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①	学校教育の充実

小学校学習支援サポーター・中学校学力向上推進講師の配置  336万円

（担当：教育委員会学校教育グループ）

　平成21年度に「新十津川町確かな学び推進会議」を設置し、児童生徒の学力や学習状況の把握と学力向上

に向けた効果的な事業の実施に取り組み、夏休みや冬休み中の学習サポート事業「やまびこ」や放課後の補

充的指導、授業におけるティーム・ティーチング（教員複数体制の授業）、習熟度別学習（学習理解度に応

じたグループ学習）、少人数指導などを進めてきました。

　これまでの指導方法に併せて新たな取り組みとして、小学校では、基礎・基本の確かな定着を目指し、個

別の学習指導を行い、学ぶ喜びを感じられる授業を行うため、小学校１、２年生の授業に、学習支援サポー

ターを２人配置しました。

　また、中学校には、１、２年生の数学の授業における少人数指導などの、きめ細やかな学習指導により、

効果的で確実な学力の定着を図るため、数学の学力向上推進講師を１人配置しました。

＜財源内訳＞

　町の負担　　 336万円

　（内　借入金　320万円）

教科担任講師・充実指導講師の配置 152万円

（担当：教育委員会学校教育グループ）

　児童が小学校の学級担任制から中学校の教科担

任制に円滑に移行ができるよう、町独自で小学校

に専任講師を１人配置し、指導体制の強化と児童

の学習意欲の向上を図りました。

　また、中学校教育の免許外指導を解消するため、

町独自で専科指導講師１人を配置しました。

＜財源内訳＞

　町の負担　 　152万円

　（内　借入金　140万円）

小・中学校教育の推進  1021万円

（担当：教育委員会学校教育グループ）

　学校の授業で使用する教材や備品などを購入し、

児童生徒の学習環境の整備や学力向上を図るとと

もに、特別クラブ（スクールバンド、獅子神楽、

合唱）など、特色ある学校運営を推進しました。

　また、夏休み・冬休み中の学習サポート「やま

びこ」を実施しました。

【やまびこの参加者数】

小学校 中学校

夏休み 439人 208人

冬休み 348人 159人
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中学校課外活動の運営  463万円

