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野鳥の宝庫としての根室。根室に生息する野鳥を知り、野鳥を通して根室の自然に親しみ、そ
して根室の自然を保護する。

探鳥会の開催、野鳥関連の調査、自然保護活動。

加　藤　義　則　E-mail:snowyowl@wb4.so-net.ne.jp
電話・FAX 24－3661

活動目的

活動概要

年齢不問

定例探鳥会：明治公園・市民の森
根室管内の各探鳥地
リーダーがご案内して、人気のシマエナガや真赤なベニマ
シコにも出会えるかも…望遠鏡も貸出しますので、ハイキ
ングや散歩感覚で気軽にご参加ください。

募集対象

活動場所

ひとこと

定例探鳥会　毎月第２日曜日
その他不定期の日曜日

80人

活 動 日

会 員 数

8：00～

年額2,000円

活動時間

会　　費

日本野鳥の会根室支部
ニホンヤチョウノカイネムロシブ

団 体 名

申込先

年金受給者相互の親睦交流を図るため、楽しみを主体とした活動を目指す親睦交流団体です。

パークゴルフ大会（春・秋）、楽楽旅行（春）、リングプル回収（通年）。

柴　田　久　潔
電話・FAX 24－9760

活動目的

活動概要

各種年金受給者

根室市内、道東地区管
内温泉地
新入会員を募集しています。お気軽にご
連絡ください。

募集対象

活動場所

ひとこと

４月～３月

180人

活 動 日

会 員 数

年額2,000円会　　費

根室年金受給者協会
ネムロネンキンジュキュウシャキョウカイ

団 体 名

申込先

根室市と逆さ地名である「岩手県一関市室根町」による、スポーツ・地域特産物・郷土芸能な
どでの親善交流を目的に活動している。

根室・室根交流の会は、平成11年９月から当時の岩手県東磐井郡室根村と逆さ地名が縁で結ばれ
た交流の会です。現在は、スポーツをはじめ産業や文化を通した息の長い交流を続けています。

志　和　秀　春
電話・FAX 22－8750

活動目的

活動概要

岩手県にゆかりのある方、ま
たは本会の活動に興味・関心
のある方はご一報ください。
会員の募集をしています。

ひとこと
マラソン大会や事業に合わ
せて活動を充実させている。

34人

活 動 日

会 員 数

年額2,000円会　　費

根室・室根交流の会
ネムロ・ムロネコウリュウノカイ

団 体 名

申込先

手話の普及と、聴覚障がい者への理解を広める。根室市内に居住する聴覚障がい者会員相互の
福祉の向上、関係団体の親睦。

毎週火・木曜日、手話の会で手話指導。健聴者と交流を深め、聴覚障がい者にかかわる各種大
会に参加して手話の研修。

長　縄
FAX 23－5932　※連絡はFAXでお願いします。

活動目的

活動概要

20歳～60歳

根室市福祉会館

募集対象

活動場所

毎週火・木曜日

６人

活 動 日

会 員 数

火曜日　19：00～20：30
木曜日　10：30～12：00

月額700円

活動時間

会　　費

根室市ろうあ会
ネムロシロウアカイ

団 体 名

申込先
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高齢者が長年培った貴重な経験と知識を生かし、心身ともに健康で暮らすことのできる社会に
していくため、魅力ある老人クラブづくりに努める。

研修旅行（春・秋）、パークゴルフ大会、健康ウォーキングと野外交流会、根室いきいき芸能
まつり、女性部社会奉仕活動等。

根室市老人福祉センター　E-mail:jugemu@theia.ocn.ne.jp
電話・FAX 24－4094

活動目的

活動概要

60歳～

根室市内及び根室市近郊

地域の老人クラブにぜひ加入してください。

募集対象

活動場所

ひとこと

随　時

1,216人

活 動 日

会 員 数

お問い合わせください会　　費

一般社団法人 根室市老人クラブ連合会
イッパンシャダンホウジン ネムロシロウジンクラブレンゴウカイ

団 体 名

申込先

アレルギーの子どもを抱える親が集まり、対話しながら自分たちにできる改善策を探り、アレ
ルギーと上手に付き合うことや、より良い暮らしづくりを目的としています。

情報交換や医師を招いた勉強会、グッズ開発等、アレルギーに係る様々な活動。

井　口　E-mail:niji_nemuro@yahoo.co.jp

活動目的

活動概要

根室市総合文化会館

アレルギーのお子さんを
抱え、悩んでいる方がい
ましたら、お気軽にお問
い合わせください。

活動場所

ひとこと

日曜日（月数回）

８人

活 動 日

会 員 数

10：00～12：00

月額500円

活動時間

会　　費

アレルギーサークル虹
アレルギーサークルニジ

団 体 名

申込先



根室市の市民活動支援制度のお知らせ

根室市人づくり・まちづくり補助事業
1．目的

2．補助対象者

3．補助対象事業

4．補助対象経費／補助額／補助率

　根室市内において、人づくり・まちづくり活動を行う団体やグループが行う創意と工夫にあ
ふれた自主的、主体的な人づくり・まちづくりの活動及びＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の
達成に向けた活動等に対して補助金を交付することにより、健康で文化的な市民生活と活力あ
ふれる地域づくりを進めることを目的に支援する制度です。

