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第３４回交通安全大会
第５６回社会を明るくする運動大会
第３４回交通安全大会
第５６回社会を明るくする運動大会

  交通事故の多発、青少年犯罪が急増している今日に

おいて、人命の尊さを心に刻み、交通事故の撲滅と犯

罪のない住みよい町づくりを目的に「第３４回交通安

全大会・第５６回社会を明るくする運動大会」を開催

します。

　町民皆さんの参加をお願いします。

◆開催日時　　　平成１８年　　月　　　日（木）

　　　　　　　　　午後２時から（終了は、午後３時３０分を予定しています。）

◆開催場所　　　メルヘン公園内多目的屋内広場

◆アトラクション　　　「女満別小学校金管クラブ」と「女満別中学校吹奏楽部」の演奏

※お車でお越しの方は、メルヘン公園向側の網走工業株式会社様社有地に駐車願います。路上駐
　車はしないようご協力をお願いします。

７ ２０

送迎用バス どうぞご利用ください

～東藻琴地区の方～

●出発時間　　午後１時１５分出発

●出発場所　　東藻琴総合支所前

●申 込 先　　乗車希望の方は、申し込みが必要です。

　　　　　　　東藻琴総合支所住民生活課町民生活係（内線１４１）

　　　　　　　にお申し込みください。

～女満別地区の方～

●出発時間　　午後１時４５分出発

●出発場所　　大空町役場前

●申 込 先　　申し込みは必要ありません。

【お問い合わせ先】

　　　住民課住民活動係（内線１０４）役



めまんべつ 観光夏祭り

７月２９日（土）

●開会式（午後１時より）

●もちまき・じゃんけん大会

　（午後１時３０分～午後２時３０分）

●女性のみのローボート大会

　（午後２時～午後３時３０分）

●カラオケ芸能大会

　（午後３時３０分～午後５時３０分）

　※明江三奈さんが出演

　　　「大空ブルース」を披露します。

●水上花火大会

　（午後８時～午後９時）

７月３０日（日）

●第１２回北海道ドラゴンボート

　競技大会（午前９時～午後３時）

●スイカ割り大会

　（午前１０時～午前１１時）

●しじみ貝のつかみどり

　（午前１０時より）

●しじみ汁無料サービス

　（午前１１時～正午）

【お問い合わせ先】

　ＮＰＯ法人めまんべつ観光協会

　　　　ＴＥＬ　７４－４３２３

会場　女満別湖畔

　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となってい

ます。他の市町村では、飼い犬による事故で飼い主に対して賠償命令が

出されたケースもありますので、ご注意ください。

●道路や歩道に犬のフンが放置されていると、近所の方は不快な気持ち

　になります。いつまでも放置できず、やむを得ず掃除をしています。

　犬のフンの後始末は、飼い主の責任です。散歩をするときは、必ずフ

　ンを持ち帰り処理してください。

●飼い主からすると、「犬はかわいいペットで家族同然」と言われ

　ますが、苦手な方にとっては、放し飼いはとっても迷惑です。「お

　となしいから大丈夫」と思っていても、何かの拍子に危害をくわえる

　可能性があります。他人に迷惑をかける行為は絶対にやめましょう。

犬の散歩はマナーを守って！！

　捨て犬・猫の増加や野良犬・猫による被害を未然

に防ぐため、不妊手術費の一部を助成しています。

　希望される方は、事前にお問い合わせください。

　《助成額》　　犬・猫　　雄：２，０００円　
　　　　　　　　　　　　雌：４，０００円

飼犬、飼猫の不妊手術費助成

【お問い合わせ先】　　

　　住民課生活環境係（内線１０５）

　　住民生活課地域環境係

　　　　　　　　　　 （内線１４２）

役

支



　ゴミの減量化及び焼却施設の効率的な稼

動のため、生ゴミ処理機購入費の一部（購

入費の２分の１以内）を補助しています。

　予算に限りがありますので、希望される

方は、事前にお問い合わせ願います。

生ごみ処理機
購入費の一部補助

●補助額：２０，０００円限度
　コンポスト式に比べ高価です

が、正しく使えば冬でも処理で

き、臭いも少ない利点がありま

す。

【電気式生ゴミ処理機】

●補助額：３，０００円限度
　処理に少し手間がかかります

が、電気式に比べ安価です。維

持費も少なくて済みます。

【コンポスト式生ゴミ処理機】

　町民皆さんより、リサイクルについて

のご質問が多数寄せられています。

　今月から皆さんからのご質問をＱ＆Ａ

で掲載しますので、リサイクルに対する

ご理解をお願いします。

なぜ？

リサイクル
なに？

Ｑ．「その他プラ（プラスチック製容器包装）」
　　ってなに？

