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得きっずカードの発行	 999万円
（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　高校生以下の子どもや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。
　得きっずカードは、しんとつかわポイントカード会と連携しており、カードのポイントが満点になると
5000円分の金券として使用するか、商工会窓口でお買い物に便利なふれあい商品券に交換することができ
ます。
　カードの発行はゆめりあの窓口で行い、有効期限は平成31年３月31日までとなっていますので、忘れず
にご利用ください。
　また、子育て支援センターや図書館の行事に参加するとポイントが付きますので、ぜひご参加ください。

　　児童福祉の充実①　児童福祉の充実

【対象】　高校生以下の子どもがいる世帯

【配布内容】

子どもの人数 配布枚数

１人 ５枚

２人 ６枚

３人以上 ７枚

＜財源内訳＞
子ども夢基金	 999万円

児童館の運営	 1884万円 放課後児童クラブの運営	 752万円
（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ） （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、クッキング、バス遠足、ハロウィ
ン、クリスマス会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。
　また、発達障がいや発育遅延が心配される児童
に対し、児童館活動を通して健全な育成を行うた
め、子育て支援アドバイザーを配置しています。
　なお、平成30年度は外壁塗装工事を実施します。

＜財源内訳＞
子ども夢基金	 847万円
行事参加者の負担	 1万円
町の負担	 1036万円

　放課後児童クラブは、保護者が就労などにより
昼間家庭にいない児童を対象に、適切な遊びや生
活の場を提供し、子どもたちの健全育成を図るた
め、児童館で開設しています。
　利用回数に関わらず、月額1000円で利用するこ
とができます。
【開所時間】

通常開所（月～金）
児童の下校時

～
午後６時30分

土曜日
学校の長期休業期間
振替休校日

午前８時00分
～

午後６時30分

＜財源内訳＞
国の補助金	 179万円
道の補助金	 179万円
利用料など	 49万円
子ども夢基金	 345万円
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障がいのある方への生活支援	 966万円

子育て支援センター(児童館内)の運営	 535万円

障がい福祉サービスの提供	2億6208万円

保育園の管理運営と病後児保育	 1億4957万円

（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　障がいのある方が、自立した日常生活や社会生
活を送れるよう支援します。
　専門知識を持つ相談員による、福祉サービスの
利用に向けた相談支援をはじめ、外出時の移動の
支援、一時的な見守り支援のほか、紙おむつ・蓄
尿袋などの日常生活に必要な用具や自動車改造費
用の給付を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金　341万円
道の補助金　171万円
町の負担　　454万円

　子育て支援センターは、子育て中の保護者の仲
間づくりの場として開設し、子育ての悩みや相談
のほか、親子あそびや子育てからのリフレッシュ
を目的とした「子育てすまいる」の開催、子育て
支援センターでのイベントなどを掲載したお便り
の発行を行っています。
　７～８月に幼児が安心して遊ぶことができる水
遊び場「ちゃっぷーる」を開設しますので、ぜひ
子育て支援センターへ足を運んでください。

＜財源内訳＞
国の補助金	 144万円
道の補助金	 144万円
子育てすまいるの参加料	 1万円
子ども夢基金	 246万円

　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、各種サービスを提供します。

【主なサービス内容】
・家事援助などを行うサービス
・施設などで昼間の活動を支援するサービス
・住まいの場を提供するサービス
・就労の場を提供するサービス

＜財源内訳＞
国の補助金	 1億3009万円
道の補助金	 6504万円
町の負担	 6695万円

○保育園の運営（第３子以降の独自無料化）
　指定管理者（華園学園）に委託して保育園を運
営しています。
　また、第３子以降の保育料を保護者の所得に関
係なく無料にしています。
○病後児保育（滝川市と連携）
　新十津川保育園に入園する児童を対象に、病気
回復期の保育サービスを滝川市と連携して、滝川
中央保育所の専用の病後児保育室で行います。
○屋根、暖房設備の改修
　改築後12年が経過し劣化してきた屋根と暖房設
備を改修します。

＜財源内訳＞
利用者の負担	 1299万円
町の負担	 1億3658万円

　　障がい者福祉の充実②　障がい者福祉の充実
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高齢者世帯などの除雪	 774万円
（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　高齢者世帯などの冬期間の生活を支援するため、除雪費用を助成します。
○高齢者世帯などに除雪費の助成
　世帯全員が70歳以上で、かつ町民税非課税の世帯に対し、居住する住宅の間口除雪や屋根の雪下ろし作
業を業者に委託した場合、費用の半分を助成します。70歳未満でも障がい区分によって対象となる場合が
あります。
作業区分 間口除雪 屋根の雪下ろし
上限額 ３万円 ２万円

