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教育情報誌

2018（平成30）年４月１日 第248号 標津町教育委員会 ☎0153-82-2900

●�幼児期にふさわしい成長を促すため、一人ひとりの発
達や特性を捉えながら「安心・安定」「自己発揮」「協
同性」を軸に「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ます。
●�地域の自然や人材を活かした体験活動を充実させ、好
奇心・協調性・あきらめずに挑戦する力といった小学
校以降の学習の土台になる「学びに向かう力」の育成
を図ります。
●�幼児教育と義務教育の指導内容の連携を図るため「こども園・小学校・中学校の一貫教育推進協議会」
による円滑な接続を推進します。

●�学校での日々の授業と連動した家庭学習への具体的な指導を進めるとともに、児童・生徒自らが課題
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。
●�子どもたちの視野を広げるための体験活動として、長野県生坂村との中学生交流事業を行い、地域や
文化を学ぶなど、キャリア教育を推進します。
●�特別な支援を必要とする子どもたちが、切れ目のない一貫した指導が受けられるよう学校や家庭、関
係機関などと連携した教育支援を推進します。
●�小学校の中学年から外国語活動が導入されるなど、学習指導要領改訂の移行年となることから、ALT
（外国語指導助手）やICT機器の有効活用と教育研修の充実に努めます。
●�道徳が特別の教科となることから、支え合い・励まし合うといった協調や自律的なふるまいなどにつ
いて、教師がどの場面においても共通した指導を行います。

●�いじめは絶対に許されない人権侵害であることなど、
子どもの発達段階に応じて、命の大切さを実感できる
ような指導を行います。

●�体力や運動能力、運動習慣については、毎年の調査結
果に基づき、それらの特徴と課題を明確にした上で、
家庭や地域との連携を図りながら、学校の特色ある取
り組みを推進します。

●�標津高校との連携による義務教育の授業交流やキャリ
ア教育の取り組みを推進するなど、ふるさとでの学び
の機会を確保するため積極的な支援を継続します。

平成
30年度

幼児教育

義務教育

教育行政執行方針(抜粋)
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◆�町民一人ひとりが個性や地域特性を生かしながら、
自主的・主体的に学習活動に取り組めるよう、生
涯各期における学習機会の充実と学習環境の整備
に努めます。
◆�学校・家庭・地域が連携し、子どもたちが町民の
方とふれあう中で「ふるさと標津」の産業や魅力
を学ぶ機会を設けます。
◆�文化協会やサークルなどの主体的な活動を支援し、
芸術文化意識の高揚と鑑賞機会の拡大に努めます。
◆地域づくりを担うリーダーを養成するため「しべつ未来塾」の活動を引き続き支援します。

◆�「スポーツの町」を宣言してから30年を迎える
ことから、佳節にふさわしい記念行事を開催し、
スポーツと健康増進の啓発を推進します。

◆�体育施設はスポーツや運動による「健康と生きが
い」の場として、幅広い年齢層が親しみ、利用し
やすい施設となるよう適切な運営に努めます。

◆�スポーツ関係団体のほか、学校・文化・福祉など
の関係団体と連携し、多くの町民が参加できる魅
力あるイベントの開催に努めます。

生涯学習

体育館

◆�子どもから高齢者まで誰でも気軽に足を
運び、学ぶことができる憩いの場となる
よう、町民の暮らしに寄り添う魅力的な
図書館運営を目指します。

◆�読書活動の普及推進のため、０歳児から
のブックスタートやおはなし会、学校な
どへの移動図書館の充実などの取り組み
を引き続き行います。

図書館活動

◆�史跡標津遺跡群や天然記念物標津湿原をはじめと
する国指定文化財や町内に存在する有形・無形の
文化遺産の保全と活用を継続します。
◆�根室管内１市４町と連携しながら「日本遺産」へ
の認定を目指すとともに、標津遺跡群発掘調査の
教育的活用や会津松平家14代当主招へいの取り
組みを推進します。

ポー川史跡自然公園
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●�こども園利用者負担額の軽減　「０～２歳児：国基準の１/４」「３～５歳児：完全無料化」
●�こども園で使用する教材（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
科などの共通用品）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人当たり2,700円分
●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）2,866,000円
●中学校の要保護及び準用保護生徒に対する援助費（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、教材の購入、
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、教材の購入、
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　225,444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　162,701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　506,621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）
　児童など１人当たり　110,699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　200,407円

　上記に掲げたグラフの予算額のうち、児童生徒など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30年度予算額　　予算総額　547,089千円

平成30年３月１日現在の
平成30年度児童生徒数などの見込み数値を使用しています。

児童生徒など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。収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30年度

