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【議会運営委員会】

議　員　名（敬称略） 役職名

深　川　　　　昇 委員長

松　岡　　克　美 副委員長

近　藤　　哲　雄
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【産業建設常任委員会】

大空町議会議長

　後藤　幸太郎

大空町議会副議長

　　  厚海　六郎

　大空町議会は５月２日、臨時議会を開き、

議長に後藤幸太郎議員（女満別本郷）、副

議長に厚海六郎議員（東藻琴上東）が選出

されました。

　また、所管する事務の調査や議案、請願・

陳情の審査などを行う 3つの常任委員会や

議会運営を円滑に行うため、議会運営全般

について意見を調整する議会運営委員会等

の構成が決定されました。

  常任委員会の役割など詳しい内容につい

ては、広報６月号でご紹介します。

大空町議会構成が決定！大空町議会構成が決定！

※お問い合わせ先等は、大空町役場は　役　東藻琴総合支所は　支　で表しています。

※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。



フッ素で乳歯を守りましょう！

フッ素塗布のお知らせ
要予約

月　　日 場　　所 時　　間

６ 月 ８ 日

（木）

本郷公民館 9:00 ～ 11:10
豊里公民館 9:00 ～ 10:15
住吉公民館 10:30～ 12:00
中央公民館 11:20～ 12:10

６ 月 ９ 日

（金）

昭和公民館 9:00 ～ 9:40
開陽公民館 9:50 ～ 10:10
湖南公民館 10:00～ 10:30
日進公民館 10:20～ 10:40
朝日公民館 10:40～ 11:20
大成公民館 10:50～ 11:30
巴沢公民館 11:30～ 12:00
大東公民館 11:40～ 12:00

６月１０日

（土）
除雪センター 9:00 ～ 12:00

　生後９０日以上経過している飼犬を対象に、狂犬病
予防注射を行います。また、畜犬登録がお済みでない
方も併せて登録を行います。
　なお、当日都合が悪い場合は、往診も行います（別
に往診料がかかります。）ので、生活環境係までご連
絡ください。

○当日は大変混み合いますので、おつりの無いようお
　願いします。

○既に愛犬が死亡している場合は、ご連絡ください。
○８日、９日に注射できなかった場合は、１０日に必
　ず受けてください。
○都合により、今回の予防注射を受けられなかった場
　合は、秋に実施予定の予防注射を受けてください。
　詳しい日程は、決まり次第ご案内します。

◆料  金  注射料等  ３，０４０円（うち、狂犬病予防注射済票交付手数料　５５０円）
          畜犬登録料　３，０００円（登録済みの場合は不要です。）
          往 診 料 　  ５１０円 （往診を依頼する場合）

【注  意】  愛犬が「体調不良」、「治療中」、「妊娠中」等の場合は、注射前に獣医
　　　　　師にご相談下さい。

◆日程・会場・時間

狂犬病予防注射のお知らせ

～畜犬登録も行います～

　フッ素は、歯の表面のカルシウムと結合して歯質を強くします。
お子さんの大切な歯を守るため、半年に１度のフッ素塗布をおすすめします。

　　　　　　　【女満別地区】　　　　　　【東藻琴地区】
●と　　き　　５月２４日（水）　　　　 ５月２６日（金）
●と こ ろ　　老人福祉センター　　　　ふれあいセンターフロックス
●受付時間　　午後１時～１時４５分　　午後１時１５分～１時４５分
●予 約 先　　　福祉課健康推進係　　　　保健福祉課健康推進係
　　　　　　　　　　　　（内１１３） 　　 　 （TEL　６６－２０７０）   　
●申込開始　　５月１７日（水）　　　　 ５月１９日（金）

【共通用件】

◆対　　象　１歳～就学前までのお子さん
◆持 ち 物　歯ブラシ、ハンカチ、母子手帳 (歯をみがいてきてください。)
◆締め切り　定員（各３０人）になり次第締め切ります。お早めにお申し込み
　　　　　　ください。

役 支

◆日　　時　５月２８日（日）午前９時００分～１２時
　　　　　　※午前９時にサイレンを吹鳴します。
◆場　　所  ゲートボールセンター駐車場
　　　　　　※次の時間帯は、ゲートボールセンター駐車場に駐車しないよう
　　　　　　ご協力をお願いします。
　　　　　　（５月２７日（土）午後１時から５月２８日（日）午後２時まで）
◆演習内容　◇消防訓練（ゲートボールセンター駐車場）
　　　　　　◇一斉放水（役場西側）
　　　　　　◇分列行進（西通り） 
　※見学は自由ですので、ぜひご観覧ください。
　　なお、一斉放水、分列行進を行う際、付近の道路が一時通行止めになります。
　　付近を通行される方のご理解、ご協力をお願いします。

