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Ⅰ．文化事業（定款第 4条第 1項第 1号､第 4号､第 5号､第 6号､第 10号に掲げる事業） 

１．舞台芸術鑑賞事業 
■要望が強く地域にあった文化活動に刺激を与え、年代問わず豊かな感性を育み、優れた芸術文化作品鑑賞機会の

充実を図る。 

№ 事 業 名 実施時期 実施場所 備  考 

1 
「森山良子 コンサートツアー2019～

2020」 

4月 19日 

⇒3月 28日 
総合文化会館 ※新型コロナウイルス感染拡大防止による延期 

2 ぐっさんのハッピーオンステージ 
6月 7日 

⇒中止 
総合文化会館 

文化振興協議会選定事業 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による中止 

3 
学校共同開催事業 

札幌座「フレップの花、咲く頃に」 

9月 11日 

⇒中止 
総合文化会館 

中標津高校、農業高校共同開催 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による中止 

4 演劇「しあわせの雨傘」 12月 16日 総合文化会館 
道内ネットワーク鑑賞事業 

共催：（公財）北海道文化財団 

5 おやこ鑑賞会 10月 4日 総合文化会館 【賛助会費活用事業】 

6 
特別普及選定事業 

なかしべつ映画上映会 
中止 総合文化会館 

【賛助会費活用事業】 

図書館、交流センター連携事業 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による中止 

7 音楽ｾﾐﾅｰ(開陽台ｾﾐﾅｰ）共同開催事業 調整中 総合文化会館 主催：開陽台セミナー実行委員会 

8 ＮＨＫ釧路放送局（公開収録） 1月 15日 総合文化会館 

NHK釧路放送局共同開催事業 

共催：中標津町、中標津町教育委員会 

NHK釧路放送局 

9 しるべっとホール貸切シアター 
7月 11日 

～8月 31日 
総合文化会館  

10 共催形式鑑賞事業 随時 総合文化会館  

11 しるべっと鑑賞友の会 通年 ―――――  

12 夏休み子ども映画会「ペット２」 8月 7日 交流センター 

 
13 春休み子ども映画会 3月下旬 交流センター 

２．文化普及振興事業 

（１）促進・奨励事業 
■地元アマチュア団体やサークルの発表や活動を支援しその育成を図る。 

■一般住民の文化活動への参加促進を支援する。 

№ 事 業 名 実施時期 実施場所 備  考 

1 オールディーズアマチュアバンドフェスティバル 
4月 12日 

⇒中止 
総合文化会館 

共催：同名実行委員会 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による中止 

2 ブルースカイコンサート 
6月上旬 

⇒中止 
ゆめの森公園 

共催：ブルースカイコンサート実行委員会 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による中止 

3 アマチュアバンドフェスティバル 
6月 28日 

⇒中止 
総合文化会館 

共催：同名実行委員会 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による中止 

4 第 36回中標津書道公募展 
9月 2日 

～9月 6日 
総合文化会館 共催：書道公募展実行委員会 

5 第 33回なかしべつ美術展 
11月 6日 

～11月 9日 
総合文化会館  

6 新春書き初め会 1月上旬 総合文化会館 
新春書き初め展 

1月上旬～1月中旬 

7 ゆかりの芸術展 2月上旬 総合文化会館  

8 小中学生総合作品展 2月上旬 総合文化会館  

9 町民ホール等ロビー活性化事業 
通年 

⇒中止 
総合文化会館 

主催：ロビーコンサート実行委員会等 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による中止 

10 親子もちつき大会 12月中旬 交流センター 共催：計根別連合町内会青少年育成部 
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11 新春書初め大会 1月上旬 交流センター 
新春書き初め展 

1月上旬～1月中旬 

12 新春計根別下の句カルタ大会 2月上旬 交流センター 
後援：計根別連合町内会青少年育成部 

協力：計根別老人クラブ 

13 ケネカギャラリー 通年 交流センター 地域行事フォトギャラリー展他 

（２）学習・研修事業（定款第４条第１項第１号に掲げる事業） 
■生涯学習講座、教養・体験・趣味の講座及び研修・講演会など、住民の文化活動や生涯学習活動の振興に資する。 

