
協 働 推 進 事 業 一 覧

平成2７年１月
中　標　津　町

  
町民  

企業 

団体 
行政 

パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップ    



総務課 9 建設管理課 3企画課 16 都市住宅課 5財　政　課 1 上下水道課 2税務課 3 議会事務局 1納税課 1 農業委員会 4生活課 22 教委管理課 4住民保険課 11 学校教育課 10福祉課 13 生涯学習課 19介護保険課 1 給食センター 2子育て支援室 8 農業高校 1保育所 2 消防署 6保健センター 13 町立病院医事課 1農林課 15 町立病院管理課 2経済振興課 25 小　　　　　計 60畜産食品加工研修センター 1小　　　　　計 141 合　　　　　計 201共催・後援事業部局 件数後援/町長部局 39後援/教育委員会 60共催/全部局 20合　　　　　計 119

 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 集 計 課　　　　　名 件数課　　　　　名 件数



1 総務課 共催事業協力情報提供 町内会、町民 中標津町「防災の日」啓発事業 防災訓練等 ７～2 総務課 情報提供 町民 防災備蓄品購入 防災備蓄品整備 ２０～3 総務課 補助・助成事業協力情報提供 町民 既存住宅耐震改修補助金交付事業 既存住宅耐震改修費補助(平成25年度実績なし） ２０～２７4 総務課 事業協力 ＦＭなかしべつ放送株式会社 防災情報の充実 FMはなにて防災情報放送、システムメンテナンス ２０～5 総務課 事業協力 町民 広報なかしべつの発行 広報中標津　月10,550部 ―6 総務課 情報提供 町民 町民便利帳の発行 転入者（新住民）に対し、町内の施設・諸制度等を掲載した冊子を配布。 ―7 総務課 情報提供 町民 ホームページの充実 広報中標津、生涯学習だより「らいふまっぷ」のホームページへのアップ作業及びトップページのメンテナンス ―8 総務課 事業協力 北海道銀行 新たな広報媒体を利用した町のＰＲ 道銀支店壁面に懸垂幕を設置し、町のＰＲ・お知らせ等の実施 ―9 総務課 情報提供事業協力 ＦＭなかしべつ放送株式会社 広報・広聴機能の充実 地域コミュニティ放送を活用した行政情報の発信、ＳＮＳを活用した情報発信 ―

番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間
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番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 企画課 事業協力共催　後援情報提供 返還運動関係団体 北方領土返還運動啓発事業（返還運動団体等への参加及び協力） 返還要求署名活動等 ―2 企画課 補助・助成 千島歯舞諸島居住者連盟中標津支部 北方領土返還運動団体補助 啓発事業費等補助 ―3 企画課 事業協力情報提供 町民、元島民、ホームスティ受入家庭 北方四島ビザなし交流事業 相互交流 ―4 企画課 情報提供 町民・町内会等 まちづくり出前講座 総合発展計画・施策や町政に関する制度の説明 ―5 企画課 情報提供事業協力 町民・町内会 「よくわかることしの中標津づくり」発行 当該年度主要施策概要配布 ―6 企画課 情報提供 町民 中標津町ふるさと応援制度（ふるさと納税制度対応） 寄付制度と実績について広報誌とホームページにおいて公表している。 ―7 企画課 情報提供 町民・自治推進会議 総合発展計画に係る行政評価 町民向けまちづくりアンケート実施、アンケート結果をホームページ等で公表 ―8 企画課 情報提供事業協力 沿線自治体・管内経済界 地域高規格道路釧路中標津道路の整備促進 地域高規格道路釧路中標津道路整備促進期成会 ―9 企画課 情報提供事業協力 沿線自治体・管内経済界 地域高規格道路根室中標津道路の整備促進 地域高規格道路根室中標津道路整備促進期成会 ―10 企画課 情報提供事業協力 沿線自治体・管内経済界 北海道横断自動車道釧路根室道路の整備促進 北海道横断自動車道釧路根室道路整備促進期成会 ―11 企画課 情報提供事業協力 管内自治体・経済界 根室管内の市町の開発行政の促進 根室地方総合開発期成会 ―12 企画課 情報提供政策提案補助・助成 町民・団体・企業 協働推進事業 意識啓発、情報提供・共有化町民意見募集制度、社会貢献活動原材料等支給制度 １７～13 企画課 情報提供 町民・団体 男女共同参画に関する住民意識の啓発 意識啓発 １８～14 企画課 情報提供 町民・団体 NPO・NPO法人支援 相談業務 １８～15 企画課 補助・助成 町民 農村集落コミュニティ振興事業 閉校記念事業に対する一部補助 ―2



番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間16 企画課 事業協力政策提案協働型委託 町民・自治推進会議 自治基本条例の進行管理 自治推進会議による自治基本条例の進行管理 ２４～

3



番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 財政課 情報提供 町民 住民にわかりやすい財政状況の公表（バランスシート） 町広報紙・ホームページ等による財政状況の公表 ―
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番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 税務課 情報提供 町民 税務広報事業 軽自動車、固定資産税等諸手続きの周知税関連法改正の周知 ―2 税務課 情報提供 町民 税務広報事業 確定申告等の案内 ―3 税務課 事業協力 教育機関、税務署、北海道、管内納税貯蓄組合ほか 租税教育推進事業 税を考える週間行事（書道、ポスター展）租税教室の開催 ―
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番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 納税課 情報提供 町民 収納向上啓発推進事業 町ＨＰにおいて定期的に滞納処分状況を掲載。納期限や夜間、休日窓口の開設日の周知を行っている。 ―
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番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 生活課 補助・助成事業協力 交通安全協会交通安全指導員 交通安全対策 交通安全協会補助、交通安全指導員報償金　他 ―2 生活課 情報提供 町民 無料法律相談開設 無料法律相談開設日程の周知 ―3 生活課 補助・助成 防犯協会 防犯協会補助 活動費補助 ―4 生活課 補助・助成 暴力追放運動推進協議会 暴力追放運動推進協議会補助 活動費補助 ―5 生活課 情報提供 安全で住みよいまちづくり推進協議会 安全で住みよいまちづくり推進協議会運営費 協議会開催、広報紙発行 ―6 生活課 補助・助成 消費者協会 消費者協会活動補助 活動費補助 ―7 生活課 補助・助成 全町内会連合会 全町内会連合会補助 運営費補助 ―8 生活課 補助・助成 町内会等 町内会館・地区会館建設工事補助金 民間会館建設費補助 ―9 生活課 指定管理 町内会等 町有会館管理運営委託業務（指定管理者） 管理運営委託 ―10 生活課 補助・助成 バス事業者 生活交通路線維持対策補助 生活交通路線維持費補助 ―11 生活課 補助･助成 バス事業者 標津線代替輸送連絡調整協議会負担金 ＪＲ廃止後のバスによる代替輸送負担金 ―12 生活課 補助･助成 バス事業者 代替バス運行費補助 高校長期休業期間に運休となるバスの代替運行の補助 ―13 生活課 共催 中標津町消費者協会 消費者大会 消費者大会の共催 ―14 生活課 補助･助成 町民 地域人権啓発活性化事業 人権の花運動の実施 ―15 生活課 情報提供 町民 環境保全に係る河川水質調査事業 河川の水質状況についてホームページで公開 ―7



