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　東藻琴幼稚園では、来年入園する児童や保護

者の方を対象に「幼稚園見学会」を実施します。

　新入園児や保護者の方の不安や悩みを少しで

も解消し、幼稚園をよりよく理解していただく

ために行うものです。どちらか都合の良い日に

一度来園し、子どもたちの様子を見学してくだ

さい。

見学会

開　催

【お問い合わせ先】

　東藻琴幼稚園（ＴＥＬ６６－２１８４）

ふれあいトーク開催中！

【お問い合わせ先】

　　企画課広報広聴係（内線２１３）

●１１月１６日以降のふれあいトークの日程

期　　日 開始時間 自治会名 会　　場
１１／１６ １９：００ 住吉・豊里自治会 豊里公民館

１１／１７ １９：００ 本郷自治会 本郷公民館

１１／２０ １９：００ 湖南自治会 湖南公民館

１１／２１ １９：００ 朝日・巴沢自治会 朝日公民館

１１／２２ １９：００ 大東・大成自治会 大成公民館

１１／２４ １９：００ 日進・開陽自治会 開陽公民館

１１／２７ １９：００ 大進・西倉自治会 西倉会館

１１／３０ １９：００ 明生・新富自治会 明生会館

１２／　１ １９：００ 旭台･上東･東区自治会 上東会館

１２／　５
１３：００ 末広自治会 末広会館

１９：００ 千草・福富自治会 千草会館

１２／　６ １３：００ 山園自治会 山園会館

１２／　７ １９：００ 中央（女満別）自治会 中央公民館

役

　町政の基本方針でもある「対話と協

働のまちづくり」を進めるため、全自

治会及び希望する団体等との懇談会を

１１月６日から開催しています。

　名称は町民の皆様とふれあいたいと

いう意味で「ふれあいトーク」と題し、

普段から自治会活動に参加されている

方はもちろんのこと、女性や若い方な

ど、広くたくさんの方に参加してもら

いたいという願いが込められています。

　どなたでも参加できます。町に対す

る要望や、ちょっとした気のついたこ

となどを町長と懇談しましょう。

幼稚園ってどんなところ ?

