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児童館の運営 858万円

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

子どもたちが安心して遊べる児童館を運営しま

す。

児童館では、発達障がいや発育遅滞が心配され

る児童に対し、児童館活動を通して健全な育成を

確保するため、子育て支援アドバイザーを配置し

ています。

また、クッキング、クリスマス会、バス遠足な

ど、楽しい行事を行っていますので、気軽に遊び

に来てください。

財源内訳

道の補助金 91万円

行事の参加負担金 1万円

町の負担 766万円

子育て支援センターの運営 283万円

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

親子が安心して遊べる子育て支援センターを運

営します。

子育て支援センターは、子どもたちの健やかな

成長を願い、子育ての悩み相談や育児サークル

「ぴよぴよきっず」の活動支援、参観日の託児サ

ービスなど、さまざまな形で子育てをサポートし

ます。

財源内訳

国の補助金 163万円 町の負担 120万円

得きっずカードの発行

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

中学生以下の子どもがいる世帯と妊婦がいる世帯の

生活を応援するため、得きっずカードを配布します。

平成25年度からは、満点時の上乗せ分が2000円から

4500円へと大きく増加し、通常の満点特典500円と合

わせて、5000円分の買い物や貯金ができます。

また、通常のお買い物だけでなく、子育てスクール

や図書館の催し物など、参加するとポイントがもらえ

る町の行事がたくさんあります。

なお、得きっずカードの有効期限は、発行した年度

の３月31日までですので、ご注意ください。

※しんとつかわポイントカード会加盟店と連携して行

う事業です。

財源内訳

子ども夢基金

（子育て環境を整えるための貯金） 858万円

858万円

【満点特典】

■ 通常の満点特典

■ 上乗せ助成額

500 2000

4500

500

500

計計2500計2500円円

計500計500円円

計5000計5000円円

とくとっぷ
カード

これまでの
得きっず
カード

これからの
得きっず
カード
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障害者自立支援事業

（担当：保健福祉課保健福祉グループ）

国の法律に基づく福祉サービス事業です。障がいのある方が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、