番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間16 生活課 情報提供 町民 最終処分場延命化措置対策 広報誌・きれいな街づくり通信等でごみの分別を説明し周知した。 ―17 生活課 情報提供 町民 中標津町きれいな街にする条例啓発 きれいな街づくり通信発行 ―18 生活課 情報提供 町民・町内会中標津町廃棄物減量化推進委員会 一般廃棄物適正処理対策 排出監視・指導 ―19 生活課 情報提供 町民 ごみ減量・リサイクル促進事業 パンフレット印刷不法投棄防止取組強化 ―20 生活課 情報提供 町民 一般廃棄物収集・運搬事業（ごみ収集体制の見直し） ホームページに「アクションプラン」を引き続き掲載 ―21 生活課 事業協力 団体、企業 ねむろ自然の番人宣言 宣言団体・企業の募集不法投棄ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ清掃活動ポイ捨て防止のぼり旗製作 ―22 生活課 情報提供 町民 省エネルギー対策の推進 温室効果ガス及びエネルギー使用量をＨＰへ掲載 ―
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番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 住民保険課 情報提供 町民 国保事業（医療保険届出に係る啓発） 医療保険の資格取得喪失の周知（ｺﾐｭﾆﾃｨFM） ―2 住民保険課 情報提供 町民 国保事業（医療保険届出に係る啓発） 国保制度に関する周知（広報） ―3 住民保険課 情報提供 国保加入者 国保事業（国保だより発行業務） 国保制度及び国保税に関する周知（納税通知書発送時） ―4 住民保険課 情報提供 国保加入者 国保事業（医療給付制度の周知） ホームページ・広報で制度改正内容を髄時周知 ―5 住民保険課 情報提供 国保加入者 国保事業（出前講座の実施） 団体等に国保制度を説明 ―6 住民保険課 情報提供 町民 後期高齢者医療事業（一般会計） 広報誌に保険料の計算方法や軽減の内容、支払方法、保険証の説明を掲載した。　　　　　出前講座にて制度を説明 ―7 住民保険課 情報提供 町民 後期高齢者医療事業（特別会計） 広報誌に保険料の計算方法や軽減の内容、支払方法、保険証の説明を掲載した。　　　　　出前講座にて制度を説明 ―8 住民保険課 情報提供 町民 国民年金制度の周知・啓発 広報やホームページにより制度内容の周知や年金事務所の出張相談所の開催日等の周知を図った。 ―9 住民保険課 情報提供 町民 戸籍届出・住所異動等の案内 町のHPへ掲載 ―10 住民保険課 情報提供 町民 証明書自動交付機の稼動 緊急時による稼動停止状況をFMはなにて周知 ―11 住民保険課 情報提供 町民 窓口開設時間延長 4/1の混雑時に窓口の開設時間を延長する旨、HP、FMはなにて周知 ―
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番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 福祉課 指定管理 社会福祉協議会 (指定管理者）中標津町総合福祉センター管理運営費 管理委託費他 ―2 福祉課 補助・助成 社会福祉協議会 社会福祉協議会補助 運営費補助 ―3 福祉課 補助・助成 社会福祉協議会 社協居宅介護事業補助金 居宅介護事業に対する補助 ―4 福祉課 補助・助成 団体 地域福祉推進事業 民間団体の自主的な福祉事業に対する補助 ー5 福祉課 実行委員会補助・助成 フレンドリーサマーキャンプ実行委員会 フレンドリーサマーキャンプ事業費補助 ノーマライゼーションの普及のために町内の子どもを対象にサマーキャンプ実施 ―6 福祉課 補助・助成 つくしの会、シルバー人材センター、老人クラブ連合会 高齢者支援事業 託老事業、除雪サービス、老人クラブ運営費補助 ―7 福祉課 補助・助成 シルバー人材センター シルバー人材センター運営事業補助 高齢者の社会参加の促進他 ―8 福祉課 協働型委託 NPO法人森の家、北海道社会福祉事業団 障がい者地域生活支援事業 地域活動支援センター、日中一時支援 ―9 福祉課 事業協力 北海道社会福祉事業団、　ぽれぽれの会 共生型交流拠点施設管理経費 維持管理経費 ―10 福祉課 情報提供 町民 障がい者介護・訓練等給付等扶助事業 障がい福祉サービスに係る給付、広報、ホームページによる医療費助成制度の周知 ―11 福祉課 協働型委託 北海道社会福祉事業団 （指定管理者）障がい者グループﾎｰﾑ運営費 管理委託費他 ―12 福祉課 情報提供 町民 重度心身障がい者医療扶助費 身体障害者手帳等交付時に対象者へ説明 ―13 福祉課 情報提供 町民 根室圏域障がい者総合相談支援センター事業 ホームページ開設、広報誌の発行 ―
10



番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 介護保険課 情報提供 町民 介護保険事業（特別会計） 広報誌、講座、研修会での情報提供。関係条例制定に係るパブリックコメントの実施 １２～
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番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 子育て支援室 事業協力情報提供 次世代行動計画推進委員会 中標津町子ども・子育て支援事業（計画策定・事業推進） 計画策定・事業推進 ２５～２６2 子育て支援室 事業協力情報提供 チャイルドアドバイザー・赤ちゃん・中学生 子育て支援センター事業 中学生赤ちゃんふれあい交流、こんにちは赤ちゃん家庭訪問 １８～3 子育て支援室 事業協力情報提供 サークル団体 いどばたの学校 入園前の子と母親、各子育てサークルの学習機会提供 ―4 子育て支援室 情報提供 町民 子ども手当扶助費 制度内容の変更、申請方法、支給内容等について広報・ホームページで周知した。 ―5 子育て支援室 情報提供 町民 乳幼児医療扶助費 制度内容や資格更新時期等について広報・ホームページで周知した。 ―6 子育て支援室 情報提供 町民 ひとり親家庭等医療扶助費 町が作成した子育てガイドブック（冊子）やホームページの中で制度の内容について記載している。 ―7 子育て支援室 事業協力情報提供 児童クラブ・児童館保護者会、町民 児童館管理運営（子育て支援事業） じどうかん祭り ―8 子育て支援室 事業協力情報提供 中高生、町民 児童センター整備事業（児童館建設計画） 中高校生児童館建設プロジェクトチーム ２４～
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番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 保育所 事業協力 保護者 町立中標津保育園管理運営費 行事開催時の衣装準備、会場作りなど。 ―2 保育所 事業協力 保護者 へき地保育所管理運営費 地域の保護者による行事運営、環境整備など。 ―