Ａ．「その他プラ（プラスチック製容器包装）」

　　とは、主に商品のプラスチック製容器で次

　に掲げるものです。

　　また、商品を包装するもので主にプラスチ

　　ック製のものもその他プラになります。

　①箱及びケース 

　②プラスチック製びん（サラダ油の容器など） 

　③たる及びおけ

　④カップ形の容器およびコップ

　⑤皿

　⑥くぼみを有するシート状の容器

　⑦チューブ状の容器

　⑧袋 

　⑨１～８に掲げるものに準ずる構造、形状

  　等を有する容器 

　⑩容器の栓、ふた、キャップその他これら

　　に準ずるもの

　※上記以外の「プラスチック製品」は「燃

　　やすごみ」です。

　町民皆さんのご理解・ご協力により、

ごみの分別やリサイクルが進みごみが減

量しています。しかし、センターに運び

込まれる資源物の中に、次のようにマナ

ーが守られていないケースが多々ありま

すので、ご注意願います。

●スプレー缶は必ず中のガスを出し切ってくださ

　い。過去に爆発事故が発生し、２名の方が負傷

　しました。危険ですので必ずお守りください。

●資源物の中に、紙おむつなどの燃やすごみを隠

　すように入れている。

●弁当の容器に残飯やアルミホイルが残っていた

　り、味噌の容器に味噌が残っている。

●ペットボトルや空きビンのフタを外していない。

　この他にもいろんなケースがあります。一人ひ
とりが今一度確認いただき、ゴミの分別にご協力
をお願いします。

【お問い合わせ先】　　

　　住民課生活環境係（内線１０５）

　　住民生活課地域環境係（内線１４２）

役

支

リサイクルセンター
　　　　　からのお願い
リサイクルセンター
　　　　　からのお願い



　介護保険料を普通徴収（納付書又は口座振

替による納付）で納付される方のうち納付書

で納付される方は、７月１３日付けで送付し

た納付書により、役場・総合支所出納窓口又

は納付書に記載された収納代理金融機関にて

納入願います。

　なお、口座振替をご利用中の方は、口座残

高の確認をお願いします。

　皆さんの納める介護保険料は、

介護保険運営の１９％を占める大

切な財源です、納め忘れのないよ

うにしましょう。

介護保険料（第１期）の
　納期限は７月３１日です

【お問い合わせ先】

　　　福祉課高齢者福祉係　　 （内線１１５）

　　　保健福祉課高齢者福祉係（内線５０２）

ＰＴＡ研修会

ＣＡＰワークショップ
　ＣＡＰとは、「子どもへの暴力防止」の意

味で、子どもが自分の心とからだを大切に生

きていくための人権意識を高めるとともに、

いじめや誘拐、虐待、暴力に対して何ができ

るかを伝えるプログラムです。

　そのプログラムを広めるため、女満別中学

校では次のとおり研修会を開催します。どな

たでも参加できますので、子どもの安心・安

全のためにぜひご参加ください。

●日　時　７月１９日（水）午後７時

●場　所　女満別中学校視聴覚室

●主　催　女満別中学校ＰＴＡ

●対　象　子育てをされている方

【お問い合わせ先】

　女満別中学校（ＴＥＬ　７４－２２３４）

直行チャーター便で行く

女満別空港発着

役

支

　女満別空港国際チャーター便誘致協議会

では、女満別空港発着中国ツアーの参加者

を募集しています。

　女満別空港から直行で約３時間。チャー

ター便利用で中国の旅を満喫しませんか。

●日　　程　　９月２３日（土）～９月２７日（水）

●料　　金　　９７,０００円から

●募集人員　　１５０名（最少催行人員１４０名）

●締 切 り　　８月１８日（金）　　　

【お問い合わせ先】

　ＪＴＢ北海道北見支店（0157-69-8282　

　　　企画課地域振興係（内線２１５）役

浄化槽設置整備事業
　合併処理浄化槽は、下水道のない地域でし

尿や生活雑排水などの汚水を浄化して側溝等

に放出するための処理施設です。

　下水道と同様の機能があるので、トイレの

水洗化など生活環境の改善や、河川や湖など

の水質の保全につながることになります。

　この事業は、下水道のない地域で概ね１０

人以下のご家族でお住まいの住宅に、ご自身

で合併処理浄化槽を設置し、維持管理してい

ただける方に『設置工事費用の一部』を補助

金として交付する事業です。

中国瀋陽５日間の旅

役

支

　なお、事業の詳細につきましては、別紙に

掲載していますのでご覧ください。

【お問い合わせ先】

　　　建設課業務係（内線３２２）

　　　建設水道課上下水道係（内線１３４）



●対　　象　　コンテストの対象は、女満別地区の地域・団体・

　　　　　　　個人が管理する草花による花壇とします。

●区　　分　　○地域：自治会、団地（町営住宅等）コミュニテ

