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大空町長選挙

大空町議会議員選挙
●告　　示　　日　　４月１８日（火）

●投　　票　　日　　４月２３日（日）

●投　票　時　間　　午前７時から午後６時まで

●選挙会（開票） 　　４月２３日（日）午後８時から

●　　　            女満別ゲートボールセンター

●選挙会参観人数　　１００人（午後５時から選挙会会場入口前で、

　　　　　　　　　　入場整理券を先着１００人に配布します。）

※選挙権のある方には、選挙管理委員会より投票所入場券が送付さ

　れます。

◆期日前投票・不在者投票◆
　旅行や買い物、冠婚葬祭や仕事などで投票日に投票所で投票することがで

きない方は、期日前投票または不在者投票をすることができます。

●期　　　間　　４月１９日（水）から４月２２日（土）まで　

●場所・時間　　大空町役場１階２号会議室　　午前８時３０分～午後８時

　　　　　　　　大空町東藻琴総合支所応接室　午前８時３０分～午後７時

※期日前投票または不在者投票は、どちらの場所でもできます。

【お問い合わせ先】

　選挙管理委員会事務局（内線１６０）

　総合支所地域振興課内（内線２１２）

※東藻琴地区の方につきましては、今回の選挙から投票の終了時間が１時間繰り上がります。

　また、投票所入場券が１人１枚の「はがき」へ変更となりますのでご注意ください。

まちのおしらせ

毎月発行

　今月より毎月１５日（発行日が役場閉庁日の場合は

その前日）に広報大空「まちのおしらせ」を発行します。

　わかりやすい誌面でより新鮮な情報を提供しますの

で、様々な情報やご意見等をお寄せください。

※お問い合わせ先等の担当課（係）については、総合

　支所の場合は「総合支所」と記載しています。

　なお、大空町のイベント・保健情報・ごみ情報など

を盛り込んだ「生活カレンダー」（毎月発行：両面印刷）

を折り込んでいますのでご活用ください。

大 空 町 役 場　　TEL ７４－２１１１

東藻琴総合支所　　TEL ６６－２１３１

選挙会の場所

※電話番号は、市外局番を記載していません。地区外に電話をする場合は「０１５２」をダイヤルしてください。



収納事務の委託
平成１８年度 　町は４月１日から、公共施設等の使用料

や手数料の収納事務を次の個人又は法人に

委託しています。

　それぞれの業務で町民皆さんのご家庭を

訪問する場合がありますので、ご理解をお

願いします。

収　納　業　務　名 委　託　先

介護予防通所事業手数料 社会福祉法人女満別福祉会

女満別農業構造改善センター使用料 財団法人女満別町産業開発公社

メルヘンカルチャーセンター使用料 財団法人女満別町産業開発公社

多目的屋内広場使用料 財団法人女満別町産業開発公社

女満別地域振興会館使用料 女満別町商工会

大空町一般廃棄物最終処分場（女満別）
ごみ処分手数料

財団法人女満別町産業開発公社

大空町一般廃棄物処理施設（東藻琴）
ごみ処分手数料

株式会社エコテックス

女満別地区水道料金・下水道使用料
　●水道・下水道検針業務委託
　　○女満別市街地域
　　○女満別農村地域
　　○東藻琴地域

三橋　貞夫さん

齋藤佳代子さん
三橋　貞夫さん
東陽設備有限会社

水道料金及び下水道使用料の算定方法が変わります

女満別地域は東藻琴地域と同じように、本年度から水道メーターの検針が２か月に１

回の隔月検針となります。使用料は、検針した２か月分の使用水量を２等分して毎月納

入することになります。

　なお、次回の検針は５月末頃を予定しています。

ふん尿処理は万全の対策を！
～畜産業を営む皆さんへ～

　気温の上昇に伴う雪解け水の流入等によって、堆肥舎、尿溜等からの家

畜ふん尿の流出が心配されます。

　施設の管理の不備によってふん尿等汚水の地下浸透及び周辺への流出が

認められる場合は、法に基づく行政指導や罰則の規定が適用となりますの

で、万全の対策を行うようお願いします。

◆ふん尿処理施設・パドック等を点検し、汚水流出の恐れがあ

　る場合は、補修又は土盛り等の対策を行ってください。

◆雪解け水等がふん尿処理施設及びパドック等へ流入しないよ

　う施設周辺の素堀側溝や土盛りなどの対策を行ってください。

◆ふん尿処理施設が河川に近い場合は、特に注意し、万全の対

　策をお願いします。

次の点にご注意ください

【お問い合わせ先】

　農政課畜産林務係（内線３０６）

　総合支所産業振興課畜産林務係（内線１５１）



「シーズン券」
「シルバー券」

　５月１日オープンする朝日ヶ丘公園パークゴル

フ場のオープン期間中、何度でも利用できる「シ

ーズン券」と「シルバー券」の申請を受け付けます。

　なお、昨年「シルバー券」を交付されている方

は、必ず昨年交付された「シルバー券」をご持参

ください。受付開
始

◆交付対象者

　・「シルバー券」⇒平成１８年５月１日現在満７５歳以上の方

　・「シーズン券」⇒シルバー券対象者以外の方

◆受付期間

　平成１８年４月１７日（月）～平成１８年５月１９日（金）

　（今年度中に７５歳になる方は随時受け付けます）

◆受付場所

　大空町役場商工観光課観光係

◆必要書類

　・住所年齢を確認できる書類（新規申請者のみ）

　・写真 [ 縦３cm ×横２．５cm]