○高齢者世帯の避難路確保
　高齢者や障がい者世帯の冬期間の緊急避難路を確
保し、在宅生活を支援するため、11月から３月まで
の期間、除雪サービスを行います。
　除雪の範囲は、玄関から道路までの人が通れる幅
の通路とベランダや窓（家の中で１カ所）となり、
サービス内容に応じて負担をしていただきます。

＜財源内訳＞
利用者の負担	 31万円
町の負担	 743万円

認知症の早期支援体制の整備	 206万円 在宅医療と介護の連携	 129万円
（担当：保健福祉課介護・福祉グループ） （担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

　認知症であっても住み慣れた地域で安心して暮
らし続けられるように、認知症の疑いのある人や
その家族に対し、早期対応による効果的な支援を
行います。
　また、認知症に関する理解を深めるための普及・
啓発活動や、認知症の方を含む高齢者にやさしい
まちづくりを推進していきます。

【主なサービス内容】
・認知症初期集中支援チームの活動
・認知症地域支援推進員の配置
・認知症カフェ事業の運営の補助
・認知症サポーター養成講座の開催

＜財源内訳＞
包括的支援事業負担金	 206万円

　医療や介護が必要な方が、住み慣れた地域で自
分らしい暮らしを人生の最期まで続けるための一
体的な支援を行う関係機関の連携を推進し、支援
体制を整備します。

【主なサービス内容】
　・医療、介護連携の普及啓発
　・医療、介護情報ブックの作成
　・医療、介護関係者のスキルアップ研修の開催

＜財源内訳＞
　包括的支援事業負担金	 129万円

　　高齢者福祉の充実③　高齢者福祉の充実
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ふるさと学園大学の運営	 67万円 シニアいきいきクラブの開催	 11万円
（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ） （担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　ふるさと学園大学は、高齢者を対象に楽しみな
がら知識や教養を身に付け、仲間とのふれあいを
深め、喜びと生きがいのある充実した人生を過ご
すことを目的に、年間９回講義を行います。なお、
開講日は無料送迎を行っています。
　平成30年度は切り花創作体験などを予定してい
ます。

＜財源内訳＞
道の補助金	 8万円
町の負担	 59万円

　60歳以上の方を対象に、新たな仲間、新たな趣
味、新たな生きがいを見つけるきっかけづくりを
目的に、シニアいきいきクラブを開催します。
　平成30年度は、シニアいきいき遠足、簡単マジッ
ク、太極拳、豆腐づくり、シニアエアロビクスの
５教室を行います。
　参加料が必要な教室もありますが、この機会に
ぜひご参加ください。

＜財源内訳＞
参加者の負担	 2万円
町の負担	 9万円

健康づくりの町宣言50周年記念事業	 796万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ・教育委員会社会教育グループ）

　昭和43年６月10日に「健康づくりの町宣言」をしてから、今年で50周年を迎えます。皆さんが健康づく
りの重要性を再認識し、健康増進や健康寿命の延伸に取り組めるように、さまざまな記念事業を実施します。

【主な記念事業】
○夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会
　７月28日開催で、８年ぶりの実施です。皆さん
の参加をお待ちしています。

＜財源内訳＞
地域支援助成金　	22万円
利用者の負担　　　2万円
町の負担　　　　772万円

○記念講演会＆健康フェア
　自ら健康づくりの意識を高めるために、10月14
日に講演会と健康フェア（体脂肪率測定など体験
コーナー）をゆめりあで開催します。

○健康器具の設置
　北中央公園に健康器具を４台設置します。

○食育の推進
　７月から計８回多くの方に調理実習室・加工室
を利用していただけるように体験会を開催します。
　また、５月17日に保育園むし歯予防とティー
ボール野球教室（日ハムパートナー協定事業）を
開催します。

　　健康づくりの推進④　健康づくりの推進



23

まちづくり読本＜予算版＞

２

ワンコインがん検診	 1016万円 食育の推進	 58万円

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種	 238万円 妊婦健康診査・相談	 460万円

（担当：保健福祉課健康推進グループ） （担当：保健福祉課健康推進グループ）

（担当：保健福祉課健康推進グループ） （担当：保健福祉課健康推進グループ）

　気軽にがん検診を受けられるように始めたワン
コイン検診を継続し、全てのがん検診を500円の
自己負担で受診できるように拡充します。
　また、町独自に30歳代女性の乳がん検診も500
円で受けられます。

