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小中学校教育の推進	 1335万円

小中学校の専任講師の配置	 1146万円

（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、特色ある学校運営を推進し「生きる力をはぐ
くむ学校づくり推進事業」を実施します。
　平成29年度は、中学生を対象に、外国語教育の
充実と理解度を深めるため、英語検定を受講する
生徒に対し、受験料の全額を助成します。

　指導体制の強化と学習意欲の向上を図るため
に、町独自で小学校に専門講師１人、中学校に専
科指導講師１人を配置します。
　また、個別の学習指導を行い、確実な学力の定
着を図るため小学校に学習支援サポータ―２人、
中学校に学習向上推進講師１人を配置します。

社会科副読本の改訂	 209万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　小学校３・４年生の社会科授業に活用するため、
本町の地理、産業、歴史などを題材とする社会科
副読本を改訂発行し、児童の郷土愛や豊かな心を
育成します。

【規格】
　Ｂ５版　フルカラー　180ページ

　　学校教育の充実①　学校教育の充実

学校給食の提供	 8306万円
（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。

＜財源内訳＞
保護者の負担 4550万円
雨竜町の負担 556万円
町の負担 3200万円
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育英奨学金の貸し付け	 2228万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　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、
10年間の分割で返還していただきます。

【貸し付け額】

学校 月額 入学金

高校 １万円以内

大学、短大、
高等専門学校、
専修学校など

４万円以内 28万円以内

私立幼稚園の就園支援	 1386万円
（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、経済的負担を軽減するために、幼稚園の入園
料と保育料の助成を行います。
　さらに、独自の子育て支援対策として、第３子
以降の保育料を原則全額助成します。

（担当：教育委員会学校教育グループ）

　町内に住所を有し、高等学校などに通学する生徒の保護者に対し、通学費の２分の１（上限２万円）を
助成します。定期券購入費を月額１万円以上負担している保護者が対象となります。
　平成29年度から、本町や本町に接する市町の高等学校などに通学している生徒の保護者も対象となりま
す。

Ａ高校の場合：5000円を助成（助成対象経費10000円）
Ｂ高校の場合：6000円を助成（助成対象経費12000円）
Ｃ高校の場合：助成対象外　（助成対象経費10000円以下のため）

高校などの遠距離通学費の助成	 714万円
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　　社会教育の充実②　社会教育の充実

プロ野球公式試合（２軍戦）開催の支援	 150万円

生涯スポーツの推進	 419万円

（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）

　町制60周年を記念して平成29年８月13日（日）に、北海道に本拠地を置き地域に密着した活動を行って
いる北海道日本ハムファイターズと、読売ジャイアンツのイースタンリーグ戦（２軍戦）がピンネスタジ
アムで開催されます。
　本町と北海道日本ハムファイターズは、パートナー協定を締結
しており、平成28年度から少年野球教室やダンスクリニックなど
さまざまな取り組みを行っています。
　若手有望選手が繰り広げる熱戦に声援を送るとともに、子ども
たちに夢を与え、思い出深い試合になるように、開催を支援します。

　新十津川町体育協会が主体となり、新十津川スポーツクラブを運営します。スポーツ振興のため、皆さ
んが手軽にスポーツ活動に取り組みやすい環境をつくり、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開催します。
　また、小学生から高齢者までを対象に、フィットネスやニュー
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。
　なお、北海道日本ハムファイターズと連携した小学生ダンス
クリニックや指導者研修会も予定しています。

＜財源内訳＞
　参加者の負担 34万円
　町の負担 385万円

【開催予定】
区　　分 教室・イベント

フ ィ ッ ト ネ ス
体幹トレーニング、ノルディックウォーキング、ズンバ、エアロビクス、ヨガ、
ウォーキングのつどい

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、スラックライン
小 学 生 向 け 小学生ダンスクリニック、競技クリニック
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芸術鑑賞事業	 434万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　多くの町民が気軽にゆめりあホールに足を運
び、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29年度は三味線演奏や、にぎやかで独創的
なタンゴ、パントマイムのほか、町制60周年記念
事業としてＮＨＫラジオ番組の公開録音を予定し
ています。

【公演予定】
開催予定月 内　　容

７月 新田流三味線隊（三味線）
９月 トリアングロ（タンゴ）
10月 がーまるちょば（パントマイム）
10月 民謡をたずねて（ＮＨＫ－公開録音）

▼新田流三味線隊（三味線）

▼トリアングロ　コンサート

▼がーまるちょば

文化スポーツ大会の参加費助成	 300万円青少年文化スポーツ活動の支援	 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）

