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小中学校教育の推進	 1282万円 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	1037万円
（担当：教育委員会学校教育グループ） （担当：教育委員会学校教育グループ）

　児童生徒の学習環境の整備、学力向上、特別ク
ラブ活動（スクールバンド、獅子神楽、合唱）な
どを推進します。
　また、幅広い分野から課題を設定し、学ぶこと	
ができる総合的な学習に取り組みます。
　そのほか、健康な体を育む朝ご飯の大切さなど、
基本的な食生活の大切さを学ぶ食育を栄養教諭や
栄養士、町食生活改善推進員を中心に推進します。

　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えるように、小学校１、２年
生の授業に学習支援サポーターを２人配置します。
　また、中学校には、数学の授業などにおける少
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学力向上推進
講師を１人配置します。

教科担任講師・充実指導講師の配置	 500万円 育英奨学金の貸付	 3048万円
（担当：教育委員会学校教育グループ） （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	
任制に円滑に移行できるよう、町独自で小学校に	
専門講師を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す。
　また、中学校教育の指導充実を図るため、	町独
自に専科指導講師１人を配置します。

　町民の子どもで、大学、短大、高等専門学校、
高校、専修学校または各種学校（修業期間が１年
未満のものを除く）の学生や生徒のうち、学費の
支払いが困難で、健康で学習意欲のある人に無利
子で奨学金を貸し付けます。
　返済は、貸付期間終了から１年を経過した後、
分割で返済していただきます。
　平成28年度から、大学の奨学金の貸付額の上限
と返済期間を、下表のとおり拡充します。

～Ｈ27 Ｈ28～
入 学 金 20万円 28万円
奨学金月額 ２万円 ４万円
返 済 期 間 ７年 10年

　　学校教育の充実①　学校教育の充実
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新規私立幼稚園の就園支援	 1407万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　私立幼稚園に通園している園児の保護者を対象
に、所得状況に応じて幼稚園の入園料と保育料を
助成します。
　また、子育て支援の一環として、第３子以降の
園児の保育料を全額助成します。

学校給食の提供	 8390万円
（担当：学校給食センター）

　手作りの献立をより多く取り入れた安全安心な
学校給食を町内の小中学校、幼稚園、農業高校と
雨竜町の小中学校に提供します。
　より安定した学校給食の提供のため、調理と食
器の洗浄を民間事業者に委託します。
　また、子育て支援の一環として、町内小中学校
に在籍する第３子以降の児童生徒の学校給食費を
助成します。

＜財源内訳＞
保護者の負担	 4717万円
雨竜町の負担	 644万円
町の負担	 3029万円

（担当：教育委員会学校教育グループ）

　子育て支援の一環として、遠距離の高等学校などへ通学する生徒の保護者に対し、通学費の一部を助成
します。
【対象者】
　本町の隣接する市町以外の高校、特別支援学校または高等専門学校へ通学する生徒の保護者
【対象要件】
　下記の区間の通学費を月額１万円以上負担している方

滝川市・砂川市の
駅・バスターミナル

～
通学している高校の最寄りの
駅・バスターミナル・停留所

【助成額】
　通学費の２分の１（上限２万円）
【算定例】

高校などの遠距離通学費の助成	 258万円
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　　社会教育の充実②　社会教育の充実

芸術鑑賞事業	 492万円

生涯スポーツの推進	 403万円

（担当：教育委員会社会教育グループ）

（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す。
　平成28年度は、楽器演奏、ピアノ連弾、演歌のほか、親
子向けのステージを予定しています。

