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総合政策課から

８月は「北方領土返還要求運動強調月間」です
　道では、北方領土返還要求に対する国民世論の高揚を図るため、毎年
８月を「北方領土返還要求運動強調月間」としています。
　役場庁舎、各支所での署名活動や「北方領土の日」ポスターコンテス
ト作品の募集など、さまざまな活動を行っていますので、ぜひ積極的に
ご参加ください。 問合せ／企画振興担当（内線2213）

　６月14日から17日に北方四島在住ロシア人訪問団17名が別
海町を訪れ、町内の視察やホームビジット、意見交換会等で町

民と交流し、互いの生活につ
いて理解を深め合いました。
　受け入れ家庭や交流に参加
していただいた皆さま、ありがとうございました。
　なお、ホームビジットの受け入れ等に興味のある方は気軽にお問い合わせく
ださい。 問合せ／企画振興担当（内線2213）

北方四島在住
ロシア人ファミリー受け入れ

■試験区分、
　受験資格および
　採用予定人数

　※日本の国籍を有しない方または地方公務員法第16条各号のいずれかに該当する方は受験できません。
■採用予定日　令和２年４月１日
■試験日および
　試験内容等

■提出書類　 ◦指定履歴書（写真貼付）および資格証明書の写し
　　　　　　 ◦卒業（卒業見込）証明書および最終学歴の成績証明書　※技術職応募の方のみ
　　　　　　指定履歴書がありますので、下記担当または各支所にお問い合わせください。
　　　　　　ホームページからダウンロードすることもできます。
　　　　　　詳細、ご不明な点は下記担当までお問い合わせください。
■申込み・問合せ　別海町役場総務部総務課人事厚生担当
　　　　　　　　　〒086-0205　別海町別海常盤町280番地　TEL 0153-75-2111（内線2114）

令和2年度 別海町職員（技術職、資格職）採用試験実施のお知らせ

試験区分 試験内容 受付期限 試験日 試験開始時間 試験会場
技術職︵土木︶ 作文試験、適性検査

および面接試験 8月23日㈮ 8月30日㈮ 午前9時 別海町役場保育士･教諭
助産師 面接試験

職　　種 受 験 資 格 採用予定人数

技術職︵土木︶
高等学校卒業以上（令和２年３月卒業見込を含む）の学歴を有した
平成２年４月２日以降生まれの方で、土木施工管理技士の資格を有
する方、または土木に関する学科を専攻・履修した方

２名

保育士･教諭 昭和60年４月２日以降生まれの方で、保育士資格および幼稚園教
諭免許状を有する方（採用時までに取得見込みの方も含む） ５名

助産師 昭和54年４月２日以降生まれの方で、助産師免許を有する方（採
用時までに取得見込みの方も含む） １名

総務課から
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総合政策課から

　町では協働のまちづくりを推進するため、町民の皆さんの希望に応じ、町長と皆さんとの懇談会を実施し
ています。
　懇談会のメニューは次のとおりとなっていますので、ぜひ皆さんの声をお聞かせください。

■内容　 懇談を希望する団体から申し込み
を受け、まちづくり等に関するさ
まざまな分野にわたり懇談しま
す。

■対象　 町内会等の自治会および町で活動
している各種団体

■主催　申し込みをした団体

■内容　 懇談を希望するおおむね５名以上の町民で構成され
た団体から申し込みを受け、牛乳等を飲みながら、
まちづくり等に関するさまざまな分野にわたり気軽
に懇談します。

■対象　 町内会等の自治会および町で活動している各種団体
■主催　町が主催し役場庁舎で開催

問合せ／まちづくり推進担当（内線2211）

町長と話しませんか ミルクミーティング

町長とまちづくりについて話しませんか

事業名 団体名 補助区分 交付予定額 事業の内容

男の介護教室
開催事業

男の介護教室開催
実行委員会

地域づくり補助金
（８割補助・

上限50万円）
500,000円

　介護する能力の低い男性を対象に、
講師を招き「男の介護教室」を開催し
ます。

赤井塾in別海
開催事業 赤井塾を継続する会

地域づくり補助金
（８割補助・

上限50万円）
368,000円

　子どもたちの健康課題に対応できる
よう多種多様な専門職や一般の方を
養成するため「赤井塾」を開催します。

別海村開村
八十八周年記念
別海音頭保存会
活動準備事業

別海村開村八十八
周年記念別海音頭

保存会

スタート応援型
補助金

（８割補助・
上限15万円）

150,000円
　別海音頭の保存と継承を目的とし、
地域の祭りの協力や学校応援ボランテ
ィア、出前講座などの活動をするため
の備品等の整備します。

ハートtoハート
西別川事業

ハートtoハート
西別川実行委員会

まちいきいき支援
型補助金

（５割補助・
上限100万円）

346,000円
　自然保護の理解を促し、自然環境啓
発機会とすることを目的とした、植樹
祭と併せたコンサートや写真展を開催
します。

　本町では、より良いまちを目指し活動する団
体への支援を目的に「べつかい協働のまちづく
り補助金」を設けています。令和元年度前期分
の採択事業が決定したのでお知らせします。採
択された事業が本補助金を有効活用し、継続し
た活動になることを期待しています。

　公募型後期分の事業を募集しています。応募をお考えの方は、次の施設に配置して
いる募集要項をご確認の上、下記担当へ気軽にご相談ください。
　また、募集要項等は町ホームページからもダウンロードできます。