●見学日　１２月４日（月）・５日（火）

●時　間　午前９時から１０時まで

●対　象　新入園児（平成１５年４月２日～平

　　　　　成１６年４月１日生まれ）とその保

　　　　　護者の方

　　　　　※当日は入園願書を配布します。



佐呂間町竜巻災害
　　　義援金募集
【お問い合わせ・受付先】

　　福祉課社会福祉係　　 （内線１０７）

　　保健福祉課社会福祉係（６６－２０７０）

受付期間　
 １２月８日（金）まで

  日本赤十字社では１１月７日に佐呂間

町で発生した竜巻災害による義援金を募

集しています。

  町内では網走信用金庫、郵便局、役場

窓口で受付しています。みなさんのご協

力をよろしくお願いします。

●道内信用金庫又は下記指定銀行の本・支店で受付

　する場合
◎指定銀行口座

北洋銀行　札幌南支店
　普通預金　「4268000」

北海道銀行　本店
　普通預金　「1739919」

札幌銀行　本店
　普通預金　「135913」

札幌信用金庫　本店
　普通預金　「4242936」

※口座名義
　北海道災害義援金募集委員会会長　伊藤　義郎

●郵便局で受付する場合
◎郵便振替口座

日本赤十字社
　　　北海道支部
02770-8-30

北海道共同募金会

　02790-5-40

※１２月８日まで上記指定銀行への振込手数料は、

　免除されます。

　（北海道銀行以外は自動振込機を利用する場合、

　振込手数料がかかります。）　

※１２月８日まで郵便局を利用した場

　合の振替手数料は、免除されます。

●役場窓口で受付する場合
　日本赤十字大空町分区（役場福祉課

社会福祉係、総合支所保健福祉課社会

福祉係）で受付し、受付期間終了後、

北海道支部に送金します。

幼稚園教諭の募集

～女満別幼稚園教諭を募集します～

○募集人員　教諭２名

○募集期限　平成１８年１２月５日（火）まで

○募集要件　①幼稚園教諭及び保育士の資格を有するか、又は平成

　　　　　　　１９年３月末までに資格を取得する見込みの町内居

　　　　　　　住者及び町内居住予定者。

　　　　　　②平成１９年４月１日現在、満３０歳未満の方。

○申込方法　次の①～⑤の全ての書類を、募集期限までに申し込み

　　　　　　先に提出（郵送の場合は必着）してください。

　　　　　　①履歴書　②成績証明書　③卒業証明書又は卒業見込

　　　　　　み証明書　④幼稚園教諭及び保育士免許状の写し又は

　　　　　　取得見込み証明書　⑤健康診断書

○試験科目　①筆記試験（小論文、一般教養及び専門に関する試験）

　　　　　　②実技試験（ピアノ）

　　　　　　③面接試験

○試験実施日　別途通知 【お申し込み・お問い合わせ先】

　〒 099-2392　網走郡大空町女満別西３条４丁目１番１号

　　　　　　　　大空町役場　総務課職員厚生係（内線２０５）

幼稚園教諭の募集

支

役



　自信を持って出かけられるために転ばない元気な足腰

づくりのポイントを学びませんか？

　杖の選び方や足の手入れについてもわかりやすく説明

し、タオルを使っての簡単な体操もします。

　どなたでもご自由に参加できます。どうぞお越しくだ

さい。

介護予防講話のご案内

献血にご協力を！
～献血車「ひまわり号」が来町～

１２月１日（金）　

女

満

別

地

区

実　施　場　所 時　　　　間
役　　場　　前 １０：００～１１：３０
郵　便　局　前 １１：３５～１２：０５

斜網地区ＮＯＳＡＩ前 １３：０５～１３：３５
（株）たいせつ前 １３：４０～１４：１０
農 協 駐 車 場 １４：１５～１５：２０

空港ターミナル横駐車場 １５：３０～１６：００

○講　師　ＮＰＯ法人地域リハ実践プロジェクト　
　　　　　りらいふ　作業療法士　設楽　美紀さん
○持ち物　タオル（手ぬぐい）

【お問い合わせ先】　

　　地域包括支援センター（内線１１６）
　　保健福祉課健康推進係（６６－２０７０）

東藻琴地区の方はバスを運行しま
す。どうぞご利用下さい。
○乗降場所　東藻琴総合支所正面
○出発時間　午前９時００分
※講話終了後バスに乗車し、総合
　支所まで戻ります。

～バス利用の方の申し込み～
１２月６日 (水 )までに、地域包
括支援センターまたは総合支所保
健福祉課へお申し込み下さい。

今回は、献血の普及・
協力を目的として、
当日献血された方に
女満別ライオンズク
ラブから生卵が配ら
れます。　

～バス運行のご案内～

イキイキ元気な明日のための足腰づくり
○日　時　１２月１２日（火）　午前１０時～１２時
○場　所　女満別研修会館

天皇皇后両陛下を迎えて！

第５８回全国植樹祭
　平成１９年６月２４日、天皇皇后両陛下ご
臨席のもと、第５８回全国植樹祭が苫小牧市
で開催されます。
　道では１２月１２日まで植樹祭の記念植樹
と記念式典の参加者（参加費無料）を募集し
ています。応募方法等詳細は、「第５８回全
国植樹祭」のホームページをご覧ください。

　ホームページを見ることができない場合
　は、農政課畜産林務係にお問い合わせく
　ださい。

　【お問い合わせ先】

　　　農政課畜産林務係（内線３０６）

○アドレス　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/zsj/

～2007 Hokkaido～

役

役

支



小型除雪車の売り払い ～町有財産を売り払います～

　来年の２月１５日から、女満別市街地区の一
部（右図太線枠内）で、待望のＢフレッツ（光
ファイバーを利用した超高速通信回線）の供用
が開始される予定になりました。
　　　　　　　　　　　また、広報９月号でも
　　　　　　　　　　お知らせしましたが、東
　　　　　　　　　　藻琴地区の一部で１１月
　　　　　　　　　　１５日よりフレッツＡＤ
　　　　　　　　　　ＳＬ（４０Ｍ）の供用が
　　　　　　　　　　開始されました。
　　　　　　　　　　　現在、お申し込みを受
　　　　　　　　　　付していますので、ぜひ、
　　　　　　　　　　お申し込みください。