　・昨年の「シルバー券」（昨年「シルバー券」を交付されている方）

◆料金

　・「シーズン券」町民５，２５０円　町外者６，３００円

　・「シルバー券」無料

　・１日券及び回数券は５月１日よりパークゴルフ場で販売します。

　　※１日券（２１０円）※回数券（１２回分２，１００円）

【お問い合わせ先】

　商工観光課観光係

　　　　　（内線３１３）

●申込締切日　４月２８日（金）

●入居の選考　５月中旬

●お申し込み方法、使用料等につきま

　しては、それぞれの住宅により異な

　りますので、お問い合わせください。

●町営住宅の見学を希望される方は、

　ご案内しますので、お気軽にご連絡

　ください。

町営住宅入居者の募集について

【お問い合わせ先】

建設課管理係（内線３２２）

総合支所建設水道課土木管理係

　　　　　　　　（内線１３２）

団　地　名 募集戸数 建築年度 規　模 浴　槽

女

満

別

地

区

シルバーハウジング（高齢者世話付住宅）
はなぞの団地 ２戸 Ｈ１３ １ＬＤＫ 有

一般町営住宅

しらかば団地
１戸 Ｈ３ ３ＬＤＫ 有

１戸 Ｈ４ ３ＬＤＫ 浴室のみ

青葉団地 １戸 Ｓ６１ ３ＬＤＫ 浴室のみ

公園団地
１戸 S５５ ３ＤＫ 浴室のみ

１戸 S５７ ３ＬＤＫ 浴室のみ

東陽団地 １戸 Ｈ７ ２ＬＤＫ 有

特定公共賃貸住宅

しらかば第２団地

２戸 Ｈ１２ ３ＬＤＫ 有

２戸 Ｈ１４ ２ＬＤＫ 有

２戸 Ｈ１４ ３ＬＤＫ 有

地域特別賃貸住宅Ａ型（満３０歳以下の独身者）
夕陽台団地 １戸 Ｈ４ １ＤＫ 有

東

藻

琴

地

区

一般町営住宅
北一しらかば団地 １戸 Ｈ６ １ＬＤＫ 有

特定公共賃貸住宅
北二もみじ団地 １戸 Ｈ９ ３ＬＤＫ 有

朝日ヶ丘公園
　パークゴルフ場



　町では車輌運転技術員を募集します。希望す

る方は大空町役場建設課管理係又は建設課事業

所（除雪センター）までお申し込みください。

車輌運転
　技術員の募集

◆募集職種　大型車輌運転技術員

　　　　　　（ダンプトラック・ショベル・グ

　　　　　　レーダー・除雪車輌等）

◆募集人員　２名

◆免 許 等　①大型自動車免許（一種もしくは

　　　　　　　二種）

　　　　　　②大型特殊免許

　　　　　　③車輌建設機械（整地・運搬・積

　　　　　　　込み用及び掘削用）運転技能講

　　　　　　　習を終了していること。

　※４月１日現在で①～③の全ての免許等を持

　　っている方。

◆条　　件　大空町に住所を有する方及び在住

　　　　　　可能な方。

◆年　　齢　２５歳から５５歳まで

◆賃　　金　日額　１１，４００円

◆雇用期間　平成１８年５月１日

　　　　　　　　　　～平成１９年３月３１日

◆勤務時間　月曜日～金曜日　

　　　　　　午前８時４５分～午後５時１５分

　　　　　　※土・日・祝日に勤務する場合有

◆休　　暇　土・日・祝日

　　　　　　有給休暇有（雇用６ヶ月経過後）

◆勤務場所　大空町役場建設課事業所