13



番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 保健センター 情報提供事業協力 ボランティア団体、学校、園、町民 母子保健事業（乳幼児健診相談訪問事業） 妊婦相談、新生児訪問、乳幼児健診、健康教室、健康相談、歯科健診・指導、フッ化物塗布・洗口 ―2 保健センター 情報提供 町民 母子保健事業（妊婦健康診査助成事業） 住民窓口に転入・転出者への案内ポスター設置母子手帳交付時、受診券の使用方法につ ―3 保健センター 情報提供 町民 特定健診・保健指導事業 特定健診（集団・個別）特定保健指導・結果説明会 ―4 保健センター 情報提供 町民 がん検診等事業 各種がん検診・肝炎ウィルス検診 ―5 保健センター 事業協力情報提供実行委員会 町民 健康づくり推進事業 健康づくりの推進、アンケート、チラシ配布、ウォーキングマップ ―6 保健センター 事業協力政策提案情報提供 食育推進連絡会議･町民 食育推進事業 食育教室、チラシ配布、アンケート食育推進連絡会議の開催 ２３～7 保健センター 情報提供 町民 健康づくりの推進（熱中症・食中毒予防対策） 紙面教育・予防啓発・広報車巡回 ―8 保健センター 事業協力情報提供 日本糖尿病協会中標津りんどうの会・断酒会 健康づくりの推進（地域組織活動との連携） 日本糖尿病協会中標津りんどうの会、断酒会事業協力 ―9 保健センター 事業協力 食生活改善協議会、町民 食生活改善事業(成人保健事業） 栄養教室、栄養相談、結果説明会、健診事後教室、食生活改善協議会組織支援、出前（依頼）教室 ―10 保健センター 事業協力情報提供 町民 国保健康づくり推進事業（成人保健事業）〈国保特会〉 出前健康講座、健康相談、家庭訪問、国保人間ドック、骨粗しょう症検診 ―11 保健センター 事業協力情報提供 釧路歯科医師会、町民 成人歯科疾患予防対策事業 歯科教育、相談、ポスターコンクール ―12 保健センター 事業協力情報提供 町民、中標津保健所 心の健康づくり推進事業 研修会、健康相談、家庭訪問 ―13 保健センター 情報提供 町民 感染症予防対策の充実 接種方法等の必要な情報を随時周知 ―
14



番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 農林課 事業協力補助・助成 各共進会・種馬共進会等 高品牛等確保奨励報償金 馬事競技大会、共進会 ―2 農林課 補助・助成 中標津町ジャガイモシストセンチュウ対策協議会 ジャガイモシストセンチュウ対策協議会負担金 運営費負担 ―3 農林課 補助・助成 ｼﾞｭﾆｱﾎﾙｽﾀｲﾝｸﾗﾌﾞ 農業担い手対策補助 農業後継者活動団体への補助 ―4 農林課 補助・助成事業協力 町民、農協青年部 地産地消推進事業 中標津丸ごと給食、出前講座、地産地消ＰＲ ―5 農林課 補助・助成 ＮＰＯ法人道東動物・自然研究所 野生鳥獣保護対策 ＮＰＯ法人道東動物・自然研究所運営費一部助成 １３～6 農林課 事業協力 北海道猟友会中標津支部中標津部会 有害鳥獣駆除対策 猟友会補助・熊、カラス駆除報償金・熊駆除出役賃金 １３～7 農林課 事業協力 中標津町エゾシカ対策協議会・猟友会 エゾシカ農業被害対策（有害鳥獣駆除対策） エゾシカ処理手数料・駆除報償金・運搬手数料 １３～8 農林課 共催事業協力情報提供 町民 緑化推進事業（植樹祭） 植樹祭開催　他 １３～9 農林課 共催事業協力 中標津町緑化管理組合 緑化推進事業（植樹祭後の植栽木管理） 下草刈　他 ２０～10 農林課 補助・助成 町民 未来につなぐ森づくり推進事業 民有林造林補助 ２３～11 農林課 情報提供 町民 森林保護事業 ヘリ散布は農薬となるため、事前に農協を通じ情報提供。 １３～12 農林課 事業協力共催情報提供 町民・林業関係者 木材利用推進事業 中標津町地域材利用促進協議会設立木材（地域材）利用を考えるフォーラム開催 ２５～13 農林課 補助・助成 家畜自衛防疫組合 家畜自衛防疫組合負担金 家畜疾病防疫啓発 ―14 農林課 実行委員会 中標津町牛乳消費拡大推進委員会 牛乳消費拡大推進委員会負担金 牛乳・乳製品の消費拡大ＰＲ １８～15 農林課 情報提供 町民 町営牧場事業 特別会計財政状況公表 ―15



番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 経済振興課 補助・助成事業協力 なかしべつミルクロード さっぽろオータムフェスト参加支援事業 参加負担金 ２０～2 経済振興課 事業協力 なかしべつミルクロード FOODEX　JAPAN（フーデックスジャパン）参加支援事業 FOODEX　JAPAN（フーデックスジャパン）参加支援 ２４～3 経済振興課 補助・助成 商工会 商工会青年部・女性部対策補助 事業活動費補助 ―4 経済振興課 補助・助成 商工会 商工業振興推進補助 商店街活性化推進対策、経営基盤強化推進対策補助 ―5 経済振興課 事業協力政策提案 商工会・中小企業家同友会 中小企業振興基本条例推進事業 審議会開催 ―6 経済振興課 情報提供 町民・商工会・中小企業家同友会 中小企業融資保証料補助 町広報誌により周知中小企業振興審議会部会において協議 ―7 経済振興課 情報提供 町民 空き地空き店舗等活用事業 町広報誌で周知実施 １８～8 経済振興課 事業協力 根室管内４町通年雇用促進協議会 季節労働者冬期就労対策事業 道路清掃作業、除雪等 ―9 経済振興課 補助・助成 根室管内４町通年雇用促進協議会 通年雇用促進支援事業 協議会運営支援 ―10 経済振興課 補助・助成 中標津地方技能士会 技能士会研修事業補助 研修事業費補助 ―11 経済振興課 協働型委託 連合北海道中標津地区連合会 労働会館管理運営（指定管理者） 管理運営委託 ２２～２５12 経済振興課 補助・助成 連合北海道中標津地区連合会 労働福祉対策事業補助事業 労働福祉対策事業補助 ―13 経済振興課 補助・助成 商工会 まちなか賑わい推進事業 まちなか賑わい秋の陣 １８～14 経済振興課 補助・助成 なかしべつミルクロード 特産品ＰＲ強化事業 特産品販売促進支援 ―15 経済振興課 事業協力 中標津地方魚菜㈱ 新産業支援事（６次産業化の推進） 調査研究 ―16