【お問い合わせ先】
　ＮＴＴ東日本フレッツ受付センター
　　　（ＴＥＬ　０１２０－１１６１１６）

Ｂフレッツ供用開始に！女満別地区

～東藻琴地区　ＡＤＳＬ（４０Ｍ）は、本日から供用開始～

Ｂフレッツが供用開始される区域

麦乾燥工場

青葉団地

役場庁舎

ふれあい公園

東光寺

広徳寺

郵便局

ＪＡめまんべつ

運動公園

めちゃいるど館

しらかば団地

■売払車両
　○規　　格　小型ロータリ除雪車（ＨＫ１３０）
　○メーカー　開発工建株式会社
　○初年度登録　平成４年１０月
　○車　　検　平成１８年 1１月１０日車検満
　　　　　　　了（登録抹消済）
　○車両総重量　５，５６０Ｋｇ
　○最大除雪幅　１，５００ｍｍ
　○全　　高　２，５１０ｍｍ
　○全　　長　５，７５０ｍｍ
　○運転時間　約５，１００時間

■売払方法　一般競争入札（「大空町財務規則」
　　　　　　により実施）
■入札参加資格
　大空町に住所を有する個人及び大空町に事務
　所又は事業所を有する法人（成年被後続人・
　被補佐人・破産者で復権を得てない方、大空
　町に対して町税・使用料などの滞納がある方
　は除きます）。