◆そ の 他　社会保険・雇用保険加入

◆申込方法　建設課管理係・事業所に備え付け

　　　　　　の申込用紙を提出

◆申込期間　４月２１日（金）まで

【お申し込み・お問い合わせ先】

　　　　　　　建設課管理係（内線３２２）

　　　　　　　　　　事業所（内線５２０）

　女満別幼稚園と父母と先生の会では、町民皆さんから

ウエス（木綿・ボロ布）をご提供いただき、そのウエス

を販売して園児の活動のための資金にしています。　

　ご家庭にあるやわらかい木綿（シーツ・シャツ・タオ

ル・古着など）を資源ごみとして出さずに、幼稚園に提

供してください。

　なお、ウエスは幼稚園までお持ちくださるか、ご連絡

をいただければ取りに伺います。

●期　限　　５月１７日（水）

●連絡先　　女満別幼稚園　７４－２６７１

ウエス販売　～作ったウエスを販売します～

　ウエス購入をご希望の方は５月１７日（水）

までに女満別幼稚園までご連絡ください。

幼稚園に木綿の布などを！幼稚園に木綿の布などを！

ご協力をお願いします

　４月１５日から北海道で定める

公衆浴場入浴料金が改定されるた

め、農業構造改善センターの入浴

料金も改定されます。

農業構造改善センター
　　　からのお知らせ

●大人（１２歳以上）

　　３９０円（改訂前 380 円）

●回数券（１２枚綴り）

　３,９００円（改訂前 3,800 円）

【改訂後の入浴料】



　飼い犬に対する苦情が増え、飼い主のモラルの低下が問題になってい

ます。町内でも犬のフンが道端などに放置され、その付近の方々が大変

困っています。そのまま放っておくわけにもいかず、掃除されているの

です…。他の市町村では、飼い犬による事故で飼い主に対しての賠償命

令が出されたケースもあります。

　犬のフンは必ず持ち帰りましょう！！
　●犬を散歩させるときは、ビニール袋・小さなスコップを持っていき

ましょう。

　●フンを回収するときは、できるだけ土や砂を一緒にすくわないよう

にしてください。

　●散歩の綱も必要以上に長いものは避けましょう。道端から離れたと

ころで犬がフンをすると、回収も大変です。

　【お問い合わせ先】　住民課生活環境係　（内線１０５）

犬の散歩は袋を片手に！！

～美しく住みよい地域づくり！！～

冬アカ一掃週間
平成１８年４月２４日（月）から３０日（日）まで

町では、自治会連合会のご協力をいただき「冬アカ一掃週間」実施します。

　冬期間に家の周りや道路など、地域内にたまった「冬アカ」清掃していた

だきますようご協力をお願いします。

　なお、冬アカとして出していただくものは「土」や「砂」です。袋（指定

ごみ袋以外の袋）に詰めて分りやすい場所に出してください。

　集めていただいた冬アカは、町で収集します。

　※毎月 1日と１５日の一斉清掃日の土砂も従来どおり収集します。

○冬アカは、袋に詰めて分りやすい場所（歩道等）に置いて下さい。

　※袋は指定ごみ袋（有料）以外の袋をご使用ください。

○農村地区は、１ヵ所（公民館や集会所）に集めてください。ご連絡をい