番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間16 経済振興課 事業協力情報提供 商工会・中小企業家同友会・飲食業連合会・建築士会・観光協会 地域雇用創造推進事業支援 協議会運営支援 ２４～２５17 経済振興課 事業協力補助・助成 根室観光連盟 観光振興事業 根室管内「秋の味わいすたんぷラリー」の実施、管内観光パンフレットの製作等 ―18 経済振興課 補助・助成後援 実施団体 観光イベント補助 じゃがいも伯爵まつり＆ふれあい広場 ―19 経済振興課 後援補助・助成 実施団体 観光諸行事負担金 なかしべつ夏祭り、冬まつり　他 ―20 経済振興課 補助・助成 中標津町観光協会 観光協会補助金 観光案内事業、観光ＰＲ事業経費 ―21 経済振興課 補助・助成 計根別同志会・計根別地域総合振興対策協議会 計根別地域振興補助事業 計根別地区の地域振興事業補助 ―22 経済振興課 補助・助成情報提供 町民・団体 フロンティア事業推進補助 人材育成及び町民が新たに取組む自主的な活動経費の一部補助 ―23 経済振興課 事業協力補助・助成 都市間交流実行委員会・大地みらい信用金庫・なかしべつミルクロード 地域間交流促進事業 友好都市川崎市との交流（市民まつり参加・川崎ジュニア文化賞受賞受入）、ふるさと会交流 ―24 経済振興課 事業協力協働型委託 町民・NPO法人伝成館まちづくり協議会 移住促進事業対策経費 北海道移住促進協議会への参画、「お試し暮らし」、移住長期滞在サポート事業 ―25 経済振興課 補助・助成情報提供 中標津空港利用促進期成会 空港利用促進対策経費 利用促進事業、バス運行補助他 ―
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番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 研修センター 情報提供 町民 畜産食品加工研修センターの充実（製品開発・各種研修会の実施） 各種研修会の活動場所の提供ホームページ、町広報誌やFMはなで周知 ―

18



番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 建設管理課 指定管理 株式会社中標津都市施設管理センター （指定管理者）公園管理経費 公園管理運営委託、工事請負費、修繕料外 ―2 建設管理課 事業協力 建設準備委員会・ワーキンググループ 丸山公園整備事業 基本設計及び実施設計において、建設準備委員会、ワーキンググループの意見、要望聴取 ―3 建設管理課 事業協力情報提供 タワラマップを考える会・技能士会 タワラマップ川　護岸改修事業 タワラマップを考える会・技能士会と事業実施説明会開催 ２１～２５

19



番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 都市住宅課 政策提案情報提供 都市計画審議会・町民・町内会・まちづくり団体等 都市計画マスタープラン推進事業 都市ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ推進事務、街づくり協議会運営サポート（支援）等 １３～2 都市住宅課 補助・助成 町民・町内会・まちづくり協議会等 地域まちづくり推進事業 まちづくり活動補助 １７～3 都市住宅課 補助・助成 町民・景観形成団体等景観審議会 景観形成の推進 景観形成活動補助 ９～4 都市住宅課 情報提供 町民 良好な住宅地の形成 用途地域等ホームページに記載 １７～5 都市住宅課 共催情報提供 建築士会等 建築技術の普及 技術講習会開催 ―

20



番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 上下水道課 情報提供 町民 配水管整備事業 個別訪問による工事説明・チラシ配布 ２４～２８2 上下水道課 情報提供 町民 上水道導水管改修事業 住民説明会の実施 ２５～２９

21



番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 議会事務局 情報提供 町民 議会広報発行経費及びホームページ掲載経費 年４回発行、ホームページ更新 ―

22



番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 農業委員会 情報提供 町民・農業関係機関 農業委員会だより発行 年2回発行（1月・9月） １４～2 農業委員会 情報提供 町民・農業関係機関 農業者年金受託事業 農業者年金加入推進周知経営移譲予定者に対し移譲年金受給説明 ―3 農業委員会 情報提供 町民・農業関係機関 農業委員研修 農業委員会だより、ホームページに掲載 ―4 農業委員会 情報提供 農業後継者 農業後継者対策協議会負担金 交流会企画参加 ―

23



番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 教委管理課 補助・助成 3団体（教育研究会、小中学校校長会、小中学校教頭会） 教育関係団体補助金 3団体（教育研究会、小中学校校長会、小中学校教頭会）助成 ―2 教委管理課 補助・助成 中標津高等養護学校後援会 北海道中標津高等養護学校後援会活動補助 活動費補助 ―3 教委管理課 補助・助成 学校、ＰＴＡ、地域 町立学校周年等記念事業 開陽小・武佐中閉校 ―4 教委管理課 協働型委託 都市施設管理センター （指定管理者）パークゴルフ場管理運営委託料 管理運営委託費 １８～

24



番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 学校教育課 協働型委託 企業・町内中高生 キャリア教育推進経費 中・高生の職業体験　他 ―2 学校教育課 補助・助成 小学校体育振興会、中学校体育連盟 小・中学校体育活動補助 小学校体育振興会、中学校体育連盟活動補助 ―3 学校教育課 事業協力 町民 地域ぐるみの学校安全体制整備（スクールガード）推進事業 スクールガードリーダー報償金 ２２～4 学校教育課 事業協力 町民 学校評議員設置事業 学校と家庭と地域が連携協力し、特色ある教育活動を展開 ―5 学校教育課 補助・助成情報提供 青少年健全育成団体、小中高PTA校外指導連絡協議会等 青少年健全育成推進事業（学校教育） 育成団体補助 ―6 学校教育課 情報提供 町内中学生 少年の主張大会開催 発表者：町内中学生 ―7 学校教育課 事業協力 町内小学生 中標津町食育推進事業 町内で作付けされた野菜の収穫・給食体験 ―8 学校教育課 情報提供 幼稚園保護者 幼稚園就園奨励費補助 私立幼稚園を通じ周知 ―9 学校教育課 情報提供 小中学校保護者 義務教育扶助費（小・中） 案内文配付 ―10 学校教育課 情報提供 小中学校保護者 義務教育保護者負担軽減（小・中） 補助制度について学校を通じ周知 ―
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番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 生涯学習課 共催情報提供 町民 子育て講演会 子育て、家庭教育の講演会開催 ―2 生涯学習課 補助・助成 ５幼稚園ＰＴＡ 幼稚園家庭教育学級活動支援 ５幼稚園における家庭教育学級開設補助 ―3 生涯学習課 補助・助成事業協力 町民青少年育成団体 青少年健全育成活動支援 青少年育成団体補助　他 ―4 生涯学習課 事業協力 少年団等 生涯学習研究所運営管理 少年団や学校等の活動場所として施設を貸し出し ―5 生涯学習課 情報提供 サークル団体等 緑のふるさと研修舎運営管理 各種サークルの活動場所として施設貸し出しを実施 ―6 生涯学習課 補助・助成 町内に居住している者で、町立学校に在学する小学生・中学生及び引率者 児童生徒遠征費補助 スポーツ大会・文化大会遠征費補助 ―7 生涯学習課 指定管理 一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団 社会教育施設管理運営事業（指定管理） 総合文化会館・交流センター・図書館管理運営、文化振興・鑑賞事業 ―8 生涯学習課 指定管理 一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団 体育施設管理運営事業（指定管理） 体育館、プール、武道館、テニスコート、野球場、運動公園管理運営、スポーツ振興 ―9 生涯学習課 政策提案 町民・スポーツ団体 (仮称）中標津町総合体育館建設事業 建設準備委員会・ワーキンググループ会議開催 ２２～２９10 生涯学習課 実行委員会情報提供 町民 学校支援地域本部事業 支援ボランティア ２０～11 生涯学習課 情報提供 町民 「生涯学習だより」発刊事業 毎月発行１０，５５０部（カラー印刷） ―12 生涯学習課 共催情報提供 生涯学習活動団体、サークル、個人 ふれあいフェスティバル事業 生涯学習団体、サークル個人の発表、子供たちとの交流体験等の機会を提供、じどうかん祭りと共催 ―13 生涯学習課 補助・助成 一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー 文化スポーツ振興事業等補助金 文化・スポーツの普及振興の事業を行う団体への補助 ―14 生涯学習課 事業協力 読み聞かせサークル一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団 ブックスタート事業 子どもの読書活動の推進 ―15 生涯学習課 事業協力情報提供 NPO法人伝成館街づくり協議会 中標津町郷土館運営管理 町民向け講座開催　他 ―26



