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教育情報誌

2016（平成28）年４月１日 第235号 標津町教育委員会 ☎0153-82-2900

●�『北海道No. １の子育て応援のまち』として、１・２歳児の保育料を国の基準（表①参照）の「１
／４」に維持。さらに、３歳児から５歳児の「完全無料化」を継続し、子育ての負担を軽減します。
　※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
　※�参考として、幼稚園使用料（年額66,000円）、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）が無料（最大19万円）

●�平成29年度の認定こども園（標津、川北）開園に向け、感情や行動のコントロール、粘り等の育成を柱
としたカリキュラムの開発に取り組みます。

●�自ら解決する能力の育成を目指した「標津型学習スタイル」（問題解決型学習）を中心に、学びの基礎・
基本である言語活動やコミュニケーション能力の育成を図る授業の充実に取り組みます。
●�児童生徒の学習意欲向上に有効であるICT教育の推進を図るため、実物投影機やタブレット、デジタル教
材を積極的に活用し、多様な学習スタイルに対応できる教育環境の整備・充実に取り組みます。
●�特別支援教育について、国が掲げるインクルーシブ教育を推進し、障
がい者差別解消を意識した教育の充実を目指します。
●�ふるさと学習としての北方領土学習やアイヌ学習を地域ならではの学
習課題として重点的に年間指導計画に位置付けして、指導していきま
す。
●�スマートフォンによるトラブルやゲーム依存等について、保護者への
学習とともに児童・生徒への啓発、指導を継続するとともに、基本的
な生活習慣の定着に向けた取り組みを行います。
●�標津高等学校の教育内容の充実や２間口確保（41名以上の入学生）に向けた支援の継続など関係者一丸
となって取り組みます。

【保育・幼児教育】

【学校教育】

平成28年度教育行政執行方針(抜粋)
～標津町の教育環境を生かした幼児教育・学校教育～

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 0円 2,250 円 4,870 円 7,500 円 11,120 円 15,250 円 20,000 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

【表①　～保育料の比較(１・２歳児の場合)～】

ICT授業の様子
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　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。また、すべ
ての児童生徒が義務教育を等しく受けることができるように経済的な理由により、就学に必要な経費の
支出が困難な方に対し、その費用（体育用具・入学準備金・修学旅行費など）の援助を行っています。

平成28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
●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

●こども園費　�こども園建設工事費、外構工事、備品購入費など

●�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
●小学校の要保護及び準要保護児童に対する援助費（学用品費、給食費等）3,185,000円
●中学校の要保護及び準要保護児童に対する援助費（学用品費、給食費等）3,600,000円

小学校の管理運営、施設の整備、
備品の購入などに係る費用

児童１人当たり　142,263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　180,000円

中学校の管理運営、施設の整備、
備品の購入などに係る費用

生徒１人当たり　312,076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　96,290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　186,622円

　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、就学援助費を除く）

予算総額
13億3,964万円

●保護者の負担軽減

（平成28年３月１日現在の平成28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月から無料となっています。
※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　46,400円～52,700円

平成 28年度歳出予算

幼稚園費
1,899 万円 
(4.3%）

こども園費　８億9,753万円

＋

社会教育費
9,164 万円
（20.7%）

保健体育費
１億 2,222 万円
（27.7%）

教育総務費
１億 73万円
（22.8%）

小学校費
4,651 万円
（10.5%）

中学校費
6,202 万円
（14.0%）

こども園費を除く
４億 4,211 万円

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
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●�ふるさと教育の継続的な取り組みとして、標津町の産業への理解という視点から漁業・酪農業を学び、触れ
ることのできる「食べるまでツアー」などの事業を行っていきます。
●あすぱる開館20周年を記念し、音楽を中心としたコンサートや絵画展などを実施します。
●�これからの標津を担う青年たちが、生き生きと活動できる地域ネットワークづくりとリーダー育成を目指す
「しべつ未来塾」の活動を支援するとともに、様々な場面において、地域人材の積極的な活用を図ります。

●�ポー川史跡自然公園をフィールドとした学習の充実を図るため、ポー川の自然を解説した副読本を活用し、
学習効果を高めます。
●�史跡・天然記念物の保存と活用を図るために外部有識者による委員会を設置し、保全活動に取り組みます。
●年次計画により、老朽化した施設を改修していきます。

●�赤ちゃん向けのブックスタートをはじめ、移動図書館、おはなし会の継続により、読書意欲の喚起を図ります。
●幼児から高校生までが参加する読書感想文の募集やブックマラソンを継続し、読書への誘引を図ります。
●夜間や休日に対応した返却ポストを設置し、利用しやすい図書館を目指します。

