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保育園の運営 6830万円

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　保護者の労働、または病気などの理由で家庭の

保育が充分行き届かない乳幼児を、保護者からの

申請を受けて保育します。子どもたち一人一人を

大切にしながら、心身共に健やかに育つように、

指定管理者により運営しています。

　財源内訳

　　国の補助金　71万円　　保育料　　1470万円

　　他市町負担　249万円　　町の負担　5040万円　

児童館の運営 789万円

（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、専門的な知識をもつ子育て支援ア

ドバイザーを配置しています。また、クッキング

や工作など、楽しい行事を毎月行っていますので、

気軽にご利用ください。

　財源内訳

　　国の補助金　　　86万円

　　交付金活用基金　77万円

　　行事参加負担金　　1万円

　　町の負担　　　　625万円

子育て支援センターの運営 284万円

（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では、子どもたち

の健やかな成長を願い、さまざまな形で子育てを

サポートします。気軽にご利用ください。

　財源内訳

　　国の補助金　163万円

　　町の負担　　121万円

子ども生活応援 459万円

（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。

　得きっずカードが満点になると、通常のとくと

っぷカードの満点得点500円分に2000円が上乗せ

され、2500円分の買い物や貯金ができます。

　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。
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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

ビスの利用計画を企てるサービス

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

　　国の補助金　9348万円

　　道の補助金　4674万円

　　町の負担　　5067万円　

1億9089万円

地域生活支援事業 612万円

（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

で安心して生活するために、個々にあった必要な

サービスを提供し、自立した日常生活や社会生活

を営むことができるよう、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

・日常生活に便宜を図る用具の給付、貸与など

　財源内訳

　　国の補助金　306万円

　　道の補助金　153万円

　　町の負担　　153万円

地域活動支援センター負担金 744万円

（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。

　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。
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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世帯や日常生活に支障

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

　　回線使用料　　4万円

　　町の負担金　18万円

レクリエーション・インストラクター講習会

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　高齢者の健康づくりのために、レクリエーション活動の指導を行う

方を対象とした講習会を開催します。

　この講習会は、レクリエーションの認定指導員から手遊び、対抗戦

ゲーム、工作、ニュースポーツなどのレクリエーションゲームについ

ての講習を受けます。６月から８月にかけて計５回、ゆめりあで開催

します。

　昨年は、25人が講習を受けました。今年も個人・団体問わず、多く

の参加をお待ちしています。

財源内訳

　健康づくり助成金　30万円

　町の負担　　　　　１万円

31万円

通所型介護予防 537万円

（担当：保健福祉課保健福祉グループ）

　要介護状態への移行を予防するために、週１回

利用できるデイサービスをゆめりあで行っていま

す。定期的な参加により、生活リズムの確立や閉

じこもり予防、体力の維持増進につなげます。ま

た、冬期間限定で行っている運動教室は、これま

で週２回でしたが、今年度から回数を増やします。

　財源内訳

　　利用者の負担金　　　　61万円

　　介護予防事業受託金　476万円
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シニア世代の新たな生きがいづくり

（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シニア世代（60歳

以上の方）を対象として、「新たな自分」「新たな仲間」

「新たな趣味」を見つけるきっかけ作りを目的に、４つ

の教室を開催します。開催時期は５月から11月にかけ

て、会場はゆめりあが拠点です。

　平成23年度は、この教室をきっかけき木工クラブが

誕生し、新たな仲間同士で自分の技術を高める活動を

行っています。

　シニア世代の多くの方の参加をお待ちしています。

【４つの教室】

　・パッチワーク教室

　・樹木のせん定教室

　・パークゴルフ教室

　・ヨガ教室

11万円

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

度とベランダ及び窓（家の中で１カ所）となって

います。

財源内訳　国の補助金　　　130万円

　　　　　利用者の負担金　43万円

　　　　　町の負担金　　　120万円

介護住宅改修の支援 90万円

（担当：保健福祉課保健福祉グループ）

　要支援１から要介護１までの高齢者、一定の要

件を満たす障がい者などが、住み慣れた自宅で安

全に、そして安心して長期的に日常生活を送るこ

とができるように必要な住宅改修を行った場合に、

改修費用の一部を助成します。
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子宮頸がん予防接種 315万円