＜財源内訳＞
保険者の補助金	 31万円
受診者負担金	 112万円
町の負担	 873万円

検診名 対象者 備考
胃がん・肺がん・
大腸がん

30歳以上
男性・女性 １年に１回

前立腺がん 50歳以上男性 １年に１回
乳がん 30歳以上女性 ２年に１回
子宮頸がん 20歳以上女性 ２年に１回

卵巣超音波 子宮頸がん
受診者 ２年に１回

　栄養相談や健康教育に加えて食のボランティア
活動を行っている食生活改善推進員（ヘルスメイ
ト）の支援を行っています。
　平成29年度に実施した食生活改善推進員養成講
座の修了者20人を新会員として迎え、皆さんの食
生活改善の意識の向上を図る活動を強化します。

　高齢者肺炎球菌予防接種を受けたことがない方
を対象に、指定医療機関で接種した場合のみ、接
種費用を１人１回全額助成します。

【対象】
○定期接種対象者
・年度内に65、70、75、80、85、90、95、100歳
になる方

・60歳以上65歳未満で、心臓や腎臓、呼吸器など
に重い病気（身体障害者手帳１級）のある方

○任意接種対象者
・65歳以上で定期接種対象者以外の方

＜財源内訳＞
保険者の補助金	 99万円
町の負担	 139万円

　妊娠届出書を提出された方に、指定医療機関で
の妊婦健康診査費14回分を助成します。妊婦健康
診査に合わせて、超音波検査も14回分助成し、妊
娠中の方を支援します。
　また、妊娠中、子育て中の方の健康や栄養など
について、保健師と栄養士から相談が受けられま
す。

＜財源内訳＞
子ども夢基金	 460万円
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国民健康保険の運営	 2億7926万円
（担当：住民課戸籍保険グループ）

　平成30年度から制度の改正により、国民健康保
険の運営は北海道と、新十津川町を含む１市５町
で組織する空知中部広域連合が共同で行います。
　保険運営を行う北海道や広域連合へ支出する負
担金や保険税の収納、保険税審議会の開催など、
保険事業を安定的に運営します。
　医療費を削減するため、国保加入者の40歳から
74歳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・早期治療に努めています。

＜財源内訳＞
国の補助金	 909万円
道の補助金	 2873万円
加入者の保険税	 1億9822万円
預金利子など	 27万円
町の負担	 4295万円

後期高齢者医療保険の運営	 1億1582万円
（担当：住民課戸籍保険グループ）

　75歳以上の方と、65歳から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
全ての市町村が加入する北海道後期高齢者医療広
域連合が保険者として運営しています。
　町では保険証の発行や医療給付に関する申請の
受け付け、保険料の徴収などを担当し、町で収納
した保険料、事務費などを運営費として北海道後
期高齢者医療広域連合へ支払っています。

＜財源内訳＞
国の補助金	 117万円
道の補助金	 2483万円
加入者の保険料	 7563万円
過年度保険料の還付金	 10万円
町の負担	 1409万円

　　医療環境の充実⑤　医療環境の充実

不妊治療費助成	 200万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　出産・子育ての支援の一つとして、不妊治療費用の一部を助成します。
　対象となる治療の種類は、次のとおりです。

【不妊治療の種類】
治療の区分 治療内容の一例 助成額 助成対象となる要件

一　般

・タイミング法
・ホルモン療法
・人工授精

１年間の治療費（左
の治療証明書発行手
数料を含む）の自己
負担総額に対し、20
万円を上限

人工授精以外は、保険適用とな
る治療が対象です。一般不妊治療については、

医療機関が発行する治療証
明書の提出が必要です。

特　定

・体外受精
・顕微授精
・男性不妊治療
　（精巣内精子回収法など）

１回の治療費自己負
担総額に対し、10万
円を上限

北海道の特定不妊治療費助成金
の交付決定を受けた方が対象で
す。
（男性不妊治療は、体外受精ま
たは顕微授精を行う過程で実施
したものを対象とします。）
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高校生までの医療費無料化	 2398万円
（担当：住民課戸籍保険グループ）

　子育て世代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、高校生までの保険診療の
医療費を全額助成します。
　北海道の補助制度では、助成の対象範囲が就学
前の入院および通院と小学生の入院のみで、一部
自己負担があります。
　町では助成内容を独自に拡大し、乳幼児から高
校生までの保険診療医療費の全額を助成します。

