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～なかしべつの景観まちづくり～ 

 

わたしたちのふるさと中標津は、豊かな自然と四季の変化に恵まれ、大規模な酪農を

中心として広がる農村部と、緑に囲まれたコンパクトでにぎわいのある市街地が形成され

ています。中標津の景観は、先人達の開拓の歴史であり、わたしたちの日々の営みを映

し出す景観は取り扱いひとつで失われてしまう可能性がある貴重な財産です。 

 

中標津町は、平成３年に開陽台のリゾート開発計画が持ち上がり、開陽台からの景

観・自然を守るために住民運動が起きたこと、また、格子状防風林が評価され農村景観

百選に入選したことにより検討を重ね、平成８年に中標津町景観条例を施行し、中標津

町の良好な景観を守り・つくり・育てるという基本理念のもと、様々な景観に対する取り組

みを行ってきました。 

 また平成 16 年の景観法施行により、景観が地域の活力・地域づくりの欠かせない要

素であることが認識され、全国でも様々な取組がおこなわれています。そのように、景観を

取り巻く情勢が変化してきていることなどを踏まえながら、中標津町景観条例の基本理念

を継承しつつ、町民・事業者・行政の景観形成の役割と取り組みを明確にし、まちの財

産である中標津町の景観を後世に引継いでいくことを目的として、平成２７～２８年度で

景観計画を策定しました。その後、平成２９年１月に協議終了の交付式を終え、平成２９

年４月１日から道内で１７番目の景観行政団体になりました。 

 

中標津町景観計画では、「歴史、文化、産業との融和、自然との共生による景観ま

ちづくり～中標津町の風土に調和した良好な景観を守り、つくり、育てる～」を基本理念と

し、『景観の価値を共有する団体相互のネットワーク』と『景観形成団体や景観活動団

体、各種産業従事者による団体、各種公益事業者による団体が連携する景観まちづく

り団体』という２つの「つながり」を想定しています。これらの「つながり」を育むため、団体相

互の理解を進め、景観まちづくりの活動を活発化するために、「景観まちづくり団体」の設

置に向けた支援と、協働の取り組みを進めていくための一助として、景観まちづくり団体紹

介冊子を作成いたしました。 

この作成プロセスから町民と共に協働することで、「景観まちづくり団体」のネットワーク

化が進み、情報やノウハウ等の共有、相互理解により、永続的な景観まちづくりの活動

につなげていただければ幸いです。  

 

中標津町長 西村 穣  

 



1 

景観活動団体（２７団体） 

中標津農業協働組合女性部 ·································································   ２ 

計根別農業協働組合 ··········································································   ２ 

（一社）北海道建築士会中標津支部 ······················································   ３ 

中標津町商工会 ···············································································   ３ 

中標津町全町内会連合会 ····································································   ４ 

計根別町内連合会·············································································   ４ 

中標津町緑化管理組合 ·······································································   ５ 

（一社）なかしべつ観光協会 ······························································   ５ 

ＮＰＯ法人景観ネットワーク ······························································   ６ 

なかしべつ体験観光ネットワーク·························································   ６ 

ＮＰＯ法人伝成館まちづくり協議会 ······················································   ７ 

中標津コスモスの里 3300 の会 ···························································   ７ 

ラブリバーC.L.L.標津川＆タワラマップの会 ···········································   ８ 

西部地域まちづくり協議会 ·································································   ８ 

西町・川西街づくり協議会 ·································································   ９ 

中心部地域街づくり協議会 ·································································   ９ 

E-Photo Club（EPC） ······································································  １０ 

なかしべつ町民活動ネットワーク（N-CAN） ·········································  １０ 

NPO 風の想 ····················································································  １１ 

中標津町立広陵中学校 ·······································································  １１ 

みんなの景観なかしべつプロジェクト ···················································  １２ 

中標津高校ボランティア愛好会「木馬の会」 ··········································  １２ 

中標津町郷土館友の会（中標津の自然を知ろう会） ··································  １３ 

北海道中標津農業高等学校 ·································································  １３ 

中標津建設業協会·············································································  １４ 

中標津町立計根別学園 ·······································································  １５ 

なかしべつ野の花の会 ·······································································  １５ 

（順不同） 
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団体名:中標津町農業協同組合女性部 連絡先： 
0153-72-3721 

（JA 中標津営農部経営企画課） 

 

 

 

団体名:  連絡先： 0153-78-2111（代） 

 

 

 

