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�※書面による申請とインターネット（電子）による申請では、受付期間が異なるのでご注意ください。

◆�受験願書は、（一財）消防試験研究センター北海道支部、各地域の消防本部、消防署、北海道総務部危機対策局危機対策課、
各総合振興局または各振興局地域創生部地域政策課および紀伊国屋書店札幌本店にあります。

危険物取扱者・消防設備士試験日程表 
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別海消防署から
平成30年度

区分 試験日 試　　験　　地 試験の種類 受験願書の受付期間 合格発表
予定日書面申請 電子申請

第1回 ５月₂₇日㈰ 札幌市 甲種、乙種（第１～６類）　
丙種　　

４月18日㈬～
４月26日㈭

４月15日㈰～
４月23日㈪ ６月13日㈬

第2回 ６月₁₇日㈰
函館市　旭川市　北見市
苫小牧市　帯広市　釧路市　　　　

甲種、乙種（第１～６類）　
丙種　　

　
５月10日㈭～
５月1₇日㈭
　

　
５月７日㈪～
５月14日㈪
　

７月４日㈬倶知安町　小樽市　岩見沢市　�
名寄市��稚内市　�室蘭市

乙種（第１～６類）　　　　　　　　　
丙種

　
第3回
　

　
７月₂₂日㈰

　