　次の要件をすべて満たす団体・グループ（以下、市民活動団体）です。
　ア　根室市に居住するものが主体となって運営されている団体であること
　イ　要望する事業を責任もって運営、実施し、事業完了後、実施報告ができること
　ウ　営利活動、政治活動又は宗教活動を目的としないこと

　対象となる事業は市民活動団体が行う S D G sの掲げる17の目標達成に資する、まちづくり
活動（まちづくり推進事業）及び地域の資源価値を高める活動（プロジェクト事業）とします。
　なお、継続して補助できる期間は原則３ヵ年とします。
（1）まちづくり推進事業
　ア　講演会、研修会等の主催事業
　イ　地域的かつ個性的で、多くの市民が楽しむことができ、地域の活性化につながるイベン
　　　ト事業
　ウ　地域の特性を生かし、産業おこしにつながる調査、研究事業
　エ　国内外の地域指導者の招聘及び交流事業
　オ　ふるさと納税を活用して、北海道指定無形民俗文化財及び根室市指定無形文化財を次世
　　　代へ保存・継承に取組み、地域の活性化を図る無形伝統文化財伝承事業
　カ　ふるさと納税を活用してまちづくり活動拠点の整備・改修等により、地域の活性化が図
　　　られる活動の場整備事業
　キ　その他、市民が積極的に参加することができ、地域の活性化を図るため市長が特に必要
　　　と認める事業
（２）プロジェクト事業
　ア　地域の自然、歴史、文化等の価値を高めることができ、クラウドファンディング型ふる
　　　さと納税を活用して広く国民の共感や信頼を得ながら取組む地域資源魅力向上チャレン
　　　ジ型プロジェクト事業
ただし、（１）（２）の事業に関わらず、次のいずれかに該当するものは対象外です。
　ア　営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とする事業
　イ　特定の個人・団体のみが利益を受ける事業
　ウ　根室市から他の補助等を受けている事業
　エ　３（１）ア～エ及びカにおいては、事業主体の経費負担のない事業

（1）まちづくり推進事業
　【補助対象事業（１）のア～エに該当する事業】
　　講師謝礼、旅費、会場借上料、備品借上料、教材費、印刷製本費、その他必要と認められ
　　る経費（ただし、人件費、食糧費、備品購入費等は除く）
　　・補助額／上限50万円、下限５万円
　　・補助率／補助対象経費の４分の３以内
　【補助対象事業（１）のオに該当する事業】
　　用具等整備に係る修繕費及び備品購入費、その他必要と認める経費
　　・補助額／上限200万円、下限10万円
　　・補助率／補助対象経費の４分の３以内
　【補助対象事業（１）のカに該当する事業】
　　工事請負費、原材料費、修繕費、委託料、その他施設整備に必要と認める経費
　　・補助額／上限500万円、下限100万円
　　・補助率／補助対象経費の10分の10以内
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5．申請手続

6．選考委員会

7．実績

（２）プロジェクト事業
　　講師謝礼、旅費、需要費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、その他のプロ
　　ジェクト事業の推進に必要と認める経費
　　・補助額／上限500万円、下限100万円
　　　※下限について資金調達の目標に達しかなった場合はこの限りではない。
　　・補助率／補助対象経費の10分の10以内

次年度の募集について、２月～３月頃に広報ねむろ・ホームページ・フェイスブック等で周知
いたします。

・選考委員の皆さん及び要望申請者（応募者）の参加のもとで公開による選考委員会を行いま
　す。
・要望申請者の皆さんに事業内容等を発表（プレゼンテーション）していただきます。その発
　表内容に基づき、選考委員が選考をします。

8．お問い合わせ先

根室市総合政策部総合政策室

【令和４年度の交付事業一覧】

【令和３年度の交付事業一覧】
団　　体　　名 事　　業　　名

根室西ロータリークラブ

一般社団法人 根室青年会議所

つむぐつなげる

根室・落石地区と幻の島ユルリを考える会

幼児発表会
私たちは頑張って成長してまぁ～す
2021根室トップランナーズ
マッチングプロジェクト
ふるさと根室の自然を守るため、ゴミに
ついて考える紙芝居読み聞かせ
ユルリ島ブランド構築のためのPR事業
落石地区活性化の中長期計画

団　　体　　名 事　　業　　名

イースト･ポイント･ジャズ･オーケストラ

Nemuro Beat the Floor実行委員会

一般社団法人 根室青年会議所

ねむろ100景スケッチ集実行委員会

根室・落石地区と幻の島ユルリを考える会

EPJO With 川口千里、向井滋春
コンサート開催事業

NEMURO East Side Dance Project

吉田類氏講演会　地域の「たから」を守ろう！
～飲食店の新たな価値～
ねむろ100景スケッチ集発行及び
伝承事業
ユルリ島ブランド構築のためのPR事業
落石地区活性化の中長期計画
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電　話（０１５３）２３－６１１１（内線２２５３・２２５４）
ＦＡＸ（０１５３）２４－８６９２
e-mail：sog_seisaku@city.nemuro.hokkaido.jp
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