障がいの内容や特性に応じた適正なサービスを提供します。個々のニーズに応じたサービスがあります。

【主なサービス】

・在宅で訪問を受け利用するサービス

入浴、排せつ、食事の介護及び調理、洗濯などの家

事援助を行います

・施設などで昼間の活動を支援するサービス

施設での入浴、排せつ、食事の介護及び個々の能力

に応じた就労支援を行います

・住まいの場を提供するサービス

さまざまな障がいのある人が共同生活をし、日常生

活上の必要な支援を行います

・必要な情報の提供や助言を行い、個々に応じたサー

ビスの利用計画を立てるサービス

障がい者の心身の状況に応じたサービス利用計画を

作成し、地域移行への支援を行います

財源内訳

国の負担金 1億805万円

道の負担金 5411万円

町の負担 5661万円

2億1877万円

地域生活支援事業 687万円

（担当：保健福祉課保健福祉グループ）

在宅の障がい者や障がい児が、住み慣れた地域

で自立した日常生活や社会生活を営むことができ

るよう、個々にあった支援を行います。

【主な支援】

・移動するための支援

・日中の見守り支援

・視覚や聴覚に障がいがある方の支援

・日常生活に必要な用具の給付、貸与など

財源内訳

国の補助金 343万円

道の補助金 172万円

町の負担 172万円

地域活動支援センター負担金 737万円

（担当：保健福祉課保健福祉グループ）

地域活動支援センターの指定を受けている、ゆ

めりあ内の「あざれあ工房」と、砂川市の「ぽぽ

ろ」に対し、運営費の一部を負担します。

地域活動支援センターは、心身に障がいがある

方が、自らの意思で自立した生活ができるよう、

創作的活動や生産活動の機会を提供し、社会的孤

立を防ぐための福祉施設です。
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高齢者や障がい者の見守り

（担当：保健福祉課保健福祉グループ）

近年、少子高齢化や核家族化により高齢者や障がい

者を見守る環境が大きく変化してきています。その結

果、孤立死するケースが全国で発生するようになり、

大きな社会問題となっています。

そうした社会変化の中、本町では高齢者や障がい者

が住み慣れた地域で、安心して暮らせるまちづくりを

進めていきます。

今年度は、その体制づくりに取り組むために関係機

関や団体による協議機関を立ち上げます。また、モデ

ル地区を選定し、効果や課題を検証しながら進めてい

きます。

また、対象世帯の不安を解消するために支援サービ

スの充実を図ります。

343万円

要援護者の台帳整備と情報管理 38万円

（担当：保健福祉課保健福祉グループ）

独居高齢者や障がい者のうち災害時に支援が必

要な方について、病気の状態や必要な介護内容、

連絡先などの情報を集約し、必要時にそれらの情

報が素早く活用できる体制を整備します。

また、要援護者支援システムによる情報管理と

合わせ、救急医療情報キットを活用することによ

り自助活動を推進します。

緊急通報システムの設置 22万円

（担当：保健福祉課保健福祉グループ）

独居高齢者や高齢者のみの世帯、また日常生活

に支障のある障がい者の不安の軽減や緊急時の迅

速な対応を図るため、

大きなボタンを押す

と直接消防につなが

る緊急通報装置を希

望する世帯に設置し

ます。

受話器を上げるこ

となく状況を伝える

ことができ、話がで

きないときは登録番

号を確認して救急隊

がかけつけます。

財源内訳

雨竜町の負担金 4万円

町の負担 18万円
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レクリエーション・インストラクターの養成 32万円

