
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。

時間が延長になります！
役場・総合支所及び幼稚園・保育園で４月１日から

　平成１９年４月 1日から、役場・総合支所の開庁時

間及び幼稚園･保育園の預かり保育（延長保育）の時

間が変更となります。それぞれ時間が延長になってい

ますので、どうぞご利用ください。

役場・総合支所

開庁時間 午　　　前 昼　休　み 午　　　後

変更後 ８時４５分～１２時００分 １２時００分～１２時４５分 １２時４５分～１７時３０分

変更前 ８時４５分～１２時００分 １２時００分～１３時００分 １３時００分～１７時１５分

※昼休み中の住民票等の証明書発行窓口については、従来どおり職員が交代で対応します。

幼稚園・保育園 （女満別幼稚園・東藻琴幼稚園・豊住保育園）

区　　　　分
女満別幼稚園預かり保育
東藻琴幼稚園預かり保育

豊住保育園延長保育
東藻琴保育園延長保育

変更後
幼稚園終了後

～１８時００分
１６時００分
　　～１８時００分

変更前
幼稚園終了後
　　～１７時３０分

１６時００分
　　～１７時３０分

※上表の変更は、月曜日から金曜日です。土曜日は、従来どおり午前

　８時から正午までです。

【お問い合わせ先】

　　総務課職員厚生係（内線２０５）

　　地域振興課地域振興係（内線１２４）

町営スキー場閉鎖のお知らせ
　町営スキー場「しらかば台スキー場」が暖気によるゲレ

ンデ不良のため、３月１５日をもって閉鎖します。

　冬期間のご利用ありがとうございました。　

【お問い合わせ先】

　　生涯学習課社会体育係（ＴＥＬ６６－２７４１）

役

支

支



町長室だより

　広報３月号（２月２８日発行号）でお

知らせした「町長の総合支所勤務日」が、

公務の都合により、次のとおり変更とな

ります。

○変更前　３月２６日（月）

　　　　　　　

⇒

○

変更後　３月２７日（火）

【勤務時間】

　午前８時４５分～午後５時１５分

総合支所勤務日の変更

●●●１人年額５００円会費で１００万円～２万円までの見舞金を贈る●●●

もしもに備え「交通災害共済」加入
　年額５００円（１人）の会費で、不幸にして交通事故

にあわれた方々を救済するための見舞金を贈る、「網走

支庁管内交通災害共済」の加入者を受付中です。

　交通事故は他人ごとではありません。ご自身の「もし
も」の時に備え、家族そろって加入しましょう！

◆会　　費　　年額１人５００円

◆共済期間　　○平成１９年３月３０日（金）までの加入の方

　　　　　　　　平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで

　　　　　　　○平成１９年４月１日以降加入の方

　　　　　　　　加入日から平成２０年３月３１日まで

◆加入資格　　平成１９年４月１日現在で大空町に住民登録を有する方　

　　　　　　　（大学・専門学校に入学予定で、住所を異動する予定のあ

　　　　　　　る方は、大空町では加入できません。）

◆見 舞 金　　２万円から１００万円まで１０等級区分（災害の程度によ

　　　　　　　る）※ただし、事故発生日から１年以内の請求に限る。

◆加入受付　　現在、各自治会単位で取りまとめをお願いしています。

　　　　　　　なお、個別でも受付していますので、直接、役場又は総合

　　　　　　　支所でお申し込みください。

【お問い合わせ先】

　　住民課住民活動係（内線１０４）

　　住民生活課町民生活係（内線１４１）

シャトルバスの運行

　３月２４日（土）に開催される町民映画鑑賞

会「武士の一分」上映に伴い、東藻琴地区から

シャトルバスを運行します。是非ご利用くださ

い。

●運行時間

○昼の部（午後０時３０分出発）

○夜の部（午後５時３０分出発）

　東藻琴総合支所　→　大空町教育文化会館

　※上映終了後（昼の部は午後３時・夜の部は

　　午後９時の予定）、上映会場から総合支所

　　に戻ります。

～映画鑑賞会に参加される方は～

【お問い合わせ先】

　　生涯学習課社会教育係（内線２１６）

役

支

支



大空町では平成１９年度臨時職員の登録者を募集します。臨時職員の採用は、登録者の中

から選考して採用します。登録を希望する方はお申し込みください。

　

　●募集職種　　一般臨時事務

　●登録期間　　平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで有効

　●賃　　金　　日額　６，２００円

　●勤務時間　　月～金曜日　午前８時４５分～午後５時３０分

　●休　　日　　土・日・祝日等（雇用６か月後から有給休暇有）

　●申込方法　　町備え付けの用紙で総務課職員厚生係に提出してください。

　●申込期限　　３月２３日（金）まで

　●そ の 他　　①社会保険及び雇用保険は、任用期間により加入できない場合があります。

　　　　　　　  ②臨時職員の登録は、採用を約束するものではありませんのでご了承願い

　　　　　　　　　ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【お申し込み・お問い合わせ先】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務課職員厚生係（内線２０４）