●�手軽にできるウォーキングやラジオ体操等を奨励するとともに、防災道路を「健康づくりロード」に設定し
て、町民の健康づくりを誘引します。
●�これまでの体育館事業を継続実施し、幼児から大人まで多くの町民が参加できるよう工夫していきます。
●�各団体・組織の活性化を支援し、スポーツ人口の増加を図ります。

◆生涯学習

◆ポー川史跡自然公園

◆図　書　館

◆体　育　館

食べるまでツアー　荷揚げ見学の様子

天然記念物標津湿原ワークショップの様子

おはなし会　本の読み聞かせの様子

防犯スポーツ大会の様子

平成
28年度教育行政執行方針(抜粋)
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★詳しくは町生涯学習センターあすぱる（☎82-2900）へお気軽にお問合せください

お知らせ標津きらり大学からの
標津きらり大学開校式のご案内

◆　表彰対象者の確認　◆

～平成28年度から表彰区分・必用単位数が変わりました～

記念講演会の実施について

　今年度で７年目を迎える「標津きらり大学」がスタートします。
　継続して学習に取り組み、目標単位を達成した方に表彰式を
おこないます。詳しくは、別冊の事業（講座）一覧表をご覧く
ださい。なお、開校式に参加することで２単位を取得することが
できますので、きらり大学生の方はきらり大学手帳をご持参の
上ご参加ください。

　標津きらり大学（事務局：町生涯学習センターあすぱる）では、一定の単位を取得された方に開校式で表
彰をおこないます。今年度から、対象者の拡大を図るため、新たな称号の設立や取得しやすい単位数へ変更
しています。
　ご自身のきらり大学手帳をご確認いただき、表彰の対象に当たる方は、４月２８日㈭までに町生涯学習センター
あすぱるまでご連絡ください。

　きらり大学開校式では、南極料理人でおなじみ西村淳氏を講師に
お招きして記念講演会を開催します。
　西村氏は、留萌市生まれで海上保安庁在任中に２度も南極観測隊
ドーム基地越冬隊に参加しました。その後、講演会やテレビ、ラジ
オ等で活躍しており、料理やコミュニケーション、食育など幅広いジャ
ンルに取り組んでいます。

日時

日　時：平成２８年５月８日㈰
　　　　１３：３０～
会　場：町生涯学習センターあすぱる
※きらり大学２単位取得できます。

※�学長賞受賞後は３００単位
取得毎に学長奨励賞を授
与する。
※１　新規に追加された表彰
※２　�単位数に変更があった

もの

【出演番組：おもいっきりてれび、世界一受けたい授業、
　　　　　　いきなり！黄金伝説、バイキングなど多数出演】

南極料理人
西　村　　淳　氏

表　　　　　　彰 必用単位数 対　　象

キッズ学び　奨励賞 30 小学生 ※２

ジュニア学び奨励賞 80 中学・高校生

標津きらり大学「学士」称号認定 50 小中高生・一般

標津きらり大学「修士」称号認定 100 小中高生・一般

標津きらり大学「博士」称号認定 150 小中高生・一般

標津きらり大学「教授」称号認定 200 小中高生・一般 ※１

標津きらり大学「学長奨励賞」 300 小中高生・一般 ※１

標津きらり大学「学長賞」 500 小中高生・一般 ※２

標津きらり大学「学長奨励賞」 300毎 小中高生・一般 ※１
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　健全な青少年を育てる標津町民の会と標津高校、標津中学校、
川北中学校の生徒会、町教育委員会では、４月６日～12日まで
の５日間（土日を除く）「春のあいさつ運動」を実施いたします。
期間中は各通学路で町内会の皆様や老人クラブ、PTA、学校な
ど各団体の協力のもと、啓発運動をおこないます。
　登校中の新入学児童や幼児、小中高生に積極的に声をかけて
いただき、１人でも多くの方々があいさつをして町全体が一体と
なった取組になるようご協力お願いいたします。

　皆さんはこの黄色い缶バッチを見たことがあるでしょうか？町内の小中高生や学校
の先生、町内各事業所の職員の方々がよく付けているものです。
　この缶バッチは、あいさつ運動を啓発するために標津高校生生徒会がデザインし
て作られました。デザインの可愛い缶バッチの中に「日本一あいさつが飛び交う町�
あいさつでつながるみんなの輪」とスローガンが書かれています。
　この缶バッチは春のあいさつ運動に先駆けておこなわれる、中高生徒会が町内の
各事業所に訪問しあいさつ運動の輪を広げる活動の際に職員の方や町民の方に配布
するものです。

