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平成１８年８月１５日発行

発行者　大　空　町
【お問い合わせ先】　
　大空町役場
　企画課広報広聴係(内線213)
　
　　

まちのまちの
おしらせおしらせ

８月号２００６

広報 大空

Public　Infomation　Ozora

大 空 町 役 場　　TEL ７４－２１１１
東藻琴総合支所　　TEL ６６－２１３１

※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。

ノンキー
　　ランド

　９：００　　友愛セール

１０：００

          　　売店コーナー

　　　　　　　お楽しみゲーム（ストラックアウト）

１１：００　　野外バーベキュー

　　　　　　　ライブステージ

　　　　　　　バンド演奏・・・・シャリーズ

※ロール転がし終了後（午後０時３０分頃予定）

　　　　　　　ジャンケン大会

　　　　　　　ふるさとまつり歌謡ショー

　　　　　　　　　・・・・ゲスト　はかまだ雪絵

　　　　　　　お楽しみ抽選会（旅行券・特産品などが当ります）

　　　　　　　もちまき大会（特産品の交換券入り）

「ロール　　がしどってん酷
　ロール北海道大会予選・決勝」

転

����
第２７回

緑とチーズの里
　ふれあいパーク

８27日
会　場

野外バーベキュー・・・
●焼 肉 券　道産牛２８０ｇ（野菜付）
　（１セット）　　※７５０セット販売予定
●前 売 券　１，０００円（当日１，２００円）
●販売場所　東藻琴地区商工会加盟商店
　　　　　　　産業振興課商工観光係
　　　　　　　商工観光課観光係
※札幌往復航空券（ホテル付）や特産物などが当る
　お楽しみ抽選会の抽選券は、野外バーベキューの
　焼肉券です。当日抽選券の配付等は行いませんの
　でお間違いのないようお願いします。

【お問い合わせ先】
　　産業振興課商工観光係 
　　　　　　（内線１５４）
支

支

役

雨天時の場合は・・・

　ロール転がしどってん酷は中止にな
りますが、「野外バーベキュー」他の
イベントは東藻琴除雪センター車庫付
近で行います。



　大空町では、町表彰条例に基づき、町政の振

興発展に特に寄与した方、町民の模範となるよ

うな善行をしている方、文化・体育等の分野で

輝かしい活躍をした方や団体をたたえて表彰し

ます。

　皆さんのまわりで、特に優れた事績を有し、

功績が顕著であると思われる方がいましたら、

推薦してください。

★在職年数　被表彰者の在職年数は、合併前の東藻琴村又は女満別町における相当職の在職

　　　　　　期間が通算されます。

★推薦期限　９月１５日（金曜日）まで

★表彰申出書　大空町役場総務課総務係又は東藻琴総合支所地域振興課総務管理係備え付けの

　　　　　　用紙で申し出てください。

【お問い合わせ先】

　　総務課総務係（内線２０２）

　　地域振興課総務管理係

　　　　　　　　　（内線１２１）

町表彰対象者 を推薦してください

なお、皆さんが推薦した方は、表彰審査委員会

の審査を経て、表彰が決定されます。表彰の基

準（条件等）は、次のとおりです。

【功労賞】
　○大空町の町政の振興発展に貢献又は尽力され、その功績により貢献賞等を受けた方で、特に

　　優れた事績を有しその功績が顕著である方

【貢献賞】
　●自治貢献賞　

　○議会議員、農業委員会委員、教育委員会委員、監査委員、選挙管理委員会委員、固定資産評

　　価審査委員会委員として在職１５年以上に達し、すばらしい功績があった方

　○非常勤特別職として在職１５年以上に達し、すばらしい功績があった方

　○地方自治の振興・住民活動・交通安全・防犯活動等に、すばらしい貢献があった方又は団体

　●消防貢献賞
　○消防団員として在職１５年以上に達し、すばらしい功績があった方

　○消防団員で消防活動従事中に死亡された方

　○消防・防災活動に、すばらしい貢献があった方又は団体

　●産業貢献賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○農業・林業・畜産・漁業・商工業の振興発展に優れた事績を有し、

　　すばらしい貢献があった方又は団体

●社会福祉貢献賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○民生・児童委員、保護司、人権擁護委員等として在職１５年以上に

　達し、すばらしい功績があった方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○医療業務の充実発展に尽力し、すばらしい功績があった方　　　　　　　　　　　　　　　

　○社会福祉・保健衛生の充実発展に優れた事績を有し、すばらしい功績があった方又は団体　

　●教育文化貢献賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○教育・文化・体育の充実発展に優れた事績を有し、すばらしい功績があった方又は団体

【善行賞】
　○大空町の公益に関する事業に尽力し、又は公務を助力しその事績が特に顕著な方

　○大空町の公益のため、５０万円以上の金品を寄付した方又は１００万円以上の寄附をした団体

　○一般町民の模範となるような善行をした方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　○人命、財産の救助保護に貢献した方又は団体

