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●�子育て支援の充実を目指し、１・２歳児の保育料を国基準の１／４（下記の表を参照）に、３歳か
ら５歳児は完全無料化とします。
　※１・２歳児の保育料についても第２子は、半額、第３子は無料化を継続します。
●�平成26年度からの幼稚園使用料（年額66,000円）の無料化を継続し、さらに入園料（入園時3,000
円）、給食料（年額46,000円）、午後保育料（年額65,000円）、教材費（年額10,000円）を無料化とし、
子育て支援の充実を図ります。

●�保・幼・小・中・高校間の連携教育を基盤とした確かな学力の向上を図る取り組みをさらに深化・
発展させていきます。
●�基礎基本を習得する「標津型学習スタイル」を中心に、言語活動の充実、コミュニケーション能力
の向上を目指した指導のほか、授業の基本となるきまりを全小中学校において共通指導し、充実を
図ります。
●�ICT教育の充実に取り組んでおり、デジタル教材の更なる活用を図るため、児童生徒の意欲向上や
指導する教師の授業改善の観点から掲示用のタブレットPCの試験的導入を進めます。
●�恵まれた自然や地域の人材を積極的に活用し、生徒の発想力を生かした授業を構築するため、中学
校における土曜授業を年間３回試験実施するとともにカリキュラムの開発に取り組みます。
●�特別支援教育について、国が掲げるインクルーシブ教育の共通理解を図り、個別指導計画のもと就
学後の一貫した教育の充実を図ります。
●�防災教育の内容の充実を図り、小学校高学年と中学生において、理科を中心に教育課程とも連動し
た防災教育の開発に取り組みます。
●�少子化の影響を受け、入学者確保が課題となっている標津高等学校の新たな支援と教育内容の充実
により２間口維持（41名以上の入学生）を関係者一丸となって取り組みます。

【保育・幼児教育】

【学校教育】

平成27年度教育行政執行方針(抜粋)
～「生きる力」を育む幼児教育・学校教育の充実～

第 1階層 第 2階層 第 3階層 第 4階層 第 5階層 第 6階層 第 7階層

標津町
H27. ４～ 0円 2,250 円 4,870 円 7,500 円 11,120 円 15,250 円 20,000 円

～H26 0 円 4,500 円 9,900 円 15,000 円 26,500 円 33,000 円 40,000 円

参考：国の基準 0円 9,000 円 19,500 円 30,000 円 44,500 円 61,000 円 80,000 円

教育情報誌

2015（平成27）年４月１日 第228号 標津町教育委員会 ☎0153-82-2900

※1　保育料の比較(3歳未満児の場合)
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平成27年度教育関係当初予算概要

●教育総務費
　�教育委員会の運営、教育財産の管理、スクールバスの運行、大学
との連携事業、標津高校教育振興会への活動支援、職員の健康管
理など
●小学校費
　小学校２校の管理運営、施設の整備、備品の購入、就学援助など
●中学校費
　中学校２校の管理運営、施設の整備、備品の購入、就学援助など
●幼稚園費
　幼稚園２園の管理運営、施設の整備など
●こども園費
　標津こども園建設に係る実施設計、職員住宅取壊しなど
●社会教育費
　�生涯学習の推進、図書館の管理運営、ポー川史跡自然公園の管理
運営、体育文化の振興など
●保健体育費
　�児童生徒の健康管理、学校給食の提供、給食センターの管理運
営、スポーツの推進、社会体育施設の管理運営など

●�幼稚園で使用する（お道具箱、粘土、のり、自由画帳、色画用紙、折り紙、クラフト紙、観察ケー
ス、植木鉢、くれよん、出席ノートなど）の購入に対し、幼稚園児１人当たり10,000円分
●�教材購入(国語や算数、社会などの学習を補うための資料集や問題集)や実習費（家庭科、技術、理科
等の共通用品）の購入に対し、小学生１人当たり5,800円分、中学生1人当たり11,200円分�
●小学校新入学児童に対する算数セット１人分2,700円
●小学校吹奏楽コンクール全道大会等出場経費助成金282,000円
●中体連全道大会等出場経費助成金1,800,000円

