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※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。

募　集 伝えたい大空町の物語伝えたい大空町の物語
　町民皆さんがご存知の大空町で語り継がれている

「生活史」や「言い伝え」などは、そのまま放ってお

くと消滅してしまう恐れがあります。そこで昔から語

り継がれていることなどを改めて掘り起こし、絵本と

して残すことで地域の歴史や文化を次世代に継承する

ために「伝えたい大空町の物語」絵本を募集します。

　応募された作品は、北海道で実施している「伝えた

い北海道の物語」コンテストに応募するとともに、大

空町ホームページに掲載します。

　大空町の子どもたちに町の文化や歴史を残すために

もたくさんのご応募をお待ちしています。

シンボルマークの
　　　デザイン募集

大空町

募集期間　９月１９日（火）～１０月１３日（金）

賞金　　最優秀賞（１点）５０，０００円　　優秀賞（４点）１０，０００円

　　　空町のシンボルマークのデザインを募集します。
　　　地域を最大限活かした特色あるデザインの応募を
お待ちしています。
　募集の方法については、今月号に折り込みの応募用紙
に記載しています。ご確認のうえ、ご応募いただきます
ようお願いします。
　　　　　　　【お問い合わせ先】
　　　　　　　　　　企画課広報広聴係（内線２１３）

大

―応募のきまり―
☆絵本の規格
　○用紙　Ａ４版（横長に使用）
　　　　　で枚数は１５枚以内
　○絵具　クレヨン・水彩・版画
　　　　　はり絵・きり絵
　　※コンピューター使用は不可
　○文章　絵本の文章は絵とは別
　　　　　の用紙に記載（一枚の
　　　　　絵に１００文字以内）

応募しようとする方は・・・
　  企画課広報広聴係（内線２１３）にご連絡ください。詳しくお知らせします。

役

役



スズメバチにご用心！
　９月は、スズメバチが翌年の巣づくりを担う新しい女王蜂

を育てる期間で、ハチが過敏になっています。巣を発見して

も近づかないでください。

　スズメバチに刺されると、体質によっては抗体反応から全

身の脱力感、呼吸困難、失神、心機能の低下、時にはショッ

ク症状から死亡することもあります。

　もし、ハチに刺されてしまった場合には、傷口を流水で洗

い流しながら毒をしぼり出し、できるだけ速やかに医師の診

断を受けてください。（アンモニアは全く効果がありません。）

　働きバチが活発に活動している巣を取り除くことは非常

に危険です。町で対応しますので、ご相談ください。

　なお、事業所の方は、町では対応できませんので害虫駆除

業者に依頼してください。

【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

熊に
　注意！

　　　は、熊の活動が活発になります。

　　　町内福富、山園、明生など、美幌町美禽でも熊の足跡、

糞が見つかっています。周辺地域にお住まいの方は、熊が出

没しそうな場所での作業は十分に注意をしてください。

熊の痕跡を見つけた場合はご連絡をお願いします。
　　　　農政課畜産林務係（内線３０６）

　　　　産業振興課畜産林務係（内線１５１）

秋

役

支

まちづくりに活かされています

　　月１日、平成１８年事業所・企業統計調査が全国一斉に行
　　　われます。
調査の結果は、国、都道府県、市区町村がこれからの地域開発

や都市計画など私たちの生活をより良くするために必要な基礎資
料として活用されます。
９月下旬から事業所や企業に調査員がお伺いし、調査票をお届

けいたしますので、「調査票の記入のしかた」をご覧の上、漏れ
なくご記入をお願いします。（記入にはそれほどお手間はかかり
ません。）
調査票を配布・回収する調査員は、北海道知事から任命された

公務員です。調査に際しては、「調査員証」を携行していますので、
安心して調査にご協力ください。
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【お問い合わせ先】　
　　企画課企画調整係
　　　　　　　（内線２１４）