札幌市 甲種、乙種（第１～６類）
丙種 ６月18日㈪～

６月25日㈪
６月15日㈮～
６月22日㈮ ８月８日㈬滝川市　留萌市　網走市

紋別市　新ひだか町　根室市　　
乙種（第１～６類）、���������
丙種

第4回 ８月₂₆日㈰ 函館市　旭川市　北見市
苫小牧市　帯広市　釧路市　

甲種、乙種（第１～６類）���
丙種　

７月18日㈬～
７月26日㈭

７月15日㈰～
７月23日㈪ ９月12日㈬

　
第5回

　
₁₀月₁₄日㈰

札幌市　　 甲種、乙種（第１～６類）
丙種 ９月７日㈮～

９月14日㈮　
９月４日㈫～
９月11日㈫　10月31日㈬江差町　倶知安町　稚内市

網走市　室蘭市　中標津町
乙種（第１～６類）、���������
丙種

第6回 ₁₁月４日㈰

函館市　旭川市　北見市
苫小牧市　帯広市　釧路市

甲種、乙種（第１～６類）　
丙種 ９月2₇日㈭～

10月４日㈭
９月24日㈪～
10月１日㈪ 11月21日㈬　小樽市　岩見沢市　滝川市

名寄市　留萠市　紋別市
浦河町

乙種（第１～６類）
丙種

第7回 ₁₂月９日㈰ 札幌市 甲種、乙種（第１～６類）
丙種

11月５日㈪～
11月12日㈪

11月２日㈮～
11月９日㈮ 12月2₇日㈭

第8回 平成₃₁年
１月₂₀日㈰

函館市　旭川市　北見市
苫小牧市���帯広市　釧路市

甲種、乙種（第１～６類）
丙種　

12月３日㈪～
12月10日㈪　

11月30日㈮～
12月７日㈮　

平成31年
２月６日㈬

第9回 ３月₁₀日㈰ 札幌市 乙種第４類
丙種

平成31年
２月１日㈮～
２月８日㈮

平成31年
１月29日㈫～
２月５日㈫

平成31年
３月29日㈮

区分 試験日 試　　験　　地 試験の種類 受験願書の受付期間 合格発表
予定日書面申請 電子申請

第1回 ６月₁₇日㈰ 札幌市���函館市���旭川市　北見市
苫小牧市���帯広市　釧路市

�甲種特類
�甲種（第１～５類）
�乙種（第１～７類）

５月10日㈭～
５月1₇日㈭

５月７日㈪～
５月14日㈪ ７月19日㈭

第2回 ８月₂₆日㈰ 札幌市���函館市���旭川市　北見市　
苫小牧市����帯広市����釧路市

�甲種（第１～５類）
�乙種（第１～７類）

７月18日㈬～
７月26日㈭

７月15日㈰～
７月23日㈪ ９月28日㈮

第3回 ₁₁月４日㈰ 札幌市���函館市���旭川市　北見市　
苫小牧市　帯広市　釧路市

�甲種特類
�甲種（第１～５類）
�乙種（第１～７類）

９月2₇日㈭～
10月４日㈭

９月24日㈪～
�10月１日㈪ 12月６日㈭

第4回 平成₃₁年
１月₂₀日㈰

札幌市　函館市���旭川市　北見市　
苫小牧市　帯広市　釧路市

�甲種（第１～５類）
�乙種（第１～７類）

12月３日㈪～
12月10日㈪

11月30日㈮～
12月７日㈮

�平成31年
２月21日㈭

第5回 ３月₁₀日㈰ 札幌市 �乙種（第４．６．７類）
�平成31年
２月１日㈮～
２月８日㈮

�平成31年
１月29日㈫～
２月５日㈫

平成31年
４月11日㈭

（一財）消防試験研究センター北海道支部
〒060-8603 札幌市中央区北５条西６丁目２番地の２　札幌センタービル12階

TEL 011-205-5371  FAX 011-205-5373
問合せ／別海町消防署予防課

　TEL75-2200
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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、農家地区および別海川上町の一部を対象に、消防団員（身分証携行）
による住宅の外観および周囲の点検を実施します。防火点検に使用する車両は、家畜
伝染病予防のため消毒を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。
＜点検内容＞�　煙突、ホームタンク、ガスボンベ等の設置状況　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

■チケット　前売り2,000円　当日2,500円
　�（各ドリンク券付き※アルコール類は２枚で１杯、ソフトドリ
ンクは１枚で１杯）

■チケット販売
　�別海町各公民館、ミュージックショップぴっくあっぷ、大和屋、
中標津町総合文化会館、根室市総合文化会館、標津町生涯学習
センター、よしや楽器

■問合せ�　別海町中央公民館　TEL75-2146
※�当日はアルコールの提供をしていますので、お車でお越しの方
は、飲酒をご遠慮ください。

奏楽（そら）コンサート
日時

場所

5月29日火
別海町中央公民館　大集会室
開場  午後６時　開演  午後７時

中央公民館から

問合せ／文化財担当（内線3712）

　「旧国鉄標津線床丹３の川鉄橋米軍機空襲跡」を別海町歴史文化遺
産に認定しました。
　昭和20年７月14日早朝、米軍空母ハンコックから発進した戦闘爆
撃機コルセア２機が、国鉄西別駅―春別駅間を走行していた機関車に

対し機銃掃射を行いました。この攻撃により、機関士１名が亡くなっています。本遺
産は、この空襲によって床丹３の川に架かる鉄橋に残った銃弾痕です。
　米軍による別海村への空襲が残した歴史的痕跡であり、本町における戦争の記憶を
後世に語り継ぐ上で重要な遺構です。
　｢別海町歴史文化遺産｣ は、応募者や地域の人たちの思い入れや由来などを重視して遺産として
認定するもので、申請の受付は随時行っています。詳しくは下記担当までお問い合わせください。

旧国鉄標津線床丹３の川鉄橋米軍機空襲跡を
別海町歴史文化遺産に認定

生涯学習課から
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施　設　名 開放期間 休館日 開　放　時　間

体育館
町 民 ４月１日から12月24日

１月８日から３月31日

月曜日
（月曜が祝日の
場合は翌日）

平日、土曜日　午前９時から午後10時
日曜日、祝日　午前９時から午後５時西 春 別

ファミリースポーツハウス
（町民・西春別）

４月１日から12月24日
１月８日から３月31日 午前９時から午後10時

温水
プール

別 海 ４月１日から11月25日 午後１時から午後８時30分
※7、8月は午前10時から開放

別海（トレーニング室） ４月１日から12月24日
１月８日から３月31日

午後１時から午後８時45分
※7、8月は午前10時から開放

西 春 別 ４月１日から11月25日 午後１時から午後８時
※7、8月は午前10時から開放

尾 岱 沼 ５月１日から10月24日 月曜日

火、水、土、日曜日　午後１時から午後５時
木、金曜日　午後１時から午後８時
※7、8月は午前10時から開放
※ 火、水、土、日曜日は、午後５時以降の夜間開

放は行いません。

▪町民体育館、西春別温水プール、尾岱沼温水プールの３カ所
▪西春別温水プール休館日のときは、西公民館で１回券のみ販売。
▪尾岱沼温水プール休館日のときは、尾岱沼支所で１回券のみ販売。
　○�障がい者手帳をお持ちの方は、免除となります。シーズン券が必要な方は各
販売所で手続きを行ってください。（障がい者手帳必要）

　町民体育館および西春別温水プールで４月24日㈫より販売開始。
　町営パークゴルフ場、尾岱沼温水プールでは、オープン後に販売します。
（５月上旬オープン予定）

　次の各スポーツ施設を利用される方にシーズン券を販売します。

問合せ／別海市街の施設　別海町総合スポーツセンター　TEL�75-2882
　　　　西春別・尾岱沼の施設　教育委員会生涯学習課社会体育担当　TEL�75-2111（内線3711）