ＪＡ中標津女性部の奉仕活動 

景観改善の為に、春にＪＡ中標津事務所前の花壇整備（毎年）と 

JA中標津青年部と協力してゴミ拾い活動（２年に１度）を行っています！！ 

けねべつ【計根別農業協同組合】 

〔協働：地区協議会・青年部・女性部.etc〕 

【地区協議会】：公道整備（交差点草刈・ゴミ

拾い）・桜植樹（道道 150 号計根別～養老牛市

街）.etc 

【青年部】：ロール看板設置・河川水源地植樹・

牛文字草刈.etc 

【女性部】：花壇設置アンド農場内環境美化.etc 
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団体名:（一社）北海道建築士会中標津支部 連絡先： 
事務局（アークネオ一級建築

士事務所） 

 

 

 

団体名:中標津町商工会 連絡先： 
0153-72-2720（中標津経済センター内） 

http//www.nakamap.or.jp/ 

 

 

 

（一社）北海道建築士会中標津支部は、別海、標津、羅臼、中標津の４町の建築士で構成

されております。建築士としての自己の研鑚と地域貢献などが活動の目的です。景観やまち

づくりに特化した取組みは御座いませんが、例年７月１日の「建築士の日」を記念して、2013

年までは、4 町に持ち回りで『桜の植樹』を実施してまいりました。その後は、会員自らが組

立てた『木製ベンチ』を寄贈させていただいており、平成 28 年は中標津町に寄贈させていた

だきました。今後も、微力ながら地域とまちづくりに貢献している本活動の継続をと考えて

おります。 

 

青年部 

女性部 
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団体名:中標津町全町内会連合会 連絡先： 0153-72-2347 

 

 

 中標津町全町内会連合会では、平成 28 年度より「安心・安全な住みよいまちづくり」実現のため、

町内の 45 の町内会が一体となって活動を進めています。 

活
動
内
容 

「あいさつ・みまもり・助け合いの活動の推進」 
「生活環境の整備及び美化活動の推進」～春と秋の一斉清掃の実施～ 
「ごみゼロの日」に係る清掃奉仕活動への協力 
「生活環境改善の推進」～資源の再利用活動の推進～ 

 

 

団体名:計根別町内連合会 連絡先： 0153-78-2211 

 

 

 

一斉清掃 ごみゼロの日 

（佐々木俊三会長宅） 

(中標津町役場 計根別支所内) 
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団体名:中標津町緑化管理組合 連絡先： 0153-72-3258 

 

毎年秋に振興局や町、教育委員会等と連携し 

子どもたちを対象とした「林業体験教室」を開催しています。 

 

 

団体名:（一社）なかしべつ観光協会 連絡先： 事務局 0153-77-9733 

 

（一社）なかしべつ観光協会は平成２５年度より一般社団法人化しました。 

様々な事業の中で、中標津町の魅力をたくさんの方に知っていただくイベント開催および企画

もしています。昨年度より中標津フォトコンテストを開催し、全国から魅力溢れる沢山の作品

が集まりました。作品の展示会を行い、写真を通じて中標津町の風景や自然などを町内および

道外へも発信しています。冬はモアン山をスノーシューで登るツアーを開催し、頂上から見え

る格子状防風林や景色を見て、冬の中標津町の景観の素晴らしさを地元住民にこそ再認識して

もらうため開催しています。今後も寄りたくさんの方に、様々なツールを活用し中標津町の魅

力を発信していきたいと考えております。 

 

間伐や枝払いはどうして必要なのか？その意味を

理解してから、実際に枝払いを体験します。 

 

製材工場では原木が板になるまでを見学

し、その材料で木工品を作ります。 

 

地域の森林をどう守り育てていくべきなのか。 

この事業が人と森林との関わり方に、目を向ける 

きっかけとなることを願っていいます。 

（株式会社ケイセイ中標津出張所） 



6 

団体名:NPO法人景観ネットワーク 連絡先：東田（とうだ）090-3468-3741 

 
  

 

景観ネットワークの紹介 

設立の目的 
北海道に育まれた景観を

理解した上、まもり、そだてととのえるこ

とを通して、まちづくりに寄与すること 

 

 

団体の概要 
・２００３年設立 

・中標津事務所開設 

（２００４年～於伝成館） 
・２００５年法人化 

 

 

景観ネットワークの取組 

景観を理解する分析 
・地域資源景観調査 

・文化的景観保存活用モデル事業 

 

 

協働のまちづくりの 

お手伝い 
中標津まちづくり交流広場 

 