【お問い合わせ先】網走地区消防組合大空消防署（TEL　７４－２６１９）

誕町空大 生 記 念

網走分会連合演習平成１８年度

～網走消防団・女満別消防団・東藻琴消防団が合同で演習します～

【お問い合わせ先】

　　住民課生活環境係
　　　　　　　（内線１０５）

役

　５月上旬の新聞報道等でもありましたとおり、旧女満別町において平成１７年度の介護保
険料の徴収や還付など一部の事務処理がされていないことが判りました。対象となられる方
はもちろんのこと、誕生したばかりの大空町の町民皆様にご迷惑とご心痛をおかけいたしま
した。心からお詫び申し上げます。
　この度処理されていなかった事務は次の３点です。
①介護保険料の徴収漏れ（６８人分、計１２９万５，９００円）
　納付書交付後の確認や、未納者への納付依頼などをしなかったことによるもの。
②介護保険料の未還付（８３人分、計４９万２，２２０円）
　介護保険料は納付義務者の死亡や転出、所得の変更などで保険料を再計算し、差額を還付
することとなっていますが、その処理をしていなかったことによるもの。
③高額介護サービス費の未支給（６人分、計１５万８９０円）
　要介護者の利用者負担月額が一定額を超えた場合、申請すれば超過分が支給されることに
なっていますが、対象者（グループホーム入所者）に対し、超過分支給に必要な申請手続き
の説明をしていなかったことによるもの。
　このことにつきましては、担当職員が対象となられる方のご家庭へ謝罪と説明に伺うとと
もに、還付していなかった介護保険料は５月中に対象となられる方の口座に振り込むよう事
務を進めておりますが、基本的な事務処理の怠りからこのような不祥事を引き起こし、大変
申し訳なく重ねてお詫び申し上げます。
　今後はこのようなことのないよう、より一層の職員の意識改革を図るとともに、万全なチ
ェック体制のもと適切で迅速な事務処理に努めてまいります。
　お気づきのことがございましたら、ご意見ご要望をお寄せいただきますようお願いいたし
ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大空町長　山　下　英　二