№ 事 業 名 実施時期 実施場所 備  考 

1 第 41期中標津しらかば学園 通年 総合文化会館 

高齢者向け通年学習講座 

入学式：4月 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による開始時期

の変更（9 月開始予定） 

2 第 16期元気クラブ 通年 総合文化会館 

子ども向け通年学習講座 

開講式：5月 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による開始時期

の変更（8 月開始予定） 

3 第 14期ナカシベツ大学 通年 総合文化会館 

成人向け通年学習講座 

主管：ナカシベツ大学運営委員会 

開講式：5月 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による開始時期

の変更（8 月開始予定） 

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

5 第 43回文化講演会 調整中 総合文化会館 講師：選定中 

6 ホタル学習観察会 7月 17日 正美公園 共催：計根別同志会 

7 ケネカカレッジ 通年 交流センター 計根別地域 生涯学習講座 

（３）創造・参加事業 
■各種文化サークルや学習サークルなどの相互交流の促進を図る。 

■住民が参画し創り上げる新たな文化活動の促進を図る。 

№ 事 業 名 実施時期 実施場所 備  考 

1 第 73回中標津町芸術文化祭 10月～11月 総合文化会館 
合同華展、茶会、芸能発表会、総合展覧会 

第 10回しるべっとまつり 

2 第 16回子どもステージ inしるべっと 3月 7日 総合文化会館  

3 
しるべっと芸術体験創造事業 

（アウトリーチ） 
通年 総合文化会館 各分野アーティスト派遣事業 

4 第 38回計根別芸術文化祭 10月～12月 交流センター 

芸能発表会、総合展覧会、将棋大会、 

新そば祭り、茶会 

後援：計根別総合振興対策協議会 

5 
ケネカ創造支援事業 

（アウトリーチ） 
通年 交流センター  

（４）広域・交流事業 
■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。 

№ 事 業 名 実施時期 実施場所 備  考 

1 根室管内民謡のつどい 中止 羅臼町 ※新型コロナウイルス感染拡大防止による中止 

2 根室管内総合芸術展 
11月 13日 

～11月 17日 
中標津町 絵画、写真、陶芸、彫刻、書道等 

3 根室管内文芸大会（文芸根室発刊事業） ――――― 標津町 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 
7月 29日 

～8月 2日 
総合文化会館 巡回事業 

5 二科会写真部北海道支部写真展移動展 
10月 24日 

～10月 28日 
総合文化会館 巡回事業 
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（５）広報・出版事業 
■広く総合的に文化情報の発信を図り、文芸を中心とした刊行事業を通して普及と記録を遺す。 

№ 事 業 名 実施時期 実施場所 備  考 

1 第 36号 中標津文芸発刊事業 12月 ――――― 
地域文芸誌の発刊 

共催：中標津文芸編集委員会 

2 しるべっと情報作成 毎月/随時 ――――― らいふまっぷ、友の会、ＨＰ等 

3 交流センター情報作成 毎月/随時 ――――― らいふまっぷ、交流センターだより、ＨＰ等 

（６）支援・育成事業 
■文化の普及振興事業を行う団体・個人を支援する助成制度を整備して育成を図る。 

■文化活動を行う団体・個人を支援する助成制度を整備して育成を図る。 

№ 事 業 名 実施時期 実施場所 備  考 

1 文化加盟団体活動助成事業 随時 ――――― 【賛助会費活用事業】 

2 文化事業開催助成事業 随時 ―――――  

3 文化参加奨励助成事業 随時 ―――――  
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Ⅱ．スポーツ事業（定款第 4条第 1項第 2号､第 3号､第 4号､第 5号､第 6号､第 10号に掲げる事業） 