中標津まちづくり民会議 

 

中標津自治基本条例の制定 

（平成 24年） 

 

 

中標津らしい景観学習 
世の中に景観教育は多々あれど

も公教育の公立学校の授業の現場

で、『景観』の学習を実現しえたこ

とは、全国的にみても先進的な事例 

 

景観計画の策定に参加 

景観計画の基本理念 
歴史、文化、産業との飽和、自然

との共生による景観まちづくり～

中標津の風土に調和した良好な景

観を守り、つくり、育てる～ 

    

 

団体名:なかしべつ体験観光ネットワーク 連絡先： 瀬波代表(090-8274-9955) 

 

乗馬やネイチャーガイド、酪農体験など各分野の専門家が「中標津らしさ」を追求・・・ 

“上武佐フットパス”を中心に「旧標津線跡地活用」「上武佐駅復元」「澱粉工場」「ハリストス

正教会」そしてジャガイモ畑・ソバ畑・牧草畑の景観、馬の居る風景などに拘っています。 

 

 

 景観ネットワークからみた 

中標津の魅力って何だ？ 
 中標津の 

景観計画の魅力って何だ？ 

 「景観の担い手」 

「景観に価値をみいだす活動団体」 

が協働しやすく、新設しやすい、 

推進方策を設けていること。 

 

 
「景観の担い手」 

「景観に価値をみいだす活動団体」 

が多数であり、 

活動していること。 

 

 
これだ!! 

 
景観ネットワークの思いとは… 

 

NPO 法人 

景観ネットワーク 

の紹介 

 

 
これだ!! 

こだわり目線から 

中標津の景観を評価し、 

付加価値を与えようと 

している団体 

町内会 

まちづくり 

協議会 

各種産業 

従事者による 

団体 

各種公共 

事業者による 

団体 

 協働の景観まちづくりを 

町民の手で進める団体をつくる 

手伝いをしたい！ 

こんな計画、見たことない…！ こんな計画書ができました…！ 

 
これまでの 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 4 

 

 

 

 1 2 3 4 

5 6 7 8 
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団体名:NPO 法人伝成館まちづくり協議会 連絡先： 0153-73-4301 

 

 

 

団体名:中標津コスモスの里 3300 の会 連絡先： 
0153-79-1234 

（公社）中標津町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ内 

 

 

 

コスモスを通したふる里づくり、まちづくりを目的に平成４年から活動しています。 

根室管内の玄関口である中標津空港前（道立ゆめの森公園内）で大規模なコスモス畑や、国道

272 号線パイパス沿いの植樹帯にコスモスを植えて、景観活動・まちづくりをしています。 

中標津町民だけでなく、観光客の目を和ませ、まちのイメージアップにつながっています。 

中標津空港前のコスモス バイパスのコスモスロード 



8 

団体名:ﾗﾌﾞ･ﾘﾊﾞｰ C.L.L.標津川＆ﾀﾜﾗﾏｯﾌﾟの会 連絡先： 0153-72-9339 

 

 

 

団体名:西部地域まちづくり協議会 連絡先： 高村会長 

 

 

 

川づくり、地域づくりの交流活動として、毎年夏に 

「かっぱ祭り」を開催しています。 

 ふるさとの川として親しみや愛情をもつことができるよう、子供

たちを対象にタワラマップ川を使ったイベントを開催しています。 

 商工会サービス部会や大地みらい信用金庫さんの協力により、お

菓子やジュースもたくさん用意していますので、ぜひみなさんで遊

びにきてね！！ 

やまべすくい 

水あそび 舟あそび 

西部地域のまちづくり協議会は、緑町・西泉・南泉・泉中央の４町内会で構成されています。 

平成 23 年に策定された中標津町都市計画マスタープランの中で、西部地域にある運動公園を地域の憩い

の場として利活用をしようと「親子・たこづくりたこあげ大会」を継続して開催しています。 

フェイスブックで情報発信しています 

㈱ハルコーポレーション内 
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団体名:西町・川西街づくり協議会 連絡先： 090-8896-3972 

 

 

 

団体名:中心部地域街づくり協議会 連絡先： 0153-72-9339 

 

 

 

歴史と文化の薫る賑わいの街づくり 

中心部地域では、平成 23年より中心部地域 9町内会が一体となり、都市マスに基づく「歴史と文化

の薫る賑わいの街づくり」の実現に向けて『中心部地域協議会』を設立し活動を続けています。 

西町町内会と川西町内会では、平成 23年より都市マスに基づく「緑豊かな環境を暮らしの中に活

かす街づくり」を実現するために『西町・川西街づくり協議会』を設立し、活動を続けています。 

○活動内容 

『桜の苗木の育樹』『花の寄せ植え事業』 

『花と緑のまちづくり講演会』『緑のかわら版の発行』 

 

