
平成23年度 財団法人中標津町文化スポーツ振興財団事業計画書
（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

１．舞台芸術鑑賞事業

【寄附行為第４条第１項第１号に掲げる事業】

○心の豊かさや感性を深め、個性的で質の高い文化を創りあげるため、優れた芸術などに接する機会を充実することを目的に下記の事業を行う。

№ 事　　　業　　　名 実施時期 実施場所 対　　象 備　　　　　　　考

1 ズーラシアンブラス なかしべつコンサート 平成23年9月10日 総合文化会館 子ども～一般

2 （仮称）はいだしょうこ なかしべつコンサート 平成24年3月27日 総合文化会館 子ども～一般

3 「６週間のダンスレッスン」中標津公演 平成24年2月29日 総合文化会館 子ども～一般

4 学校共同開催事業「山崎バニラの活弁ワールド」 平成23年9月9日 総合文化会館 高校生 中標津高校・中標津農業高校　共同開催事業

5 しるべっと芸術体験創造事業（コンサート） 調整中 総合文化会館 子ども～一般 アーティスト：荒川洋ほか

6 特別普及選定事業「しるべっと映画上映会」 調整中 総合文化会館 子ども～一般

7 ＮＨＫ放送共同開催事業「それいけ！民謡うた祭り」 平成23年5月19日 総合文化会館 一般 ＮＨＫ釧路放送局共同事業

8 音楽セミナー（開陽台セミナー） 調整中 総合文化会館 子ども～一般

9 親子観劇会（なかしべつおやこ劇場） 平成23年10月8日 総合文化会館 親子 「今夜は食べほうだい」

10 共催形式鑑賞事業 随時 総合文化会館 一般

11 子ども映画会 調整中
総合文化会館
交流センター

子ども
夏休み・春休み子ども映画会
総合文化会館・図書館・交流センター連携事業

12 人形劇公演 平成23年10月中旬 総合文化会館 子ども 読書普及啓発事業



平成23年度 財団法人中標津町文化スポーツ振興財団事業計画書
（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

２．文化普及振興事業

（１）促進・奨励事業

【寄附行為第４条第１項第１号に掲げる事業】

○住民の文化、学習活動の促進・奨励をするため支援・育成を図ることを目的に下記の事業を行う。

№ 事　　　業　　　名 実施時期 実施場所 対　　象 備　　　　　　　考

1 ブルースカイコンサート 平成23年6月 道立ゆめの森公園 子ども～一般

2 新春書き初め会
平成24年1月8日
平成24年1月9日

総合文化会館
交流センター

子ども～一般
書き初め展　1月9日～15日（総合文化会館）
　　　　　　1月10日～22日（交流センター）

3 アマチュアバンドフェスティバル 平成23年7月17日 総合文化会館 中学生～一般

4 第27回中標津書道公募展
平成23年10月21日
　　　～10月24日

総合文化会館 子ども～一般

5 第24回なかしべつ美術展
平成23年11月19日
　　　～11月23日

総合文化会館 子ども～一般

6 町民ホール等活用事業 通年 総合文化会館 子ども～一般 ロビーコンサートほか

7 芸術文化促進奨励事業　中標津ゆかりの芸術展 平成24年2月3日
      ～2月7日

総合文化会館 一般

8 小中学生総合作品展 平成24年2月3日
      ～2月7日

総合文化会館 小学生～中学生

9 親子もちつき大会 平成23年12月11日 交流センター 親子

10 計根別下の句カルタ大会 平成24年2月26日 交流センター 子ども

11 ステップインなかしべつ 平成23年10月9日 交流センター 子ども～一般

12 多目的ホール活性化事業 通年 交流センター 一般
和紙ちぎり絵展・憬津会・日本習字計根別支部書き
初め展ほか
一般室本展・児童室本展・秋の読書週間・子ども読
書週間・おはなし会ほか
リクエストサービス・レファレンスサービス・道立
図書館インターネット貸出予約受付