１．スポーツ大会事業 
■競技力の向上を図ると共に、競技者間の交流を促進する。 

№ 事 業 名 実施時期 実施場所 備  考 

1 第32回中標津ソフトバレーボール大会 調整中 総合体育館 主管：中標津町ソフトバレーボール連盟 

2 第 44回中標津バドミントン大会 
6月上旬 

⇒10月 11日 
総合体育館 

主管：中標津バドミントン大会実行委員会 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による延期 

3 第 12 回なかしべつ 330°開陽台マラソン 
7月 12日 

⇒中止 
総合体育館 

共催：中標津町、中標津町教育委員会 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による中止 

4 第 42回なかしべつ陸上カーニバル 
8月 30日 

⇒中止 

中標津中学校 

グラウンド 
※新型コロナウイルス感染拡大防止による中止 

5 クロカン・ナカシベツ 2020 10月 18日 運動公園  

6 
第 37回中標津町少年野球大会 

兼 第 39回少年王座決定戦 

9月 26日 

～27日 
運動公園 主管：中標津町軟式野球連盟 

7 第 44回中標津町ソフトテニス大会 10月 11日 
町営テニスコート 

ふれあいテニスコート 
主管：中標津ソフトテニス協会 

8 第 6回なかしべつミニテニス大会 
10月 18日 

⇒中止 
総合体育館 

主管：中標津町ミニテニス協会 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による中止 

9 第 52回中標津バレーボール大会 10月 4日 総合体育館 主管：中標津町バレーボール協会 

10 第 44回なかしべつスイミングフェスティバル 11月 3日 温水プール 共催：中標津水泳協会 

11 水泳記録会 3月 12日 温水プール 協力：中標津水泳協会 

12 第 47 回中標津町小学生バレーボール大会 11月 28日 総合体育館 主管：中標津町小学生バレーボール連盟 

13 第44回中標津町スピードスケート大会 2月 7日 運動公園 主管：中標津スケート協会 

14 第 58回中標津町卓球大会 2月 7日 総合体育館 主管：中標津町卓球協会 

15 第 14 回なかしべつ長ぐつ de アイスホッケー大会 2月 21日 運動公園 共催：中標津アイスホッケー協会他 

２．スポーツ普及振興事業 

（１）教室・奨励事業 
■スポーツや運動への関心を深め、子どもたちの健全育成並びに健康増進・体力向上を図る。 

№ 事 業 名 実施時期 実施場所 備  考 

1 ちびっこスポーツスクール 

6月 10日 

～1月 21日 

⇒9月 2日 

～1月 21日 

運動公園 

総合体育館 

温水プール 

２クラス 

運動遊び全 3回、水慣れ全 5回 

スケート全 3回、長ぐつアイスホッケー全 2回        

【種目ごとで単独開催】      

※新型コロナウイルス感染拡大防止による延期開催 

 【幼児】 

2 キッズベーシックスイムⅠ 

〔火曜ｸﾗｽ〕 

9月 29日 

～12月 8日 

〔木曜ｸﾗｽ〕 

10月 1日 

～12月 3日 

【延期開催】 

温水プール 

全 10回 ２クラス 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による延期開催 

 

【小学生】 

 

3 キッズベーシックスイムⅡ 

〔火曜ｸﾗｽ〕 

1月 12日 

～3月 23日 

〔木曜ｸﾗｽ〕 

1月 14日 

～3月 25日 

【延期開催】 

温水プール 

全 10回 ２クラス 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による延期開催 

 

【小学生】 
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4 

小学生水泳教室 

～夏季短期クラス～ 

～冬季集中クラス 

〔夏季〕 

7月 29日 

～31日 

⇒8月 11日 

～13日 

〔冬季〕 

1月 14日 

～2月 25日 

⇒中止 

温水プール 

夏休み期間 全 3回 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による延期 

 