【栄誉賞】
　○大空町に住所を有し、又は有したことのある方で科学技術・芸術・文化・体育等の分野にお

　　いて輝かしい活躍をし、町民に希望と活力を与えられた方又は団体

【奨励賞】
　○科学技術・芸術・文化・体育等の分野において活躍し、その実績をたたえる必要があると認

　　められる方又は団体
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　毎年９月、全国の空港では「空の日」「空の旬間」に合わせて、

様々なイベントが開催されます。

　女満別空港では「スカイフェスティバル」として、普段立ち入

ることができない管制塔の見学をはじめ、各施設を開放し、空港

でのひと時を楽しんでいただけるよう、たくさんのイベントを用

意しています。

女満別空港スカイフェスティバル‘０６

　９月９日（土曜日）　午前１０時スタート
　女満別空港敷地内（女満別空港管理事務所・管制塔前ほか）

イベント内容（予定）

■管制塔見学（管制塔を一般開放します）　

■気象観測施設見学

■場周見学（空港滑走路周辺をバスに乗車して

　見学します）

■紙ヒコーキ教室（飯島実さん：中標津町）を

　講師に招き、紙ヒコーキ教室を開催

■くじつき餅まき

■ミニゲーム（ビンゴ、じゃんけん）

■特設コーナー（露店）

　無料配布（わたあめ、ヨーヨーすくい、ゆで

　とうきび、じゃがいも）等

■記念撮影会（航空機をバックに、制服（パイ

　ロット・スチュワーデス・整備士）を着用し

　て写真撮影）

■空港ビル屋上送迎デッキ無料開放

※詳細は、広報９月号折り込みチラシをご覧く

　ださい。

【お問い合わせ先】

　国土交通省東京航空局女満別空港出張所　電話７４－２６７３　

　北海道女満別空港管理事務所　　　　　　電話７４－２２２２

　　企画課地域振興係　　　　　　　　　　（内線２１５）役

なぜ？なに？ 　町民皆さんからのリサイクルやごみの

出し方についての質問にお答えします。

　今回は、「あき缶」の出し方です。　リサイクル

●水ですすいで乾かしてください。（すすぐこ

　とができない場合は、「水分を十分に切って」

　ください。）ヘアスプレーなど「ガス」が入

　っている缶は、穴をあけて完全にガスをぬ  

　いてください。そのほか、お菓子やのりな  

　どが入った缶、ツナ缶等のプルトップ（ふた）

　缶なども同じ「あき缶」として出してくださ

　い。

●缶はつぶさないでください。

●アルミ缶とスチール缶に分ける必要はありま

　せん。

●半透明の袋に入れて、収集日に資源ごみステ

　ーションへ出してください。

「あき缶」は
　　　どうやって出すの？

　あき缶は新しい缶、建築用材などの鉄鋼品

になります。しかし、いまだにごみとして捨

ててしまったり、ポイ捨てされている場合が

あります。

　缶の原料である鉄（スチール）

とアルミニウムは日本ではほと

んどとれない資源です。貴重な

資源をムダにしないようご協力

をお願いします。

あき缶をリサイクルすると・・・

【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）支

役



●申込締切日　８月３１日（木）

●入居の選考　９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

青葉団地
１戸 Ｓ６０ ３LＤＫ 浴室のみ

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

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
夕陽台団地 ３戸 Ｈ４ ２ＤＫ 有

東
藻
琴

単身者住宅
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）
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区分 建設工事名 工事箇所 工　　期 落札業者 契約金額

建

設

課

町道舗装区画線工事 大空町一円
H18. 7.26
　　～ H18. 8.31

株式会社パルタス 3,202,500 円

下水道施設整備工事
（女満別地区機械設備）

大空町一円
H18. 7.28
　　～ H18.11.24

株式会社
クリタス北海道支店

4,599,000 円

国

保

診

療

所

東藻琴国保診療所造成工事 東藻琴西区
H18. 7.12
　　～ H18. 7.31

株式会社ほくよう 1,323,000 円

東藻琴国保診療所建築工事 東藻琴西区
H18. 7.26
　　～ H19. 3.12

河西・浜本・山田
経常建設共同企業体

188,475,000 円

東藻琴国保診療所電気設備工事 東藻琴西区
H18. 7.26
　　～ H19. 3.12

末廣屋電機株式会社
北網営業所

54,075,000 円

東藻琴国保診療所機械整備工事 東藻琴西区
H18. 7.26
　　～ H19. 3.12

東陽・神田
経常建設共同企業体

34,513,500 円

町発注建設工事等入札結果について

　次の町道において、道路及び橋梁拡幅工事のため終日

通行止めとなります。

　工事期間中は、何かとご迷惑をおかけしますが、早期

に工事が完了した場合は、随時通行止めを解除しますの

で、ご理解とご協力をお願いします。

■車両通行止め箇所

　　町道東女満別線の一部区間

　　（町道開陽中央線交差点側、約１００ｍ）

■通行止め期間

　　平成１８年８月１７日から１２月中旬まで

通行止めのお知らせ

【お問い合わせ先】　

　　農政課農村整備係（内線３０４）

巴沢公民館町道開陽中央線
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