（担当：保健福祉課保健福祉グループ）

　中学１年生から高校２年生までの女子が、子宮

 頸 がんワクチン予防接種を指定医療機関で受ける
けい

場合、費用の全額を助成します（高校２年生は平

成24年３月31日までに接種を開始している方に限

ります）。

　子宮頸がんワクチンは、がんを予防できる唯一

の予防接種です。

【指定医療機関】

・花月クリニック

・空知中央病院

　財源内訳

　　道の補助金　144万円

　　町の負担　　171万円

ヒブ・小児用肺炎球菌予防接種 346万円

（担当：保健福祉課保健福祉グループ）

　生後２か月から５歳未満児が、ヒブ・小児用肺

炎球菌ワクチン予防接種を指定医療機関で受ける

場合、費用の全額を助成します。

　ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）による細菌性 髄 
ずい

 膜 炎は５歳未満の乳幼児がかかりやすく、また、
まく

肺炎球菌による髄膜炎や肺炎は、２歳未満の乳幼

児がかかりやすい病気です。

【指定医療機関】

・花月クリニック　　　　・砂川市立病院

・滝川こどもクリニック　・滝川市立病院

　財源内訳

　　道の補助金　163万円

　　町の負担　　183万円

妊婦健康診査・相談 301万円

（担当：保健福祉課保健福祉グループ）

　妊婦を対象に、一般健康診査費14回分と超音波

検査費６回分の受診票を渡し、妊婦健康診査費用

の助成を行います。

　また、母子手帳交付時と妊娠期間中に健康相談

を実施して健康管理を行い、母子ともに健やかな

妊娠・出産を迎えられるよう支援します。

　財源内訳

　　道の補助金　98万円

　　町の負担　　203万円

特定不妊治療費の助成 100万円

（担当：保健福祉課保健福祉グループ）

　医療保険が適用されず、高額の治療費がかかる

不妊治療を受けている夫婦に対し、１回の治療に

つき10万円を限度に、合計５回までかかった治療

費を助成し、経済的負担の軽減を図ります。

　なお、北海道の特定不妊治療費助成事業の助成

決定を受けている方が対象となります。

厚
生
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町民健康づくり対策 309万円

（担当：保健福祉課保健福祉グループ）

　自分の健康に関心を持ち、自ら健康づくりに取

り組めるよう、ウォーキングの普及啓発などを行

い、運動習慣の定着を図ります。

　また、町民一人一人が健やかな生活が送れるよ

う健康維持増進に努めます。

　財源内訳

　　介護予防事業受託金　8万円

　　町の負担　　　　　301万円

基本健康診査２次健診 54万円

（担当：保健福祉課保健福祉グループ）

　特定健診や生活習慣病予防健診後の２次健診と

して、インスリンの分泌状態がわかる糖負荷検査

や動脈硬化の状況がわかる 頚 部エコー検査など、
けい

詳細な検査を指定医療機関で実施します。

　２次健診は、血管の変化など自分の体の状態を

具体的にイメージすることができる検査です。健

診結果をもとに現在の生活習慣と結びつけて考え

ることができるため、糖尿病などの生活習慣病の

発症予防につながっています。

　財源内訳

　　受診者負担金　17万円

　　町の負担　　　37万円

がん検診

（担当：保健福祉課保健福祉グループ）

　胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、子宮がん、乳がんの検診を実施します。

　特に、大腸がん、乳がん、子宮がんは増加傾向にあることから、知識の普及と検診の受診促進を図るため、

検診が無料で受けられるクーポン券とがん検診手帳を

対象者に配布します。

・大腸がん検診：40、45、50、55、60歳の男性・女性

・乳がん検診　：40、45、50、55、60歳の女性

・子宮がん検診：20、25、30、35、40歳の女性

　また、町独自の取り組みとして、30歳代から増える

傾向にある乳がんを早期に発見できるよう、30歳代の

女性を対象に乳がん検診を実施します。

　がんは、早期発見、早期治療が大切です。健康管理

のために、１年に１回検診を受けましょう。

　財源内訳

　　国の補助金　　　98万円

　　保険者の補助金　20万円

　　受診者負担金　　196万円

　　町の負担　　　　572万円

886万円

【クーポン券対象者のがん検診受診率】

Ｈ23Ｈ22Ｈ21

43.540.241.8乳がん検診

42.940.627.4子宮がん検診

31.8--大腸がん検診
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中学校卒業まで医療費実質無料～乳幼児等医療費の助成～