14 館外奉仕活動 通年
学校・保育園・幼稚園

保健センターほか
子ども～一般

移動巡回図書・ブックトーク事業・ブックスタート
事業

15 ボランティアサークル協働・支援事業 通年 図書館 子ども～一般
青空本の広場・布絵本サークル「どんぐり」・読み聞か
せボランティア「おはなしの木」ほか

（２）学習・研修事業

【寄附行為第４条第１項第１号に掲げる事業】

○生涯学習講座、教養・体験・趣味の講座、研修・講演会など、町民の文化活動や生涯学習の振興に資することを目的に下記の事業を行う。

№ 事　　　業　　　名 実施時期 実施場所 対　　象 備　　　　　　　考

1 第34回文化講演会 調整中 総合文化会館 一般

2 しるべっと学園 通年 総合文化会館ほか 子ども～一般 各種世代別カレッジ（青少年～一般）

3 第７期 元気クラブ 通年 総合文化会館ほか 子ども 子ども向け通年学習講座

4 【元気活性化事業】
第５期ナカシベツ大学

通年 総合文化会館ほか 一般 成人向け学習講座

5 第32期 中標津しらかば学園 通年 総合文化会館ほか 高齢者
（満６０歳以上）

教養講座・健康講座・創造活動講座・その他

6 ケネカカレッジ 通年 交流センターほか 子ども～一般 各種世代別カレッジ（青少年～一般）

7 ホタル学習観察会 平成23年7月下旬 正美公園 親子 ホタルのおはなしとふれ合い会

8 工作教室 通年 図書館ほか 子ども
読書週間・夏冬休み・クリスマスに合わせた工作教
室

13 読書普及振興事業 通年 図書館 子ども～一般
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（３）創造・参加事業

【寄附行為第４条第１項第１号に掲げる事業】

○自らも参加・体験し、創造性を高め、特色ある新しい文化活動を目指すことを目的に下記の事業を行う。

№ 事　　　業　　　名 実施時期 実施場所 対　　象 備　　　　　　　考

1 第64回中標津町芸術文化祭
平成23年10月
　　　～11月

総合文化会館 子ども～一般
合同華展・茶会・芸能発表会
総合展覧会・文化バザー

2 しるべっと芸術体験創造事業（アウトリーチ） 調整中 総合文化会館ほか 子ども～一般

3 第７回子どもステージｉｎしるべっと 平成24年3月10日 総合文化会館 子ども

4 中標津町計根別芸術文化祭
平成23年10月
　　　～11月

交流センター 子ども～一般
将棋大会・フォークダンス大会・総合展覧会・秋の
食の祭典・芸能発表会

5 ケネカ芸術体験創造事業（アウトリーチ） 調整中 交流センターほか 子ども～一般

（４）広域・交流事業

【寄附行為第４条第１項第１号に掲げる事業】

○広域的に文化交流を促進し、地域交流・提携の活性化を図ることを目的に下記の事業を行う。

№ 事　　　業　　　名 実施時期 実施場所 対　　象 備　　　　　　　考

1 根室管内総合芸術展 調整中 別海町 一般 絵画・写真・陶芸・彫刻・書道

2 根室管内民謡のつどい 調整中 総合文化会館 一般

3 根室管内文芸大会 調整中 羅臼町 一般 投稿作品は文芸誌「文芸根室」として発刊

4 釧根「絵手紙」移動展 調整中 総合文化会館 一般

5 二科会写真部北海道支部写真展移動展 調整中 総合文化会館 一般

（５）広報・出版事業

【寄附行為第４条第１項第６号に掲げる事業】

○文芸を中心とした刊行事業で普及と記録を遺すことを目的に下記の事業を行う。

№ 事　　　業　　　名 実施時期 発刊部数 対　　象 備　　　　　　　考

1 中標津文芸第２７号発刊 平成23年12月 ３５０部 高校生～一般

○ホームページの作成及びらいふまっぷ情報として、広く総合的な文化情報・図書館・交流センター情報の発信を図る。

（６）文化活動助成事業

【寄附行為第４条第１項第１号に掲げる事業】

○事業開催助成として、文化の普及振興のために開催する事業に対し助成金を交付する。

【寄附行為第４条第１項第４号に掲げる事業】

○加盟団体活動助成として、文化加盟団体の活動を支援しその育成を図る。

【寄附行為第４条第１項第５号に掲げる事業】

○参加交流事業助成として、文化の全道・全国規模の発表会等への参加に対し助成金を交付する。
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３．スポーツ大会事業

