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みんなでつくる健やかなまち

〈令和２年度　予算〉

２

２

　　児童福祉の充実①　児童福祉の充実

得きっずカードの配付	 933万円誕生記念品のプレゼント	 184万円
（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）

　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、ゆめりあで得きっずカードを配付
しています。
　町内のポイントカード会加盟団体でお買い物を
して500Ｐ貯めると5000円分のお買い物または、
ふれあい商品券と交換することができます。
　また、ポイントが付くイベントなどに参加する
ことでポイントを貯めることができます。
【対象】高校生以下の子どもがいる世帯、妊婦
【有効期限】令和３年３月31日（水）
【配付枚数】

子どもの人数 配付枚数

１人 ５枚

２人 ６枚

３人以上 ７枚

＜財源内訳＞
子ども夢基金	 933万円

　お子さんの誕生を記念し、母村・十津川村産の
木材を使用した誕生記念品をプレゼントします。

【お子さん誕生のとき】
・アニマルカー
・ままごとセット　のどちらか１点

【１歳の誕生日】
・キッズチェア（誕生日と名前の刻印入り）

アニマルカー ままごとセット
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２

児童館の運営	 1062万円

幼児教育の無償化	 5598万円

（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）

　児童館は、主に小中学生が楽しく安全に遊べる
施設です。
　放課後の楽しい遊びやイベントを通して、友達
づくり、能力の発達をサポートします。
　また、発達障がいや発達遅延が心配される児童
に対し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。

＜財源内訳＞
利用者の負担	 1万円
町の負担	 1061万円

　子ども・子育て支援法の改正により、令和元年
10月１日から幼稚園、保育所、認定子ども園など
を利用する３～５歳児と住民税非課税世帯の０～
２歳児の保育料が無償となりました。（バスの送迎
費用や主食費などは、無償化の対象外です）
　なお、町独自で副食費を月額上限4500円まで助
成します。

【対象】
・３～５歳児
・住民税非課税世帯の２歳児以下
【その他】
・無償化には、申請手続きが必要となる場合があ

ります。（一時預かり、認可外保育園など）

＜財源内訳＞
国の補助金	 2616万円
道の補助金	 1366万円
子ども夢基金	 248万円
町の負担	 1368万円

子育て支援センターの運営	 763万円

保育園の管理運営と病後児保育	 1億1812万円

（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）

　子育て支援センターは、親子で楽しめる季節に
合わせた行事や保護者がリフレッシュできるイベ
ントを開催しています。
　また、子育て中の保護者の仲間づくりをサポー
トします。
　スマホアプリ「LINE」からイベント情報を確
認したり、申し込みができますのでご利用くださ
い。

＜財源内訳＞
国の補助金	 173万円
道の補助金	 173万円
町の負担	 417万円

○保育園の運営
　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、０～２歳の第３子以降の保育料を保護者
の所得に関わらず、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。

＜財源内訳＞
保護者の負担	 352万円
子ども夢基金	 1051万円
町の負担	 1億409万円

アプリダウンロード
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〈令和２年度　予算〉

２

放課後児童クラブの運営	 1135万円
（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　放課後児童クラブは、就労などにより昼間家庭に保護者がいない児童を対象に、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２階で開設しています。
　利用は、事前登録制で、就労証明書などの提出が必要です。登録した方は、利用の有無に関わらず、月
額1500円の利用料がかかります。
　令和２年度は、児童が過ごしやすい環境を整備するため、活動場所にエアコンを設置します。

＜財源内訳＞
国の補助金	 189万円
道の補助金	 189万円
利用者の負担金	 72万円
町の負担	 685万円

障がいのある方への生活支援	 1271万円 障がい福祉サービス	 2億7846万円
（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）

　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の給付を行います。

＜財源内訳＞
国の補助金　480万円
道の補助金　240万円
町の負担　　551万円

　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】
・家事援助など
・施設などで昼間の活動を支援
・住まいの場を提供
・就労の場を提供

＜財源内訳＞
国の補助金	 1億3813万円
道の補助金	 6906万円
町の負担	 7127万円

　　障がい者福祉の充実②　障がい者福祉の充実
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シニア世代のいきがいづくり	 82万円

高齢者世帯などの除雪支援	 915万円

（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）

　60歳以上のシニア世代が、充実した明るい笑顔が満ちあふれたいきがいのある生活を送れるように、運
動教室や一般教養講座の開催、サークル活動の支援などを行います。

○ふるさと学園大学
　楽しみながら、知識や教養を身に着けることができるよう年間８回の講義と年に１回の見学旅行を予定
しています。講義の際は、送迎バスを利用できます。
○シニアいきいきクラブ
　元気で意欲のあるシニア世代を目指し、新たな生きがいや趣味、仲間づくりができるように講座を実施
します。
○ゆめりあ部会
　陶芸、大正琴、カラオケ、木工、舞踊、短歌、マージャ
ン、書道、卓球、コーラスの10部会が月に２～４回程度、
ゆめりあで活動しています。自分の趣味に合わせて入るこ
とができ、複数の部会に加入することも可能です。部会の
日は送迎バスを利用できます。
＜財源内訳＞