（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、０歳から中学生までのお子さんが

病院で診察を受けたときの保険医療費を助成します。

　この助成制度は、北海道の補助制度を新十津川町が独自に拡張して行っています。北海道の制度では助成

対象になっていない、小学生の通院医療費や中学生の入通院医療費、さらには歯科医療費や薬代も手厚くカ

バーしています。

　対象者には医療受給者証を交付していますので、

受診時には健康保険証と一緒に医療機関の窓口に

提示してください。

　子育て支援の主要施策のため、子ども夢基金を

財源に充てています。

　財源内訳

　　道の補助金　　　　　　484万円

　　高額療養費保険者負担　12万円

　　子ども夢基金　　　　1617万円

2113万円

新十津川町の場合

歯科、調剤通院入院

○○○就学前児

○○○小学生

○○○中学生

△：一部自己負担あり　○：自己負担なし（実質無料）

【医療費助成の範囲】

独自拡張をしていない市町村の場合

歯科、調剤通院入院

△△△就学前児

××△小学生

×××中学生

重度心身障がい者医療費の助成 2081万円

（担当：住民課戸籍保険グループ）

　障害者手帳などをお持ちの方を対象に、医療費

の自己負担分の一部または全部を助成しています。

安心して医療を受けられる体制を維持していきま

す。

　財源内訳

　　道の補助金　　　　　　798万円

　　高額療養費保険者負担　287万円

　　町の負担　　　　　　　996万円

ひとり親家庭等医療費の助成 431万円

（担当：住民課戸籍保険グループ）

　配偶者がいない方の18歳未満の子を対象に、医

療費の自己負担分の一部または全部を助成してい

ます。

　保護者は入院のみ、子は保険医療費のすべてが

助成の対象です。また、親の監護のもとにある20

歳未満の子も助成対象となります。

　財源内訳

　　道の補助金　　　　　　171万円

　　高額療養費保険者負担　33万円

　　町の負担　　　　　　　227万円
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訪問看護 84万円

（担当：保健福祉課保健福祉グループ）

　総合在宅ケア事業団に負担金を支出し、訪問看

護が円滑に利用できるようにすることで医療福祉

の向上を図ります。

　また、難病や障がいなどによる医療保険による

訪問看護を利用する場合の交通費を補助します。

救急医療の確保 98万円

（担当：住民課戸籍保険グループ）

　休日や夜間でも、救急患者や重症患者が病院で

医療を受けられるようにするため、在宅当番医の

運営費を医師会などに負担します。

　また、小児救急患者の受け入れ体制費用を、参

加病院に負担します。

高齢者の医療給付費負担金 8499万円

（担当：住民課戸籍保険グループ）

　後期高齢者医療制度の加入者の医療費は、公費

（税金）で５割、若い世代の保険料で４割、残り１

割を加入者の保険料で賄っています。

　この５割の公費のうち、国が３分の２、北海道

と町が６分の１ずつを負担しています。全体で見

ると、かかった医療費の12分の１相当を町が負担

することとなっています。

【高齢者の医療費】 加入者の保険料
１割

若い世代
の保険料
４割

公費５割
国：道：町

４：１：１
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国民健康保険

（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、広域連合の運営負担金３億5319万円の支出と

国民健康保険税の収入などを予算措置します。

　財源内訳

　　国の補助金　　　　　1091万円

　　道の補助金　　　　　2785万円

　　加入者の保険税　2億6819万円

　　町の負担　　　　　　4797万円

3億5492万円

後期高齢者医療保険

（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。

　この医療保険制度では、広域連合が保険証の作成や保険料の決定などの運営を行い、市町村が、保険証の

交付や各種療養費の受付業務、広域連合で決定した保険料の収納業務、高齢者健診などの保健事業などを行

います。

　運営のための経費として、町が行う保険証の交付事

務などの経費や加入者が納める保険料を収納し広域連

合へ支出するための予算措置、また、保険者である北