　保護者の負担軽減を図るため、町では次の経費を負担しています。
　また、全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、経済的な理由で就学に
必要な経費の支出が困難な方を対象に、その費用（学用品費・入学準備金・修学旅行費・PTA
会費など）を援助しています。

こども園費
86,895 千円 
(16%）

社会教育費
76,791 千円
（14%）

保健体育費
127,474 千円
（23%）

総額
547,089 千円

教育総務費
101,615 千円
（19%）

小学校費
69,247 千円
（13%）

中学校費
85,067 千円
（15%）
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　今年度で９年目を迎える「標津きらり大学」は、町の事業を単位制にして、町民の皆さんが自身で学ぶ
ことができるよう、５つのコースごとに受講できる生涯学習の制度です。
　今年度も各種講座や教室・講演会・イベントなどを開催します。内容については、広報４月号に折込み
の「平成30年度標津きらり大学事業一覧表」をご覧ください。
　また、標津きらり大学では継続して学習に取り組んだ単位取得数に応じて、称号の授与を行っています
ので各称号名、必要単位数は下記の別表をご覧ください。
　開校式及び称号授与式を、次の日程で開催しますので皆さんのご参加をお願いします。

日時：５月13日（日）　13時30分から
会場：町生涯学習センター　あすぱる
内容：称号授与式、開校記念講演など

★詳しくは、折込みチラシで
ご案内いたします

標津きらり大学では、次の称号の必要単位を取得された方に、
称号授与を行っています。

★講座や教室のご要望やご不明な点がありましたら、
町生涯学習センターあすぱる（☎82-2900）までお問合せください

お知らせ標津きらり大学からの

◆　きらり大学手帳の単位数をご確認ください　◆

　ご自身が持つ大学手帳で単位をご確認いただき、対象となる方は４月25日㈬ま
でに、事務局の町生涯学習センターあすぱる（☎82-2900）までご連絡をお願い
します。
　また、昨年度きらり大学事業に参加されている方で、単位スタンプの押し忘れな
どありましたら、事務局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

称　　　号　　　名 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
称号区分
必要単位数

標津きらり大学開校式
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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９日～13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
つで溢れるよう啓発運動を実施していきます。
　町民の皆様にも、登園、当校中の幼児や新入学児
童、小中高生に温かい声をかけていただき、一人で
も多くの方々があいさつをしていただき、町全体一
体となった取り組みになるようご協力お願いいたし
ます。

　健全な青少年を育てる標津町民の会では、あいさつ運動の一環として関係団体と連携した町内の事
業所訪問ほか、夏休み期間の規則正しい生活習慣としてラジオ体操参加の促進や児童・生徒の夏休
み・冬休み期間中のきまりカレンダーの発行などを行い、学校や地域が一体となった取り組みを展開
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～

春のあいさつ運動
実 施 期 間

日　時：平成30年４月９日㈪～13日㈮　計５日間
場　所：標津町内各地　通学路交差点９箇所（標津・川北両市街）

平成
30年度

あいさつ運動が始まります！春の

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

あいさつ運動の様子（昨年度の写真）

　しべつ未来塾は、現在第２期生18名が所属して、
自らの合意形成のもと日々活動しています。地域を
盛り上げる活動や自身のスキルアップのなど、さま
ざまな活動を行っています。仲間と共に語り合い、
活動していだける方を随時募集しています。

　「標津のまちづくりと青年同士のネットワークの構築」をテーマに、
標津の将来を担う青年（女性）の異業種間の交流をはかり「ふるさと
標津への愛郷心の醸成と未来を担う人づくり」の育成を図る。

◦町内在住又は町内で勤務している方で、年齢が概ね20歳～40歳の方
◦標津町が好きで愛着をもっている方、標津をもっと知りたい方
◦地域の活性化のために共に活動をしていただける方など

１．しべつ未来塾の開設目的

２．対象者

★入塾を希望する方、興味がある方は、町生涯学習センターあすぱる（☎82－2900）までお問合せください

気軽に
参加してネ

しべつ未来塾生
の募集
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４月日程＆行事
２日㈪ さわやか体操会スタート
４日㈬ 春のあいさつ運動事業所訪問