番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間16 生涯学習課 情報提供 町民 中標津郷土学習研究会育成 自然系観察グループサポート １６～17 生涯学習課 情報提供 町民 中標津町郷土館ホームページ運営 ホームページ等運営 １４～18 生涯学習課 情報提供 町民 文化財の保護活用 原始生活体験事業他 ―19 生涯学習課 事業協力情報提供 中標津町郷土館友の会 町花（エゾリンドウ）保護・増殖事業 町民との協働による町花（エゾリンドウ）の研究・移植 １９～
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番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 学校給食センター 情報提供 小中学校・計根別幼稚園の児童生徒・保護者及び教職員 「学校給食だより」の発行 各学校を通じて年1回（4月）配布し、給食制度や給食費の内容について周知 ―2 学校給食センター 情報提供 小中学校・計根別幼稚園の児童生徒・保護者及び教職員 「献立表」の発行 各学校を通じて毎月配布し、当該月の献立を周知 ―
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番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 中標津農業高校 情報提供 生徒保護者・地域住民 農業高校学校だより「草千里」発行事業 教育活動・学校行事・各大会出場結果・進路状況等を掲載 ―
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番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 消防署 情報提供 町内会 消防署だより発行 町内回覧及び地区会長へ消防署だよりを配布し、火災予防広報を行う。 ―2 消防署 情報提供 町民 春・秋の火災予防運動街頭啓発（消防署だより発行） 大型店舗にて火災予防街頭啓発を行い、消防署だよりと防火グッズの配布を行い、町民への火災予防の呼びかけを行 ―3 消防署 情報提供 町民 火の用心札折込 新聞折込を利用し、「火の用心」札を町民へ配布し、火災予防思想の高揚をはかる。 ―4 消防署 情報提供事業協力 町内会・町民 防災の日啓発事業 訓練用消火器を用いた消火訓練、普通救命講習を実施。 ―5 消防署 事業協力 団体 中標津空港消火救難総合訓練 航空機事故を想定した関係機関との合同訓練 ―6 消防署 情報提供 町内会、町民、団体、企業、中高生 普通救命講習 ＡＥＤ取扱いを含む心肺蘇生法、止血法、気道異物の除去の講習 ―
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番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 町立病院医事課 情報提供 町民根室北部地域医療体制推進協議会 地域医療対策の確立 他の医療機関との総合連携ｼｽﾃﾑの構築 ―
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番号 事　　　　　　業　　　　　　名 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度）担当課 協働形態 対　　　象　　　者 事　　　業　　　内　　　容 事業期間1 町立病院管理課 共催 根室市外三郡医師会 地域医療サポートセンター整備事業（研修会開催事業） 医療技術の向上と他の医療機関との総合連携を図るため研修会を実施する ―2 町立病院管理課 情報提供 町民 看護職員確保対策事業（医療技術職員養成修学資金貸付金） 周辺校へリーフレット配布、ＨＰ周知 ―
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協 働 推 進 事 業 一 覧

平成2７年1月中　標　津　町

  町民  企業 団体 行政 パートナーシップパートナーシップパートナーシップパートナーシップ    
（共催・後援事業）



町長部局1 総務課 後援 なかしべつdeチャリティウォークの会 第５回チャリティウォークinゆめの森 チャリティウォーク及びバザーの出店 25 5月6日2 町立中標津病院 後援 根室市外三郡医師会 周産期救急研修会（ＡＬＳＯ） ALSO－ＪＡＰＡＮ　プロバイダーコース研修会 25 6月15日～6月16日3 総務課 後援 中標津町老人クラブ連合会 第３１回中標津町老人クラブ連合会ゲートボール大会 ゲートボール大会 25 6月21日4 総務課 後援 中標津町老人クラブ連合会 第１５回中標津町老人クラブ連合会パークゴルフ大会 パークゴルフ大会 25 ７月３日～７月４日5 総務課 後援 根室地区身体障がい者福祉協会・標津町身体障がい者福祉協会 第38回根室地区身体障がい者福祉協会親睦スポーツ大会 スポーツ大会 25 7月4日6 総務課 後援 社会福祉法人　中標津町社会福祉協議会 平成25年度地域ネットワーク活動研究集会 説明、分散会、全体会 25 7月6日7 総務課 後援 根室地域ケア研究会 根室地域ケア研究会特別講演会 講演会 25 7月13日8 総務課 後援 特定非営利活動法人　森の家 第5回森の家まつり 利用者の社会参加の機会とするための祭り 25 7月13日9 総務課 後援 中標津町フレンドリー・サマーキャンプ実行委員会 平成25年度（第20回）中標津町フレンドリーサマーキャンプ ボランティア精神とノーマライゼーションの理念を理解し身につけることを目的としたキャンプ 25 7月27日～
7月28日10 総務課 後援 第56回北海道学校給食研究大会実行委員会 第56回北海道学校給食研究大会 研究発表、基調講演、意見交換 25 8月1日～8月2日11 総務課 後援 中標津ソフトボール協会 第22回全日本実年ソフトボール大会北海道予選会 北海道代表を決定するソフトボール大会 25 8月3日～8月4日12 総務課 後援 中標津町パークゴルフ協会 第２回８．９パークゴルフの日記念「パークゴルフ大会」 部門別、男女別の競技会 25 8月4日13 総務課 後援 空手之道世界連盟中標津支部 第15回全道空手道選手権大会 空手の大会 25 8月4日14 経済振興課 後援 なかしべつ祭り実行委員会 なかしべつ夏祭り 夏祭り 25 8月10日～
8月11日

 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成２5年度）番号 事　　業　　名承認窓口 協働形態 実施日事業期間対象者 事業内容