（西町町内会会長 舘下） 

㈱ハルコーポレーション内 

桜の育樹活動 花の寄せ植え事業 

◎なかしべつ灯ろう祭り 

夏祭りに合わせて灯ろうと中標津町北方領土返還

運動協議会のイルミネーションで親水広場をライト

アップして賑わいを生みます。 

◎冬のライトアップ事業 

 冬まつりに合わせてキャンドルで親水広場をライ

トアップします。イルミネーションも 12 月から雪

が解けるまで親水広場を彩り続けます。 
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団体名:E-Photo Club(EPC) 連絡先： https://e-photoclub.jimdo.com/ 

 

平成２３年 3 月、Ｅプロジェクト主催「日本最東端の豊かな水と大地のフォトコンテスト」前夜祭におい

て、『Ｅ-Ｐｈｏｔｏ Ｃｌｕｂ』ＥＰＣが発足いたしました。現在の活動は、課題写真を持ち寄る例会が、

年８回程度。初心者対象の「デジカメ教室」を年２回行っております。また、平成２８年から「標津町生涯

学習センター」、「野付半島ネーチャーセンター」等で作品展を行っております。また、地域情報誌：月刊新

根室の表紙写真７か月分、及び誌上作品展を年間３回掲載して頂いております。 

 

団体名:なかしべつ町民活動ネットワーク 連絡先： 080－1886－0404（本間） 

 

 

 

例
会 

カ
メ
ラ
教
室 

作
品
展 

何かに困っている、誰かのために。 

自分の利益ではなく、みんなのために。 

将来の子どもたちのために。 

そんな活動をする個人や団体を支援する 

「町民活動」のサポーターです。 

※2017 年 3 月 27 日開催「なかしべつ景観まちづくりフォーラム」事務局を担当しました。 

なかしべつ町民活動ネットワーク 

Nakashibetsu Citizens Activities Network 

 

N-CAN（エヌキャン） 
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団体名:NPO 風の想 連絡先： 糸氏代表（090-5959-3513） 

 

 

 

団体名:中標津町立広陵中学校 連絡先： 0153-73-3161（学校） 

 

 

 

町内巡り 

360°景観巡り 

日替わり体験 

東北海道地域の魅力をインタープリターによって提供し、地域の自然、歴史、文化産業に深い理解を求

めるために活動し、やさしさあふれる町づくりに寄与することを目的し、風にメッセージを乗せ、心をつ

なげて行く使命を担い育んでいきます。（観光事業・育成支援・政策提言・啓蒙活動事業） 

道路清掃活動 

広陵中学校では全校生徒による環境整備活動を年間 3回行っています。 

タワラマップ川清掃活動 

空ビン・古紙回収 

春 

夏 

秋 

 

 

この活動は中学生が自

主的に始めたもので、平成

7年から学校行事となっ

た現在まで継続的に実施

しています。 

空ビン・古紙回収によ

る益金は、町内の福祉施

設や児童施設への物品の

寄付に使われています。 

 
 これらの活動は、平成２

２年に北海道環境保全活動

功労者表彰されました。 
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団体名:みんなの景観なかしべつプロジェクト 連絡先： 下記 

 

 

 

団体名:中標津高校ボランティア愛好会「木馬の会」 連絡先： 0153-72-2059（学校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動目的・内容 

活動を通してボランティア精神を学び自らを成長させる 

・町内各種行事への参加 

・町内各団体との交流 

・校内ごみ拾い 

・収集ボランティア（古切手、リングプルなど） 

携帯電話教室 ハートブレッシングフェスタ芋堀り体験 児童館まつり 

チャリティーウォーク 

中標津町の市街地や農地を含めた町全域を対象とした中標津町景観計画の策定を機に、「町民一人

ひとりが景観まちづくりの主役であること」の理解を進めるため、「みんなの景観なかしべつプロジ

ェクト」を立ち上げ、協働の景観まちづくりを進めることになりました。当会の活動にご賛同いただ

ける方、お住まいの地域は問いませんので、ご入会をお待ちしております。 

 