■入札説明会
　対象車両の展示、入札に関する条件・契約条
　項の説明及び入札参加申請書の配布等を行い
　ます。

●日　時　１１月２４日（金）午前１０時
　●会　場　東藻琴除雪センタ－
■入札参加申請

●期  間　１１月２４日（金）
　　　　　　　　　　～１２月１日（金）
●受付場所　東藻琴総合支所建設水道課

■入　札
●日　時　１２月１１日（月）午前１０時

　●会　場　東藻琴総合支所（２階会議室）
　　　　　　　

【お問い合わせ先】　
　　建設水道課（内線１３１）支



【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

　資源物となるのは、綿５０％以上で洗濯済み

のものです。（例：Ｔシャツ・ズボン下・ポロ

シャツ・シーツ・布団カバー・トレーナー・Ｙ

シャツ・パジャマ・タオル類・ネル地寝巻きなど）

　半透明の袋に入れて、回収日に出すか又はリ

サイクルセンターにお持ち込みください。回収

された「古着類」は工業用雑巾（ウエス）とな

り再利用されます。

～古着類の出し方～

こんなときは！
○ハギレや汚れのひどいものは資源物には

　なりません。

○古着のタグが擦り切れたり、無くなった

　りしてわからないものは、「燃やすごみ」

　として出してください。

　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、「古着類」の出し方です。　

なぜ？ なに？

リサイクル

～生ゴミ処理機購入費～補助します！
　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

の一部を補助しています。

　希望される方は、事前にお問い合わせください。

　《補助額》購入費の２分の１以内　

　　○電気式生ゴミ処理機　　　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。

　　○コンポスト式生ゴミ処理機　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。

環境通信

困っています！資源物の大量持込
女満別リサイクルセンター前資源物回収庫は、決められた時間に資源物

を事情により出せない個人の方々のために、午後５時以降の夜間や、休日

に資源物を受入れできるように設置しています。

しかし、夜間や休日に事業者の方々が大量に資源物を持ち込むため、個

人の方々の資源物を出すスペースが無くなり大変困っています。

　　　　事業者の方々は、平日のリサイクルセンターが開いている時間

　　　　　（午前９時～午後５時）にストックヤードへ直接、資源物を出

　　　　　すようお願いします。

　　　　　　なお、資源物を出す場所がわからない場合、リサイクルセン

　　　　　ターの職員にお聞きください。



　各健診の受診はお一人年１回です。

　事業所健診を受けている方、病院で検

査を受けている方は、町の健診対象外と

なります。

　東藻琴地区は、今年度より「乳がん･

子宮がん・骨粗しょう検診」を今回の健

康診査と一緒に実施します。　

内　　　　　　　　容 対　　象 料　　金

総

合

健

診

基本健診【尿・血液・心電図・眼底・診察・歯科検診・生活
機能検査（65 歳以上）】

30 ～ 64 歳 2,850 円

65 歳以上 3,570 円

肝炎検査【血液検査】 下記参照 790 円

胸部検診【胸部レントゲン】 65 歳以上 無　料

骨粗しょう症検査【超音波による骨塩測定】 20 歳以上
男　1,050 円
女　　420 円

胃がん検診【バリウム検査】 30 歳以上 1,680 円

大腸がん検診【便潜血検査】 40 歳以上 750 円

肺がん検診【胸部レントゲン】 40 歳以上
250 円

（喀痰1,000円）

前立腺がん検診【血液検査】 40 歳以上 1,890 円

レ
デ
ィ
｜
ス
検
診

総合健診（上記総合健診を参照してください。前立腺がん検診を除く）

乳がん検診【触視診】 30 歳以上 710 円

マンモグラフィー【40 歳代　　２方向レントゲン】
　　　　　　　　 【50 歳以上　１方向レントゲン】

40 歳代 1,340 円

50 歳以上 920 円

子宮がん検診【頸部細胞診・超音波】 20 歳以上 1,590 円

※肝炎検査の対象は、基本健診を受診される方で、平成１８年４月１日から平成１９年３月３

　１日までの間に４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳の誕生日を迎える方となります。

※マンモグラフィーの対象は、乳がん検診（視触診）を受診される方です。

※４０歳代女性でマンモグラフィー（２方向）を受診する方の受付時間は、午前１０時から午

　前１１時３０分と午後２時３０分から午後３時３０分となります。

※乳・子宮がん検診だけを受診される方は、午後の受付となります。

健 診 内 容 と 料 金

冬の健康診査日程
　総合健診
　●女満別地区

　　◇日時　１１月２９日（水）

　　　　　　　午前７時から１１時３０分まで

　　◇場所　女満別研修会館

　●東藻琴地区

　　◇日時　１２月　３日（日）

　　　　　　　午前７時から１１時３０分まで

　　◇場所　ふれあいセンターフロックス

　レディース健診（女性のみ対象）
　●女満別地区

　　◇日時　１１月３０日（木）

　　　　　　　午前７時から１１時３０分まで

　　　　　　　午後１時３０分から３時３０分まで

　　◇場所　女満別研修会館

　●東藻琴地区

　　◇日時　１２月　１日（金）

　　　　　　　午前７時から１１時３０分まで

　　　　　　　午後１時３０分から３時３０分まで

　　　　　　１２月　２日（土）

　　　　　　　午前７時から１１時３０分まで

　　◇場所　ふれあいセンターフロックス

　※受付は３０分毎に行います。

【お申し込み・お問い合わせ先】

　　福祉課健康推進係（内線１１４）

　　保健福祉課健康推進係

　　　　　　　　 （６６－２０７０）
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平成１８年度
　最後の健康診査



【お申し込み・お問い合わせ先】

　　福祉課高齢者福祉係

　　　　　　　　（内線１１８）

　　保健福祉課高齢者福祉係

　　　　　　　　（内線５０２）

生活支援ハウス入居者募集
　６０歳以上の町民で、生活するのに不安があり、支援

を必要とされる方を対象に、生活支援ハウスの入居者を

募集します。なお、施設の利用料金等についてはお問い

合わせください。

●生活支援ハウス女満別ドリーム苑　１人用（３２．５０m2）　１室

●生活支援ハウス東藻琴悠久の里　　２人用（３２．５８m2）　１室                  

　　　　　　　　　　　　　　　　　１人用（２７．６８m2）　２室

募集室数及び規模

１２月１日（金）申　込　期　限

冬の交通安全運動！１１月１７日から２６日まで

　網走支庁管内の今年の交通事故死者数は、昨年同

時期の２倍を上回る緊急事態となっており、現在、

管内全域に「交通死亡事故多発非常事態宣言」が出

されています。

　交通事故は、被害者とその家族ばかりではなく、

事故を起こした運転者の人生を大きく変えてしまい

ます。特に飲酒運転は、重い処罰・失職・家庭崩壊・

多大な賠償など、当事者の人生を台無しにしてしま

います。皆さんで交通安全を心がけましょう。

～重点項目～　

　①夕暮れ時の歩行者と自動車乗用中の

　　交通事故防止

　②路面状況に応じたスピードでのスリ

　　ップ事故防止

　③後部座席を含むシートベルトとチャ

　　イルドシートの正しい着用の徹底

　④飲酒運転の追放

ストップ・ザ・交通事故死　～めざせ　安全で安心な車社会　北海道～

特設人権相談所開設
　次の日程で「特設人権相談所」を開設します。

身分、差別、財産、人権問題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　１２月１日（金）午後１時～３時まで