空知中部広域連合の負担	 57万円
北海道高齢者医療広域連合の負担金	 4万円
参加者負担金	 2万円
町の負担	 19万円

　高齢者世帯などの冬期間の除雪作業の生活を支援するため、除雪費用を助成します。

○高齢者世帯などへの除雪費の助成
　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を
業者に委託した場合、費用の半分を助成します（助成上限５万円）。
　70歳未満でも障がいの区分によって対象となる場合があります。

○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
難路を確保するため、11～３月の期間、除
雪サービスを行います。
　除雪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）で、サービス内容に応じて利用料がか
かります。

＜財源内訳＞
利用者の負担	 36万円
町の負担	 879万円

　　高齢者福祉の充実③　高齢者福祉の充実
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〈令和２年度　予算〉

２

健康づくり対策	 596万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　「健康プラン新十津川」（町健康増進計画）に基づき、町民の方が健康づくりに常に関心を持ち、自ら健
康増進に取り組んでいただけるように、健康づくり対策として、講演会を開催します。
　また、糖尿病性腎症重症化予防対策や減塩対策などを重点に、食生活改善の意識向上を図るための活動
を推進します。

項目 取組内容

健康づくり講演会 健康づくりの意識を高めるため
に、講演会を開催

糖尿病性腎症重症化予防対策 人工透析を予防するため、訪問
栄養指導や出前栄養相談を実施

減塩対策
・町内事業所で減塩体験、健康

チェックコーナーの設置
・健診受診者へ特典の配布

＜財源内訳＞
保険者の補助金	 46万円
地域支援助成金	 20万円
町の負担	 530万円

高齢者介護の総合的な支援	 812万円 高齢者の生活課題の相談・支援	 709万円
（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）

　高齢者の総合的な支援や相談を行う地域包括支
援センターの運営経費の一部を負担します。
　高齢者の介護が、より負担なく行うことができ
るよう、福祉用具の積極的な活用を推進します。
　令和２年度から精神的安定効果があると言われ
るセラピー人形と腰痛予防効果がある介護者用の
装具を試験導入します。

＜財源内訳＞
空知中部広域連合の負担金　812万円

　高齢者が生活していく上で抱えているさまざま
な課題について相談を受け、解決や支援方法を検
討する相談員（生活支援コーディネーター）を、
新十津川町社会福祉協議会に委託し配置します。
　なお、相談はゆめりあで受け付けるほか、各行
政区で実施するすまいるあっぷ事業でも受け付け
ています。

＜財源内訳＞
　空知中部広域連合の負担金　709万円

　　健康づくりの推進④　健康づくりの推進
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がん検診・ピロリ菌検査	 964万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　ワンコイン（500円）検診を継続し、全てのがん検診を１検診につき自己負担額500円で受けられるよう
助成します。
　また、30歳代女性の乳がん検診とピロリ菌検査も各500円で受けられるよう助成します。
　ピロリ菌検査を行うことで、胃炎や胃がんなどの病気の早期発見・治療につながります。

【がん検診の種類】
検診名 内容 対象

胃がん バリウム検査
30歳以上肺がん 胸部レントゲン検査

大腸がん 便検査（潜血反応）
前立腺がん 血液検査 50歳以上の男性
子宮頸がん 子宮頸部細胞診 20歳以上の女性（２年に１回）
卵巣検査 卵巣エコー検査 子宮頸がん検診受診者
乳がん マンモグラフィー検査 30歳以上の女性（２年に１回）
ピロリ菌検査 血液検査 20歳以上の未検査者

＜財源内訳＞
保険者の補助金	 14万円
受診者負担金	 125万円
町の負担	 825万円

風しん予防対策	 282万円 インフルエンザ予防接種の助成	 740万円
（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）

　令和元年度から３年間、昭和37年４月２日から
昭和54年４月１日に生まれた男性を対象に、風し
んの抗体検査と予防接種の全額助成を行います。
　令和２年度は、一部の対象者に、抗体検査と予
防接種の無料クーポン券を送付します。
　なお、今年クーポン券が送付されない対象者も、
無料で抗体検査などを受けることができますので、
お問い合わせください。
　予防接種の前に必ず抗体検査を行う必要があり、
検査で十分な抗体価が確認された方は、予防接種
の対象外になります。

　インフルエンザ予防接種を指定医療機関で接種
した場合に妊婦や中学生以下の子どもの接種費用
を全額助成します。
　また、65歳以上の方は、自己負担額1000円で予
防接種ができるよう助成を行います。

＜財源内訳＞
保険者の補助金	 87万円
町の負担	 653万円
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不妊治療費の助成	 120万円乳幼児健康診査・相談	 99万円
（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）

　一般不妊治療、特定不妊治療を行っている方を
対象に、費用の一部を助成します。

【不妊治療の種類】
治療の区分 助成額

一般不妊治療 １年間の治療費の自己負担総額
に対し、20万円を上限

特定不妊治療
北海道からの助成額を除いた１
回の治療費自己負担額に対し、
10万円を上限

　乳幼児の健全な成長発達を支援するため、乳幼
児健康診査・健康相談、歯科保健事業（フッ素塗
布、新十津川保育園・新十津川幼稚園でのむし歯
予防教室）を実施します。
　また、令和２年度から先天性難聴の早期発見の
ために、新生児聴覚検査（初回検査分）の費用を
全額助成します。

