
40 〈令和２年度　予算〉

みんなでつくる学びのまち

５

　　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）

　旧文京区会館跡地を駐車場として整備し、スクールバス乗降のためにバスレーンを拡張するほか、新た
に前庭遊具を整備し、安心安全な学校施設を提供します。

小学校の前庭整備	 5000万円

５

バスレーン拡張

駐　車　場

古い遊具の撤去

校　舎

西１線

遊　具　等
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５

小・中学校教育の推進	 4854万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

○学習支援サポーターの増員
　学習サポートを小学校３年生以上にも行うた
め、学習支援サポーターを１人増やします。

○漢字検定の助成
　小学校６年生以上が対象です。

○新小１日防災教育の実施
　避難訓練などを行います。

○ＩＣＴ機器導入
　情報活用能力の育成のため、小中学校に無線Ｌ
ＡＮ整備を行います。

学校運営協議会の運営	 77万円
（担当：教育委員会学校教育グループ）

　学校運営協議会を年４回開催し、学校経営方針
の承認、学校評価を基にした児童生徒の現状共有
を行っています。
　また、地域と学校との協働活動を推進するため
「学習支援部会」「地域支援部会」「環境支援部会」
の３部会を設け、学校が必要とする支援や地域が
できることについて協議を行っています。意見を
踏まえて、学校・家庭・地域が一体となって、子
どもの成長を支援する取り組みを推進しています。

育英奨学金の貸付	 1718万円
（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。

学校 月額 入学金 返済

高校
１万円
以　内

５年
以内

短大
専修学校など ４万円

以　内
28万円
以　内

７年
以内

大学
高等専門学校

10年
以内

学校給食の提供	 8587万円
（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
を支援し、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	 4468万円
雨竜町の負担	 669万円
子ども夢基金	 464万円
町の負担	 2986万円
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５

　　社会教育の充実②　社会教育の充実

（担当：教育委員会学校教育グループ）

　助成期間を令和４年度まで延長します。
　町内に住所を有し、高等学校、特別支援学校、高等専門学校へ通学する生徒の保護者を対象に、通学費
の２分の１（上限２万円）を助成します。

Ａ高校：助成額5000円（対象経費10000円）
Ｂ高校：助成額6000円（対象経費12000円）
Ｃ高校：助成対象外　（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	 216万円

芸術鑑賞	 305万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　幅広い年代の方に、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、優れた音響の施設で、多用途に使用できます。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。
　令和２年度は、スタインウェイを使用したクラシックコンサートとジャズコンサートを予定しています。
　来場した皆さんに魅力あるステージを提供します。

【開催予定】

開催予定月 内　　容

４月 スリールトリオコンサート

９月 ルパンジャズライブ2020

Sourire	Trio（スリールトリオ）
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５

アートの森の管理運営	 873万円

開拓記念館の管理	 318万円

（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）

　アートの森（かぜのび）の施設で、彫刻家の五十嵐威暢氏の作品を快適に鑑賞できるように、テントウ
ムシやカメムシの防虫対策を行います。
　防虫効果のあるハーブの定植や害虫の侵入を防ぐために壁の隙間や軒下にウレタンを注入するほか、侵
入した害虫の駆除を行います。
　また、かぜのびの指導を受けて、小学４年生を対象に工作授業を実施し、創造心の育成に努めます。
　開設10年を迎え、かぜのびが行う記念事業を支援するとともに展示方法の見直しを行い、魅力ある施設
づくりに努めます。

　ＪＲ札沼線への関心の高まりに合わせて、開拓記念館の入館者が増加しています。
　これに対応するために、５月から10月まで休まず開館し、新十津川駅や鉄道関係物品の展示を行います。
　開町130年に合わせて、旧北海道庁赤レンガで展示している、入植時の測量風景を描いた「入植地測設
の図」（昭和45年作）を借用し、特別展として展示します。

