「中標津町地域まちづくり事業補助金」のご案内
〜地域で進めるまちづくりを応援します〜
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中標津町都市計画マスタープランにおける、地域別の街づくり構想等の実現に向けて、
地域自ら取り組む町民協働のまちづくりを推進するため、地域まちづくり事業補助金を交
付しています。
■対象となる事業
◇憩いの場づくり事業

【発行】 都市計画マスタープラン推進事務局
（中標津町建設水道部 都市住宅課街づくり推進係）

◇花と緑のまちづくり事業
・花に囲まれた、楽しめる
まちづくり
・緑のネットワークづくり
・緑の拠点づくり
・緑の管理など

・自然、緑、歴史等を利用
した憩いの場づくり
・子供達の遊び場づくり
・公園づくり
・散策路の整備など

◇景観づくり事業

◇自然環境保全事業
・木や花による景観づくり
・特色ある沿道景観の形成
・自然景観の保全
・美しい町並みの保全
・景観ポイントの整備など

◇自然ふれあい推進事業

・自然環境の保全と利用
・動植物にやさしい環境づ
くりなど

◇コミュニティ・交流活動推進事業

・自然とふれあいの場の
整備
・自然観察の場の整備
・自然とふれあえる公園
づくりなど

・地域の特色をいかした交
流の場づくり
・世代の交流
・イベント、祭り等の開催
など

■対象者
都市マスの実現に成果が期待できる、営利を目的としない団体・町内会等が対象です。
■補助金
予算の範囲内で、事業費の 10 分の 6 以内を補助します。
〜平成 25 年度の活用の事例〜
【コミュニティ・交流活動推進事業】
中心部地域街づくり協議会
●七夕あきんど祭り
●第２回タワラマップ川灯ろう祭り
●ライトアップ事業
（冬のイルミネーション、アイスキャンドル等）

西部地域街づくり協議会
●親子たこづくり・たこあげ大会

【花と緑のまちづくり推進事業】
西町・川西街づくり協議会
●桜の植樹
●桜・緑を見る会
●寄せ植え講習会

●花壇づくり講習会

ご相談は
「都市住宅課街づくり推進係」
℡ 73-3111（内線353）
までご連絡ください。

まちを磨いて、楽しみながら使って行こう！！
「みなさんの活動は、子ども達が感動
する様な 場所 、 地域 、 まち をみ
んなで作ろうという種を蒔かれたのだな
と思いました。
」
「子ども達が 地域 を知る、 地域の
人達 を知る。そういった機会に恵まれ
て育った子ども達は、将来、
『自分たちの
地域を、まちをどうしようか？』と感じ、
考える。そんな青年へと育っていく。そ
ういった意味で非常に大事なことをなさ
っているなと思いました。
」
これは、昨年度のフォーラムで、 西
町・川西 、 中心部 、 西部 の３つの
街づくり協議会の活動に対して頂いた小
林先生からの評価です。さらに先生は、
「まちをみんなで磨いて、楽しみなが
ら使って行く、そしてみんなが笑顔で町
に住む。これが本当のまちづくりだと思
います。そういう意味で非常に良い成果
の一年をスタートされたと思います。
」こ
うも付け加えて、心強いお言葉を下さい
ました。
さて、そんな評価を頂きまして、平成
25 年度もまた３つの地域で、継続した活
発な活動が行われました。
その概要は中面をご覧下さい。

昨年度のまちづくりフォーラムの様子

地域街づくり活動報告

まちづくりフォーラム開催
日時
場所

３月２６日（水）１９時
中標津町総合文化会館（しるべっと）

来る３月２６日、平成２５年度の「地域街づくり活
動」の活動報告と意見交換の会として「まちづくりフォ
ーラム」を開催いたします。
都市マスの策定に、策定委員長としてご尽力いた
だくとともに、都市マスの推進に際し、中標津町都市
計画審議会会長として、ご活躍をして頂いております
北海道大学名誉教授 小林英嗣氏をお招きし、中標
津町のまちづくりへのアドバイスをいただきます。
詳しくは改めてご案内いたします。