小学校の管理運営、施設の整備、
備品の購入、就学援助などに係る費用

児童１人当たり　300,378円

標津高校教育振興会への活動支援（通学費補助、
進路指導強化、修学旅行助成など）

生徒１人当たり　132,513円

中学校の管理運営、施設の整備、
備品の購入、就学援助などに係る費用

生徒１人当たり　290,629円

給食の食材費、給食の調理、衛生管理、運搬など
の費用(幼稚園から中学校まで)
児童等１人当たり　103,769円

幼稚園の管理運営、施設の整備などに係る費用
園児１人当たり　193,714円

　次に掲げる経費について、町で負担（予算計上）し、保護者の負担軽
減を図っています。

予算総額
５億773万円

保護者の負担軽減

上に掲げたグラフの予算額のうち、児童生徒等1人当たりの予算額を算
出すると次のようになります。(人件費を除く)
（平成27年２月13日現在の平成27年度児童生徒数等の見込み数値を使用しています。)

児童生徒等1人当たりの予算額

※幼稚園分は、平成27年４月から無料となります。
※給食費は給食の食材にあてる大切な費用です。納め忘れのないようお願いします。

学校給食費（保護者負担分）
年間　46,000円～54,600円

平成 27年度歳出予算

幼稚園費
16,416 千円 
(3.2%）

こども園費
27,726 千円
（5.5%）

社会教育費
83,563 千円
（16.5%）

保健体育費
140,719 千円
（27.7%）

教育総務費
91,536 千円
（18.0%）

小学校費
86,420 千円
（17.0%）

中学校費
61,349 千円
（12.1%）

平成 27年度
予算総額

507,729 千円
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平成27年度教育行政執行方針(抜粋)
～町民　誰もが生きがいを持って参画する生涯学習社会～

●�隔年で開催している地域で学ぶ子供たちの姿を発信する第３回「子どもサミット」を開催します。
（前回、平成25年５月18日開催）
●�次世代のリーダー育成を目指し、平成26年度から取り組んでいる「しべつ未来塾」の充実を図
り、主体的な活動となるよう連携・支援を行います。
●�平成26年４月に制定した「しべつっ子家庭教育10ヶ条」を基盤として、家庭との連携のもと、
基本的な生活習慣の定着に向けた取り組みを強化します。

【生涯学習】

●�平成25年度に作成した第２期「子どもの読書活動推進計画」に基づき、町民の読書活動の意義や
重要性などの啓発を行います。
●�「高齢者を対象とした読書支援（紙芝居等）」や「絵本パフォーマーによる読み聞かせフェア」な
どを開催し、読書意欲の向上につなげます。
●�読書活動推進のため、図書館の資料や情報のほか、施設整備に努め、利用者の要望を取り入れなが
ら資料の充実を図り、サービス向上に努めます。

【図書館活動】

●�現有の遺跡や湿原をはじめとする指定文化財のみならず、未
指定の資産発掘を含め、地域の財産について、幅広く考えま
す。
●�天然記念物標津湿原の価値を史跡標津遺産群とともに広く一
般に向け発信します。
●�小中学生の教材としての活用を図るために学習の手引きを作
成するとともに、標津高校の学習フィールドとしての調査・
研究への支援を行います。

【ポー川史跡自然公園】

●道内屈指の参加率を誇る「スポーツチャレンジデー」の継続
開催をはじめ、運動不足の解消を図る町営スケートリンクを
有効活用した「ウォーキング」事業を開催します。

●増加する高齢者の健康を支え、健康寿命の延伸を図るために
「高齢者元気づくり出前講座」を各地区において開催します。
●「ＮＨＫ夏期巡回ラジオ体操会」「オホーツクマラソン大会」
「ふれあいスポーツデー」等の開催で、スポーツによる地域
の活性化と住民コミュニティの推進を図ります。