―　1　―



町長部局  中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成２5年度）番号 事　　業　　名承認窓口 協働形態 実施日事業期間対象者 事業内容15 企画課 後援 千島歯舞諸島居住者連盟中標津支部 北方領土返還要求中標津住民大会 北方領土返還要求 25 8月11日16 総務課 後援 根室管内ソフトボール協会 第３１回根室管内男子ソフトボール大会 協会に加盟した男子ソフトボールチームが参加し勝敗を決定する 25 8月18日17 総務課 後援 特定非営利法人道東動物・自然研究所 夏季セミナー20周年記念・第6回環境講演会～小笠原・オオカミ 小笠原の自然やオオカミについての講演会 25 8月23日18 総務課 後援 根室生産農業協同組合連合会 平成25年　根室ホルスタイン共進会 乳用種における共進会（北海道総合畜産共進会予選併用） 25 8月24日19 農林課 後援 標津・中標津地区馬事愛好会 標津・中標津連合馬事競技大会 馬産振興のための馬事競技への支援 25 9月1日20 総務課 後援 じゃがいも伯爵まつり＆ふれあい広場実行委員会 第２６回じゃがいも伯爵まつり＆ふれあい広場 売店出店、じゃがいも掘り体験、ステージ発表、ステージイベント、お楽しみ抽選会 25 9月8日21 町立中標津病院 後援 主催：ＫＫＲ札幌医療センター　共催：根室市外三郡医師会 緩和ケア研修会 がん性疼痛等の身体症状および精神症状に対する緩和ケアコミュニケーション研修 25 9月14日～
9月15日22 総務課 後援 （公社）日本詩吟学院認可東・北海道岳風会中標津支部 中標津支部第３３回吟道大会 詩吟大会 25 9月15日23 総務課 後援 釧路バレエ・アカデミー中標津 釧路バレエ・アカデミー中標津　第3回定期公演 クラシックバレエ発表会 25 9月21日24 総務課 後援 中標津町商工会 まちなか賑わい秋の陣・清流物語2013 スタンプラリー、子どもやまべ釣り体験、ストリート絵画展、ステージｲﾍﾞﾝﾄや清流レースゲーム 25 9月22日25 総務課 後援 中標津町老人クラブ連合会 第35回中標津町老人親睦芸能発表会 中標津町老人親睦芸能発表会 25 9月25日26 総務課 後援 空とみどりの大地フェスティバル実行委員会 第8回空とみどりの大地フェスティバル大草原100人ｻｯｶｰ 100人ｻｯｶｰ・ふしぎヒコーキ 25 9月29日27 総務課 後援 中標津町老人クラブ連合会 第37回中標津町老人クラブ連合会作品展示会 中標津町老人クラブの作品展示会 25 10月10日～10月14日28 総務課 後援 なかしべつdeチャリティウォークの会 第6回チャリティウォークinゆめの森 チャリティウォーク及びバザーの出店 25 10月14日―　2　―



町長部局  中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成２5年度）番号 事　　業　　名承認窓口 協働形態 実施日事業期間対象者 事業内容29 総務課 後援 空手之道世界連盟中標津支部 第37回中標津町空手道選手権大会 空手の大会 25 11月10日30 総務課 後援 中標津素材感覚 中標津マルシェ2013 地元食材及び加工品の販売 25 11月22日31 総務課 後援 社会福祉法人　中標津町社会福祉協議会 第45回中標津町社会福祉大会 式典(表彰）・記念映画上映 25 11月30日32 総務課 後援 一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団 平成25年度「文化とスポーツのつどい」 第23回一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団表彰、交流パーティー、抽選会 25 12月6日33 総務課 後援 北海道開発局 防災シンポジウムin中標津 冬の自然災害をテーマとしたシンポジウム 25 12月8日34 総務課 後援 根室中標津空港ビル株式会社 第5回くうこうの森クリスマス会 ロビーコンサート、ＡＮＡ制服写真撮影会、物販店 25 12月21日35 総務課 後援 ねむろバードランドフェスティバル実行委員会 ねむろバードランドフェスティバル2014 野鳥に関する競技、講演会、展示等 25 1月27日～2月2日36 総務課 後援 根室地域ケア研究会 根室地域ケア研究会　特別講演会 認知症に関する講演会 25 1月26日37 総務課 後援 なかしべつ祭り実行委員会 第39回なかしべつ冬まつり 冬まつり 25 2月8日～2月9日38 総務課 後援 社会福祉法人　中標津町社会福祉協議会 中標津社協　平成25年度地域福祉セミナー 基調講演、シンポジウム 25 3月1日39 総務課 後援 北海道日本ハムファイターズ応援プロジェクト実行委員会 北海道日本ハムファイターズフィールドクラブ 元プロ野球選手による野球の基本技術習得の講習会 25 3月2日
―　3　―



教育委員会1 生涯学習課 後援 社団法人中標津青年会議所 『疑似体験から学ぶ思いやり』～次へ繋ごう～ 講演、体験学習 25 4月21日2 生涯学習課 後援 NPOなかしべつスポーツアカデミー ノルディックウォーク実技講習会inなかしべつ ノルディックウォークの正しいやり方を知り日常生活に活かす 25 5月17日3 生涯学習課 後援 中標津町青年会議所旗争奪中学校野球大会実行委員会 第7回（社）中標津青年会議所旗争奪中学校野球大会 根室管内中学校野球部のトーナメント方式の大会 25 5月18日～5月19日4 生涯学習課 後援 中標津町吹奏楽団 中標津町吹奏楽団　定期演奏会2013　桜宴ouen 中標津町吹奏楽団による企画演奏会 25 5月19日5 生涯学習課 後援 守屋教育映画 名作こども映画 人形アニメーション映画「ながさきの子うま」上映 25 5月19日6 生涯学習課 後援 根室管内スポーツ推進委員協議会 平成25年度根室管内スポーツ推進委員協議会総会及び研修会 総会及び研修会 25 5月30日～5月31日7 生涯学習課 後援 北海道ユニセフ協会 ユニセフ（国際連合児童基金）支援募金のための諸活動 募金活動、パネル展 25 6月1日～5月31日8 生涯学習課 後援 中標津水泳協会 平成25年度北海道水泳連盟公認水泳準指導員研修会 水泳準指導員研修（講義、実技） 25 6月16日9 生涯学習課 後援 根室地区サッカー協会、中標津ロータリークラブ 第19回中標津ロータリー・クラブ杯兼第10回全道少年U-10サッカー北北海道大会根室地区予選 北北海道大会地区予選を兼ねたサッカー大会 25 6月22日～6月23日10 生涯学習課 後援 釧路合唱連盟 第52回合唱祭 釧路、根室管内で活動している合唱団が一堂に会し演奏を披露する 25 7月7日11 生涯学習課 後援 根室地方PTA連合会 平成25年度　根室地方PTA連合会研究大会（中標津大会） 講演会 25 7月14日12 生涯学習課 後援 中標津町フレンドリー・サマーキャンプ実行委員会 平成25年度（第20回）中標津町フレンドリーサマーキャンプ ボランティア精神とノーマライゼーションの理念を理解し身につけることを目的としたキャンプ 25 7月27日～
7月28日13 生涯学習課 後援 中標津ソフトボール協会 第２２回全日本実年ソフトボール大会予選会 北海道代表を決定するソフトボール大会 25 8月3日～8月4日14 生涯学習課 後援 中標津町パークゴルフ協会 第2回８．９パークゴルフの日記念「パークゴルフ大会」 部門別男女別の競技会 25 8月4日