　　　地域振興課地域振興係
　　　　　　　　（内線１２４）

役

支

～あなたのお店の調査票は、未来のまちづくりの基礎～



○日　時　１０月１日 (日 )午前９時～正午

○場　所　除雪センター

○料  金　注射料　３，０４０円（注射済票交付手数

　　　　　料込） 

○登録料　３，０００円（登録済みの場合は不要です）

注　意　　次のような場合は、注射前に獣医師にご相談

　　　　　下さい。

　　　　　☆愛犬に体調の悪いところがある場合

　　　　　☆愛犬が治療中の場合

　　　　　☆愛犬が妊娠中又は保育中の場合

【ご連絡・お問い合わせ先】

　　住民課生活環境係 （内線１０５）役

狂犬病予防注射
○東藻琴地区の方も受けられます。

○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。

○愛犬が死亡している場合や、往診を

希望される方は９月２６日までご

連絡願います。

　　　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

付書により納付の方は、７月１３日付けで送付

された納付書により役場窓口又は大空町収納代

理金融機関にて納入願います。

　また、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。

　みなさんの納める介護保険

料は運営の１９％を占める大

切な財源ですので、納め忘れ

のないようにしましょう。

介護保険料（第２期）の納期限は
　　１０月２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（６６－２０７０）支

役

お詫びと訂正
　広報１０月号に折り込みをした

「文団協だより」の「町民芸能祭（女

満別地区）」が１１月２０日（日）

に開催することになっていますが、

１１月２６日（日）の誤りです。

　ご迷惑をおかけしました。訂正し

てお詫びいたします。

女満別地区の

　　町民芸能祭は

１１月２６日（日）

　　　　　　です。

大空町文化団体協議会

介

　　　道豊里町有林線におきまして、水道工事により町

　　　道部分が昼間車両通行止めとなります。

　なお、歩行者及び自転車につきましては、通行が可能

です。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、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。

■通行止め期間

　　平成１８年９月１６日から９月３０日まで

通行止めのお知らせ
通
行
止
�
箇
所

�

約
�
�
�
�

【お問い合わせ先】　

　　建設課上下水道係（内線３２５）役

町道豊里町有林線
道
道
嘉
多
山
美
幌
線

豊里公民館

町



医療制度が変わります
１０月１日より

●療養型病床に入院する方の負担が増えます●

　　　歳以上の方で療養型病床に入院する場合、介護保険で入院

　　　している方と同様に食費と居住費を負担していただくこと

になりました。

◎食　費　一食あたり　４６０円

◎居住費　一日あたり　３２０円

　　　　　※所得により負担が変わります。

70

●高額医療費の自己負担限度額が改正されます●

　　　療機関に支払った自己負担額が高額となったときは、高額

　　　療養費が支給されます。

　今回の改正では、医療費が高額になった場合の１ヶ月の自己負

担限度額が変わります。

　医療費の負担限度額については、所得額や年齢によって計算式

が違いますので、詳しくは広報１０月号に掲載しますが、今月号

では参考例をお知らせします。

医

７０歳未満で上位所得者（年間所得６００万円以上の方）の高額医療計算例

～医療機関で１００万円（１０割負担）かかった場合～

○高額医療費限度額（計算式）

　１５０，０００円＋（１，０００，０００円―５００，０００円）×１％＝１５５，０００円

　　（数式の額）　　（自身の医療費：１０割）　　（数式の額）　 （数式の割合）（高額医療費限度額）

○病院で支払う自己負担額

　１，０００，０００円×３割＝３００，０００円（医療費自己負担額）

○高額医療費として還付される額

　３００，０００円　―　１５５，０００円　＝　１４５，０００円
（医療費自己負担額）　　（高額医療費限度額）　　　（還付される額）
　※改正前は同じ条件の場合、還付される額は１５４，８６０円でした。

●医療費の負担割合が変わります●

　　　歳以上の方が病院にかかったときにご自身で支払

　　　う費用（一部負担金）は、外来・入院とも、かか

った費用の１割です。しかし一定以上の所得がある方に

ついては、これまで一部負担金が２割でしたが、１０月
１日からは３割になります。

　ただし、一定以上の所得があっても収入金額により１

割負担となる場合がありますので、ご注意ください。

70

一定以上の所得がある方とは・・・
○課税所得が１４５万円以上の７０

　歳以上の方と同居している場合

○老人保健医療受給者の方

●出産育児一時金が増えます●
　　　月１日より国民健康保険加入者の出産育児一時金が３０万円

　　　から３５万円に改正されます。

　１０月１日以降、お生まれになった方には３５万円を支給します。
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【お問い合わせ先】