東藻琴地区から札幌への移動が便利に！

知床・札幌間都市間バス運行

警察官採用試験
受験者募集

　北海道警察では、平成１９年度第１回

警察官採用試験受験者を募集しています。

　受験希望の方は、直接網走警察署にお

申し込みください。

受付期間４月４日（水）～４月１８日（水）

受験資格○Ａ区分（大学を卒業した方及び平成２０年
　３月卒業見込みの方）
　※年齢－昭和５２年４月２日から昭和６１
　　年４月１日までに生まれた方
○Ｂ区分（Ａ区分以外で高校在学中以外の方）
　※年齢－昭和５１年１０月１日から平成元
　　年１０月１日までに生まれた方

【お問い合わせ先】

　網走警察署（ＴＥＬ０１５２－４３－０１１０）

役

平成１９年度大空町臨時職員候補者
                    の登録募集について

　４月２０日（金）から札幌－知床間の都市間バスが通年

運行されることになりました。

　都市間バスは、知床を出発した後、斜里・清里・小清水・

東藻琴に停車し、札幌に向かいます。（東藻琴出発後、札

幌まで停車しません。）※札幌出発の場合は、逆になります。

　なお、東藻琴地区の停車場は「セブンイレブン東藻琴店

前」になっています。

●運行時間

発着
【往路】

札幌発⇒東藻琴着
【復路】

東藻琴発⇒札幌着

運行会社 札　幌 東藻琴 東藻琴 札　幌

斜里バス １１:００ １６:２０ １３:４５１９:１５

中央バス ２３:１５ 　４:５０ 　０:１５　６:００

※東藻琴から知床方面への利用はできません。

※時間は変更になることがありますので、ご利用の場

　合はご確認ください。

●運賃（東藻琴・札幌間の料金）

　○一般片道　　　６，０００円

　○一般往復　　１１，４００円

　○学割片道　　　５，６００円

　○学割往復　　１０，５００円

※乗車券は「セブンイレブン東藻琴店」

　で購入できますが、予約は斜里バス

　又は中央バスターミナルで行ってく

　ださい。

【お問い合わせ・予約先】

　斜里バス株式会社

　ＴＥＬ　０１５２２－３－３１４５



スポーツ・文化・ボランティア等の活動には・・・

スポーツ安全保険加入受付中！
○受付期間　　平成１９年３月１日～平成２０年３月２８日

○保険期間　　平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日

　　　　　　　※４月１日以降のお申し込みは、掛け金振込み日の翌

　　　　　　　　日からの適用になります。

○加入できる団体　　

　　　　　　　アマチュアのスポーツ・文化・ボランティア等の活動

　　　　　　　を行う５名以上の社会教育関係団体。

○対象の範囲　被保険者の所属する団体管理下における団体活動中の

　　　　　　　事故と、その団体が指定する集合・解散場所と被保険

　　　　　　　者の住所との通常経路往復中の事故。

団
体

対　　　　　象 事故の範囲
掛　金

（１人年額）

傷　　　害　　　保　　　険

死　　亡 後遺障害
入　院 通　院

実治療日数４日以上

子
ど
も
の
団
体

中学生以下の子ども
スポーツ活動を行わない大人 団体活動中

往　復　中

500 円 2,000 万円 3,000万円 4,000 円 1,500 円

中学生以下の子ども
1,050 円 2,100 万円 3,150万円 5,000 円 2,000 円

個人練習等 100 万円 150 万円 1,000 円 500 円

子どもの団体の指導を行う大人

団体活動中
往　復　中

1,000 円 1,000 万円 1,500万円 2,500 円 1,000 円

1,500 円 2,000 万円 3,000万円 4,000 円 1,500 円

大

人

の

団

体

大人の文化活動等 500 円 2,000 万円 3,000万円 4,000 円 1,500 円

老人クラブ等（６０歳以上） 800 円 600 万円 900 万円 1,800 円 1,000 円

大人のスポーツ活動 1,500 円 2,000 万円 3,000万円 4,000 円 1,500 円

危険度の高いスポーツ活動 9,000 円 500 万円 750 万円 1,800 円 1,000 円

※上記の他、『賠償責任保険』『共済見舞金』の制度もあります。

《女満別地区》女満別Ｂ＆Ｇ海洋センター内　社会体育係

　　　　　　　　　　　　　　　（ＴＥＬ　７４－３５１９）

《東藻琴地区》東藻琴Ｂ＆Ｇ海洋センター内　社会体育係

　　　　　　　　　　　　　　　（ＴＥＬ　６６－２７４１）

加入申込書の請求及びご不明な

点は、両地区のＢ＆Ｇ海洋セン

ターにお問い合わせください。

献血にご協力を！
～献血車「ひまわり号」が来町～

３月２７日（火）