 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度） 実施日事業期間対象者 事業内容番号 事　　業　　名承認窓口 協働形態
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教育委員会  中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度） 実施日事業期間対象者 事業内容番号 事　　業　　名承認窓口 協働形態15 生涯学習課 後援 空手之道世界連盟中標津支部 第15回　全道空手道選手権大会 空手の大会 25 8月4日16 教育委員会管理課 後援 根室管内公立幼稚園教育研究会 根室管内公立幼稚園教育研究会「平成25年度第6回講演会」 根室教育局義務教育指導班主査による言葉の指導･運動あそびの講演 25 8月12日17 生涯学習課 後援 根室管内ソフトボール協会 第31回根室管内男子ソフトボール大会 協会に加盟した男子ソフトボールチームが参加し勝敗を決定する 25 8月18日18 教育委員会管理課 後援 根室管内小中学校校長会 平成25年度根室管内小中学校長研究大会 分科会協議　第1～第4分科会 25 8月21日19 教育委員会管理課 後援 根室管内小中学校校長会 平成25年度根室地区校長経営研究会 北海道小中学校校長会による教育情勢説明及び危機管理について場面設定演習 25 8月22日20 生涯学習課 後援 特定非営利法人道東動物・自然研究所 夏季セミナー20周年記念・第6回環境講演会～小笠原・オオカミ 小笠原の自然やオオカミについての講演会 25 8月23日21 生涯学習課 後援 北根室鍵盤楽器協会（KBA) 赤松林太郎ピアノリサイタル 国内外で活躍するピアニストによるピアノリサイタル 25 8月24日22 生涯学習課 後援 中標津町軟式野球連盟 第6回ホンダカーズ西釧路旗争奪野球新人戦大会 トーナメント戦による野球の試合 25 8月24日～8月25日23 生涯学習課 後援 根室発明工夫教育研究会 平成25年度根室地区青少年科学技術振興作品展 根室管内小中学生の創意工夫を凝らした作品展 25 9月11日～9月18日24 生涯学習課 後援 中標津町軟式野球連盟 第5回開陽台視界３３０度少年野球大会 トーナメント戦による野球の試合 25 9月14日～9月15日25 生涯学習課 後援 （公社）日本詩吟学院東・北海道岳風会中標津支部 中標津支部第33回吟道大会 詩歌詠吟の発表 25 9月15日26 生涯学習課 後援 釧路バレエ・アカデミー中標津　恭子スタジオ 第3回　釧路バレエ・アカデミー中標津恭子スタジオ定期公演 クラシックバレエ発表会 25 9月21日27 生涯学習課 後援 中標津水泳協会 第17回　根室管内ジュニア交流大会 水泳競技会 25 9月23日28 生涯学習課 後援 釧路地区吹奏楽連盟根室支部 第36回　根室管内吹奏楽際 管内の吹奏楽団による演奏披露、合同演奏及び交流 25 9月23日―　5　―



教育委員会  中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度） 実施日事業期間対象者 事業内容番号 事　　業　　名承認窓口 協働形態29 生涯学習課 後援 空とみどりの大地フェスティバル実行委員会 第8回空とみどりの大地フェスティバル大草原100人サッカー 100人サッカー・ふしぎヒコーキ 25 9月29日30 生涯学習課 後援 北海道中標津高等学校ＰＴＡ 平成25年度北海道中標津高等学校ＰＴＡ講演会 「思春期の子どもを理解する」というテーマの講演会 25 10月11日31 生涯学習課 後援 中標津町ソフトバレーボール連盟 PTA父母親睦ソフトバレーボール大会 町内のPTA会員を対象に、各学校単位でのチーム対抗戦 25 10月13日32 生涯学習課 後援 なかしべつdeチャリティウォークの会 第6回チャリティウォークinゆめの森 チャリティウォーク及びバザー、フリーマーケット 25 10月14日33 生涯学習課 後援 北海道中標津高等学校吹奏楽部 第36回北海道中標津高等学校吹奏楽部定期演奏会 演奏会 25 10月14日34 生涯学習課 後援 西部地域たこあげ大会実行委員会 西部地域たこあげ大会　運動公園の利活用を図るまちづくり 子供中心の「たこあげ大会」を実施 25 10月20日35 生涯学習課 後援 中標津町小中学校ＰＴＡ連合会親睦ソフトバレー大会実行委員会 第２２回中標津町ＰＴＡ親睦ソフトバレーボール大会 ソフトバレーボールのＰＴＡ学校対抗戦 25 11月3日36 生涯学習課 後援 空手之道世界連盟中標津支部 第37回中標津町空手道選手権大会 空手の大会 25 11月10日37 生涯学習課 後援 中標津中学校・中標津中学校ＰＴＡ研修委員会広陵中学校・広陵中学校ＰＴＡ研修委員会 中標津中学校・広陵中学校教育講演会「学力向上のためにできること～中学生のやる気を高める学校と家庭の連携～」 教育講演会 25 11月14日38 生涯学習課 後援 中標津町吹奏楽団 中標津町吹奏楽団　ＬＩＶＥ2013 中標津町吹奏楽団による企画演奏会 25 11月17日39 生涯学習課 後援 根室管内音楽教育研究会 第２３回根室管内リコーダーコンテスト 部門別、演奏形態ごとにリコーダーコンテストを行う 25 11月23日40 生涯学習課 後援 根室地区サッカー協会 ＪＡＦファミリーフットサルフェスティバル2013withKIRIN北海道inねむろ 家族単位のフットサル大会 25 11月24日41 生涯学習課 後援 中標津町立中標津中学校 中標津中学校吹奏楽部　第39回　定期演奏会 吹奏楽曲の演奏発表会 25 11月30日42 生涯学習課 後援 全日本ピアノ指導者協会根室・中標津支部 PTNAコンペティション入賞者記念コンサート 平成25年度入賞者によるピアノコンサート 25 12月1日―　6　―



