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教育情報誌

2017（平成29）年４月１日 第241号 標津町教育委員会 ☎0153-82-2900

● 標津認定こども園「あおぞら」、川北認定こども園「にじいろ」の両園の開園に向け、これまで様々

な視点から保育・ 教育の在り方について検討してきましたが、「安心・ 安定」「自己発揮」「協同性」

を軸に子ども達の発達にあわせた、“子どもが夢中になって遊ぶ”ことを重視した活動を推進してい

きます。

● 幼児教育と義務教育の指導内容の連携を図るために、「こども園・ 小学校・ 中学校連絡協議会」への

発信と連携の中から幼児教育からの円滑な接続を推進します。

● 認定こども園に移行しても『北海道No. １の子育て応援のまち』として、０～２歳児の保育

料を国の基準の「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。

● こども園・小学校・中学校の運営に関わってもらう学校運営協議会（コミュニティスクール）を標津

地区、川北地区に設置し、地域とともに歩む学校等を目指します。

● 学校での日々の授業と連動した家庭学習の具体的な指導を進めるとともに自らが課題を選択し、学習

計画を立てることができる能力の育成を図ります。

● 特別支援教育について、子どもからの自発的な他者への働きかけや発信を促すため、ICT機器等を学

習活動の支援手段として積極的に活用していきます。

● 「いじめは絶対に許されない人権侵害」であることを子どもの発達の段階に応じて指導するとともに

自然や人とのかかわりの中で、命の大切さを実感できるよう指導を行います。

● 新体力テスト等の調査結果の分析をもとに、各校の子ど

もの体力や運動習慣等における特徴と課題を明確にし、

家庭や地域との連携を図りながら、各校の特色ある取り

組みを推進していきます。

● 義務教育から高等教育の接続を意識した授業交流などの

取組について、今後も連携・ 交流を深めるとともに高校

の２間口確保（41名以上の入学生）に向けた支援を継

続します。

※町民税の所得割課税額に基づき保育料を算定します。

〔例〕

平成

29年

幼児教育

学校教育

参考

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～

町民税所得割課税額 標津町 国基準

48,600円以上97,000円未満 ７，５００円／月 ３０，０００円／月
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● こども園で使用する教材等（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、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）　3,048,000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）　3,628,000円

●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

●こども園費　こども園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

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　150,943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　174,676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　304,389円

給食の食材費、給食の調理、衛生管理、

運搬などの費用（こども園から中学校まで）

　児童等１人当たり　109,543円

こども園の管理運営、施設の整備などに

係る費用

　園児１人当たり　261,026円

　上記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）

●保護者の負担軽減

◆平成29年度予算額　　予想総額　４億9685万円

平成29年３月１日現在の

平成29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

※ こども園分（4・5歳児）の保護者負担は、

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～53,000円

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

教育関係

当初予算概要

平成29年度

　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（収入が少ないなど経済的に困っている方）に対し、その費

用（学用品費・入学準備金・修学旅行費・PTA会費など）の援助を行っています。

こども園費

8,144 万円 
(16.4%）

社会教育費

9,919 万円
（20.0%）

保健体育費

12,275 万円
（24.7%）

教育総務費

9,694 万円
（19.5%）

小学校費

4,332 万円
（8.7%）

中学校費

5.321 万円
（10.7%）
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● 学校教育と社会教育の連携を強化し、児童・ 生徒