冬期間   全 3回 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による中止 

【小学生】 

5 クロール教室 

4月 14日 

～7月 7日 

⇒中止 

温水プール 

全 12回／週 1回       

※新型コロナウイルス感染拡大防止による中止 

【中学生～一般】 

6 初級背泳ぎ教室 
7月 14日 

～9月 15日 
温水プール 全 8回／週 1回      【中学生～一般】 

7 ヒラ＆バタ教室 
9月 29日 

～12月 8日 
温水プール 全 10回／週 1回      【中学生～一般】 

8 飛び込み教室 
10月 2日 

～10月 30日 
温水プール 

全 5回／週 1回  主管：中標津水泳協会 

【小学生～一般】 

9 4泳法水泳教室 
1月 12日 

～3月 23日 
温水プール 全 10回／週 1回      【中学生～一般】 

10 はじめてのスケート教室 
12月 28日 

～12月 29日 
運動公園 全 2回             【小学生】 

11 レベルアップスケート教室 
12月 28日 

～12月 29日 
運動公園 全 2回             【小学生】 

12 
なかなか健康なかしべつ 

体力測定会 
11月 6日 総合体育館 共催：保健センター 

【運動適性テスト（5種目）＋体組成計診断+血圧+歯科指導+健康相談】 

13 

なかなか健康なかしべつ 2020 

成長期スポーツ検診 解説講演会 

～折茂武彦さん×ｽﾎﾟｰﾂﾄﾞｸﾀｰから 

学ぼう～ 

11月 22日 
総合体育館 

サブアリーナ 

共催：中標津町 

中標津町教育委員会 

14 
キッズスポーツ体験教室 

「～サッカーを体験してみよう～」 
2月 27日 総合体育館他 主管：中標津サッカー協会  

15-1 
健康シリーズ 

いきいき体操教室 

10月 22日 

～11月 5日 
総合体育館 全 3回 軽体操他        【シニア】 

15-2 
健康シリーズ 

いきいき筋力トレーニング教室 

1 部 10月 14日～

10月 28日 

⇒中止 

2部 12月 2日～ 

12月 16日 

総合体育館 

トレーニング室 

全 3回 マシントレーニング他 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による中止(1 部) 

【シニア】 

15-3 
健康シリーズ 

いきいきアクティブスポーツ教室 

1月 13日 

～2月 10日 
総合体育館 全 5回 ニュースポーツ他    【シニア】 

15-4 
健康シリーズ 

ファンクショナルトレーニング教室 

11月 6日 

～11月 27日 
総合体育館 全 4回 ストレッチ・体幹運動他  【一般】 

15-5 
健康シリーズ 

サーキットトレーニング教室 

2月 18日 

～3月 18日 
総合体育館 全 5回              【一般】 

15-6 
健康シリーズ 

ウォーキング教室 

2月 2日 

～3月 2日 
総合体育館 全 4回（冬期間）         【一般】 

15-7 
健康シリーズ 

ＲＩＫＡピラティスボディシェイプレッスン 

年度内３回 

⇒1回に調整中 
総合体育館 

全 1回 エクササイズトレーニング 

講師：ＲＩＫＡ 氏         

※新型コロナウイルス感染拡大防止による延期開催 

【一般】 

16 
アスレティックトレーナーによる 

個別指導 

4月 7日 

～3月 31日 

⇒調整中 

総合体育館 

①パーソナルトレーニング 

②パーソナルストレッチ   

※新型コロナウイルス感染拡大防止による延期開催 

【一般新規事業】 

17 
アスレティックトレーナーによる 

コアパワーヨガ(CPY®) 

①7月～3月 

②10月 4日

～26日 

③9月 1日

～29日 

総合体育館他 

①部活動訪問 CPY® 

②スポーツ愛好家男性向け CPY® 

③オープン教室 CPY® 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による延期開催 

【一般新規事業】 

（２）広域・交流事業 
■広域的な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開催する。 

№ 事 業 名 実施時期 実施場所 備  考 

1 第 60回根室管内スポーツ交歓大会 
9月 5日 

⇒中止 
別海町 

8種目 9競技 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による中止 
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2 第13回根室管内親睦ミニテニス交流会 12月 5日 中標津町  