●施設運営や各種団体の活性化を図るために、町民ニーズや利
用者の声に耳を傾けます。

【体育館】

子どもサミットの様子

オホーツクマラソンの様子

ブックスタートの様子
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●妻はパート
●町民税課税額　（夫）118,000円、（妻）非課税
●現行保育料で計算すると月額26,500円（年間318,000円）

●川北幼稚園で午後保育などを利用した場合は、
　上記のほか65,000円が無料

★追加支援後：年間　162,000円が無料 
　【国の基準を当てはめると324,000円が無料】

★年間：122,000円が無料 
　（内訳：保育料66,000円＋給食費46,000円＋教材費10,000円）

★追加支援後：月額11,120円
　　　　　　　（年間133,440円で184,560円がお得）
　【国の基準（年534,000円）を当てはめると400,560円がお得】

4人家族
（夫、妻、小学生と３歳児）で

年収460万円の世帯

4人家族
（夫、妻、小学生と２歳児）で

年収460万円の世帯

幼稚園入園の場合
（４、５歳児）

保育園原
則
幼稚園完

全無料化！
～人口減少時代に挑戦する政策パッケージ事業（平成27年度追加支援事業）～

★保育園料（３歳以上）が無料となります。
★保育園料（満１歳～２歳児）が国の基準の１／４（現行１/２）となります。

★幼稚園入園手数料（入園時3,000円）が無料となります。
★幼稚園給食費、川北幼稚園希望保育費、道具及び教材費が無料となります。
★標津幼稚園にて16時まで希望保育を行います。（現行14時まで）

◆入園申請等のお問合せ先
　ご不明な点がありましたら保育園（82-2404）、標津幼稚園（82-2717）、
　川北幼稚園（85-2959）、教育委員会（82-3110）までお問い合わせください。

追加支援策

保護者負担軽減のモデルケース

保育園

幼稚園

ケース１

ケース２

ケース３

●妻は専業主婦

●町民税課税額（夫）118,000円、（妻）非課税
●現行保育料で計算すると月額13,500円（年162,000円）

Ｈ27.４から子育て支援の充実のため、入園基準を満たしていない
３歳児のお子さんも保育園に入園することができます。
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　根室管内教育実践表彰の表彰式が、２月26日、町生涯学
習センターあすぱるで行われ、川北小学校と川北中学校がそ
ろって受賞した。
　根室管内実践表彰は、管内教育の振興充実を図るため、学
校教育及び社会教育において優れた実践活動を行い、功績の
あった学校・団体又は個人を顕彰することを目的として、昭
和46年度から実施している。
　川北小学校は、「日常の授業改善につながる校内研究の取
組を推進」、川北中学校は、「学力向上に向けた取組を推進」の点が評価され受賞となった。

読　み　手：山崎和花さん
読んだ本：○×うさぎ
参加人数：20人
コメント：ちょっと緊張したけ
どみんなが静かに聞いてくれた
から上手に読めました。

読　み　手：橋場こころさん
読んだ本：おやつのじかん
参加人数：12人
コメント：ミルクのビンから、
おばけがでてきてとてもおもし
ろかった。

読　み　手：松崎莉里香さん
読んだ本：ひつじぱん
参加人数：17人
コメント：はじめてで緊張した
けど、みんながちゃんと聞いて
くれたからちゃんと読めた。

　標津きらり大学（事務局：生涯学習
センター�あすぱる）では、一定の単
位を取得した方に称号を授与し表彰を
しております。
　右記の単位を取得
された方は、4月中
に生涯学習センター
あすぱる（℡82－
2900）へ連絡をお
願いします。