＜財源内訳＞
道の補助金	 271万円
高額療養費保険者負担金	 10万円
子ども夢基金	 2117万円

事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　児童福祉の充実
誕生記念品の贈呈 84万円 十津川村産ヒノキで作ったキッズチェアを贈ります
児童手当の支給 8660万円 中学生以下の子どもを育てている方に手当を支給します
子ども・子育て支援事業計画策定のための調査 180万円 子ども・子育て支援事業計画策定のニーズ調査を行います
保育所広域入所負担金 130万円 町外の保育所へ通った乳幼児の保育園運営経費を負担します
２　障がい者福祉の充実
自立支援医療費の給付 1870万円 人工透析などの医療費を助成します
補装具費の支給 174万円 身体に障がいのある方に補装具を支給します
重度心身障害者等介護手当の支給 36万円 重度障がい者を介護する方に手当を支給します
特別児童扶養手当の支給 4万円 障がい児の保護者に手当を支給するための事務経費です
重症心身障害者（児）機能訓練交通費の助成 17万円 機能訓練施設への交通費を助成します
精神障害者社会復帰施設等交通費の助成 62万円 社会復帰施設への交通費を助成します
障害児施設通所交通費の支給 21万円 障がい児通所サービス事業所への交通費を助成します
地域活動支援センターの運営 669万円 障がいのある方の活動支援施設の運営負担です
子ども通園センターの運営 560万円 障がい児の療育通所施設の運営負担です
身体障害者福祉協会の支援 4万円 身体障害者福祉協会の活動を支援します
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事　　　　業 予算額 事　業　概　要
３　高齢者福祉の充実
ゆめりあ部会の運営 9万円 高齢者の趣味を通して仲間づくりや健康増進を図ります
レクワーカーの運営 9万円 レクワーカーを高齢者の例会などへ派遣します
福祉バスの運営 149万円 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
長寿を祝う会の開催への支援 135万円 長寿を祝う会の開催を支援します
単位老人クラブの支援 90万円 町内の各老人クラブの活動を支援します
老人クラブ連合会の支援 58万円 新十津川町老人クラブ連合会の活動を支援します
十津川村老人クラブ連合会50周年記念式典への出席 18万円 十津川村老人クラブ連合会創立50周年記念式典に出席します
介護予防対象者への訪問介護 199万円 介護予防の対象者に訪問介護（ホームヘルプ）を行います
介護予防対象者への通所介護 2158万円 介護予防の対象者に通所介護（デイサービス）を行います
生活支援サービス 10万円 介護予防の対象者の見守りや困りごとへの支援を行います
地域活動・ボランティア活動への支援 564万円 介護予防事業やボランティア活動を推進します
地域包括支援センターの運営 654万円 高齢者介護などの相談や介護予防支援事務所の運営負担です
生活支援体制の整備 350万円 会議の開催や地域コーディネーターの活動を支援します
成年後見制度の支援 26万円 高齢者の成年後見制度利用を支援します
老人福祉施設への入所支援 367万円 養護老人ホームなどへの入所費用を支援します
緊急通報システムの設置 45万円 緊急通報システムの設置費用を助成します
介護保険の運営 1億1918万円 空知中部広域連合を保険者とする介護保険を運営します
在宅要援護者の通院支援 27万円 在宅の要介護高齢者の通院費の一部を助成します
高齢者など居宅介護住宅改修費の支援 90万円 高齢者や障がいのある方の住宅改修費を助成します
４　健康づくりの推進
子ども法定予防接種 1411万円 子どもに必要な予防接種を行います
インフルエンザ予防接種 533万円 高齢者、中学生以下の子ども、妊婦の予防接種に助成します
予防接種健康被害調査委員会の開催 3万円 予防接種健康被害調査委員会を開催します
保健事務 46万円 保健事業に関する事務事業を行います
成人健康診査 278万円 基本健康診査、肝炎ウイルス検診などを行います
成人健康診査２次健診 49万円 糖負荷検査、頚部エコーなどの詳細検査を行います
後期高齢者健康診査 179万円 後期高齢者の健康診査を行います
乳幼児健康診査・相談 65万円 子どもの成長を支援するため、健康診査、相談を行います
総合健康福祉センターの管理 8353万円 ゆめりあの管理運営と外壁塗装の第２期工事を行います
健康づくり対策 426万円 生活習慣病予防のため、健康教育・相談を行います
健康体力増進室の管理運営 305万円 健康体力増進室の管理運営や設備の点検修理を行います
５　医療環境の充実
訪問看護 84万円 訪問看護支援体制を整備します
重度心身障がい者の医療費助成 1848万円 重度障がい者の医療費を助成します
ひとり親家庭の医療費助成 374万円 母子家庭や父子家庭の医療費を助成します
未熟児養育の医療費助成 50万円 入院治療を必要とする未熟児の医療費を助成します