（１）参加奨励事業

【寄附行為第４条第１項第２号に掲げる事業】

○自己の記録向上及び幅広い世代との交流を深めることを目的に下記の競技大会を行う。

№ 事　　　業　　　名 実施時期 実施場所 対　　象 備　　　　　　　考

1 第34回なかしべつ陸上カーニバル 平成23年7月24日
中標津中学校
グラウンド

4歳～一般 陸上競技記録会（フィールド・トラック）

2 第３回なかしべつ３３０°開陽台マラソン 平成23年7月10日 運動公園 小学生～一般 距離別ロードレース（２㎞・５㎞・ハーフ）

3 クロカン・ナカシベツ２０１１ 平成23年10月10日 運動公園 小学生～一般
小学生低・中・高学年男女
中学生男女・高校生男女・一般男女

4 第35回なかしべつスイミングフェスティバル 平成23年11月3日 温水プール 幼児～一般 競泳競技

5 第35回中標津町スピードスケート大会 平成24年1月22日 スピードスケート場 幼児～一般 オープン１００Ｍ・３００Ｍ・２０００ＭＲ他

6 なかしべつスイミングレコード２０１１ 平成23年6月5日 温水プール 幼児～中学生 競泳競技記録会

（２）参加交流事業

【寄附行為第４条第１項第２号に掲げる事業】

○競技者の交流を深めより活発な競技活動を図ることを目的に下記の種目別大会を行う。

№ 事　　　業　　　名 実施時期 実施場所 対　　象 備　　　　　　　考

1 第28回中標津町少年野球大会 平成23年10月1日
　　　　10月2日

第１球場
第２球場

小学生 軟式野球

2 第38回中標津町小学生バレーボール大会 平成23年12月3日 体育館 小学生 男女混合６人制

3 第43回中標津バレーボール大会 平成23年10月9日 体育館
高校生～一般
（根室管内）

男女６人制

4 第35回中標津町ソフトテニス大会 平成23年10月3日
町営ﾃﾆｽｺｰﾄ

ふれあいﾃﾆｽｺｰﾄ
中学生～一般 ダブルス

5 第35回中標津バドミントン大会 平成23年6月5日 体育館 中学生～一般 ダブルス

6 第23回中標津ソフトバレーボール大会 平成23年4月17日 体育館 高校生～一般
（道東地区）

女子の部・ミックスの部

7 第49回中標津町卓球大会 平成24年2月5日 体育館 小学生～一般 シングルス・ダブルス
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４．スポーツ普及振興事業

