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育英奨学金の貸し付け	 2508万円
（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、学習意欲のある人に無利子で奨
学金を貸し付けます。
　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

＜財源内訳＞
子ども夢基金	 2300万円
町の負担	 208万円

　　学校教育の充実①　学校教育の充実

私立幼稚園の就園支援	 1561万円
（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の方を
対象に、経済的負担を軽減するため、幼稚園の入
園料・保育料を助成します。
　さらに、独自の子育て支援対策として３人以上
の子どもを養育している世帯については、第３子
以降の保育料を全額助成します。

（担当：教育委員会学校教育グループ）

　町内に居住し、高校、特別支援学校、高等専門学校に通学する生徒の保護者の方を対象に、定期券購入
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です。

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円未満のため）

高校など通学費の助成	 404万円
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小中学校の運営	 606万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　学校運営協議会を設置し、地域と一体となって「地域とともにある学校づくり」体制（コミュニティ・
スクール）をつくります。
　学校運営に保護者や地域住民が参加することで、より良い教育の実現とこれまでの教育活動をさらに深
め、常に変化する教育環境に対応できる学校と地域の連携・協働の仕組みづくりを目指します。

小中学校教育の推進	 5323万円
（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
のため、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。
　平成30年度は、小中学校のコンピュータ室にタ
ブレット型のパソコンを導入します。

小中学校の就学援助	 764万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　経済的に就学費用の負担が困難な方に対し、負
担軽減のため、学用品費、修学旅行費、体育用具
などの助成を行います。
　さらに、平成31年度の新入学者がいる保護者に
対し、入学前に「新入学準備費」を支給します。



43

まちづくり読本＜予算版＞

５

　　社会教育の充実②　社会教育の充実

芸術鑑賞イベントの開催	 301万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　幅広い年齢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に、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の両
方が可能であり、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。
　平成30年度は、落語公演、サックスによるポップスコンサート、クラシックコンサートを予定しています。
　また、秋には、札幌芸術の森美術館で五十嵐威暢氏の展覧会が行われます。芸術の森と連携し、かぜの
び（旧吉野小学校）をアトリエとする五十嵐威暢氏作品展の見学会を開催します。

【公演予定】

開催予定月 内　　容

６月 風間杜夫落語独演会＆トークショー

７月 小林香織サマーライブツアー2018

８月 奥芝姉妹クラシックコンサート

10月 「五十嵐威暢の世界展」見学会

▼風間杜夫 ▼小林香織

スクールバスの運行管理	 2686万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　スクールバスの運行と給食の配送を民間に委託
し、民間が持っている技術力や専門的知識による
安全安心な運行を目指します。
　スクールバスには、ドライブレコーダーを設置
し、安全運転の啓発に活用します。

学校給食の提供	 8126万円
（担当：学校給食センター）

　町の特産品や生鮮野菜をつかった手作りの献立
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
校生の給食費を１食当たり50円助成し、第３子目
以降の給食費は全額助成します。

＜財源内訳＞
保護者の負担	 4587万円
雨竜町の負担	 568万円
子ども夢基金	 460万円
町の負担	 2511万円
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文化スポーツ大会の参加費助成	 474万円 ふるさと公園体育施設の管理運営	 5599万円
（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
も行います。
　平成30年度は、新十津川町のＰＲ、郷土愛の育
成を目的に、全国大会に出場する小中学生にオリ
ジナルシャツをプレゼントし、全国大会開催地で
着用してもらう予定です。

　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運
営や管理を行っています。
　指定管理期間は、平成30年度から５年間です。
　スポーツセンター周辺の老朽化した外灯をＬＥ
Ｄ照明に更新し、前庭の噴水跡地は多目的スペー
スとして改修を行います。
　また、ピンネスタジアムやパークゴルフ場があ
るサンスポーツランドでは、高圧ケーブルが耐用
年数を超過しているため、架空ケーブルに更新し
ます。

生涯スポーツの推進	 834万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　新十津川町体育協会では『１・１運動』をスローガンとし、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、新十津川スポーツクラブを運営します。初心者や運動が苦手な方など誰もがライフス
テージや体力に応じてスポーツを手軽に楽しめるようフィットネスやニュースポーツなどの分野を中心と
した、専門の指導者を招いた教室や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を実
施します。
　また、地域おこし協力隊１人を採用し、スポーツ種目の掘り起こしやスポーツ環境の充実を図ります。

＜財源内訳＞
教室参加費	 45万円
町の負担	 789万円

【開催予定】
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、テコンドーエクササイズ、ボクササイズ
ノルディックウォーキング、ズンバ、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、走り方教室、各種競技クリニック

キンボール スラックライン
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そっち岳スキー場の管理運営	 2164万円 開拓記念館の管理運営	 198万円
（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）

　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。また、利用しやすい
よう中学生以下の町民は、利用料金を無料として
います。
　新十津川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します。
　平成30年度はロッジの外壁改修とリフト非常用
制動機の分解点検を行います。

＜財源内訳＞
リフト使用料など	 946万円
町の負担	 1218万円

　北海道命名150年の節目に、新十津川町に松浦
武四郎の歌碑、宿場跡石碑がある縁から、北海道
みらい事業として「松浦武四郎パネル展」を開催
します。
　北海道の名付け親である松浦武四郎は、江戸時
代の終わりから明治にかけて活躍した探検家で、
アイヌの人々とも深い交流がありました。
　パネル展ではパネルのほかに、床地図も設置す
る予定で、開催期間中入館料は無料です。

【パネル展開催期間】
　７月14日㈯から７月22日㈰まで

＜財源内訳＞
入館料	 6万円
町の負担	 192万円

図書館の運営	 92万円絵本とのふれあい	 27万円
（担当：図書館）（担当：図書館）

　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。平成30年度の
講演会は北海道命名150年にちなんで松浦武四郎
をテーマに行います。
　また、平成29年度に導入した読書通帳を活用し
た楽しみながら読書をする活動を行います。

　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ときに、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カ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。
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事　業 予算額 事　業　概　要
１　学校教育の充実
新十津川農業高等学校の教育振興 410万円 新十津川農業高等学校の教育推進を支援します
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 2289万円 小学校校舎などの維持管理を行います
小学校の保健活動 149万円 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 106万円 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 354万円 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 143万円 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
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
中学校の維持管理 1991万円 中学校校舎などの維持管理を行います
中学校の保健活動 38万円 生徒の健康管理を目的とした保健活動を行います
中学校特別支援教育の推進 174万円 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 634万円 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 419万円 児童生徒や町民の英語教育を支援します
学校給食センターの維持管理 1487万円 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 412万円 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 34万円 社会教育委員７人の活動費です
成人式の開催 29万円 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
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 41万円 青年協議会が母村を訪問し、村青年団と交流研修を行います
社会教育活動の推進 106万円 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 25万円 青年協議会に青年会館の管理を委託します
農村環境改善センターの管理 1342万円 ホールのパワーアンプと玄関前の階段を修繕します
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
青少年の健全育成 208万円 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
文化スポーツ少年団の支援 150万円 少年団の活動とユニフォーム購入費の一部を助成します
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 5万円 町青年協議会の活動を支援します
図書館の維持管理 1045万円 図書館の維持管理を行います
図書館の運営 2056万円 本や資料の購入、貸し出しを行います
アートの森の管理 1943万円 かぜのび（旧吉野小）の屋上防水改修工事を行います
文化活動の推進 142万円 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 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
社会体育の推進 71万円 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 70万円 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 9万円 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 22万円 体育協会を支援します
町民体育館の管理 135万円 中央体育館・大和体育館の維持管理を行います