○場　　所　女満別研修会館　第２会議室

○相談内容　家庭の問題、不動産や金銭貸借、損害

　　　　　　賠償等の民事問題のほか刑事問題、行

　　　　　　政、労働、近隣関係、その他いじめや

　　　　　　差別、いやがらせなどの人権問題

○相 談 員　大空町人権擁護委員

　　　　　　釧路地方法務局網走支局職員

【お問い合わせ先】

　　福祉課社会福祉係（内線１０７）

大空の下で「いい夫婦の日」
　今年の５月１４日にノンキーメルヘンの

会が、道の駅に植樹した「カップルの桜」

の前で１１月２２日（いい夫婦の日）にち

なんで、記念撮影会を開催します。大空町

が誕生してから結婚されたカップルには、

大空町の酒「銀嶺の舞」をプレゼント、そ

の他参加されたカップルにもプレゼントが

あります。ぜひお立ち寄りください。

カップル大集合！

●期　日　１１月２２日（水）

●時　間　午前１１時２２分

●会　場　道の駅メルヘンの丘あずまや付近

【お問い合わせ先】

　ノンキーメルヘンの会事務局（笠井）

　　（携帯　０９０－２６９８－０７１４）
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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

町道維持補修工事その８ 女満別栄町
H18. 8. 4
　　～ H18. 9.29

㈱河西組 2,362,500 円

水道管路整備工事その４ 女満別大東
H18. 8.14
　　～ H19. 1.29

㈱ダイナ建設 24,465,000 円

本郷住吉舗装整備工事その２ 女満別本郷
H18. 8.11
　　～ H18. 9.15

道路建設㈱網走出張所 2,635,500 円

町道維持補修工事その１０ 町内一円
H18. 9.14
　　～ H18.10.27

㈲北登工業 2,625,000 円

町営住宅屋根塗装工事
女満別公園
４丁目

H18. 9.27
　　～ H18.11.15

㈲佐藤塗装工業 945,000 円

建

設

水

道

課

大進地区道路改良工事 東藻琴大進
H18. 8. 4
　　～ H18.11.30

船橋西川建設㈱東藻琴
支店

29,190,000 円

水道管移設工事（大進地区） 東藻琴大進
H18. 8. 8
　　～ H18. 9.29

東陽設備㈲ 2,562,000 円

南あさひ団地公営住宅解体工事
東藻琴
２５３番地

H18. 8.28
　　～ H18. 9.29

㈲光工務店 3,202,500 円

水道施設建設工事（東藻琴地区
監視装置）

東藻琴地区
H18. 9. 7
　　～ H19. 3.26

東洋電機製造㈱北海道
支店

44,415,000 円

町道維持補修工事その９ 東藻琴地区
H18. 9.14
　　～ H18.11.20

㈱ほくよう 2,457,000 円

南あさひ団地公営住宅新築工事
東藻琴
２５３番地

H18. 9.27
　　～ H19. 1.31

㈱斉藤建設 24,654,000 円

教 育
委員会

女満別幼稚園園舎内塗装工事
女満別西４
条３丁目

H18. 8. 3
　　～ H18. 8.25

おり塗装 2,331,000 円

農

政

課

農業構造改善センター笠木改修
工事

女満別西４
条５丁目

H18. 9.15
　　～ H18.11.14

㈱古川建設 1,974,000 円

住吉地区農業用排水路整備工事 女満別住吉
H18. 9.15
　　～ H18.11.13

㈱女満別建設 3,780,000 円

商 工
観光課

地域振興会館外階段改修工事
女満別本通
３丁目

H18. 9.15
　　～ H18.11.13

㈲三和建設 1,921,500 円

町発注建設工事等入札結果について

●申込期限　１１月３０日（木）

●入居選考　１２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
東陽団地 １戸 Ｈ１０ 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 ３ＬＤＫ 有
１戸 Ｈ１４ ２ＬＤＫ 有

地域特別賃貸住宅Ａ型（単身者用）
夕陽台団地 ４戸 Ｈ４ ２ＤＫ 有

東
藻
琴

一般町営住宅
すみれ団地 １戸 Ｈ５ ３ＬＤＫ 有
つつじ団地 １戸 Ｈ１４ ２ＬＤＫ 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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