（１）教室事業

【寄附行為第４条第１項第２号に掲げる事業】

○スポーツや運動への関心を深めると共に、身体的・精神的な向上と、各種スポーツへ取り組む意欲の向上と普及を目的に下記の事業を行う。

№ 事　　　業　　　名 実施時期 実施場所 対　　象 備　　　　　　　考

1 「キッズ」ベーシックスイム（前期） 平成23年4月27日
　　 ～7月20日

温水プール 小学１・２年生 全１２回（5時コース・6時コース）

2 「キッズ」ベーシックスイム（後期）
平成23年9月7日
　　～11月30日

温水プール 小学１・２年生 全１２回（5時コース・6時コース）

3 はじめてのスケート
平成24年1月10日
　　　～1月11日

アイスホッケー場 小学１～６年生 全２回

4 レベルアップスケート
平成24年1月10日
　　　～1月11日

アイスホッケー場 小学１・２年生 全２回

5 チビッコスポーツスクール
平成23年5月26日～
平成24年1月14日

温水プール・体育館
運動公園

小学入学前（年長）
全１９回
（水泳・基礎運動・スケート・長靴ｱｲｽﾎｯｹｰ）

6 ファーストスイミング
平成23年5月31日
　　   ～7月26日

温水プール 高校生～一般 全８回

7 初級クロール教室（午前コース）
平成23年5月17日
　　   ～7月5日

温水プール 一般 全８回

8 初級クロール教室（夜間コース） 平成23年8月2日
　　 ～9月27日

温水プール 高校生～一般 全８回

9 ３泳法水泳教室
平成23年10月4日
　　 ～11月22日

温水プール 高校生～一般 全８回（バタフライ・平泳ぎ・背泳ぎ）

10 飛び込み教室 平成23年9月2日
　 　～9月16日

温水プール 小学生～一般 全３回

11 ２０１１年度 着衣泳体験教室 平成23年6月26日 温水プール 幼児～一般 全１回

12 ２０１１年度 キッズサッカー教室 平成24年2月25日 体育館 ５歳以上未就学児童 全１回

13 ２０１１年度　スポーツ開拓事業
～スポーツテーピング講習会～

平成23年5月21日 総合文化会館 高校生～一般 講師：五十公野 修

14
２０１１年度　スポーツ開拓事業
～スポーツ栄養学講演会～

平成24年3月17日 総合文化会館 高校生～一般 講師：小松信隆

15
２０１１年度　スポーツ開拓事業
～オリンピアンズふれあい交流事業～

調整中 温水プール 未定

16 第５回ウッキー大作戦 長ぐつｄｅアイスホッケー 平成24年2月19日 アイスホッケー場 ４歳～中学生 元気活性化事業

17
なかしべつ健康づくり２０１１
～まち企業体力測定会～

平成23年9月10日
　　　 10月3日
　　　 11月5日

体育館 一般 18歳以上対象（企業単位）運動適性テスト

（２）交流事業

【寄附行為第４条第１項第２号に掲げる事業】

○広域的にスポーツ交流を促進し、地域交流・提携の活性化を図ることを目的に下記の事業を行う。

№ 事　　　業　　　名 実施時期 実施場所 対　　象 備　　　　　　　考

1 第51回根室管内スポーツ交歓大会
【根室管内体育協会連絡協議会主催事業】

平成23年9月4日 中標津町 一般 ８種目

2 第４回根室管内親睦ミニテニス交流会
【根室管内体育協会連絡協議会主催事業】

平成24年3月4日 中標津町 一般
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（３）育成事業

【寄附行為第４条第１項第２号に掲げる事業】

○スポーツ指導者育成事業として、地域におけるスポーツ指導者の発掘及び養成を行うことによりスポーツの普及振興を図る。

【寄附行為第４条第１項第３号に掲げる事業】

○スポーツ少年団育成事業として、中標津町スポーツ少年団の活動を支援しその育成を図る。

（４）スポーツ活動助成事業

【寄附行為第４条第１項第２号に掲げる事業】

○事業開催助成として、スポーツの普及振興のために開催する事業に対し助成金を交付する。

【寄附行為第４条第１項第４号に掲げる事業】

○加盟団体活動助成として、スポーツ加盟団体の活動を支援しその育成を図る。

【寄附行為第４条第１項第５号に掲げる事業】

○各種スポーツ競技会遠征費助成として、スポーツの全道・全国規模の競技会への参加に対し助成金を交付する。

（５）スポーツ施設利用促進事業

【寄附行為第４条第１項第８号に掲げる事業】

○気軽にスポーツを楽しむことのできる軽スポーツ器具の整備等を行うことにより、施設の利用促進及びスポーツの普及振興を図る。

（６）広報事業

【寄附行為第４条第１項第６号に掲げる事業】

○ホームページの作成及びらいふまっぷ情報として、広く総合的なスポーツ情報の発信を図る。

○主に各競技の合宿PR事業として、町民へ広く周知しスポーツの関心をより深める
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５．文化スポーツ交流事業

【寄附行為第４条第１項第４号に掲げる事業】

○文化・スポーツ加盟団体の親睦を図るため下記の交流事業を行う。

№ 事　　　業　　　名 実施時期 実施場所 対　　象 備　　　　　　　考

1 文化とスポーツのつどい 平成23年12月2日 ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ寿宴 加盟団体・賛助会員

６．文化スポーツ表彰事業

【寄附行為第４条第１項第７号に掲げる事業】

○文化・スポーツに功績のあった個人及び団体を表彰するため下記の事業を行う。

№ 事　　　業　　　名 実施時期 実施場所 対　　象 備　　　　　　　考

1 第21回財団法人中標津町文化スポーツ振興財団表彰 平成23年12月2日 ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ寿宴 加盟団体・少年団等

７．文化スポーツ施設管理運営事業

（１）中標津町総合文化会館及び中標津町営体育施設等管理運営事業

【寄附行為第４条第１項第８号に掲げる事業】

○中標津町の指定を受けて下記の文化・スポーツ施設の指定管理者として管理運営事業を行う。

№ 事　　　業　　　名 実施時期 備　　　　　　　考

中標津町運動公園アイスホッケー場

2

中標津町営テニスコート

中標津町営ふれあいテニスコート

中標津町運動公園第１球技場・第２球技場

中標津町運動公園第１球場・第２球場

通年
中標津町営体育施設等管理運営事業
（指定期間：平成22年4月1日～平成26年3月31日）

中標津町武道館

中標津町総合文化会館等管理運営事業
（指定期間：平成22年4月1日～平成26年3月31日）

通年

運営管理施設

中標津町図書館

中標津町交流センター

中標津町総合文化会館

中標津町営野球場

中標津町運動公園スピードスケート場広場

1

中標津町運動公園管理棟

寄附行為第4条第1項第1号・第4号・第5号・第6号に
掲げる事業が一部含まれている。

寄附行為第4条第1項第2号・第3号・第4号・第5号・
第6号に掲げる事業が一部含まれている。

中標津体育館

中標津町温水プール

中標津町運動公園スピードスケート場
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（２）附帯事業

【寄附行為第４条第１項第９号に掲げる事業】

○運営管理施設に附帯する事業として下記の業務を行う。

№ 業　　　務　　　名 実施時期

1 自動販売機設置 販売手数料の徴収 通年

2 チケット 販売手数料の徴収 通年

3 コピー 使用料の徴収 通年

4 公衆電話 利用料の徴収 通年

備　　　　　　　考