（３）広報事業 
■広く総合的なスポーツ情報の発信を図る。 

№ 事 業 名 実施時期 実施場所 備  考 

1 スポーツ情報作成 毎月/随時 ――――― らいふまっぷ、ＨＰ等 

（４）支援・育成事業 
■スポーツの普及振興事業を行う団体・個人を支援する助成制度を整備して育成を図る。 

■スポーツ活動を行う団体・個人を支援する助成制度を整備して育成を図る。 

№ 事 業 名 実施時期 実施場所 備  考 

1 スポーツ加盟団体活動助成事業 随時 ―――――  

2 スポーツ少年団活動助成事業 随時 ―――――  

3 スポーツ事業開催助成事業 随時 ―――――  

4 スポーツ参加奨励助成事業 随時 ―――――  

5 スポーツ合宿支援事業 随時 ―――――  
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Ⅲ．図書事業（定款第 4条第 1項第 8号､第 10号に掲げる事業） 

１．読書普及推進事業 

（１）啓発・体験事業 
■季節やテーマに合せた展示や各種イベントを開催し、読書啓発及び幅広い読者層の拡大を図る。 

■人形劇公演・映画上映会を開催し、子どもたちの作品への関心を深めると共に、本への親しみと読書推進を図る。 

■子どもたちの読書啓発を図るため、学校等を訪問し本の紹介や移動図書を行う。 

■図書館司書の体験事業を実施し、子どもに図書館への興味と読書普及の促進を図る。 

№ 事 業 名 実施時期 実施場所 備  考 

1 夏休み子ども映画上映会 
8月上旬 

⇒中止 

総合文化会館 

交流センター 

文化会館、交流センター連携事業 

※関連図書を展示 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による中止 

2 春休み子ども映画上映会 3月下旬 
総合文化会館 

交流センター 

文化会館、交流センター連携事業 

※関連図書を展示 

3 としょかん人形劇公演 3月下旬 総合文化会館 子ども向けの人形劇、ワークショップを開催 

4 各種展示会 通年 図書館 一般展示・児童展示（毎月）、その他展示（随時） 

5 読書週間 年 2回 図書館、他 

4/23～5/12延長⇒5/31まで こどもの読書週間 

特別展示、春の絵本福袋 

ぬいぐるみおとまり会（5月上旬延期⇒11月 7日） 

10/27～11/9 読書週間 

特別展示、ブッカーサービス、しるべっとまつり 

6 おはなし会 通年 図書館、他 

としょかんおはなし会（毎週 水・土） 

みんなのおはなし会（4月下旬中止、12月上旬） 

出張おはなし会（随時） 

納涼おはなし会（7月下旬中止） 

珈琲のおいしい朗読会（9月 27日） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による中止あり 

7 わくわく☆チャレンジ教室 年 3回 総合文化会館 夏（7月 26日）、秋（10月 18日）、冬（2月 21日） 

8 １日司書体験 年 2回 図書館 春（4月下旬延期⇒10月 11日）、冬（1月 11日） 

9 としょかんクリスマス会 12月上旬 総合文化会館 

協力（予定）：中標津高等学校木馬の会、 

中標津農業高校、広陵中学校生徒会、 

読み聞かせサークルおはなしの木、 

図書振興協議会、他 

10 カレンダーもってく会？ 
1月中旬 

～1月下旬 
図書館 不要カレンダーの無償配布 

11 ブックフェスティバル 随時 学校、他  

12 交流センター書架整備 通年 交流センター 計根別地区図書振興拠点として奇数月 250冊入替等 

13 ３３０°アリーナ書架整備 通年 総合体育館 ３３０°アリーナロビーへの書架整備・入替等 

14 移動巡回図書 月 1回 
保育園・幼稚園 

学校、他 
24か所 

15 ブックトーク事業 随時 町内学校 

学校などへ出向き、本の面白さや聞き手にその本

を読んでみたいという気持ちを起させることを目的

に開催 

16 ブックスタート事業 月 1回 保健センター 7・8 ヶ月健診時 

17 除籍本還元フェア 12月上旬 
図書館 

総合文化会館 
地域住民へ無料譲与 

18 活動支援事業 随時 
図書館、学校、

他 

学校図書委員会活動協力等出張支援、 

施設利用等学習支援 
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（２）広域・交流事業 
■広域的な図書館交流を促進し、地域交流・提携の活性化を図る。 