９日㈪～13日㈮ 春のあいさつ運動街頭啓発
15日㈰ 管内小学生卓球大会
29日㈰ ポー川史跡自然公園オープン

５月日程＆行事
13日㈰ きらり大学開校式
20日㈰ 春季町民卓球大会

25日㈮～27日㈰ 日ハムスポーツコミュニティ
26日㈯ 日ハムビールパーティー

６月日程＆行事
２日㈯ 標津中学校体育祭
３日㈰ 川北小学校運動会
３日㈰ チャレンジデーカップミニテニス大会
10日㈰ 標津小学校運動会
10日㈰ マラソンパークゴルフ大会
17日㈰ 標津イチャルパ・縄文まつり
23日㈯ 卓球講習会
24日㈰ 町民300歳ソフトボール大会

30日㈯～７月１日㈰ 管内中体連大会（バレーボール）
30日㈯ 管内中体連大会（剣道）
未定 きらり子ども塾「通学合宿」
未定 しべつを知り隊

７月日程＆行事
１日㈰ 川北こども園運動会
１日㈰ 管内パークゴルフ大会
１日㈰ 野付半島丸ごとウォーニック
８日㈰ 標津こども園運動会
８日㈰ ラジオ体操指導講習会
８日㈰ 会津松平家14代当主　松平保久氏　講演会
14日㈯ サイエンスフェア（夏）
14日㈯ ピリカの泉
14日㈯ 標津高校学校祭
19日㈭ 少年の主張根室地区大会

20日㈮～21日㈯ 卓球講習会
23日㈪ 夏休みブックマラソン

25日㈬～27日㈮ 夏休みラジオ体操
28日㈯ 七夕キャンプ
未定 巡回小劇場

８月日程＆行事
18日㈯～19日㈰ 24時間マラソンスポーツイベント

26日㈰ 管内スポーツ交歓大会
９月日程＆行事

１日㈯ 川北中学校体育祭
１日㈯ プールサイドまつり

７日㈮～９日㈰ 全道朝野球大会
16日㈰ オホーツクマラソン大会
16日㈰ スポーツ親善大使委嘱状交付式
18日㈫ 大菅小百合氏「夢・先生」

18日㈫～21日㈮ 秋のあいさつ運動街頭啓発

29日㈯ オリンピアン指導事業（予定）
10月日程＆行事

６日㈯ 図書館・児童館祭り
６日㈯ ふれあいスポーツデー前夜祭
７日㈰ ふれあいスポーツデー
７日㈰ 東農大キャンパスライフ
13日㈯ 幼児期運動指導者研修会
13日㈯ 親子運動遊びのつどい
14日㈰ 道東ブロックスポーツ指導者研修会
14日㈰ 標津小学校学芸会
14日㈰ 川北小学校学習発表会
14日㈰ 旧標津線フットパス

20日土～21日㈰ 標津中学校文化祭
20日土～21日㈰ 川北中学校学校祭

20日㈯ 防犯子どもスポーツまつり
20日㈯ アイヌ民族文化祭
21日㈰ 町民バトミントン大会
28日㈰ 真心ブラザーズコンサート

27日㈯～11月３日㈯ 標津町文化祭
11月日程＆行事

10日㈯ 管内中学選抜バレーボール大会
11日㈰ 標津こども園発表会
11日㈰ 団長杯兼ニッタク杯卓球大会

15日㈭～19日㈪ 川北文化祭
17日㈯～18日㈰ スポーツリーダー・スポ少認定養成講習会

18日㈰ 川北こども園発表会
21日㈬～27日㈫ 造形まつり

22日㈭ 標津町教育実践発表研究会
24日㈯ 標津カップ小学生バレーボール大会
未定 スポーツ文化講演会

12月日程＆行事
１日㈯ スポーツ少年団レクリェーションカーニバル
２日㈰ 秋季町民卓球大会
５日㈬ バレーボール教室
９日㈰ 標津オープンバスケットボール大会
15日㈯ 川北子ども会クリスマスパーティー
16日㈰ 支部長杯卓球大会

１月日程＆行事
７日㈪ 標津町成人式
９日㈬ 新春書初め大会（標津地区）
10日㈭ 新春書初め大会（川北地区）
12日㈯ サイエンスフェア（冬）
26日㈯ 道東距離別スケート選手権大会

２月日程＆行事
２日㈯ 管内小学生バレーボール大会
９日㈯ 標津スプリント兼大会大菅小百合記念スケート大会
12日㈫ 管内スポーツクラブ実践交流会

21日㈭～23日㈯ バレーボール教室
22日㈮ 高齢者レクリェーションの集い
24日㈰ 管内フットサル大会
24日㈰ スキー場まつり

３月日程＆行事
10日㈰ 室内ソフトテニス大会

23日㈯～24日㈰ 川北少年活動リーダー研修会
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教育関係行事一覧

※�各イベント行事は急きょ日程が変更になる場合がござい
ますのでご了承ください。