　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。

　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。
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絵本とのふれあい	 30万円 読書活動の推進	 461万円
（担当：図書館） （担当：図書館）

　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ときに、
図書館司書と子育て支援員から、乳幼児向けの絵
本２冊と絵本バッグを贈呈します。
　また、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冊を贈呈します。

　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行事などを開催します。
　平成29年度は、図書の読書履歴が記帳できる「読
書通帳」を導入し、楽しみながら読書意欲を促し
て図書館の利用促進を図ります。

体育施設の管理運営	 5934万円 社会教育委員の活動	 110万円
（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）

　スポーツセンターをはじめとするふるさと公園
内の体育施設は、指定管理制度によって施設の管
理運営を行っています。
　平成29年度は、建設後28年経過したスポーツセ
ンターロビーを改修、彫刻家五十嵐威暢氏などの
作品を展示し、芸術に触れる機会を創出します。
　また、プロ野球イースタンリーグ戦が開催され
るピンネスタジアムでは、内野の黒土を入れ替え、
バッティングゲージの購入など、使用しやすい環
境の充実に努めます。

　現在の社会教育実施計画が平成29年度までの計
画となっているため、その後５カ年における読書
活動や文化・スポーツ活動の促進と学習機会の提
供などの具体的な事業展開を盛り込んだ「第７期
社会教育実施計画」を策定します。
　この計画は社会教育委員と検討を重ねて策定
し、今後の社会教育の充実を図っていきます。

スポーツセンター
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事　業 予算額 事　業　概　要
１　学校教育の充実
新十津川農業高校の教育振興 400万円 新十津川農業高校の教育推進のため支援します
子どものいじめ対策委員会の運営 14万円 雨竜町と共同で子どものいじめ防止対策を行います
小学校の維持管理 2094万円 小学校校舎などの維持管理を行います
小学校の運営 257万円 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 145万円 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 95万円 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 24万円 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 345万円 支援員を配置し、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 144万円 教職員の資質向上のため研究と研修を行います
小中学生芸術鑑賞会の開催 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 235万円 要保護・準要保護児童世帯を援助します
学校司書の配置 141万円 学校図書室の円滑な運営のため臨時司書を配置します
中学校の維持管理 2154万円 中学校校舎などの維持管理を行います
中学校の運営 259万円 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 39万円 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 1336万円 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 168万円 個に応じたきめ細かな特別支援教育を行います
部活動の支援 420万円 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
外国青年の招致 502万円 児童生徒や町民の英語教育を支援します
中学校就学援助 328万円 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 4702万円 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 394万円 所得状況に応じて学校給食費を助成します



46

まちづくり読本＜予算版＞

５

事　　　　業 予算額 事　業　概　要
２　社会教育の充実
成人式の開催 32万円 成人式を開催し、新成人をお祝いします
体験学習の推進 78万円 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 165万円 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 38万円 十津川村青年団が来町し、町青年団と交流します
社会教育活動の推進 97万円 社会教育活動をサポートする臨時職員を配置します
青年会館の管理 35万円 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 1364万円 多目的ホールの鉄製ドアとホール内壁の一部を修繕します
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 16万円 町の女性団体の活動を支援します
青少年の教育の推進 201万円 青少年健全育成のつどいを開催します
シニアリーダーの活動支援 10万円 子ども会の活動を支援する高校生の団体を支援します
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
青年協議会の支援 7万円 町青年団体の活動を支援します
図書館の維持管理 956万円 図書館の維持管理を行います
図書館の運営 2012万円 図書資料の購入や資料貸し出しを行います
アートの森の管理 214万円 一般社団法人風の美術館（かぜのび）に管理を委託します
文化活動の推進 72万円 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 31万円 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 246万円 施設の維持管理や展示パネルの更新を行います
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 39万円 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 93万円 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
学校体育館の開放 10万円 学校体育館を開放します
スポーツ指導者の養成 5万円 スポーツ指導者資格の登録料を助成します
体育協会の支援 23万円 体育協会を支援します
町民体育館の管理 123万円 中央体育館・大和体育館の維持管理を行います
そっち岳スキー場の管理運営 1384万円 そっち岳スキー場の管理運営を行います