お　詫　び
女満別地区



　大空町の観光や地域の特産品、商店の情報を発信する『お

おぞら四季彩通信』を発行します。「おおぞら四季彩通信」

はレンタカー会社や、道の駅など来訪者が多い観光施設の

ほか、町内各公共施設や宿泊施設で配布し、今年度は合計

１万５千枚を配布する予定です。お店や施設、産地直売、趣

味の展示、オリジナル商品の広告など何でも掲載可能です。

この機会にアイデアいっぱいの広告を掲載してください。

◇募集枠数　１０枠

◇広 告 料　１枠（縦５.２cm ×横５.８cm）５，０００円

◇掲載期間　５月下旬より平成１９年３月３１日まで（１２回発行予定）

◇配置場所　道の駅、乳酪館、観光案内所、レンタカー会社、温泉、店舗など

◇応募締切　５月２４日（水）

◇そ の 他　１件あたり何枠でも申し込めますが、応募多数の場合は抽選とさ

　　　　　　せていただきます

【お問い合わせ先】

　　商工観光課観光係

　　　　　　　（内線３１３）

役

特別人権相談所
開　　設

次の日程で「特設人権相談所」を開設します。

身分、差別、財産、人権侵害などでご相談のある方は、

ご利用ください。（事前の予約は必要ありません。）

◆日　時　　６月１日（木）午後１時～３時まで

◆場　所　　研修会館第２会議室

◆相談員　　人権擁護委員

毎年６月１日は「人権擁護委員の日」です。
人権擁護委員は、いつでも地域の住民皆さんからのご相談に応じています。

人権相談は、離婚相談などの家庭内の問題や借地借家の問題、隣近所のもめごとなど、とても

幅広い内容となっています。

気軽に相談できる場所として、釧路地方法務局網走支局において人権相談所が常時開設されて

います。【相談所住所　網走市大曲１丁目１番４号（ＴＥＬ　０１５２－４３－３４５６）】

大空町では、次の人権擁護委員が法務大臣から委嘱され、人権に関する相談をお受けしていま

す。相談内容についての秘密は守られ、難しい手続きもありませんのでお気軽にご相談ください。

○三　村　教　良さん　　　　　　　　　　　○元　氏　公　子さん

　女満別西１条６丁目１番１０号　　　　　　　女満別西２条５丁目１番７号

　　　　　（TEL　７４－２６６８）　　　　　　　　　　（TEL　７４－２２５３）

　○市　川　信　行さん　　　　　　　　　　　○上　村　則　子さん

　　東藻琴西倉２４４番地の３　　　　　　　　　東藻琴３９２番地の５３

　　　　　　（TEL　６６－２９３１）　　　　　　　　　　（TEL　６６－２８７８）

人権イメージキャラクター

人 KEN まもる君と人 KEN あゆみちゃん

ご存知ですか？

人権擁護委員制度

お気軽に

ご相談ください。

６月１日は「人権擁護委員の日」

大空町人権擁護委員
水中運動は、水の特性（浮力・圧力・抵抗）を生かし、身

体に無理を与えることなく運動できることが特徴です。減量、

筋力増強、転倒予防等の効果が期待できます。

楽しみながら身体づくりに取り組んでみませんか。

◇日　時　６月６日（火）～７月４日（火）　毎週火曜日（計５回）

◇場　所　女満別Ｂ＆Ｇ海洋センター

◇対　象　４０歳以上（疾患により運動制限のある方は除きます）

◇内　容　水中運動・個別栄養相談

◇指　導　水中運動指導士

◇持ち物　水着、水泳帽、バスタオル

◇申込期間　６月２日（金）まで

　　　　　　　【お申し込み・お問い合わせ先】

　　　　　　　　女満別Ｂ＆Ｇ海洋センター（TEL ７４－３５１９）

　　　　　　　　　福祉課健康推進係（内線１１３）

生き活き教室
（水中運動教室）
　　　のご案内

　大空町（女満別・東藻琴）Ｂ＆Ｇ海洋センター・プー

ル使用料の収納事務を次のとおり委託します。

　なお、プールの使用料を管理人に支払うと、領収書と

同時に入場券を発行します。入場券はプールの管理人に

提出してください。

【女満別Ｂ＆Ｇ海洋センター】

　○委託先　財団法人女満別青少年育成事業協会

【東藻琴Ｂ＆Ｇ海洋センター】

　○委託先→フジケンビルサービス株式会社

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
使用料の収納委託

　女満別小学校の５年生が、大空町の誕生

を記念して授業（図工）で絵画制作に取り

組みました。

１組は「未来の大空町」を２組は「大空町
の好きな処」をテーマに作成、それぞれの

作品に児童達の想いなどのコメントも併せ

て展示します。どうぞご覧ください。

◇日　時　５月２２日（月）～２６日（金）

　　　　　午前９時～午後５時

◇場　所　役場庁舎１階町民ギャラリー

何故か好き、やっぱり好き大空町
絵　画　作　品　展

空 展史歴港
５月２２日～６月２３日

監修：金子　定雄氏

　女満別空港の７１年の歴史を振り返

る「女満別空港歴史展」を東藻琴農村

環境改善センター１階ロビーで実施し

ます。どうぞご覧ください。

大空町町民ギャラリー

会場：東藻琴農村環境改善センター

大空町
誕生記

念

『おおぞら四季彩通信』
　　　　　広告の募集
『おおぞら四季彩通信』
　　　　　広告の募集

役



●申込締切日　５月３１日（水）

●入居の選考　６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）

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 １戸 Ｈ１３ １ＬＤＫ 有

一般町営住宅

しらかば団地
２戸 Ｈ３ ３ＬＤＫ 浴室のみ

１戸 Ｈ４ ３ＬＤＫ 浴室のみ

青葉団地
１戸 Ｓ６０ ３ＤＫ 浴室のみ

１戸 Ｓ６１ ３ＤＫ 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 ３戸 Ｈ４ ２ＤＫ 有

役

　豊かな自然に恵まれた北海道では、山菜採り

は年齢を問わず手軽なレジャーとして、広く親

しまれていますが、例年多くの事故が発生して

います。

　全道で昨年の春には、５７件の事故が発生し、

６３名が遭難、うち７名が死亡するという痛ま

しい結果となっています。

　山菜採りにお出かけの際には、事故防止のた

め次の５か条を守ってお楽しみください。

★行き先を必ず家族等に知らせましょう
★単独での入山はできるだけやめましょう
★目立つ服装に配慮しましょう
★通信手段（携帯電話、無線
　機等）や笛、ラジオ、非常
　食、テープ、懐中電灯等を
　携行しましょう
★迷ったら落ち着いて行動し
　ましょう

山菜採りの心構え５か条

山菜採りの事故防止

調理師試験のお知らせ
　平成１８年度の調理師試験が次のとおり

実施されます。

◆試験日時

　８月２４日（木）

　午後１時３０分～４時

◆試験地

　北見市

◆願書受付

　５月２９日（月）

　　～６月２日（金）

【お問い合わせ先】

　北見保健所健康推進課健康増進係

　　　（TEL　０１５７－２４－４１７１）

国家公務員採用 3種（税務）試験
　札幌国税局では、税務職員を募集していま

す。人事院が実施する国家公務員採用３種試

験の最終合格者の中から採用されます。

【試験の概要】

◆試 験 日　第１次　９月３日（日）

◆願書受付  ６月２０日（火）～２７日（火）

※詳しくは、以下へお問い合わせください。

　網走税務署総務課

　　網走市南６条東５丁目９番地

　　　　（TEL　０１５２－４３－２１８１）