●小林名誉教授より頂いた協議会活動へのアドバイス（平成 24 年度のフォーラムにて）

評価しながら、楽しく参加する人の笑顔を増やしていく。
それを３年続けましょう！！
アドバイス①

とにかく３年続けることを考えましょう！

３年

あまり最初から活動を広げると言うことを考えないで、まずはスタートさせたこ
とを３年続けるということが大事です。

アドバイス②

西町・川西地域
地域街づくりの目標

桜の 苗木の植樹

笑顔

評価

本人が何気なくやっていることも他人が見ると凄いということがあります。そう
いったことを評価してあげることが大事です。

桜・緑 を見る会

中心部地域
地域街づくりの目標

西部地域

歴史と文化の薫る賑わいの街づくり

地域街づくりの目標

第２回

七夕

あきんど祭り

6/27
〜7/15

商業の発祥の地、東 1 条通り〜親水
広場に短冊を設置しました。
事前の短冊の
作成と飾り付
けの準備は、
児童館の子ど
も達とともに
行いました。

親子
今年は中標津町北方領土返
還運動協議会による『光のア
ート（9〜18 日）
』が同時開
催され、ろうそくの灯りとＬ
ＥＤの明りが混ざり合い、一
味違う風情が感じられまし
た。

ライト アップ事業
12/7
〜2/9

中標津農業高校の先生
と生徒さんを講師に迎
え、40 名の参加者が土
づくりや苗の育て方等
花壇づくりの基礎を学
びました。

11/17

泉中央・西泉・緑町・南泉

緑豊かな環境のなかで健康に暮らせる街づくり

第２回

灯ろう 祭り
8/9
〜8/11

西町と川西の住民 32
名の参加のもと、
「花の
寄せ植え」を実施しま
した。あいにくの霧雨
天気となりましたが、
各自持ち帰りで、世界
でただ一つの花の寄せ
植えとなりました。

6/2

花壇 づくり講習会
新緑の風薫る季節、
総勢 30 名の参加の
もと、緑の名所マッ
プを活用し散策する
「桜・緑を見る会」
を実施しました。

5/19

このようなアドバイスを受けて、平成 25 年度の取組は・・！？

栄町・中央・日の出・清泉・旭第１・
旭第２・末広・第１宮下・第２宮下

花の 寄せ植え事業
緑の環境を一層魅
力のあるものにす
るため、寄贈頂いた
一重桜 10 本を西町
保安林管理道路沿
いに 12 名の小中学
生とともに植樹を
行いました。

5/3

活動後のジンギスカンなど、たくさんの笑顔にあえる楽しい時間をみんなで持っ
て、それに参加する人を増やす工夫をしていきましょう。楽しいことだけ参加して
も良いのです。

評価しながら進めましょう！

行事の都度「緑の
かわら版」を発行

緑豊かな環境を暮らしの中に活かす街づくり

笑顔を増やす楽しい時間をみんなで持ちましょう！

アドバイス③

西町・川西

12 月から LED イルミネー
ションで飾っていた親水広
場に 2 月 4 日アイスキャン
ドルを設置しました。連日の
暖かさで多くのキャンドル
が溶けてしまい、急遽夏の灯
ろうが再活躍いたしました。

たこづくり・たこあげ大会
お昼には豚汁とおにぎり
が参加者に振る舞われま
した。

10/20
非常に天気の良
い秋晴れのなか
大会開催日を迎
え、およそ 300
名を超える参加
者で賑わいまし
た。
運動公園管理棟
でいずみシルバ
ークラブの方に
教えてもらいな
がらたこを作り
ます。

たこあげ名
人の指導の
もと、空高
くたこが舞
い上がりま
す。

今年は連凧
もあがりま
した。