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

レクリエーションが持つ楽しさを地域の人々に

伝える指導者となってもらうことを目的としたレ

クワーカー講習会をゆめりあで開催します。

また、老人クラブの月例会などの機会にレクリ

エーションの出前講座を設け、レクワーカーとし

ての実践の場を提供します。

今年度は、札幌で行われるレクリエーション講

習会への参加経費も負担します。

ふるさと学園大学の運営 48万円

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

高齢者の学習意欲向上や健康増進などを目的と

した、関心の高い一般教養や健康講座を年７回、

７月には社会見学、３月に修了式と年９回開講し、

ふるさと学園大学を運営します。

財源内訳

道の補助金 7万円

町の負担 41万円

60代からの生きがいづくり 11万円

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

自分の時間が持てるようになった60歳以上の方

を対象に、新たな自分、新たな仲間、新たな趣味

を見つけてもらうきっかけ作りを目的として、シ

ニアいきいきクラブを開催します。

平成25年度は、樹木のせん定・冬囲い、ハーフ

テニス、太極拳、お菓子作り、家庭菜園の５つの

教室を、ハーフテニスはスポーツセンターで、そ

れ以外はゆめりあで行います。ぜひご参加くださ

い。

高齢者宅の除雪 293万円

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

高齢者や障がい者世帯の冬期間における除雪の

不安を解消し、在宅生活を確保するため11月から

３月までの期間、除雪サービスを実施します。

除雪の範囲は、玄関から道路までの人が通れる

程度と、ベランダまたは窓（家の中で一カ所）で

す。

財源内訳 国の交付金 91万円

利用者の負担金 43万円

町の負担 159万円
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町民健康づくり対策

（担当：保健福祉課保健福祉グループ）

国保特定健診受診者の結果は、１～２か月の平均の

血糖値であるHbA1cで正常値を超えた人はグラフのと

おり平成20年度よりも平成23年度は増加しています。

平成23年度の正常値を超えた人の割合は76.8％で、

北海道の52.2％と比較しても高く、全道ワースト９位

の結果でした。つまり、糖尿病になる危険性が高い状

況となっています。

そこで、この状況を改善するため、次の事業を展開

します。

①健康づくりに常に関心を持ち、自ら健康増進に取り

組めるようにするための情報提供を行います。

②食生活の改善のため、栄養や食生活改善に必要な情

報を提供します。

③体を動かす習慣を身に付けるため、手軽にできるウ

ォーキングを奨励します。今年もウォーキング作戦

を実施します。

352万円

がん検診 846万円

（担当：保健福祉課保健福祉グループ）

各種がん検診を実施し

ます。

対象年齢の方には、特

定のがん検診が無料で受

けられるクーポン券と検

診手帳を配布し、検診受

診率の向上と早期発見に

努めます。

財源内訳

国の補助金 81万円

保険者の補助金 20万円

受診者の自己負担 200万円

町の負担 545万円

【無料クーポン券対象者】

平成25年４月１日時点の年齢性別検診

40、45、50、55、60歳男女大腸がん

40、45、50、55、60歳女乳 が ん

20、25、30、35、40歳女子宮がん

若年者健診の無料化 149万円

（担当：保健福祉課保健福祉グループ）

若年者健診は、30歳代を対象とした生活習慣病

を予防するための健診です。昨年の健診では、男

女とも血糖値の高い人が多くみられましたので、

糖尿病などを早期から予防していくために、今年

度から若年者健診を無料で実施します。

また、若年者健診や特定健診の結果、発症リス

クが高いと判定された方を対象に、糖負荷検査、

頚動脈エコー検査などの２次健診を実施します。
けい

財源内訳

道の補助金 30万円 町の負担 102万円

２次健診受診者の自己負担 17万円

【若年者健診の結果（平成24年度）】

女性男性

有所見健診項目有所見健診項目

30.8％血糖61.1％血糖1

23.1％悪玉コレステロール44.4％中性脂肪2

17.9％肥満度38.9％肥満度3

100

80

60

40

20

0

正常値誌 試異常値

□ 平成20年度

■ 平成23年度

4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8 6.1以上
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中学生までの医療費無料化

（担当：住民課戸籍保険グループ）

子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもの健康管

理を支援するため、中学生までのお子さんが保険診療

を受けた際の医療費を助成します。

北海道の補助制度では、対象範囲が小学生の一部ま

でであり、助成には一部自己負担があります。新十津

川町は助成内容を独自に拡大し、中学生までの幅広い

範囲で、保険医療費自己負担分の全額助成を行います。

2191万円

国民健康保険 3億2338万円

（担当：住民課戸籍保険グループ）

国民健康保険加入者の医療給付と保険運営は、

歌志内市、奈井江町、浦臼町、雨竜町、上砂川町、

新十津川町の１市５町で組織する空知中部広域連

合が行っています。

町は、保険事業の安定的な運営のため、保険税

収納率の向上を目指し臨戸訪問の実施や、医療費

の抑制に取り組んでいます。

その一環として、平成25年度から、40～74歳の

加入者を対象とした特定健診の個人負担を無料化

し、病気の早期発見・早期治療に努めます。

財源内訳

国の補助金 1344万円

道の補助金 2541万円

加入者の保険税 2億4804万円

町の負担 3649万円

後期高齢者医療保険 9454万円

（担当：住民課戸籍保険グループ）

75歳以上の方と65～74歳で一定の障がいのある

方が加入する後期高齢者医療制度は、道内すべて

の市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連

合が運営しています。

保険証の作成や保険料の決定などの運営を行う

広域連合へ支払う負担金や、町が行う保険証の交

付、各種療養費の受付、保険料を収納して広域連

合へ納付するための経費、高齢者健診などの保険

事業を行うための経費です。

財源内訳

加入者の保険料 6838万円

道広域連合の交付金 10万円

加入者からの手数料など 1万円

過年度保険料の還付金 10万円

町の負担 2595万円

【医療費助成の範囲】

北海道の補助制度 → 町の独自拡大後

歯科、調剤通院入院

△→○△→○△→○就学前児

×→○×→○△→○小学生

×→○×→○×→○中学生

×：対象外

△：一部自己負担あり

○：自己負担なし（実質無料）

財源内訳

道の補助金 380万円

高額療養費保険者負担 12万円

子ども夢基金（子育て環境を整

えるための貯金） 1799万円
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事業概要予算額事 業政策