※作品の展示について急きょ変更することがございますのでご了承ください。�

あすぱる所蔵品
作品展

場所:あすぱる
　　　展示コーナー

４月・５月のお知らせ

４月展示
作　　品 作　　者
斜里岳早春 清　水　克　美
最北の春 細　見　　　浩

ヤシの実を割る男 大井戸　百合子

５月展示
作　　品 作　　者

金山の滝（忠類川）太　田　た　へ
コゴミとシャク 清　水　克　美
さい果ての海 細　見　　　浩

（敬称略）

４月展示作品
『最北の春』

～日本一あいさつが飛び交う町 あいさつでつながるみんなの輪～

※啓発用缶バッチは健全な青少年を育てる標津町民の会
（事務局：町生涯学習センター）にて町民の皆様に配布して
おりますのでご希望の方はあすぱるまでお問合せください。

平成
28年度

あいさつ運動が始まります！

＊黄色い缶バッチを知っていますか？？

春の

★詳しくは町生涯学習センターあすぱる（☎82-2900）へお気軽にお問合せください

　あいさつ運動街頭啓発中の標津高校生（写真は昨年度のあいさつ運動の写真）

標津高校生デザイン�
あいさつ運動啓発用バッチ
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４月日程＆行事
９日㈯ 子ども体力測定会

22日㈮～2３日㈯ 平野早矢香卓球教室
29日㈮ ポ－川自然史跡公園オープン

12月日程＆行事
３日㈯ 子ども体力測定会
４日㈰ 親子わいわいランド
４日㈰ 標津オープンバスケットボール大会

10日㈯～１月20日㈪ 冬休み読書感想文コンクール
11日㈰ 秋季町民卓球大会

１月日程＆行事
７日㈯ 標津町成人式
11日㈬ 新春書初め大会
21日㈯ サイエンスフェア（冬）
上旬 競技力向上講習会（スケート）

２月日程＆行事
19日㈰ スキー場まつり
2５日㈯ 高齢者レクリェーションの集い
2６日㈰ フットサルイン標津

３月日程＆行事
下旬 春休みこども映画会

９月日程＆行事
３日㈯ プールサイドまつり
11日㈰ 標津幼稚園運動会
1４日㈬ 子ども樹木博士認定会
1８日㈰ オホーツクマラソン大会

22日㈭～10月２日㈰ 春陽会版画展
2４日㈯ 標津町1DAY英語キャンプ

10月日程＆行事
１日㈯ 図書館・児童館まつり
１日㈯ ふれあいスポーツデー前夜祭
２日㈰ ふれあいスポーツデー
９日㈰ 旧標津線フットパス
1６日㈰ 標津小学校学芸会
1６日㈰ 川北小学校学習発表会

22日㈯～2３日㈰ 標津中学校文化祭
22日㈯～2３日㈰ 川北中学校学校祭
2５日㈫～11月３日㈭ 標津町文化祭展示会

11月日程＆行事
３日㈭ 標津町文化祭芸能発表
５日㈯ 防犯子どもスポーツまつり

８日㈫～1７日㈭ 造形まつり
1３日㈰ 双葉保育園お遊戯会
19日㈯ ハイスクールフェスティバル
20日㈰ 川北幼保合同発表会
2６日㈯ 標津カップ小学生バレーボール大会
2７日㈰ 標津幼稚園発表会
未定 スポーツ講演会

５月日程＆行事
８日㈰ 標津きらり大学開校式
1４日㈯ 日ハム少年野球教室
1７日㈫ 北都プロレス
2５日㈬ スポーツチャレンジデー
2６日㈰ 生涯学習講演会
2７日㈮ 標津町植樹祭
中旬 競技力向上講習会（陸上競技予定）

６月日程＆行事
５日㈰ 川北小学校運動会
５日㈰ 標津中学校体育祭
12日㈰ 標津小学校運動会

1８日㈯～2５日㈯ きらり子ども塾「通学合宿」
19日㈰ 縄文まつり
19日㈰ ひぐまカップオープンパークゴルフ大会
2６日㈰ 町民300歳ソフトボール大会

８月日程＆行事
８日㈪～９日㈫ 小中学生学びサポートサマー教室

2７日㈯ 川北中学校体育祭
2７日㈯～2８日㈰ 読書キャンプ

中旬 夏休み子ども映画会

７月日程＆行事
３日㈰ 川北幼保合同運動会
８日㈮ 南極講座（川北小学校）
９日㈯ 南極講座（川北中学校）
10日㈰ 双葉保育園運動会
1５日㈮ 南極講座（標津小学校）
1６日㈯ 南極講座（標津中学校）
1６日㈯ サイエンスフェア（夏）
1７日㈯ 野付半島丸ごとウォーキング

20日㈬～８月20日㈯ 夏休みブックマラソン
2３日㈯ 七夕まつり

３1日㈰（予定） 地引網体験
下旬（予定） 海上自衛隊音楽隊コンサート
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