　　　　　　　　      ィ組織において管理する花壇

　　　　　　　○団体：各種団体、本町に事務所を置く企業及び

　　　　　　　　　　　学校において管理する花壇

　　　　　　　○個人：個人において管理する花壇

●応募方法　　コンテストに応募する方は、７月末日までに、区

　　　　　　　分・団体名等・住所・氏名・連絡先をご連絡くだ

　　　　　　　さい。（電話もしくはＦＡＸ）

　　　　　　　※自薦・他薦・自治会推薦を問いません。

　　　　　　　※団体の部で、１団体が複数の花壇を管理してい

　　　　　　る場合は、複数の応募も可とします。

●審　　査　　８月上旬を予定

●表　　彰　　区分ごとに最優秀賞、優秀賞等を用意してます。

　本町は、町民みなさんのご協力の

もと、花いっぱい運動を推進してい

ます。

　その活動の一つとして、町と自治

会連合会では、「花壇・ガーデニン

グコンテスト」を実施しています。

　本年も女満別地区を対象に、次の

内容で実施します。

　すでに花壇づくりやガーデニング

に取り組まれている方はもちろん、

これからやってみようという方も、

ぜひご応募ください。

花壇・ガーデニング
　　　　　コンテスト

参加者募集

【お問い合わせ・申し込み先】　

　　住民課住民活動係　（内線１０４）　

　　ＦＡＸ　７４－２１９１　

役

００００００

　旧印鑑登録証（赤色手帳タイプ）は、町民皆

さんのご協力により、新しい登録証に更新して

いただいていますが、まだ更新されていない方

は、できるだけお早めに手続きを行っていただ

きますようお願いします。

★更新場所

○女満別地区にお住まいの方　

　大空町役場庁舎１階　住民課町民係窓口

○東藻琴地区にお住まいの方　

　東藻琴総合支所１階　住民生活課町民生活係窓口

※お住まいの地区以外では更新できません。お間違
　えのないようにしてください。
【お問い合わせ先】

　  住民課町民係　　　　 （内線１０２・１０３）

　  住民生活課町民生活係（内線１４１・１４３）
役

支

忘れていませんか？

　印鑑登録証の更新

○現在お持ちの印鑑登録証（赤色手

　帳タイプ）

○来庁者の印鑑（認印可）

○来庁者の本人確認ができる証明書

○ご不明な点は、担当までお問い合

　わせください。

持参するもの



●申込締切日　７月３１日（月）

●入居の選考　８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

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 １戸 Ｈ３ 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

特定公共賃貸住宅

しらかば第２団地

２戸 Ｈ１２ ３ＬＤＫ 有

１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

東

藻

琴

地

区

一般町営住宅
中央つつじ団地 １戸 Ｈ１４ ２ＤＫ 有

中央さくら団地 １戸 Ｓ５５ ３ＬＤＫ 有

単身者住宅
北一しらかばハイツ １戸 Ｈ５ １ＬＤＫ 有

西ノンキーハイツ’92 ２戸 Ｈ４ １ＬＤＫ 有

【お問い合わせ先】

　　　建設課管理係（内線３２２）

　　　建設水道課土木管理係

　　　　　　　　　 （内線１３２）

役

支

　道の駅メルヘンの丘めまんべつでオカリナ

アンサンブルコンサートが開催されます。「も

ののけ姫」「竹田の子守唄」「川の流れのよう

に」「北の国から」などの名曲が、オカリナ

の美しい音色で奏でられます。

●日　時　７月１６日（日）午後２時より
●場　所　メルヘンカルチャーセンターロビー

●奏　者　Ｒ＆Ｋ（小笠原克幸・川口りえ子）

道の駅オカリナコンサート

役

【お問い合わせ先】

　　　商工観光課観光係（内線３１３）

フッ素で乳歯を守りましょう！

東藻琴地区フッ素塗布のお知らせ
　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勧めします。
●と　き　８月４日（金）
●ところ　ふれあいセンターフロックス
●受付時間　午後１時１５分～１時４５分
●対　象　１歳から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・
　　　　　歯の健診記録（お持ちの方のみ）
　　　　　・３００円（フッ素塗布料）
●申込開始　７月２８日（金）
※定員（３０人）になり次第締め切ります

　　ので、お早めにお申し込みください。
　※昼食後、歯をみがいてきてください
【お申し込み先】
　　　保健福祉課健康推進係（内線５０４）支