■キッズ学び　奨励賞　50単位【小学生】

■ジュニア学び奨励賞　80単位【中学・高校生】

■標津きらり大学「学士」　称号認定50単位【一　般】

■標津きらり大学「修士」　称号認定100単位【一　般】

■標津きらり大学「博士」　称号認定150単位【一　般】

■標津きらり大学「学長奨励賞」　500単位毎

お知らせコーナー

標津きらり大学　称号授与者の確認

管内教育実践表彰 

小学１・２年生を対象にしたお話会について
「新しく加わった小学３年生ボランティア」を紹介します

表彰を受ける川北中学校教諭
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標津町の教育関係行事一覧

８月
日　程 行　　　事

８月３日㈪
　〜６日㈭

第６回小学生学び
サマーサポート教室

８月３日㈪
　〜７日㈮

第７回中学生学び
サマーサポート教室

８月５日㈬
　〜８日㈯

日独スポーツ少年団
同時交流事業受入

８月８日㈯ 土曜ちびっ子映画会
８月22日㈯ 海の体験科学教室
８月29日㈯
　〜30日㈰ 読書キャンプ

８月30日㈰ パークゴルフフェスティバル・ビアガーデン
８月 幼児期運動親子ふれあい広場
８月 父子チャレンジアカデミー in標津町

７月
日　程 行　　　事
７月３日㈮
　〜６日㈪ 国体野球全道大会

７月４日㈯
　〜５日㈰ 管内中体連

７月18日㈯ サイエンスフェア（夏）
７月21日㈫ NHK夏期巡回ラジオ体操会
７月25日㈯ 七夕まつり
７月 父子チャレンジアカデミー in標津町

９月
日　程 行　　　事

９月５日㈯ プールサイドまつり
９月16日㈬ 子ども樹木博士認定会
９月20日㈰ 第43回オホーツクマラソン大会
９月23日㈬ プールクローズ
９月26日㈯ 英語キャンプ
９月 ランニング教室・金哲彦スポーツ講演会
９月 オリンピアン巡回指導事業
９月 エアロビクス教室

11月
日　程 行　　　事

11月７日㈯
　〜８日㈰

スポーツゲームス
イン標津

11月７日㈯ 子どもスポーツまつり
11月８日㈰ 丸ごとフィットネス
11月13日㈮ 大菅小百合スポーツ講演会
11月22日㈰ 川北小学校開校100周年記念式典・祝賀会
11月28日㈯ 標津カップ小学生バレーボール大会
11月 ニューエルダー元気塾

10月
日　程 行　　　事
10月３日㈯ 児童館まつり
10月３日㈯ ふれあいスポーツデー前夜祭
10月４日㈰ ふれあいスポーツデー
10月25日㈰ 旧標津線フットパス
10月 ニューエルダー元気塾
10月 陶芸教室
10月 小筆教室
10月 クラフトバンド手芸教室

12月
日　程 行　　　事

12月５日㈯ 子ども体力測定会
12月６日㈰ 第10回標津オープンバスケットボール大会
12月13日㈰ 第38回秋季町民卓球大会

２月
日　程 行　　　事

２月７日㈰ 第42回標津スプリント大会
２月20日㈯ 第38回町民スキー大会
２月21日㈰ 冬と遊ぼう・自然体験スクール
２月 老人レクリェーションのつどい
２月 読書講演会
２月 唄って歌声教室
２月 エアロビクス教室

１月
日　程 行　　　事

１月10日㈰ 第12回道東小中学生同町距離
別スピードスケート選手権大会

１月16日㈯ 土曜ちびっ子映画会
１月23日㈯ サイエンスフェア
１月 高齢者元気づくり出前講座

３月
日　程 行　　　事

３月26日㈯ 土曜ちびっ子映画会

４月
日　程 行　　　事
４月11日㈯ 子ども体力測定会
４月29日㈬ ポー川オープン

５月
日　程 行　　　事

５月９日㈯ 日ハム少年野球教室
５月10日㈰ 球場オープン
５月10日㈰ 標津きらり大学開校式
５月24日㈰ 第38回春季町民卓球大会
５月27日㈬ スポーツチャレンジデー
５月29日㈮ 標津町植樹祭
５月31日㈰ 子どもスポーツまつり
５月31日㈰ 旧標津線フットパス

６月
日　程 行　　　事

６月２日㈫ プールオープン
６月６日㈯ 体協チャリティー春まつり
６月20日㈯
　〜21日㈰ しべつ縄文まつり

６月20日㈯
　〜27日㈯ きらり子ども塾

６月28日㈰ 第36回町民300才ソフトボール大会
６月 クラフトバンド教室