＜財源内訳＞
入館料	 15万円
町の負担	 303万円
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スポーツの推進	 1061万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　体育協会では、幼児から高齢者まで、１日１回
スポーツに取り組める環境づくりに努めています。
　新十津川スポーツクラブが開催するスポーツ教
室の運営経費を負担します。
　また、町内外から多くのランナーが参加するピ
ンネシリ登山マラソン実行委員会や少年団活動を
支援するほか、雑誌『Number』やヤフーニュー
スにスポーツ記事を掲載する本町出身のスポーツ
ライター矢内由美子さんを招き講演会を行います。

＜財源内訳＞
教室参加費	 78万円
町の負担	 983万円

ふるさと公園内体育施設の管理	 5578万円
（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体育協会に委託します。
　ふるさと公園内体育施設は、建設から30年が経
過し、修繕する個所が増えてきています。大規模
な修繕は町が実施し、適正な維持管理に努めます。

そっち岳スキー場の管理	 1523万円
（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。
　リフト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。
　なお、町内在住の小中学生は、リフトを無料で
使用できます。

＜財源内訳＞
リフト使用料など	 886万円
町の負担	 637万円

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）

　予選を勝ち抜き出場する全道・全国規模の大会
の出場経費を助成します。
　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を行い、保護者の
負担軽減を図ります。
　全国大会に出場する選手には、オリジナルＴ
シャツをプレゼントし、全国大会開催地で着用し
てもらうことで、町のＰＲにつなげるとともに郷
土愛を育みます。
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女性団体連絡協議会への支援	 28万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　各地区の女性団体や各種イベントに参加をして
いる女性団体連絡協議会が、より活性化するため
の支援を行います。

子ども会育成者連絡協議会への支援	 98万円
（担当：教育委員会社会教育グループ）

　子どもの成長には体験活動、ボランティア活動、
異世代間交流が重要といわれる中で、子ども会の
活動が見直されています。
　全町子ども会かるた大会、リーダー研修会、社
会見学など子ども会育成者連絡協議会の活動を支
援します。

図書館の利用促進	 94万円 絵本とのふれあい	 28万円
（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、
ギャラリーコンサート、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を活用
し、楽しみながら読書する活動を行います。
　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
て支援員が読み聞かせを行い、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
新十津川町・雨竜町子どものいじめ対策委員会の運営 13万円 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
小学校校舎などの管理 2332万円 小学校校舎の管理を行います
小学校の運営 287万円 学校の円滑な運営のため事務職員を配置します
小学校の保健活動 159万円 児童の健康管理を行います
教職員の健康管理 108万円 町立学校職員の健康診断などを行います
教員住宅の管理 44万円 小中学校の教員住宅13戸の管理を行います
小学校特別支援教育の推進 606万円 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 169万円 学校図書館の円滑な運営のため臨時司書を配置します
小学校就学の援助 318万円 要保護・準要保護世帯などを援助します
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
町立学校職員の教育研究 140万円 教職員の資質向上のため研究と研修を行います
中学校校舎などの管理 2145万円 中学校校舎の管理を行います
中学校の運営 349万円 学校の円滑な運営のため事務職員を配置します
中学校の保健活動 37万円 生徒の健康管理を行います
スクールバスの運行 2917万円 スクールバスの運行・管理をします
武道場の管理 146万円 武道場の管理を行います
中学校特別支援教育の推進 6万円 特別支援教育の充実のため教材を購入します
部活動の支援 277万円 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
ＡＬＴの配置 887万円 小中学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）を１人ずつ配置します
中学校就学の援助 347万円 要保護・準要保護世帯などを援助します
学校給食センターの管理 2234万円 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 356万円 所得状況に応じて学校給食費を助成します
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 34万円 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 1340万円 農村環境改善センターの管理を行います
青年会館の管理 27万円 青年協議会に青年会館の管理を委託します
児童生徒の十津川村訪問 173万円 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 町青年団が母村を訪問し、十津川村青年団と交流します
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
青少年の教育の推進 228万円 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
図書館の管理 1122万円 図書館の維持管理を行います
読書活動の推進 2209万円 図書資料の購入や資料貸し出しを行います
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 28万円 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 68万円 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 7万円 学校体育館を開放します
地域おこし協力隊支援（スポーツ振興） 100万円 地域おこし協力隊の起業を支援します
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 24万円 体育協会の活動を支援します
町民体育館の管理 75万円 中央体育館の管理を行います