海道後期高齢者医療広域連合へ支払う運営費用の予算

措置をしています。

　財源内訳

　　加入者の保険料　　　　6253万円

　　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　　　　　　　2889万円

9163万円

【広域連合が支出した医療給付の内訳】

　保険が負担する医療費　6億　693万円

　高額療養費、療養費　　　　8464万円

　出産育児一時金　　　　　　420万円

　葬祭費　　　　　　　　　　　18万円

　　　　　（平成22年度、新十津川町分）

※これらの費用は、町からの負担金のほか、広域連合

が国や道、他の医療制度から交付を受けた拠出金な

どで賄われています。
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事業概要予算額事　業政　策

中学３年生までの子を養育している方に支給9633万円児童手当の支給１　児童福祉の充実

育児世帯の交流とリフレッシュ事業を行います23万円親子のリフレッシュ

町外の保育所に入る乳幼児分の負担金です52万円保育所広域入所負担金

障がい者に補装具を給付します262万円障害者補装具費支給２　障がい者福祉の

充実 人工透析などの医療費を助成します2008万円障害者自立支援医療費給付

重度障がい者の介護者に手当を支給します36万円寝たきり重度心身障害者等介護手当支給

機能訓練施設への交通費を助成します18万円重症心身障害者(児)機能訓練の支援

社会復帰施設への交通費を助成します53万円精神障害者社会復帰施設等通所交通費支援

子ども通園センターへの交通費を助成します18万円児童デイサービス通園交通費支援

手当に関する事務費です3万円特別児童扶養手当支給事務

子ども通園センターの運営費を負担します24万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

社会福祉協会の活動を支援します1100万円社会福祉協議会の支援３　高齢者福祉の充

実 民生委員の活動を支援します321万円民生委員児童委員協議会の支援

行政措置で入所する養護老人ホームの経費です727万円老人福祉施設入所措置

介護保険の運営全般に係る経費です10456万円介護保険

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

高齢者無料バス、ふるさと学園大学の送迎など182万円福祉バスの運営

介護予防事業の対象者を把握する経費です7万円二次予防事業対象者の把握

長寿を祝う会の開催を支援します127万円長寿を祝う会の開催

各老人クラブの活動を支援します103万円単位老人クラブへの助成

老人クラブ連合会の活動を支援します54万円老人クラブ連合会への助成

ゆめりあの管理運営を行います4219万円総合健康福祉センターの管理４　健康づくりの推

進 保健福祉課の公用車５台を管理します76万円保健福祉車両の管理

小学生までに必要な予防接種を行います275万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開催

対象者に１回1,000円を助成します216万円インフルエンザ予防接種

中高生の麻疹・風疹予防接種を実施します140万円少年法定予防接種

対象者に費用の一部を助成します35万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を実施します75万円保健事務

30歳代の生活習慣病予防健診を行います92万円生活習慣病予防健診

40歳以上の未受診者に肝炎検診を行います42万円肝炎ウイルス検診
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事業概要予算額事　業政　策

骨粗しょう症検診を実施します31万円骨粗しょう症検診４　健康づくりの推

進 エキノコックス症検診を実施します42万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14万円健康教育・健康相談

栄養相談や食生活改善支援を実施します134万円栄養指導

健康体力増進室の管理運営を行います272万円健康体力増進室の管理運営

乳幼児に健康診査と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

後期高齢者健診を実施します74万円後期高齢者健康診査

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５　医療環境の充実


