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　　学校教育の充実①　学校教育の充実

（担当：教育委員会学校教育グループ）

　町内に居住し、高等学校、特別支援学校や高等専門学校へ通学する生徒の保護者を対象に、定期券購入
費を月額１万円以上負担している方に、通学費の２分の１（上限２万円）を助成します。

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）

高等学校等遠距離通学費の助成	 399万円

小・中学校教育の推進	 5236万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　指導体制の強化と児童生徒の確かな学力の定着
を図るため、小中学校に町独自で専任講師や学習
支援サポーターを配置します。
　また、特別クラブ活動（スクールバンド、獅子 
神楽、合唱）など、特色ある教育活動を推進する
とともに児童・生徒の学習環境の整備を図ります。
　今年度は、小中学校の教師用のパソコンを更新
します。

外国語教育の充実	 773万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　今年度からの新学習指導要領により、小学校で
の外国語の授業数が増加するため、小学校に専属
の外国語指導助手（ＡＬＴ）を１人配置します。
現在の小中学校で１人の体制から、小学校１人、
中学校１人の２人体制とし、全ての外国語授業に
ＡＬＴが授業の補助を行います。
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　　社会教育の充実②　社会教育の充実

育英奨学金の貸付	 2636万円
（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。

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

学校給食の提供	 8558万円
（担当：学校給食センター）

　町の特産品や生鮮野菜による手作りの献立をよ
り多く取り入れ、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。
　また、子育て支援の一環として、町内の小中学
校に就学する児童生徒の給食費は１食当たり50円
を支援するとともに、第３子以降の給食費を無料
にします。

＜財源内訳＞
保護者の負担 3570万円
雨竜町の負担 923万円
町の負担 4065万円

社会体育活動の推進	 175万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　昭和44年６月13日に結成され、多くの町民がスポーツに親しめるように活動してきた新十津川町体育協
会は、今年度で50周年を迎えます。
　今ではその活動の幅を広げ、『町民１・１運動（１日１回の運動）』というスローガンのもと、体育施設
の管理やスポーツクラブ運営に携わるなど、町のスポーツ活動を支えています。
　体育協会が創立50周年を記念して実施する、町民のさらなる運動意欲の向上を図るための事業に対し、
その費用の支援を行います。
　また、教育委員会は体育協会50周年を記念して、トップアスリートによる講演会を実施します。

【体育協会50周年関連事業】
・協会50周年表彰の実施
・加盟団体の50周年協賛大会の実施
・スポーツ行事スタンプラリーの実施
・トップアスリート（森本稀哲氏）講演会の実施　11月17日㈰
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生涯スポーツの推進	 940万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　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。
　町民が１日１回スポーツに取り組める環境づくりを目標に、幼少期から高齢者まで、また、初心者や運
動が苦手な方なども、誰もがライフステージや体力に応じてスポーツを手軽に取り組むことができるよう、
大人はフィットネスを中心に、児童には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た教室
を開催します。
　また、地域おこし協力隊制度を活用して、スラックラインを主としたスポーツ振興や健康づくりを促進
し、スポーツによる地域活性化を図ります。

＜財源内訳＞
参加費 44万円
町の負担 896万円

【教室予定】
区　　分 教室・イベント

フ ィ ッ ト ネ ス エアロビクス・体幹トレーニング・ズンバエクササイズ・ヨガ

小 学 生 向 け
走り方教室・キッズダンス教室・スラックライン教室・トランポリン教室
スポーツチャンバラ教室

そっち岳スキー場の管理運営	 1538万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　そっち岳スキー場は、初心者向けファミリーゲ
レンデとして、町民のみならず、近隣市町の皆さ
んからも親しまれています。
　町を代表するウインタースポーツ施設として安
全に利用できるよう管理するとともに、利用しや
すいゲレンデを維持します。
　また、町内在住の中学生以下は、リフト料金を
無料にします。

＜財源内訳＞
リフト使用料など 910万円
町の負担 628万円

文化スポーツ大会の参加費助成	 405万円
（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、参
加する保護者の負担軽減を図ります。
　平成30年度に引き続き、全国大会に出場する選
手にオリジナルＴシャツを贈呈し、全国大会開催
地で着用してもらうことで、本町のＰＲにつなげ
るとともに、郷土愛を育みます。
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開拓記念館の管理運営	 267万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　昨年度までは休館日がありましたが、札沼線を
利用して来町する方々からの要望を受け、５月～
10月までの期間中は毎日開館します。
　記念館内の写真の更新や展示品の管理を行い、
鑑賞しやすい記念館を目指すとともに、資料の保
存をする施設として適切な維持管理を進めていき
ます。
　また、６月20日は本町の開町記念日として、入
館料を無料にします。

＜財源内訳＞
入館料 11万円
町の負担 256万円

ふるさと公園内体育施設管理運営	 9152万円
（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
園内体育施設の管理運営を新十津川町体育協会に
委託します。
　また、大規模改修としてスポーツセンター照明
のＬＥＤ化工事を実施し、電力使用量削減と環境
への配慮を進めるとともに、停電時でも発電機に
接続できる配線を整備し、災害時への対応を進め
ます。