■活動内容：１.計根別地区のかぼちゃランタン活動 

      ２.町内小学校での景観学習活動 

      ３.景観調査活動（今年度は、沿道景観調査） 

      ４.なかしべつの色を検討する活動 

      ５.昭和初期の開拓景観を保存活用する活動 

■年会費：①正会員 3,000 円 

②協力個人会員 一口 1,000 円（一口以上） 

     ③協力団体会員 一口 5,000 円（一口以上） 

■お問い合わせ：〒086-1153 北海道標津郡中標津町桜ヶ丘１丁目 1-5 伝成館内 

メールアドレス：minnaka.nakashibetsu@gmail.com（東田） 
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団体名: 
中標津町郷土館友の会 

中標津の自然を知ろう会 
連絡先： 0153-73-3111(内線 277) 

 

 

町の自然や歴史に関心のある人が集まり、さらなる見識を深めるため、郷土館の活動支援や

観察会など、年間を通じて楽しみながら学習しています。 
 

●町花エゾリンドウ保護増殖活動  ●樹木をシカの食害から守るネットの設置 

●植物観察  ●水辺の生き物調査  ●野鳥の観察 ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     エゾリンドウの移植作業        シカの食害防止ネット設置作業 

 

団体名: 北海道中標津農業高等学校 連絡先： 0153-78-2053 

 

 

 

北海道中標津農業高等学校では「酪農」「園芸」「食農教育」など、９つの分野を専門とするそれぞれの研

究班が地域に根ざした活動を展開しています。 

 今年度は計根別学園、計根別幼稚園と合同で進めている食育活動が１２年目を迎え、地域の子ども達に対

して農業の大切さや食への感謝の心を継承するために活動しました。また園芸研究班はＪＡ計根別の花壇造

成や計根別沿道の花壇設置など幅広く景観美化活動を展開中です。また、札幌市で行われたガーデニングコ

ンテストに参加し、中標津の風景を花で再現したところ一般市民の投票で決定する市民賞を受賞し、中標津

町をＰＲしました。この他にもそれぞれの研究班が中標津町を支えるために様々な活動を展開中です。 

 

 

（北海道中標津農業高等学校） 

中標津町の景観を支え、中標津町の文化を守る活動を展開中！ 

計根別食育学校（幼稚園） ＪＡ計根別花壇造成作業 ガーデニングコンテスト受賞作品 

（教育委員会 生涯学習課 学芸係） 
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団体名：中標津建設業協会 連絡先：事務局 TEL:0153-72-2996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中標津建設業協会は、建築工事業・土木工事業・電気工事業・設備工事業・舗装工事業の各企業

で構成され、会員相互の親睦と、経営及び技術の研修交流をはかり、相提携して建設事業の発展に

寄与すると共に社会資本整備を担う団体として地域住民の安全安心体制を確保するため献身的に

活動することを目的としています。 

景観まちづくりの取り組みとして「ごみゼロの日」には会員企業より約 200名が清掃奉仕活動に

参加し、「ねむろ自然の番人宣言」ポイ捨て禁止の“のぼり旗”を配布して工事現場付近に設置し

ています。また、なかしべつ景観まちづくりフォーラムへの積極的参加や、中標津町が発行する「J-

クレジット」を毎年購入などの取り組みを行っております。 

更には住み良いまちづくりの一助として中標津町が管理する町内全域の９５の橋梁を、毎年会員

企業４３社が協力し地域貢献活動として橋梁点検業務を行い、8 月 4 日の「橋の日」に中標津町長

に橋梁点検報告書を提出しております。 

今後も微力ながら地域のまちづくりに貢献していきたいと考えています。 

ごみゼロの日に係る清掃奉仕活動 

地域貢献活動 橋梁点検業務 
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団体名: 中標津町立計根別学園 連絡先： 0153-78-2052（学校） 

 

  

 

団体名: なかしべつ野の花の会 連絡先： 
代表 加藤 勝二 

090-2698-1709 

 

  

 

学園・連町合同地域清掃 

児童生徒会が企画をし、町内に呼びかけて

実現しました。 

当日は約４０名の地域の方が集まり、学園の

児童生徒とゴミ拾いを行いました。 

なかしべつ野の花の会では、大通り沿い 

にある見晴らしの良い空き地を、町民が憩 

える郷土愛にあふれた公園にするため、草 

刈りや中標津町の在来種である野の花など 

を植えて、「町民ガーデン タヲロマプ」を 

整備しています。 

町民の皆さんから賛助いただきながら、ゆっくり 

と時間をかけて、楽しく景観づくりに励んでいきます。 
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