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　町在住で小中学校に在学している児童生徒のうち、学校給食
費が第 1 子、第 2 子は半額・第 3 子以降は無料になる補助事
業を実施しています。この事業により、課題だった給食費の滞
納者減少についても効果が期待されています。

第 1 子・2 子の給食費半額補助。3 子以降は
全額補助！給食費が実質 1 人分で OK

3 人分の給食費が１人分で
済んでいるので、大変助
かっています。この事業が
ずっと続いて欲しいと思い
ます。

境町在住の小中学生のための給食費補
助事業は、平成 28 年度より実施してい
ます。

佐々木誠さん、佐知子さん
勇斗さん（境一中 3 年）、

慶太さん（境小 6 年）、莉瑚さん（5 年）

100% ふるさと納税を活用

子育て応援学校給食費補助金
交付事業　　　 4,424 万円

給食費の補助
助かってます

　長田小敷地内に定員 90 人の大型児童クラブを新た
に整備しました。これまで、長田小の児童たちは、児
童クラブまで徒歩で 30 分かけて移動していましたが、
学校敷地内の児童クラブの開設により、児童たちの移
動のストレスを軽減し、安心して放課後を過ごせるよ
うになりました。町では、町内の全小学校区に児童ク
ラブを設置しています。

子育て世帯が安心して
育み・暮らせるまちづくり

小島享介さん（長田小 2 年）、
久美子さん

新しい児童クラブは、建物
の中も外もきれいで好きに
なりました。（親）学校から
すぐ児童クラブに移動でき
るので親としてはとても安
心です。

ふるさと納税＋国の補助金を活用

将来グローバル社会で活躍する
子ども達の未来を育む

　町では、フィリピン共和国より英語講師 17 人を招
き、実用的英語力を育てる英語授業を町内全小中学校
で実施しています。日常的に英語に触れる教育環境を
整えることで、小学６年で英検３級、中学３年で英検
2 級合格程度の英語力を目指します。また、中学校卒
業時には自分の言葉で 3 分間スピーチが英語でできる
ようになることを目標にしています。

町内全小中学校で
先進的な英語教育を実施！100% ふるさと納税を活用

新規
境小での英語授業の様子

スーパーグローバルスクール事業　8,565 万円

　80 年以上交流の続いている長田小学校とアルゼン
チン共和国とのつながりをより深いものとするため
に、境町の代表児童をアルゼンチンへ派遣しました。
今回で 3 度目の実施となり、募集定員を上回る希望者
の中から長田小 6 名、境小３名、猿島小１名、森戸小
１名、静小 1 名の合計 12 名の児童がアルゼンチンへ
渡航し、現地の子どもたちとの交流等を通じてアルゼ
ンチンの文化や歴史について学びました。

３年連続！境町の小学生 12 名を
アルゼンチンへ派遣ふるさと納税＋民間寄付で町の持ち出し 0 円

国際交流児童アルゼンチン派遣事業　600 万円

防
防災対策

いつ起こるか分からない災害に備え
住民の安全・安心を守るために

自らの命を自ら守るために
「逃げどきマップ」が完成しました

完成した「逃げどきマップ」
を活用し、いざという時に
備えて家族や近所の皆さん
と一緒に避難場所や避難経
路などの事前確認をお願い
します。

防災安全課
危機管理専門監　生天目一司

ふるさと納税＋国の補助金で
町の持ち出し 0 円

広域避難プロジェクト事業　
1,130 万円

（逃げどきマップ　441 万円）

　平成 27 年 9 月に発生した関東・東北豪雨の水害を教訓に、
令和 2 年度の完成に向け、都市下水路に接続する雨水バイパス
管の設置工事を実施します。完成後には１時間に 54 ミリの豪
雨でも市街地内の冠水被害が軽減されることになります。

市街地の冠水対策として
雨水バイパス管を整備します

関東・東北豪雨以来、台風
の度に家の前に土のうを積
み、対策している家庭もあ
ります。今度の雨水バイパ
ス管が完成すれば、ずいぶ
ん冠水も軽減するのではと
皆さん期待しています。

雨水バイパス管のイメージ。大雨の際、
側溝から雨水がバイパス管に流れ込み、
冠水被害を軽減します。

国の補助金活用し、町の持ち出し５割

雨水排水対策事業
・総事業費（3 カ年）  ５億円
・H30 年度事業費　 2 億 2,000 万円　

写真差替
都市
下水路
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新吉町区長　鹿久保喜一さん

アルゼンチンの子どもたちとの記念撮影

新規

新規

　利根川が氾濫しそうな時、地区ごとの避難のタイミング、避
難場所などを分かりやすく一つにまとめた「逃げどきマップ」
を作成しました。「自らの命は自ら守る」ことを最も重要なポ
イントとし、自主的に「広域避難」することを推奨しています。

　町では、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心し
て子どもを産み育てられる環境と次世代を担う子ども
の健やかな成長の促進を図るため、1 歳未満の乳児を
対象として、町の指定する薬局等で紙おむつや粉ミル
クなどの育児用品を購入する際に利用できるクーポン
券「境町にこにこ赤ちゃんクーポン券」を最大 3 万円
分支給しています。

100% ふるさと納税を活用

境町にこにこ赤ちゃんクーポン券事業 535 万円

長田小敷地内に
大型放課後児童クラブを新設！

町では、少子化対策の充実及び子育て世帯への経済的支援の一
環として、現行の県の医療費助成制度「マル福」に加え、町独
自の支援として、高校生の外来診療分及び 19 歳・20 歳の学
生に拡充し、保険診療分の一部負担金の助成を行なっています。

子育て世帯を応援！　
20 歳まで医療費助成を拡充

100% ふるさと納税を活用

20 歳までの医療費助成事業
997 万円 ( 高校・学生分 )

息子が、月に 1 回くらいは
医療機関を利用しているの
で、すごく助かっています。
近隣市町村にはない、境町
だけの事業と聞いているの
で、境町に住んでいて良
かったと思っています。

齊藤和美さん（染谷）

10 日間のアルゼンチン派
遣は、私にとっては 1 年以
上に感じられる充実した時
間でした。かけがえのない
思い出とたくさんの友達を
作ることができました。

H30 派遣（長田小）
草間美羽さん

英語で歌う時間が楽しいで
す。（親）子どもも楽しん
でいるようですし、英語が
学べる環境を町に作ってい
ただきありがたいです。

横堀航生さん、（境小 2 年）、
裕子さん（親）、葉月さん（妹）

英語の授業
楽しいです！

アルゼンチンの街並みをイメージしたカラフルな外壁

赤ちゃんクーポン券で育児用品の
購入助成！  最大 3 万円分支給！

こういったクーポン券は他
の町には無いと思います
し、3 万円分の助成はすご
く助かります。使い勝手も
良く重宝しています。

前田夏月さん、智徳さん（大歩）

大型店でも使えて
とっても便利です！

またいつか絶対
アルゼンチンに
行きたいです！

いざという時も
安心です

児童クラブ施設建設事業
総事業費 5,989 万円

（内 H30 年度事業費 4,302 万円）

平成 30 年度  主な事業
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境町はいろいろ
やってるのね！

平成 30 年度に実施した

主 な 事 業住民から
選ばれる
まちづくり
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