　　福祉課保険医療係

　　　　　　　（内線１０６）

　　住民生活課町民生活係

　　　　　　　（内線１４４）

役

支



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、「紙類」の出し方です。　リサイクル

▲

感熱紙・カーボン紙・ノンカーボン紙・

　シュレッダー紙・インデックス・付箋紙・

　内側が銀色の紙パック・タバコのアルミ

　紙・カップめんの紙蓋 (裏が銀色のもの）

燃やすごみとなる紙類・・・

【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

①紙箱類《お菓子やティッシュの箱、封筒等》

　

▲

紙袋 (お土産用の紙袋等 )又はレジ袋（透

　　明・半透明）に入れて、口を縛って出して

　　ください。

②新聞・雑誌類新聞紙《チラシ・コピー用紙・

　ポスター・カレンダー (金属は取る )等・ホ

　ッチキス止めの雑誌》

③ダンボール・厚紙類

④のり止めの雑誌

⑤牛乳パック類《紙パックの

　ジュースや牛乳パック等》

※必ず水洗いをし、開いて出してください。

※内側が銀色の紙パックは「燃やすごみ」です。

※粘着テープ類がついている場合は、必ず取り

　除いてください。

大空町の「紙類」の分類は複雑！
　　　　　どうやって出すの？

～「紙類」は大きく分けて５種類に分類されます～

②～⑤は必ず縛ってくださ

い。ただし⑤はビニール袋

でも出すことができます。

　左記①から⑤以外の紙は「燃やすごみ」

です。大空町指定の「燃やすごみ袋」に入

れて出してください。

開業５周年！！　大空町誕生記念！！！

　　　満別ゴルフコースは、網走管内外の多くの

　　　お客様に支えられ今年で開業５周年を迎え

ました。

　そこで、このたび開業５周年と大空町の誕生を

記念して、大空町民限定の特別料金を設定しまし

た。

　ゴルフ愛好者はもちろん初心者・未経験者のお

客様もこの機会にぜひ女満別ゴルフコースをご利

用ください。

女

○日　程

　☆９月１８日（月）から

　　９月２４日（日）までの７日間

　☆１０月９日（月）から

　　１０月１５日（日）までの７日間

○料　金

　プレー代と食事代をセットで５，５００円

大空町誕生記念・町民感謝週間

☆ご予約の際は「町民感謝週間」とお申し出くだ

　さい。

☆プレー当日、町民であることを証明できるもの

　をご持参ください。（免許証・保険証など）

【お問い合わせ先】

　女満別ゴルフコース（ＴＥＬ７４－５１１１）

区　分 特別料金 通常料金

平　　日
５，５００円

７，８００円

土／休日 １１，４００円

※特別料金には食事代が含まれていますが、

　通常料金はプレー代のみの料金です。

女満別ゴルフコース町民感謝週間



２００６自動車点検整備推進運動実施中

安心安全のために
点検してますカー？

　　月・１０月は「２００６自動車点検整備

    推進運動」の強化月間です。

　

　◆クルマの部品は、走行や時間の経過に伴い、

    劣化・摩耗しています。

　◆クルマの健康管理は、ドライバーの日常点

　　検が基本。そして、定期点検整備の実施は

　　使用者の責任です。

　◆クルマの日常点検・定期点検をきちんと行

　　いましょう。

９

　　　共施設等をご利用になる際の駐車場利用にあ

　　　たって、健常者が身体障がい害者用駐車場に

駐車したり、ちょっとだからと施設の前にエンジン

をかけたままにするなど、一部ルールが守られてい

ないケースがあります。

　施設によっては駐車場が狭くご不便をお掛けして

いますが、町民皆さんが利用する公共の施設ですの

で、ルールを守ってご利用ください。

公

●申込締切日　９月２９日（金）

●入居の選考　１０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。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

一般町営住宅

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 ３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

駐車場での
マナーを守って！

定期的な点検整備と車検整備
が車の寿命を延ばします。

　飼い主のモラルの低下により、飼い

犬・猫に対する苦情が増えています。

町に対しても、たくさんの苦情が届い

ています。飼い主の皆さんはマナーを

守るようにしてください。

☆特にお願いしたいこと・・・
　犬・猫のフンの後始末は、飼い主の
責任です。犬の散歩をするときは、必

ず袋を持ち歩き、フンを持ち帰り処理

してください。また、住民が餌を与え

たことにより、地域に野良猫が居着い

たケースもあります。近所の方々に迷

惑がかかりますので、餌を与えること

はやめましょう。

困っています！
犬・猫のフンや放し飼い