■受付期間　８月26日㈪まで
■募集要項配置場所　 役場総合政策課窓口、各支所、各連絡事務所、
　　　　　　　　　　各公民館、町民体育館、図書館

問合せ／まちづくり推進担当（内線2216）

（公募型）

前期分の採択事業が
決定しました

後期分の事業を
募集しています

検索
町ホームページ検索キーワード
まちづくり補助金（公募型）
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防災交通課から

　６月中に、延べ132名の方から寄付を頂きました。たくさんの応援をありがとうございます。
　寄付金は、活力あるふるさとづくりのために有効活用させていただきます。
　なお、氏名および住所の公表を承諾された方は、町ホームページに掲載しています。
　また、本町では、まちの魅力や地場産品等のPRのため返礼品の充実を図っており、返礼品を提供していただ
ける事業者を随時募集していますので、詳しくは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）

別海町ふるさと応援制度 寄付を頂きました

検索町ホームページ
検索キーワード ふるさと納税

避難のタイミングは
警戒レベルでお伝えします

　「経済センサス ‐ 基礎調査」は、わが国の全ての産業分野にお
ける事業所の活動状態等の基本的構造を明らかにすることを目的
とする政府の重要な調査で、統計法に基づく基幹統計調査です。

　６月から11月までの期間に、調査員が全ての事業所の活動状況を実地確認し、新たに
把握した事業所など一部の事業所には調査票を配布します。
　調査票の回答は、パソコンやスマートフォ
ン等を利用したオンライン回答が可能です。
　第２期（８月から９月）は西部地区で調査
を実施します。
　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。
　調査の趣旨と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）

　国による「避難勧告等に関するガイドライン」
の改定に伴い、大雨等で水害や土砂災害が発生す
る恐れがある場合は「警戒レベル」が伝達される
ことになりました。
　警戒レベル３が発令された場合は、避難に時間
を要する方（高齢者、障害のある方、乳幼児等）
とその支援者は避難を開始し、警戒レベル４が発
令された場合は、対象地域の方全員が速やかに避
難所等の安全な場所へ避難してください。
　また、避難所への移動が危険な場合は、近くの
安全な場所に避難するか、屋内の高いところに避
難してください。

問合せ／防災・交通担当（内線2116・2117）

時　期 対　象　地　区 期　間

第１期 尾岱沼、床丹、本別海、奥行、中春別
美原、豊原、上風連 終　　了

第２期 西春別駅前、西春別、上春別、大成
本別、泉川、中西別、矢臼別 ８月から９月

第３期 別海市街 10月から11月

「経済センサス‐基礎調査」を実施します

■調査スケジュール

総合政策課から

警戒レベル

❹
警戒レベル

❸
警戒レベル
２

警戒レベル
１

心構えを
高める

（気象庁が発表）

［警戒レベル❺］（市町村が発令）は既に災害が発生している状況です。

避難行動の
確認

（気象庁が発表）

避難に時間を
要する人は避難
（市町村が発令）

安全な場所へ
避難

（市町村が発令）

全
員
避
難
!

高
齢
者
等
は

避
難
!
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　「防災の日」は、大正12年（1923年）に発生し、
甚大な被害をもたらした関東大震災に由来して
制定されたものです。また、毎年８月30日か
ら９月５日までを「防災週間」としています。
　いざというときに備え、日頃から災害に対す
る意識を持つことが、自分や大切な家族の命を
守ることにつながります。
　自分ができることから実践していきましょ
う。

問合せ／防災・交通担当　　
（内線2116・2117）

９月1日は「防災の日」

防災交通課から

　６月19日に別海町交通安全協会西春別分会が、地域
住民とドライバーの交通安全意識の向上のために、西春
別市街の国道沿いでドライバーに対して啓発品の配布と
のぼり旗を掲げ、地域が一体となって交通安全を呼び掛
けました。

　防災・減災情報伝達手段となる防災行政無線の整備工事を行います。町か
ら委託された事業者が、下記の期間中に町内全域で工事を実施しますので、
ご理解とご協力をお願いします。

【工事期間】　令和元年８月上旬から令和２年３月中旬（予定）
【主な工事内容】　⑴海岸地区にある屋外スピーカーの更新
　　　　　　　　⑵海岸地区への戸別受信機の配布
　　　　　　　　⑶内陸市街地区への屋外スピーカーの新設　など

問合せ／防災・交通担当（内線2116・2117）

利用可能イベント
イベント名 イベント日程 乗車券配布日

標津町民祭り  水・キラリ ８月３日㈯から４日㈰

配布中

しべちゃ納涼夏まつり ８月10日㈯
なかしべつ夏まつり ８月10日㈯から11日㈰
根室かに祭り ８月31日㈯から９月１日㈰
標茶町産業まつり ９月８日㈰
根室さんま祭り ９月21日㈯から22日㈰
標津あきあじまつり ９月29日㈰
根室産業フェスティバル 10月６日㈰ ９月２日㈪から

　標津線代替輸送連絡協議会では、
路線バスの利用促進のために、根室
管内のイベントに行く際のバス無料
往復乗車券を配布しています。

■留意事項
　・ 乗車券を希望する方は、配布

枚数に限りがあるため、事前
にご連絡をお願いします。

　・ 年齢に関係なく、乗車券は１
人１枚必要です。

　・ 小学生以下の方は、保護者同
伴に限りご利用可能です。

■配布場所
　役場２階　防災交通課窓口

問合せ／防災・交通担当
（内線2116・2117）

無料バスに乗って
イベントに行こう

防災行政無線整備工事のお知らせ

既
存
の
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー

交通安全街頭啓発の実施