施設使用料

販　売　所

パークゴルフ場について

利用券の有効期限は発行年度内となります

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●平成30年度 シーズン券の販売について
生涯学習課から

施設名
シーズン券 一回券（午前、午後、夜間）

一般 65歳以上 一般 65歳以上
町民、西春別体育館共通 4,200円 2,100円 100円 50円町民、西春別ファミリースポーツハウス共通
別海、西春別、尾岱沼温水プール共通 6,300円 3,150円 310円 150円
別海、西春別、尾岱沼パークゴルフ共通 6,300円 3,150円 310円 150円

※�町民体育館について、今年度内部改修工事が予定されており開放できなくなる期間があります。
　工期やシーズン券の扱いが決まり次第周知します。
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■日　時　４月22日㈰　午前９時30分から午後１時
■場　所　野付半島（集合は野付半島ネイチャーセンター２階）
■講　師　郷土資料館　主幹　石渡　一人
■定　員　30名（�電話、FAXまたはEメールにて氏名、電話番

号を４月20日㈮までにご連絡ください。
■参加料　�100円（保険料）
■その他　�長靴を必ず着用してください。草分け道や海岸を５

㎞ほど歩きます。

図書館から

５月の休館日　３日～５日、７日、14日、21日、28日、31日（月末休館日）
 休館中の返却は玄関横の返
却ポストをご利用ください。

問合せ／図書館　TEL 75-2266  FAX 75-0506　Eメール tosyo@betsukai.jp

　利用者カードについて、園児、児童は幼稚園、
学校で移動図書館車を利用するため、担任等が
保管している場合があります。その場合は、貸
し出しの際に、カウンターでお名前をお伝えい
ただければ本を借りることができます。

■開館時間
　午前10時から午後６時（日曜日は午後４時まで）
■休館日　
　月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日も休館）
　祝日、図書整理日（毎月最終木曜日）、
　特別図書整理日（蔵書点検）、年末年始
■貸出冊数と期間
　１人10冊まで２週間以内（移動図書館車は５冊まで）
　※雑誌の最新号、ビデオ、DVDは館内利用のみ。
■移動図書館車「はくちょう号」　
　�　絵本から一般書まで、約2,500冊の本を積んで、
各地域や各学校、保育園、幼稚園を巡回していま
す。運行は５月８日㈫からを予定しています。日
程等の詳細は、来月号でお知らせします。
■上西春別中学校開放型図書室
　毎週水曜日　午後２時30分から午後５時まで
　�上西春別中学校図書室の一部を活用して本の貸し
出しを行っています。
■初めて本を借りる方
　カウンターにお申し込みください。利用者カード
を発行します。

　皆さんから寄せられた本を安価で販売し、その収益
から図書館に新刊が寄贈されます。
■日時　�４月21日㈯　午前10時から午後４時
■場所　図書館エントランスホール
■主催　読書サークル東雲

■期間　４月22日㈰から５月13日㈰
■場所　図書館カウンター前
　子どもの読書週間（4月23日から５月12日）にあ
わせ、絵本を開くと場面が飛び出すポップアップ絵本
を展示します。貸し出しはできませんが、素晴らしい
「しかけ絵本」をご覧ください。

本を借りるときは、利用者カードが必要です。
利用者カードは即時発行します。

図書館のご案内 第67回 古本市

飛び出す絵本展　

図書館は、赤ちゃんから
どなたも無料で利用できます

■日時　13日、20日、27日㈮
　　　　午前11時から11時15分
■場所　図書館「お話のコーナー」
■対象　０歳から３歳程度
※�図書館職員が赤ちゃん絵本の読み聞かせや手遊
びなどをします。

小さい子のお話の時間

古本の提供も随時受け付けています。

 ４ 月の休館日　２日、９日、16日、23日、26日（月末休館日)、29日、30日

問合せ／郷土資料館
TEL・FAX 75-0802
Eメール kyoudo@betsukai.jp

　道内でも珍しい江戸時代の遺跡を訪ねたいと思います。また、野付半島の春の息吹も感じられることと思います。

郷土資料館だより ふるさと講座・歴史系 郷土資料館から

歴史の道を歩く～江戸時代のノツケ! 野付通行屋、番屋跡遺跡を訪ねる～
第1回目

４月の休館日　１日、７日、９日、15日、21日、23日、29日、30日

５月の休館日　３～６日、14日、19日、20日、28日

野付通行屋跡遺跡（1999年撮影）
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