回 ７月₂₃日㈰ ６月1₆日～６月23日 ６月13日～６月20日
甲種
乙種（第１～６類）
丙種

札幌市

第４回 ８月₂₀日㈰ ７月７日～７月14日 ７月４日～７月11日
甲種
乙種（第１～６類）
丙種

釧路市　他５市

第５回 ９月24日㈰ ８月21日～８月28日 ８月18日～８月25日
甲種
乙種（第１～６類）
丙種

札幌市

第６回 ₁₀月₂₉日㈰ ９月1₉日～９月2₆日 ９月1₆日～９月23日

甲種
乙種（第１～６類）
丙種

釧路市　他５市

乙種（第１～６類）
丙種

中標津町　他７市町

第７回 ₁₁月₁₉日㈰ 10月13日～10月20日 10月10日～10月1₇日
甲種
乙種（第１～６類）
丙種

札幌市

第８回
平成₃₀年
１月₂₈日㈰

12月７日～12月14日 12月４日～12月11日
甲種
乙種（第１～６類）
丙種

釧路市　他6市

第９回
平成₃₀年
３月₂₄日㈯

平成30年
２月15日～２月22日

平成30年
２月12日～２月19日

乙種（第４類）
丙種

札幌市

試　験　日
受験願書の受付期間

試験の種類
試験地

（近隣市町村のみ掲載）書面申請 電子申請

第１回 ６月４日㈰ ４月24日～５月１日 ４月21日～４月28日
甲種（特類）
甲種（第１～５類）
乙種（第１～７類）

釧路市　他６市

第２回 ８月₂₀日㈰ ７月７日～７月14日 ７月４日～７月11日
甲種（第１～５類）
乙種（第１～７類）

釧路市　他６市

第３回 ₁₀月₂₉日㈰ ９月1₉日～９月2₆日 ９月1₆日～９月23日
甲種（特類）
甲種（第１～５類）
乙種（第１～７類）

釧路市　他６市

第４回
平成₃₀年
１月₂₈日㈰

12月７日～12月14日 12月４日～12月11日
甲種（第１～５類）
乙種（第１～７類）

釧路市　他６市

第５回
平成₃₀年
３月₂₄日㈯

平成2₉年
２月15日～２月22日

平成2₉年
２月12日～２月1₉日

乙種（第４・６・７類） 札幌市

別海消防署から
平成29年度
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