児童生徒・青年の母村交流	 213万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　本町の小学校５年生と中学校１年生を対象に、奈良県十津川村への母村訪問研修を実施します。
　十津川村では、小中学校の訪問、村内の歴史的建造物への訪問や川遊びなどの自然体験などを行います。
　母村を訪問し、見る、聞く、触れる体験を通じて、本町誕生の歴史を学ぶとともに、母村の小中学生と
の親睦を深めます。
　青年世代では、新十津川町青年協議会と十津川村青年団が交互に互いを訪問し、交流を深めています。
この交流では、母村と町のそれぞれの歴史を学ぶとともに、青年団活動の活性化につなげるために互いの
団体の活動状況について意見交換を行っています。
　今年度は十津川村から青年団が来町する年であり、交流の一部の費用を支援します。

児童生徒母村訪問 青年母村交流研修



45

まちづくり読本＜予算版＞

５

図書館の利用促進	 93万円 絵本とのふれあい	 27万円
（担当：図書館） （担当：図書館）

　皆さんがより一層、図書館に親しんでもらえる
よう、図書館講座、上映会、読み聞かせ、古本リ
サイクル市などの行事やギャラリー展示を開催し
ます。
　また、借りた本の記録を残せる「読書通帳」の
普及を続けます。
　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。

　読書習慣の定着のため、ゆめりあで３～４か月
児健康相談の時に、図書館司書と子育て支援員を
通じて、乳幼児向けの絵本２冊と絵本バッグをプ
レゼントします。
　また、本に接する機会を増やすため、２歳５～
６か月の幼児にも年齢に合った絵本２冊をプレゼ
ントします。

芸術鑑賞	 232万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　幅広い年代層の方が気軽にホールに足を運び、舞台芸術を身近に感じてもらえるよう、さまざまなジャ
ンルの公演を実施します。ゆめりあホールは、音響反射板仕立てによる公演、舞台仕立てによる公演が可
能で、さまざまな用途で使用できます。また、世界的に有名な「スタインウェイ」のピアノが常設されて
います。
　今年度は、空知管内の文化団体の舞台発表公演・文芸（短歌・俳句・川柳）会、トイ（おもちゃ）楽器
による乳幼児・低学年向けコンサートや常設しているスタインウェイを使用したピアノコンサートを予定
しています。
　来場した皆さんがゆめりあホールで魅力あるステージに触れ、今後の文化活動への意欲がもてるよう鑑
賞事業を継続します。

【開催予定】

開催予定月 内　　容

９月 道民芸術祭兼空知管内郷土芸能祭

10月
トイ・マジック・オーケストラファ
ミリーコンサート

12月 ピアノコンサート
トイ・マジック・オーケストラ
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事　業 予算額 事　業　概　要
１　学校教育の充実
新十津川町・雨竜町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
新十津川農業高等学校の支援 400万円 新十津川農業高等学校に教育推進のための支援をします
小学校教科書の調査選定 10万円 小学校で使用する教科書を調査選定します
小学校校舎などの維持管理 4665万円 小学校校舎の維持管理を行います
小学校の保健活動 144万円 児童の健康管理を目的とした保健活動を進めます
教職員の健康管理 104万円 町立学校職員の健康診断など健康管理を進めます
教員住宅の維持管理 66万円 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 521万円 支援員を雇用し、きめ細かな特別支援教育を行います
学校司書の配置 145万円 学校図書室の円滑な運営のため臨時司書を配置します
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
町立学校職員の教育研究 138万円 教職員の資質向上のため研究と研修を行います
中学校校舎などの維持管理 2272万円 中学校の維持管理を行います
中学校の保健活動 38万円 生徒の健康管理を行います
部活動の支援 522万円 必要な物品の購入と全道・全国大会出場旅費を助成します
学校給食センターの維持管理 2280万円 学校給食を提供するために施設を運営します
学校給食費の助成 415万円 所得状況に応じて学校給食費を助成します



47

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
社会教育委員の活動 34万円 社会教育委員７人の活動費です
社会教育活動の推進 111万円 社会教育活動をサポートする臨時職員を配置します
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 71万円 小学６年生を対象に通学合宿を開催します
改善センターの管理 1726万円 屋外喫煙所を設置し、駐車場のトラフを修繕します
青年会館の管理 25万円 町青年協議会に青年会館の管理を委託します
ＰＴＡ連合会の支援 6万円 ＰＴＡ連合会の活動を支援します
青少年の教育の推進 221万円 青少年健全育成のつどいを開催します
文化スポーツ少年団及びユニフォーム更新の支援 150万円 少年団の活動費やユニフォーム購入費の一部を助成します
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
図書館の維持管理 1555万円 図書館の維持管理を行います
読書活動の推進事業 2057万円 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 212万円 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 39万円 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 31万円 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 23万円 文化協会や音楽協会、コーラス団体を支援します
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
スポーツ体験学習の推進 76万円 日本ハムファイターズによる少年野球教室などを開催します
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
町民体育館の管理 150万円 中央体育館・大和体育館の維持管理を行います