（担当：教育委員会学校教育グループ）

　中学生の心身の健全な成長のため、課外活動（部

活動）を積極的に奨励し、体育、文化活動を行う

ことにより、協調性や体力の向上を図りました。

　また、剣道指導員１人を配置し、安全で円滑な

課外活動を進め、中学校の体育の武道必修化に合

わせ剣道授業の指導も行いました。

新十津川農業高等学校の教育振興 341万円

（担当：教育委員会学校教育グループ）

　農業の特色を生かしたカリキュラムを展開して

いる新十津川農業高校に、高校教育推進と広域的

な入学者の確保のため、主に次の経費を助成しま

した。

○町外から遠距離通学する生徒10人に対し、通学

定期券購入費の一部を助成しました。

○ホームヘルパー、アーク溶接技能、小型フォー

クリフトの資格取得者（各資格共に15人）に対

し、資格取得に係る経費を助成しました。

○農業技術に関する研究の成果や専門分野の知識

を競う大会の参加費を助成しました。

○小学校が行っている田植えや稲刈りなどの体験

学習を高校生が支援する取り組みに係る経費を

助成しました。

＜財源内訳＞

　町の負担　　 341万円

　（内　借入金　340万円）

外国青年の招致  423万円

（担当：教育委員会学校教育グループ）

　町では、外国青年を昭和63年７月から招致し、

外国語教育の充実と地域レベルの国際交流を推進

してきました。

　平成25年８月に本町14人目となる外国青年のキ

ャメロン・ブレンキーさんをアメリカ・バージニ

ア州から招きました。

　小学校の外国語教育や中学校の英語授業の指導

助手として、英語や外国文化についての理解とコ

ミュニケーション能力の向上を図りました。

　また、町民を対象とした英会話教室も継続して

開催しました。

学校給食センターの増築 5384万円

（担当：学校給食センター）

　平成27年度から雨竜町の児童生徒に、本町の学

校給食センターで調理した約200食の給食を提供

するため、食器消毒保管庫の増設・設置に必要な

増築工事を行いました。

＜財源内訳＞

　雨竜町の負担　5384万円
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②	社会教育の充実

芸術鑑賞事業  283万円

（担当：教育委員会社会教育グループ）

　たくさんの方に気軽にゆめりあホールに足を運んでもらい、舞台芸術を身近に感じてもらえるように、さ

まざまなジャンルの公演を実施しました。

＜財源内訳＞

　団体からの助成金　 　81万円

　町の負担　　　　　　202万円

　（内　借入金       　200万円）

【公演実績】

開催日 内　　容 入場者数

６月26日（木）白Ａ　テクノデリックコメディー 267人

７月12日（土）陸上自衛隊音楽隊コンサート 268人

８月29日（金）香澄（KAZUMI）民謡コンサート 223人

９月19日（金）
NAOTO×清塚信也　アコースティックデュオ

（ヴァイオリン×ピアノ）
247人

９月27日（土）NHKラジオ公開録音「ラジオ深夜便」収録 262人

３月21日（土）みのや雅彦コンサート 204人

開拓記念館耐震補強事業 4544万円

（担当：教育委員会社会教育グループ）

　昭和55年に建設された開拓記念館は、強い地震

に耐えうる基準を満たしていないことから、耐震

補強工事を行いました。

　また、耐震補強工事に合わせて、展示室の床の

張り替えやモニュメントの照明灯など、内部の一

部を改修しました。

＜財源内訳＞

　国の補助金　　 60万円

　町の負担　　 4484万円

　（内　借入金　4480万円）

青少年文化スポーツ元気事業  47万円

（担当：教育委員会社会教育グループ）

　町内の文化スポーツ少年団（野球・サッカー・

剣道・水泳・卓球・一輪車・バスケット）へ年間

活動費の一部を助成しました。

　また、中学校部活（女子ソフトボール）のユニ

フォーム購入費の一部を助成しました。
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生涯スポーツの推進  39万円