教育委員会  中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度） 実施日事業期間対象者 事業内容番号 事　　業　　名承認窓口 協働形態43 教育委員会管理課 後援 一般財団法人大地みらい基金．大地みらい信用金庫北海道大学産学連携本部 北海道大学特別出前教室 北大大学院農学研究院准教授による農作物の生産効率と安全性について講義 25 12月4日44 生涯学習課 後援 一般財団法人中標津文化スポーツ振興財団 平成25年度「文化とスポーツのつどい」 表彰、交流パーティー、抽選会 25 12月6日45 生涯学習課 後援 北海道小学校スクールバンド連盟根室支部 第23回スクールバンドフェスティバル 演奏と講師の講評 25 12月7日46 生涯学習課 後援 中標津剣道連盟 第40回中標津町民剣道大会 剣道の試合 25 12月8日47 生涯学習課 後援 「暁」なかしべつ公演実行委員会 ～暁ＡＫＡＴＺＫＩ～なかしべつ公演 国内外で活躍するダンスカンパニー「コンドルズ」の小編成公演 25 12月19日48 生涯学習課 後援 中標津スケート協会 第33回中標津スピードスケート大会 スピードスケートの大会 25 12月22日49 生涯学習課 後援 協同組合　日専連くしろ・株式会社　日専連釧路 第14回日専連釧路児童版画コンクール（第23回日専連全国児童版画コンクール共催） 釧路・根室管内小学生対象版画コンクール及び入選作品展 25 1月20日～1月26日50 生涯学習課 後援 中標津小学校合唱部・父母の会、丸山小学校合唱部・父母の会 未来のハーモニーコンサートVII 両校合唱部による発表並びに卒業生有志合唱団による発表 25 1月25日51 生涯学習課 後援 中標津東小学校スクールバンド部育成会 中標津東小学校スクールバンド部　第3回定期演奏会 吹奏楽曲の演奏発表会 25 2月9日52 生涯学習課 後援 北海道将棋連盟中標津支部 第9回中標津将棋名人戦 将棋の大会 25 2月16日53 教育委員会管理課 後援 根室管内小中学校事務職員研究協議会 第36回根室管内小中学校事務研究大会 根室管内公立小中学校に在籍する事務職員による研究発表、協議 25 2月19日～2月20日54 生涯学習課 後援 中標津合唱祭実行委員会 第28回中標津合唱祭・雪どけ 釧根地区で活動する合唱団による合唱発表会 25 3月2日55 生涯学習課 後援 根室地区子ども会育成連絡協議会 第26回根室管内小中学生下の句カルタ大会 根室管内小中学生対象の百人一首競技大会 25 3月2日56 生涯学習課 後援 北海道日本ハムファイターズ応援プロジェクト実行委員会 北海道日本ハムファイターズフィールドクラブ 元プロ野球選手による野球の基本技術習得の講習会 25 3月2日―　7　―



教育委員会  中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度） 実施日事業期間対象者 事業内容番号 事　　業　　名承認窓口 協働形態57 生涯学習課 後援 開陽台セミナー実行委員会、（一財）中標津町文化スポーツ振興財団 開陽台セミナーAcil Brass Quintet（アシル・ブラス・クインテット）クリニック＆コンサート プロ演奏者による講習会と演奏会 25 3月9日～3月10日58 生涯学習課 後援 1・2・3ダー!!プロジェクト実行委員会 1・2・3ダー!!フェスティバル 映画上映とプロレス大会（チャリティ） 25 3月21日59 生涯学習課 後援 北海道中標津高等学校合唱部 第27回北海道中標津高等学校合唱部定期演奏会 合唱演奏会 25 3月23日60 生涯学習課 後援 根室地区サッカー協会 第8回スポーツ・ピア杯ファミリーフットサルフェスティバル 家族単位のフットサル大会 25 3月23日
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1 福祉課 共催 社団法人中標津青年会議所 『疑似体験から学ぶ思いやり』～次へ繋ごう～ 講演、体験学習 25 4月21日2 生活課 共催 中標津町消費者協会 消費者月間に伴う消費生活展及び街頭啓発 資源ごみ排出・減量・省エネに関するパネルの展示 25 5月23日～5月30日3 農林課 共催 根釧東部森林管理室 中標津町植樹祭 町有林へｼﾗｶﾊﾞ1000本の植樹 25 5月26日4 生活課 共催 中標津町消費者協会 環境月間パネル展 省エネ生活・食生活の省エネ等、北海道貸出用パネル10枚程度の展示 25 6月11日～6月16日5 農林課 共催 中標津町緑化管理組合 平成25年度サミットの森下草刈 北海道植樹祭で植樹した1.3haの下草刈 25 7月4日6 生活課 共催 中標津町消費者協会 「くらしの安全・安心」セミナー 環境汚染防止と環境家計簿の普及のためのセミナー 25 9月27日7 子育て支援室 共催 北海道根室振興局保健環境部 平成25年度少子化対策パネル展 パネル・写真・メッセージ展、家庭児童相談、ひとり親関係相談、情報コーナーの設置 25 9月28日～9月29日8 都市住宅課 共催 （一社)北海道建築士会中標津支部 パネル展：「メイキング・オブ・東京スカイツリー」 東京スカイツリーが完成するまでを紹介したパネル展 25 10月2日～10月6日9 福祉課 共催 中標津町老人クラブ連合会 第32回中標津町長杯ゲートボール大会 ゲートボール大会 25 10月3日10 子育て支援室 共催 社会福祉法人　釧路まりも学園、釧路母子家庭等就業・自立支援センター 弁護士による無料法律相談 離婚、親権、養育費、面接交渉権など、法律に関する諸問題 25 10月9日11 子育て支援室 共催 第３２回中標津町じどうかん祭り実行委員会 第３２回中標津町じどうかん祭り じどうかん祭り 25 10月5日～10月6日12 町立中標津病院 共催 主催：北海道医師会、北海道　共催：中標津町・中標津町教育委員会　町立中標津病院 地域医療を担う青少年育成事業 中学生を対象とした講演会・医療体験 25 10月31日13 都市住宅課 共催 北海道根室振興局産業振興部 景観パネル展 パネル展 25 11月6日～11月12日14 都市住宅課 共催 北海道（根室管内） 平成25年度根室振興局管内市町景観担当者会議 市町の景観施策促進、北海道からの情報提供と市町村相互の意見交換 25 11月7日

 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度） 実施日事業期間対象者 事業内容番号 事　　業　　名承認窓口共催 協働形態
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 中 標 津 町 協 働 推 進 事 業 一 覧 (平成25年度） 実施日事業期間対象者 事業内容番号 事　　業　　名承認窓口共催 協働形態15 町立保育園 共催 中標津保健所 思春期保健講演会 「発達障害児の理解と保育士の役割」　講師：上田敏彦氏（児童精神科医） 25 11月7日16 教育委員会管理課 共催 中標津町教育研究会 第41回中標津町小中学校きらきら作品展 中標津町小中学校特別支援学級児童･生徒の作品展示 25 11月26日～12月3日17 都市住宅課 共催 ＮＰＯ法人景観ネットワーク 中標津らしい景観学習ワークショップ 小中学生を対象にした景観学習 25 1月14日18 福祉課 共催 中標津町障害児者連絡協議会 第22回中標津町福祉のつどい 障がい者福祉関係の各団体による発表、展示、販売等 25 2月23日19 経済振興課 共催 一般社団法人なかしべつ観光協会 2014中標津町観光フォーラム 酪農と観光をテーマとしたフォーラム 25 3月16日
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