の学びをサポートする体験学習の機会を提供する

とともに多くの町民の方とふれあえる機会を設け

ます。

● 文化団体やサークル活動への積極的な支援を行い、

その成果や人材を活用した「学習循環の流れ」を

つくっていきます。

● まちづくりに関わる様々な団体を支援するととも

に、その活動の成果を町民に還元できるようコーディネートします。また、標津ならではの食・ 文化等

の講座を開設し、ストーリー性のある事業を展開していきます。

● 貸し出し、レファレンス・サービスに重点を置き、

本の購入リクエストなど町民の要求に応える図書

館を目指します。

● こども園や学校との連携を深め、利用案内を行う

とともに読み聞かせ等の支援を実施します。

● 高齢の方にも、読書の啓蒙や利用しやすい環境づ

くりを工夫していきます。

● 文化財に親しんでもらえるよう、AR（拡張現実）

技術を取り入れて、子どもたちや観光で訪れた方

にも興味を持って学べる方法を構築します。

● 文化財の背景にあるストーリー性を子どもたちに

伝え、地域の誇りを改めて認識するとともに次世

代に伝えていくため、日本遺産認定に向け取り組

みます。

● スポーツ・健康への関心が高まっている中、幅広

い年齢層の町民が日常的にスポーツに親しみ、楽

しみながら、ふれあえる施設を目指します。

● 多くの町民が潤いのある生活を送るため、幅広い

年代層を対象としたスポーツ事業の充実を行いま

す。

● それぞれのスポーツ分野での指導者の養成と町民

に還元できる仕組みを構築します。

生涯学習

図書館活動

ポー川史跡自然公園

体育館

平成29年度 教育行政執行方針(抜粋)
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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10日～14日までの５日間「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、町中があいさつ

で溢れるよう運動をおこなっていきます。

　町民の皆様も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

があいさつをすることで、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。

　根室管内教育実践表彰の表彰式が、２月28日、町生涯学習

センターあすぱるで行われ、標津小学校（飯田輝雄校長）と健

全な青少年を育てる標津町民の会（藤本謙二会長）の２団体が

蓑島教育局長から表彰を受けました。

　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とおし、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年度から道教育庁根室教育局が実施しているものです。

　標津小学校は「授業改善に直結する校内研修の充実」、健全

な青少年を育てる標津町民の会は「地域全体で青少年の健全育

成を図る取組みの推進」の各活動が評価され受賞となりました。

　本会では、あいさつ運動街頭啓発や標津中学校と川北中学

校生、標津高校生徒会が連携し、町内の事業所を訪問したあ

いさつ運動の普及を図る活動や、夏休み期間のラジオ体操参

加の促進、加えて児童生徒の夏休みと冬休み期間中のきまり

を表記したカレンダーの発行を行っています。

　他にも、休日に町内児童生徒を対象とした映画会を開催し、

子ども達の休日の居場所づくりに繫がる事業の実施をしてい

ます。

～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～

～標津小学校、健全な青少年を育てる標津町民の会が受賞～

春のあいさつ運動
実施期間

日　時：平成29年４月10日～14日　計５日間

場　所：町内通学路交差点９箇所（標津・川北）

平成
29年度

あいさつ運動が始まります！

根室管内教育実践表彰

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

あいさつ運動の様子

（写真は昨年度のあいさつ運動の写真）

表彰を受けた飯田校長（左）と藤本会長

映画会の様子
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　今年で８年目を迎える「標津きらり大学」がスタートします。