（担当：教育委員会社会教育グループ）

　皆さんがライフステージや体力に応じて手軽にスポーツに取り組めるよう、フィットネスを中心に専門の

指導者を招いて、さまざまなスポーツを体験していただく機会を提供しました。

＜財源内訳＞

　参加者負担金　15万円

　町の負担　　　24万円

【開催実績】

教室名 会場 回数 参加者延べ人数

格闘エクササイズ ゆめりあ ４回 61人

コアエクササイズ ゆめりあ ４回 41人

ＺＵＭＢＡ（ズンバ） ゆめりあ ４回 86人

大人のための初心者フットサル教室 スポーツセンター ２回 20人

大人のためのキンボール教室 スポーツセンター ２回 33人

読書活動の推進  1972万円

（担当：図書館）

　図書館が皆さんの毎日の暮らしの中にとけ込

み、より一層、本に親しんでもらえるよう、ギャ

ラリー展示やイベントなどを開催しました。

　また、小中学校に、図書館の本を定期的に配本

したほか、木のぬくもり豊かな十津川産ヒノキ材

を使用した本棚を配置し、児童生徒の読書活動を

支援しました。

絵本とのふれあい  10万円

 （担当：図書館）

　家庭での読書習慣の定着を目標として、平成20

年度から乳幼児と絵本がふれあう機会を設けてい

ます。

　ゆめりあで実施する生後３～４カ月児健康相談

時に、図書館司書が出向き、赤ちゃんと保護者に

絵本の読み聞かせを行いました。

　また、絵本２冊と赤ちゃんの名前入り手作り布

バッグを32人にプレゼントしました。

ＺＵＭＢＡ
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事業名 決算額 実施概要

学校教育の充実

私立幼稚園通園経費の助成 1044万円 私立幼稚園に通う子どもがいる家庭を支援しました

教員住宅等の維持管理 65万円 小・中学校の教員住宅13戸の維持管理を行いました

小学校校舎等の維持管理 4734万円 小学校の校舎の維持管理を行いました

小学校の運営 198万円 臨時事務職員１人を雇用し小学校を円滑に運営しました

小学校の保健活動 130万円 学校医などを各１人委嘱し児童の健康を管理しました

教職員の健康管理 58万円 町立学校職員の健康診断を行い健康を管理しました

小学校特別支援教育の推進 269万円 個に応じたきめ細かな特別支援教育を進めました

町立学校職員の教育研究 105万円 教職員の資質向上を目的に研究と研修を行いました

小中学生芸術鑑賞会の開催 75万円 児童生徒の豊かな心を育むため芸術鑑賞を行いました

小学校就学援助 159万円 小学校に通う一部の世帯に必要な経費を助成しました

中学校校舎等の維持管理 2351万円 中学校の校舎と武道場の維持管理を行いました

中学校の運営 51万円 学校評議員８人を委嘱し中学校を円滑に運営しました

中学校の保健活動 36万円 学校医などを各１人委嘱し生徒の健康を管理しました

スクールバスの維持管理 1332万円 スクールバス４台の維持管理を行いました

中学校特別支援教育の推進 379万円 個に応じたきめ細かな特別支援教育を進めました

中学校の就学援助 243万円 中学校に通う一部の世帯に必要な経費を助成しました

学校給食センター管理事業 8182万円 学校給食を提供するために施設を運営しました

学校給食提供事業 5898万円 学校給食の調理や食器などの配送・回収を行いました

学校給食扶助費交付事業 390万円 所得状況に応じて学校給食費を助成しました

育英事業 205万円 学費支払いが困難な学生に奨学金を貸し付けました

社会教育の充実

社会教育委員の活動 23万円 社会教育推進のため委員７人が活動しました

成人式の開催 34万円 成人式を開催し新成人をお祝いしました

体験学習の推進 39万円 小学６年生を対象に通学合宿を行いました

児童・生徒の十津川村訪問 145万円 小学５年生28人と教職員５人が母村を訪問しました

青年団の母村交流 29万円 青年団員５人が母村を訪問しました

社会教育の推進 90万円 社会教育に係る事務を行いました

青年会館の管理 13万円 青年団体の活動拠点である青年会館を管理しました

改善センターの管理 1275万円 改善センターの会議用机の一部を更新しました

ＰＴＡ連合会の支援 6万円 ＰＴＡ連合会の活動を支援しました



まちづくり読本 ＜決算版＞

５

45

事業名 決算額 実施概要

女性団体連絡協議会の支援 16万円 女性団体の活動を支援しました

地域ぐるみの教育の推進 178万円 学校支援地域本部の活動を支援しました

シニアリーダーの活動の推進 6万円 子ども会支援団体のシニアリーダーの活動を支援しました

子ども会の支援 75万円 子ども会活動を支援しました

図書館の維持管理 1011万円 図書館のビデオデッキなどを更新しました

図書館の利用促進 69万円 図書館の利用促進のためのイベントを開催しました

アートの森の管理 24万円 彫刻体験交流促進施設アートの森を管理しました

文化活動の推進 32万円 町民文化祭や音楽祭を開催しました

伝統芸能継承団体の支援 37万円 獅子神楽保存会とおどり保存会の活動を支援しました　

文化活動団体の支援 22万円 文化協会や音楽協会などの活動を支援しました

開拓記念館の管理 153万円 開拓記念館の管理運営を行いました

スポーツ推進委員の活動 16万円 社会体育振興のため委員７人が活動しました

社会体育の推進 11万円 ピンネシリ登山マラソン大会の開催を支援しました

スポーツ体験学習の推進 18万円 小学校１年生の初心者スキー教室を開催しました

学校体育館の開放 9万円 学校体育館を地域活動に合わせ開放しました

スポーツ指導者の養成 3万円 新規スポーツの指導者の資格登録料を助成しました

全国・全道大会の参加費助成 130万円 全国・全道大会の参加費用を助成しました

体育協会の支援 23万円 ＮＰＯ法人町体育協会の活動を支援しました

町民体育館の管理 117万円 中央体育館と大和体育館を管理しました

スキー場の管理 1909万円 そっち岳スキー場の管理運営を行いました

ふるさと公園内体育施設の管理 4829万円 ふるさと公園内の体育施設を管理しました
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