№ 事 業 名 実施時期 実施場所 備  考 

1 根室管内図書館協議会研修会 随時 管内市町 年 5回 

2 釧根管内図書館協議会地方研究集会 未定 根室管内 年 1回 

3 北海道図書館協議会連携事業 随時 随時 
 

 

（３）広報事業 
■広く総合的な図書館情報の発信を図る。 

№ 事 業 名 実施時期 実施場所 備  考 

1 図書館情報作成 毎月/随時 ――――― 

・らいふまっぷ（ホームページ情報作成） 

・としょかんだより（行事案内） 

子ども向け 7回/年、教員向け 3回/年 

・図書館利用案内の作成・配布 

（幼稚園～高等学校） 

（４）支援・育成事業 
■読書の普及振興事業を行う団体・個人を支援しその育成を図る。 

■ボランティア活動を行う団体・個人を支援しその育成を図る。 

№ 事 業 名 実施時期 実施場所 備  考 

1 
第 35回青空本の広場 

「としょかんまつり」 

8月下旬 

⇒中止 
総合文化会館 

主催：青空本の広場実行委員会 

古本市、図書館ＰＲブース、遊びのコーナー、他 

※新型コロナウイルス感染拡大防止による中止 

2 古本市 
10月下旬 

～11月上旬 

総合文化会館 

図書館 
主催：青空本の広場実行委員会 

3 ボランティアサークル協働事業 随時 ――――― 
手作り布絵本サークルどんぐり、 

読み聞かせサークルおはなしの木、他 

 

 

  



令和２年度 事業計画書 
2020年 4月 1日から 2021年 3月 31日まで 

 

Ⅳ．表彰事業（定款第 4条第 1項第 7号に掲げる事業） 
■中標津町における文化、図書及びスポーツの健全な普及発展に貢献した個人及び団体並びに文化、図書及びスポ

ーツの振興に顕著な成績をあげた個人及び団体又は他の模範となる善行のあった個人及び団体を表彰する。 

№ 事 業 名 実施時期 実施場所 備  考 

1 第 30回財団表彰 12月 4日 総合文化会館  

 

Ⅴ． 文化・体育施設等管理事業（定款第 4条第 1項第 9号に掲げる事業） 
■中標津町が所有する文化・体育施設等の指定管理者として、施設管理運営委託事業を行う。 

№ 事 業 名 実施時期 管理運営施設 

1 中標津町総合文化会館等管理運営事業 通年 総合文化会館、図書館、交流センター 

2 中標津町営体育施設等管理運営事業 通年 
総合体育館、温水プール、武道館、町営テニスコート 

ふれあいテニスコート、野球場、運動公園 

 

Ⅵ．その他事業 

（１）物品販売等事業（定款第 4条第 1項第 10号に掲げる事業） 
■中標津町が所有する公共文化・体育施設等利用者の利便性を図るため、施設内に設置された自動販売機の飲料水

等販売や、有料コピーサービス等の附帯事業を行う。 

№ 事 業 名 実施時期 実施場所 

1 自動販売機設置 通年 
総合文化会館、交流センター 

総合体育館、温水プール、武道館、運動公園 

2 コピーサービス 通年 総合文化会館、図書館、総合体育館 

3 公衆電話機設置 通年 総合文化会館 

4 携帯電話通信設備電気料収入 通年 総合文化会館 

5 チケット販売サービス 随時 総合文化会館、交流センター、総合体育館 

6 その他施設物品販売等 随時  

 

（２）広域・交流事業 
■広域的な財団交流を促進し、地域交流・提携の活性化を図る。 

№ 事 業 名 実施時期 実施場所 備  考 

1 
北海道スポーツ振興財団連絡会議 

（事務局長） 
中止 釧路市  

2 
北海道スポーツ振興財団連絡会議 

（事務局） 
中止  札幌市  

 