【公演予定】
開催予定月 内　　容
６　月 陸上自衛隊第11音楽隊コンサート

８　月
栗コーダーカルテット＆ビューティ
フルハミングバード（楽器演奏・歌）

10　月 キヨヅカ☆ランド（ピアノ連弾）
１　月 石原詢子・西田あい歌謡コンサート

▼栗コーダーカルテット＆ビューティフルハミングバード

▼石原詢子・西田あい歌謡コンサート

　スポーツクラブが主体となり、皆さんが手軽にスポーツ活動に取り組める環境をつくります。初心者や
運動が苦手な方でも、ライフステージや体力に応じてスポーツ活動ができるよう魅力的な教室やイベント
を提供します。
　小学生から高齢者までを対象に、フィットネス、ニュースポー
ツなどの分野を中心に、専門の指導者を招いて教室やイベント
を開催します。
　また、北海道日本ハムファイターズと連携した小学生ダンス
教室の開催も予定しています。

＜財源内訳＞
　参加者の負担	 32万円
　町の負担	 371万円

【開催予定】
区　　分 教室・イベント

フィットネス
ボディーメンテナンス、ウォーキング頑張るキャンペーン、ズンバ、太極舞、
小学生ダンス教室、エアロビクス、ノルディックウォーキング、ヨガ

ニュースポーツ スポーツ吹矢、フロアカーリング、キンボール
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地域全体での教育の推進	 171万円 青少年文化スポーツ元気事業	 135万円
（担当：教育委員会社会教育グループ） （担当：教育委員会社会教育グループ）

　地域全体で学校を支援する体制づくりを推進す
るため、地域全体で子どもたちの教育を考える、
青少年健全育成のつどいを開催します。
　また、生涯学習推進アドバイザーを１人雇用し、
とっぷ子どもゆめクラブの活動支援や本町の生涯
学習の推進に努めています。
　
＜財源内訳＞
　道の補助金	 95万円
　町の負担	 76万円

　児童生徒が文化スポーツ活動に取り組む環境づ
くりと、その世帯の負担軽減を目的に、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・バスケットボール）へ年間活動費
を助成します。
　また、少年団、中学校部活動などのユニフォー
ム購入費の一部を助成します。

読書活動の推進	 2020万円 絵本とのふれあい	 26万円
（担当：図書館） （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、図書
館司書を中心に、ギャラリー展示やイベントなど
を開催します。
　また、図書館司書と、平成28年度から配置した
学校図書館司書が連携して、本の素晴らしさを伝
え、児童生徒の読書環境の向上を図ります。
　このほか、一般、中高生、児童、親子向けの新
刊本や話題の本などをお知らせする図書館だより
を発行します。

　家庭での読書習慣の定着を目標として、ゆめり
あで３～４カ月児健康相談が行われる時に図書館
司書が出向き、乳幼児向けの絵本２冊と絵本バッ
クを贈呈します。
　平成28年度からは、本に接する機会を増やすた
め、２歳６カ月の幼児にも年齢に合った絵本２冊
を新たに贈呈します。

なまえ
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そっち岳スキー場の管理運営	 1693万円文化スポーツ大会の参加費助成	 220万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）（担当：教育委員会社会教育グループ）

　冬季スポーツ環境の充実のため、そっち岳ス
キー場の管理運営を行います。
　スキー場の運営に必要な経費のほか、リフトを
安全に管理するための整備や点検などを行い、ス
キー場を安全に利用できるよう管理します。

　予選を勝ち抜いて出場する全道・全国規模の大
会の出場経費を助成します。
　また、小中学生については母村交流を目的とし
た大会や招待を受けて出場する大会への助成も行
い、保護者の負担軽減を図ります。

体育施設の管理運営	 9441万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　スポーツセンターをはじめとする、ふるさと公園内の体育施設の管理運営を行います。
　平成28年度は、スポーツセンターサブアリーナの床の修理、ふるさと球場の傷んだフェンスの一部の補
修を行います。
　また、ピンネスタジアムスコアボードの点数表示などの不具合を解消するため、点数が順番に変わる巻
き取り式からＬＥＤ式の電光掲示に更新し、利用者が快適に使用できるように球場の環境を整備するとと
もに、全道・全国規模の大会や合宿を誘致し、来訪者の増加を図ります。
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１　学校教育の充実