　今年度も各種講座や教室、多彩なイベント行事などを開催していきますので、たくさんの皆様の積極的

なご参加をお願いします。

　継続して学習に取り組み、単位を取得した方には表彰や称号の授与を行います。

　事業の詳細については、広報４月号に折込みする「平成29年度標津きらり大学事業一覧表」をご覧く

ださい。なお、今年度第１回目の標津きらり大学主催事業の開催については、別途チラシ折込み等でご案

内いたします。

標津きらり大学では、町民皆さんのニーズに合った「学び」を実施していきます。

講座や教室で、学びたい内容がありましたら、

お気軽に町生涯学習センターあすぱるへご相談ください。

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、表彰や称号授与をおこないます。

★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

◆　表彰対象者の確認　◆

　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（☎82ｰ2900）までご連絡ください。

　表彰の日程については対象者へ別途連絡します。

　また、昨年度きらり大学事業に参加したものの、単位をもらい忘れた方がおりましたら、遡及

措置をしますので、町生涯学習センターあすぱるまでお問合せください。

※ 学長賞受賞後は３００単位

取得毎に学長奨励賞を授

与する。

表　　　　　　彰 必用単位数 対　　象

キッズ学び　奨励賞 30 小学生

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

標津きらり大学「学長奨励賞」 300 小中高生・一般

標津きらり大学「学長賞」 500 小中高生・一般

標津きらり大学「学長奨励賞」 300毎 小中高生・一般

標津きらり大学

表彰区分

必要単位数
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４月日程＆行事

８日㈰ 子ども体力測定会

16日㈰ 管内小学生卓球大会

17日㈪・24日㈪ スポーツ体験教室

29日㈯ ポー川史跡自然公園オープン

29日㈯ 管内中学生卓球大会

未定 陸上教室

５月日程＆行事

10日㈬～19日㈮ ファミリー卓球教室

14日㈰ 第１回標津きらり大学主催事業

15日㈪・22日㈪ スポーツ体験教室

20日㈯ 日ハム少年野球教室

21日㈰ 春季町民卓球大会

24日㈬ バレーボール教室

27日㈯ スポーツゲームスイン標津競技力向上講習会

31日㈬ スポーツチャレンジデー

６月日程＆行事

４日㈰ 川北小運動会

４日㈰ 標津中体育祭

５日㈪・26日㈪ スポーツ体験教室

９日㈮ 大日本プロレス

11日㈰ 標津小運動会

17日㈯ 縄文まつり

17日㈯～24日㈯ きらり子ども塾「通学合宿」

18日㈰ 標津イチャルパ

18日㈰ ひぐまカップオープンパークゴルフ大会

21日㈬～７月７日㈮ 初心者水泳教室

25日㈰ 町民300歳ソフトボール大会

未定 健康美人塾

７月日程＆行事

２日㈰ 川北こども園運動会

３日㈪ スポーツ体験教室

９日㈰ 標津こども園運動会

15日㈯ サイエンスフェア（夏）

15日㈯ 親子遊び

15日㈯・16日㈰ 標津高校学校祭

16日㈰ 野付半島ウォーニック

20日㈭ 少年の主張根室地区大会

29日㈯・30日㈰ 親子キャンプ

未定 健康美人塾

８月日程＆行事

２日㈬ 川北地域七夕まつり

９日㈬～11日㈮ 道東ブロックスポ少ジュニアリーダースクール

18日㈮～30日㈬ イルカ水泳教室

21日㈪・28日㈪ スポーツ体験教室

26日㈯ 川北中体育祭

26日㈯・27日㈰ 読書キャンプ

未定 スポーツ講演会

９月日程＆行事

２日㈯ 第４回子どもサミット

２日㈯ プールサイドまつり

平成29年度

標津町の
教育関係行事一覧

３日㈰ オリンピアン指導事業

11日㈪ スポーツ体験教室

17日㈰ オホーツクマラソン大会

23日㈯ 英語キャンプ

30日㈯ ふれあいスポーツデー前夜祭

10月日程＆行事

１日㈰ ふれあいスポーツデー

７日㈯ 図書館・児童館祭り

８日㈰ 旧標津線フットパス

10日㈫～19日㈭ ファミリーバドミントン大会

15日㈰ 標津小学芸会

15日㈰ 川北小学習発表会

21日㈯・22日㈰ 標津中文化祭

21日㈯・22日㈰ 川北中学校祭

22日㈰ 町民バドミントン大会

23日㈪ スポーツ体験教室

未定 健康美人塾

11月日程＆行事

４日㈯ 防犯子どもスポーツまつり

５日㈰ オリンピアン指導事業

11日㈯ 管内中学バレーボール大会

12日㈰ 標津こども園発表会

13日㈪・27日㈪ スポーツ体験教室

19日㈰ 団長杯卓球大会

19日㈰ 川北こども園発表会

24日㈮ 標津町教育実践発表研究会

25日㈯ 標津カップ小学生バレーボール大会

25日㈯～26日㈰ スポーツリーダー・スポ少認定養成講習会

29日㈬～12月8日㈮ ファミリー卓球教室

未定 健康美人塾

12月日程＆行事

２日㈯ 子ども体力測定会

３日㈰ 標津オープンバスケットボール大会

４日㈰ スポーツ体験教室

10日㈰ 秋季町民卓球大会

17日㈰ 支部長杯卓球大会

１月日程＆行事

７日㈰ 標津町成人式

７日㈰ 道東小中学生距離別スケート大会

10日㈬ 新春書初め大会（標津地区）

11日㈭ 新春書初め大会（川北地区）

13日㈯・20日㈯ 初心者スケート教室

22日㈪・29日㈪ スポーツ体験教室

20日㈯ サイエンスフェア（冬）

未定 ファミリースキー教室

２月日程＆行事

３日㈯ 管内小学生バレーボール大会

４日㈰ 標津スプリント選手権大会

４日㈪・26日㈪ スポーツ体験教室

18日㈰ スキー場まつり

24日㈯ 高齢者レクリェーションの集い

25日㈰ フットサルイン標津

未定 ファミリースキー教室

３月日程＆行事

５日㈪・12日㈪ スポーツ体験教室

11日㈰ 室内ソフトテニス大会

24日㈯～25日㈰ 川北少年活動リーダー研修会

毎週水曜日 ウォーキング広場（通年実施しています）