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



●告　示　日　○知事選挙　　　３月２２日（木）

　　　　　　　○議会議員選挙  ３月３０日（金）

●投　票　日　４月８日（日）

●投 票時 間　午前７時から午後６時まで

※対象者には、選挙管理委員会より投票所入場券が

　送付されます。

　仕事や旅行、冠婚葬祭などで投票日当日に投票することができない方は、

次のとおり期日前投票、又は不在者投票ができます。

　なお、知事選挙と議会議員選挙の告示日が異なるため、期日前投票、又は

不在者投票を同日に投票される方は、３月３１日（土）からとなります。

●期　　　間　○知事選挙    　３月２３日（金）から４月７日（土）まで

  　　　　　　○議会議員選挙　３月３１日（土）から４月７日（土）まで

●場所・時間  ○役場１階１号会議室　　午前８時３０分から午後８時まで

 　　　　　　 ○東藻琴総合支所応接室　午前８時３０分から午後７時まで

※期日前投票又は不在者投票は、どちらの場所でも投票できます。

期日前投票・不在者投票のお知らせ

【お問い合わせ先】

　　選挙管理委員会事務局（内線１６０）

　　地域振興課内（内線１２１）支

役

北海道知事選挙・北海道議会議員選挙

　帯広市で小中学生対象の料理教室「ぼくとわたしのたの

しいクッキング」を開いている村田ご夫妻をお招きして講

演会を開催します。

　子どもたちをはじめ私たち一人ひとりが、食べることの

意味を理解し、安全な食品を選択

する能力や望ましい食習慣を身に

つける食育が重要となっています。

　生涯にわたって健康に過ごせる

ように、食育や地域の活動につい

て考えてみませんか。

●日　時

　３月２３日（金）午後６時から午後８時

●会　場

　ふれあいセンターフロックス　集会室

●内　容

　○講演「食からはじまる地域づくり・健康づくり～食育の実践」

　　講師　村田　ナホさん（村田栄養と料理研究所）

　　　　　村田　　歩さん（村田栄養と料理研究所）

　○食育実践活動報告（大空町食生活改善推進協議会）

　女満別地区の方はバスを運行

します。どうぞご利用ください。

○乗車場所　役場正面玄関前

○出発時間　午後５時３０分

※講演終了後、会場から役場ま

　で戻ります。

※バス利用を希望する方は、３

　月１９日（月）までに、健康

　推進係へお申し込みください。

【お問い合わせ先】

　　福祉課健康推進係（内線１１４）

～バスを運行します～

食育講演会のご案内
～大空町健康づくり講座～

役



●入居選考は募集締め切り後、随時行

　います。

●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

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

しらかば団地 １戸 Ｈ　４ ３ＬＤＫ 有

はなぞの団地
１戸 Ｈ１５ ２ＬＤＫ 有
１戸 Ｈ１７ ２ＬＤＫ 有

東陽団地 １戸 Ｈ１０ ２ＬＤＫ 有
南ひばり団地 １戸 Ｓ６２ ３ＬＤＫ 浴室のみ

特定公共賃貸住宅

しらかば第２団地
３戸 Ｈ１２ ２ＬＤＫ 有
２戸 Ｈ１４ ３ＬＤＫ 有

北二もみじ団地 １戸 Ｈ９ ３ＬＤＫ 有

地域特別賃貸住宅Ａ型（単身者用）
夕陽台団地 ３戸 Ｈ４ ２ＤＫ 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）

支

役

～４月の子育て支援事業「遊びの広場」～　
　めちゃいるど館は「子育て支援センターの役割」もあります。
　小さなお子さん達、子育て中のお母さん達のふれあいの場とし
て、毎週月曜日から金曜日まで実施しています。赤ちゃんは、生
後３ヵ月を過ぎた頃から家族以外の人にふれることで、いろいろ
な表情を見せだし、特に笑顔が増えてきます。
　１歳から３歳までのお子さんにも、毎日自由遊びや絵本、体操
などで遊ぶ時間を用意しています。
　お母さんの子育てに対する悩み相談の場でもありますので、初
めての方でもお気軽にお越しください。（申し込みなどは必要あ
りませんので、直接ご来館ください。）

◆日時　毎週月曜日から金曜日　午前９時３０分～
◆対象　０歳から３歳のお子さんと保護者の方

４月の行事予定

◆ビデオランド　　　１８日（水）午後３時
◆新１年生歓迎会　　２６日（木）午後３時

めちゃいるど館だより
子どもたちの憩いの広場

※小学生の下校により、時間が変更する場合が
　あります。
※春休みの開館時間は８時３０分からです。

●締め切り　３月２３日（金）まで

【お問い合わせ先】
児童センターめちゃいるど館
　　　ＴＥＬ　７４－５１５１