新十津川農業高校の教育振興 400万円 新十津川農業高校に教育推進のための支援を行います

子どものいじめ対策委員会の運営 16万円 雨竜町と共同で子どものいじめ防止対策を行います

小学校校舎などの維持管理 2186万円 小学校の維持管理を行います

小学校の運営 223万円 小学校の円滑な運営のため臨時職員を配置します

小学校の保健活動 163万円 児童の健康管理を目的とした保健活動を行います

教職員の健康管理 80万円 町立学校職員の健康診断など健康管理を行います

教員住宅の維持管理 23万円 小中学校の教員住宅13戸の維持管理を行います

小学校特別支援教育の推進 318万円 支援員を雇用し、きめ細かな特別支援教育を行います

町立学校職員の教育研究 163万円 教職員の資質向上のため研究と研修を行います

小中学生芸術観賞会の開催 90万円 雨竜町と共同で芸術鑑賞を行います

小学校就学援助 232万円 要保護・準要保護児童世帯を援助します

中学校校舎などの維持管理 1739万円 中学校の維持管理を行います

中学校の運営 219万円 中学校の円滑な運営のため臨時職員を配置します

中学校の保健活動 52万円 生徒の健康管理を目的とした保健活動を行います

スクールバスの運行管理 1377万円 スクールバス４台の維持管理を行います

中学校特別支援教育の推進 165万円 個に応じたきめ細かな特別支援教育を行います

外国青年の招致 461万円 児童生徒や町民の英語教育を支援します

部活動の支援 720万円 必要な物品の購入と全道・全国大会出場旅費を支援します

中学校就学援助 287万円 要保護・準要保護児童世帯を援助します

学校給食センターの維持管理 1674万円 学校給食を提供するために施設を運営します

学校給食扶助費の交付 402万円 所得状況に応じて学校給食費を助成します
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要

２　社会教育の充実

社会教育委員の活動 35万円 社会教育委員７人の活動費です

成人式の開催 30万円 成人式を開催し、新成人をお祝いします

体験学習の推進 75万円 小学６年生を対象に通学合宿を開催します

児童生徒の十津川村訪問 161万円 小学５年生、中学１年生と教職員が母村を訪問します

青年団の母村交流 43万円 町青年協議会が母村を訪問し、十津川村青年団と交流します

社会教育活動の推進 96万円 社会教育や研修を行います

青年会館の管理 33万円 町青年協議会に青年会館の管理を委託します

改善センターの管理 1311万円 改善センターの維持管理とサロンの排煙窓の修理を行います

町ＰＴＡ連合会の支援 6万円 町ＰＴＡ連合会の活動を支援します

町女性団体連絡協議会の支援 14万円 町の女性団体の活動を支援します

青年協議会の支援 4万円 町青年協議会の活動を支援します

シニアリーダーの活動支援 11万円 子ども会の活動を支援する高校生の団体を支援します

アートの森の管理 1464万円 かぜのび（旧吉野小）のギャラリーの屋根を改修します

子ども会育成者連絡協議会の支援 79万円 町内の子ども会の活動を支援します

文化活動の推進 36万円 町民文化祭や町民音楽祭を開催します

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す

文化活動団体の支援 24万円 文化協会や音楽協会、コーラス団体を支援します

開拓記念館の管理運営 194万円 施設の維持管理や歴史の保存、伝承を行います

スポーツ推進委員の活動 27万円 スポーツ推進委員７人の活動費です

社会体育の推進 32万円 ピンネシリ登山マラソンを共催します

スポーツ体験学習の推進 66万円 日本ハムファイターズによる少年野球教室を開催します

学校開放事業 9万円 学校体育館を開放する際の管理指導員への謝礼です

スポーツ指導者の養成 5万円 スポーツ指導者資格の取得費を助成します

体育協会の支援 21万円 体育協会を支援します

町民体育館の管理 130万円 中央体育館・大和体育館の維持管理を行います