＜財源内訳＞
国の補助金	 4万円
道の補助金	 4万円
町の負担	 91万円

健康体力増進室の運営	 509万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　町民の体力づくり、健康増進、生活習慣病予防を目的として、ゆめりあ健康体力増進室の管理運営を行
います。
　令和２年度は、老朽化した自転車（エアロバイク）４台とストレッチマット一式を更新します。

＜財源内訳＞
利用者負担金	 120万円
町の負担	 389万円

自転車（５台中４台を更新） ストレッチマット
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国民健康保険の運営	 2億7475万円
（担当：住民課戸籍保険グループ）

　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
運営しています。
　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と
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	 869万円
道の補助金	 2764万円
加入者の保険税	 1億8096万円
預金利子など	 37万円
町の負担	 5709万円

後期高齢者医療保険の運営	 2億3447万円
（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
受付、保険料の徴収などを担当し、町で収納した
保険料、事務費、医療費負担金などを運営費とし
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＞
道の補助金	 2406万円
加入者の保険料	 8071万円
過年度保険料の還付金	 10万円
町の負担	 1億2960万円

　　医療環境の充実⑤　医療環境の充実

高校生までの医療費無料化	 2127万円
（担当：住民課戸籍保険グループ）

　北海道では、就学前児童の入院・通院と小学生
の入院のみを対象とする医療費助成を実施してい
ます。
　子育て世帯の経済的負担を軽減するため、その
助成内容を町独自に拡大し、高校生までの医療費
（保険診療分）の全額を助成します。

＜財源内訳＞
道の補助金	 256万円
高額療養費保険者負担	 9万円
子ども夢基金	 1862万円
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〈令和２年度　予算〉

２

事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　児童福祉の充実
児童手当の支給 8620万円 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
保育所広域入所負担金 367万円 町外保育所を利用した乳幼児の保育園運営費を負担します
２　障がい者福祉の充実
自立支援医療費の給付 1746万円 人工透析などの医療費を助成します
補装具費の支給 180万円 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
障がい福祉サービスなど負担金の還付金 300万円 過年度分の障がい福祉サービスなどの精算に伴う還付金です
北海道難病連の支援 1万円 北海道難病連の活動経費の一部を負担します
機能訓練交通費の助成 8万円 重症心身障がい者の機能訓練施設への交通費を助成します
社会復帰施設などの交通費の助成 78万円 精神障がい者の社会復帰施設への交通費を助成します
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
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
地域活動支援センターの運営 666万円 障がいのある方の活動支援施設の運営費を負担します
子ども通園センターの運営 980万円 障がい児の療育通所施設の運営費を負担します
３　高齢者福祉の充実
福祉バスの運営 151万円 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 175万円 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 88万円 町老人クラブ連合会の活動を支援します
介護予防対象者への訪問介護 402万円 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 554万円 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 13万円 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
介護予防活動の推進 1084万円 介護予防活動やボランティア活動を推進します
認知症の総合的な支援 197万円 認知症の普及や予防活動、初期集中支援を行います
老人福祉施設への入所支援 774万円 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 40万円 緊急通報システムの設置費用を助成します
在宅要援護者の通院支援 16万円 在宅の要介護高齢者の通院費の一部を助成します
居宅介護住宅改修費の支援 60万円 高齢者や障がいのある方の住宅改修費の一部を助成します
介護保険の運営負担 1億3164万円 空知中部広域連合（保険者）の介護保険運営費を負担します
医療・介護の体制整備 61万円 住民が医療、介護を適切に受けられるよう体制を整備します
成年後見制度の支援 61万円 高齢者の成年後見制度利用を支援します
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４　健康づくりの充実
子ども法定予防接種 931万円 子どもに必要な定期予防接種を行います
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種 114万円 高齢者の肺炎球菌予防接種の助成を行います
予防接種健康被害調査委員会の開催 3万円 予防接種の健康被害に関する調査委員会を開催します
保健事務 49万円 保健衛生に関する事務を行います
成人健康診査 342万円 若年者健診やエキノコックス症検診などを行います
成人健康診査２次健診 44万円 糖負荷検査や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 172万円 後期高齢者健診を行います
妊産婦健康診査と相談 499万円 妊婦一般健診、超音波検査、産婦健診を行います
総合健康福祉センターの管理 7125万円 ゆめりあの管理運営を行います
栄養指導 64万円 食生活改善の意識向上を図るため、食育活動を推進します
５　医療環境の充実
訪問看護 77万円 訪問看護サービスの提供体制を確保します
救急医療体制の整備 98万円 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
重度心身障がい者の医療費助成 1566万円 重度心身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 281万円 母子家庭、父子家庭などの医療費を助成します
未熟児養育の医療費助成 31万円 入院治療を必要とする未熟児の医療費を助成します