ただければ収集します。

○原則的に市街地区は夕方に収集しますが、収集漏れ等がありましたらご

連絡ください。（土・日曜日分は月曜日に収集します。）

【ご連絡・お問い合わせ先】

　住民課生活環境係（内線１０５）　建設課事業所（内線５２０）

　総合支所住民生活課地域環境係（内線１４２）

一人ひとりの気配りで、美しく
住みよい地域を作りましょう。

　ホッカイドウ競馬で大空町の冠レース「大

空町誕生記念芝桜まつり競走」が行われます。

　これは合併して新しくなった町名を全道に

ＰＲするのが目的で、競馬場への来場者はも

ちろん衛星放送などで放映され、大空町と芝

桜まつりが広く宣伝されます。

●期　日　４月２０日（木）

●会　場　門別競馬場

大空町の名前が
ホッカイドウ競馬に！

～大空町誕生記念芝桜まつり競走～



芝桜まつり
５月３日（水）～６月４日（日）

生放送

～主なイベント～

●５月３日（水）

　オープニング・テープカット

●５月１４日（日）

　芝桜歌謡ライブステージ

　　【ゲスト：シャリーズ・山本裕美子】

●５月２０日（土）

　日高悟郎ショー「サタステ歌謡曲」

　　【ゲスト：石原　詢子】

●５月２１日（日）

　芝桜歌謡ステージ

　　【ゲスト：日向しのぶ】

生放送
●５月２８日（日）

　ＨＢＣラジオ芝桜歌謡ステージ

　　【ゲスト：西尾　夕紀】

●６月４日（日）

　芝桜歌謡ステージ

　　【ゲスト：上杉香織里・北島　万鈴】

　その他にもたくさんのイベントを予
定しています。詳しくは、チラシやポ
スターをご覧ください。

【お問い合わせ先】
　　商工観光課観光係（内線３１３）

　ここ数年、ＦＲＳ・ＧＭＲＳといった外国製無線
機を購入し、国内で運用するケースが多くなってい
ます。当該無線機で使用されている周波数は国内で
は防災行政無線や放送事業用無線など重要通信に使
われていますので、妨害を与える可能性があります。
　日本国内では使用できませんのでご注意ください。
　なお、妨害を与えた場合は、１年以下の懲役又は
１００万円以下の罰金に処せられることがあります。

【お問い合わせ先】
　北海道総合通信局電波管理部電波利用環境課
　　ＴＥＬ　０１１－７３７－００９９

外国製無線機（ＦＲＳ・ＧＭＲＳ）
　　　　は国内で使用できません！

北海道総合通信局からのお知らせ

　春は風も強く空気が乾燥し、火災が発
生しやすい季節です。山火事が発生する
と大規模な被害に発展しますので、次の
ことを守り豊かな自然を守りましょう。
　●山林内での火の取扱には十分注意し
　　ましょう。
　●たばこのポイ捨てはいけません。携
　　帯用灰皿を携行しましょう。
　●風の強い日や乾燥している日は特に
　　注意しましょう。

山火事にご注意を！

お詫びと訂正
　３月３１日に発行した広報大空に折込んでいました

「平成１８年度大空町健康診査日程表」（水色紙）の中で、
脳ドックの対象が３０～６４歳となっていますが、４０
歳～６４歳の誤りです。訂正してお詫びします。