１ 児童福祉の充実

お子さんの誕生をお祝いして、ベビー服を贈ります22万円誕生記念品の贈呈

中学３年生までの子どもを養育している方に支給します9642万円児童手当の支給

親同士の交流イベントなど、子どもから離れリフレッシュする場を設けます23万円安心の子育て環境づくり

指定管理者に委託して保育園を運営します6793万円新十津川保育園の運営

町外の保育所に通う乳幼児分の負担金です52万円保育所広域入所負担金

２ 障がい者福祉の充実

身体に障がいのある方に補装具を給付します213万円補装具費の支給

人工透析などの医療費を助成します2746万円自立支援医療費の給付

重度障がい者の介護者に手当を支給します54万円重度心身障害者等介護手当の支給

機能訓練施設や社会復帰施設などへの交通費を助成します72万円施設通所交通費の助成

障がい児の監護者に手当を支給します4万円特別児童扶養手当支給事務

障がい児の療育通所施設の運営費を負担します5万円子ども通園センター負担金

身障福祉協会の活動を支援します4万円身障福祉協会の支援

３ 高齢者福祉の充実

行政の措置による養護老人ホーム入所などの経費です727万円高齢者の福祉施設入所経費

空知中部広域連合を保険者とする介護保険運営経費です10838万円介護保険の運営

デイサービスを行い、要介護状態への移行を予防します541万円高齢者の介護予防

バス利用が困難な高齢者を支援します13万円在宅要援護者の通院支援

高齢者の趣味や特技を通して、健康増進や交流を図ります11万円ゆめりあ部会の運営

高齢者無料巡回バスやふるさと学園大学の送迎を行います184万円福祉バスの運行

高齢者や障がい者宅の改修費用の一部を助成します90万円高齢者等の住宅改修費の補助

喜寿と傘寿以上の高齢者の長寿をお祝いします127万円長寿を祝う会負担金

町内の各老人クラブに活動資金の一部を助成します100万円単位老人クラブの支援

老人クラブ連合会に活動資金の一部を助成します54万円老人クラブ連合会の支援

運動教室などで高齢者の心身機能の維持向上を図ります195万円高齢者の元気づくり支援

４ 健康づくりの推進

ゆめりあの管理運営を行います4163万円総合健康福祉センターの管理

小学生までに必要な予防接種を行います392万円乳幼児学童法定予防接種

予防接種健康被害調査委員会を開催します3万円予防接種健康被害調査委員会の開催

対象者に１回1000円を助成します210万円インフルエンザ予防接種

生後２カ月～５歳未満児に予防接種を実施します353万円ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン予防接種
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４ 健康づくりの推進

小学６年生～高校１年生女子に予防接種を実施します393万円子宮頸がんワクチン予防接種

対象者に費用の一部を助成します18万円高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種

保健事業に関する事務事業を実施します54万円保健事務

40歳以上の未受診者に肝炎検診を行います39万円肝炎検診

骨粗しょう症検診を実施します27万円骨粗しょう症検診

エキノコックス症検診を実施します39万円エキノコックス症検診

健康に関する講話や健康相談を行います13万円健康教育・相談

栄養相談や食生活改善支援を実施します116万円栄養指導

健康体力増進室の管理、運営を行います276万円健康体力増進室の管理運営

乳幼児に健康診査、健康相談を行います49万円乳幼児健康診査・相談

歯科健診、歯科指導、フッ素塗布を行います15万円乳幼児歯科健診・教育

一般健康診査費14回分と超音波検査費６回分を助成します301万円妊婦健康診査・相談

後期高齢者健診を無料で実施します74万円後期高齢者健診

１回の治療につき10万円、合計５回の治療費を助成します100万円特定不妊治療費の助成

５ 医療環境の充実

休日や夜間に救急患者が受診できる医療体制を確保します98万円救急医療の確保

後期高齢者医療保険加入者の医療費の一部を負担します9132万円後期高齢者医療療養給付費負担金

無料送迎車の運行経費の一部を負担します140万円診療送迎車の運行支援

重度の障がいがある方の医療費自己負担分を助成します1958万円重度心身障害者の医療費助成

母子・父子家庭の医療費自己負担分を助成します372万円ひとり親家庭の医療費助成

入院を必要とする重症未熟児の医療給付を行います28万円未熟児養育医療費の助成

総合在宅ケア事業団の運営経費を負担します84万円24時間の訪問看護の確保


