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子育て支援センターの運営 344万円

（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、子育て中の保護者の仲間づくりの場として開設し、子育てに係る悩みの相談や育

児サークル「ぴよぴよきっず」の活動支援を行っているほか、子育てからのリフレッシュを目的とした「子

育てスクール」の開催や子育て支援センターの行事や乳幼児健診の日程などを掲載したお便りの発行も行っ

ています。

また、子育て支援ボランティアだっこの会と協力し、小学校の授業参観日や子育てスクールなどの際に託

児を行っています。

平成26年度は、砂場の抗菌砂の入れ替え、木製遊具への防腐剤塗布のほか、ターザンロープのワイヤーの

取り替えなど、劣化してきた遊具の補修を行います。

＜財源内訳＞

町の負担 190万円

道の補助金 152万円

子育てスクールの参加料 2万円

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加盟

店と連携して行っており、カードのポイントが満点になる

と５千円分の金券として買い物や預金ができます。

カードの有効期限は、その年度の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、子育てスクールや図書館の行事など、参加すると

ポイントがもらえる行事が豊富にありますので、ぜひご参

加ください。

＜財源内訳＞

子ども夢基金 785万円

785万円
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児童館の管理運営 835万円

（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、クッキング、クリスマス会、バス

遠足など、楽しい行事を行なっていますので、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。

＜財源内訳＞

国の補助金 96万円 行事の参加負担金 1万円

町の負担 738万円

子育て世帯臨時特例給付金の支給 575万円

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

消費税率の引き上げに際し、子育て世帯への影

響を緩和し、消費の下支えを図るため、臨時的な

給付を実施します。

【支給対象者】

平成26年１月分の児童手当支給対象者で、児童

手当の所得制限額に満たない方

【支給対象児童】

平成26年１月分の児童手当支給対象児童

※ただし、臨時福祉給付金、生活保護の対象者

は除きます。

【給付額】

対象児童１人につき１万円

＜財源内訳＞

国の補助金 575万円

570万円子ども・子育て新制度のシステム化

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

平成27年度からスタートする子ども・子育て新

制度に対応するため、保育所と幼稚園などの事務

手続きのシステム化を図ります。

また、平成26年度は「子ども・子育て支援事業

計画」を作成します。

＜財源内訳＞

道の補助金 215万円

町の負担 355万円
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597万円地域生活支援事業

（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

在宅の障がいのある方が、住み慣れた地域で安

心して生活するため、個々にあった必要なサービ

スを提供します。

自立した日常生活や社会生活を営むことができ

るよう、移動するための支援、日中の見守り支援、

視覚や聴覚の障がいをもつ方の支援、日常生活に

必要な用具の給付や貸与などを行います。

＜財源内訳＞

国の補助金 298万円

道の補助金 149万円

町の負担 150万円

728万円地域活動支援センター負担金

（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

地域活動支援センターは、心身に障がいのある

方が、住み慣れた地域において可能な限り自立し

た生活ができるよう、創意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。

2億2281万円障がい福祉サービスの提供

（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

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など、個々のニーズに応

じた適切なサービスを提供します。

【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、食事の介護および調理、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、食事の介護およ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方が共同生活をするために、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

障がいのある方の心身の状況に応じたサービス利用計画を作成し、サービス利用などの支援を行います。

＜財源内訳＞

国の負担金 1億1140万円

道の負担金 5570万円

町の負担 5571万円
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690万円介護予防のための通所型サービス

（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

＜財源内訳＞

利用者の負担金 102万円

介護予防事業受託金 588万円

高齢者が要介護の状態になるのを防ぐため、運動機能

の維持向上や認知機能の低下予防のためのデイサービス

事業を実施します。

【元気満点教室】（開催期間：通年）

いすに座りながらの運動や体を使ったレクリエーショ

ンなどを中心に、介護予防のためのさまざまな運動プ

ログラムを用意しています。

【楽絡（らくらく）運動教室】（開催期間：11月から３月まで）

冬期の閉じこもりや運動不足を予防するため、冬期限

定の運動教室を開催します。

【高齢者サロン】（開催期間：10月から３月まで）

身近な地域の高齢者との集いや交流を通して介護予防

に取り組めるよう、出前のサロンを開催します。

平成26年度は対象を徳富地区に限定し、モデル事業と

して行います。

19万円緊急通報システムの推進

（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

高齢者のみの世帯、日常生活に支障がある方や

障がいのある方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署

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、話ができないときに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 15万円

337万円高齢者世帯等の避難路確保

（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

度の幅の通路とベランダまたは窓（家の中で１カ

所）となります。

＜財源内訳＞

国の交付金 91万円

利用者の負担金 41万円

町の負担 205万円



23

まちづくり読本 ＜予算版＞

２

11万円シニアいきいきクラブの開催

（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

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26年度は、ノルディックウォーキング、和

紙・千代紙細工、カラオケ、プリザーブドフラワ

ーの４教室をゆめりあで行います。

一部、参加料が必要なものもありますが、この

機会にぜひご参加ください。

＜財源内訳＞

町の負担 7万円 事業参加料 4万円

50万円ふるさと学園大学の運営

（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に、

年９回ふるさと学園大学を開講します。

関心の高い一般教養や健康講座を７回、７月に

は社会見学、３月には修了式を行います。

＜財源内訳＞

道の補助金 8万円

町の負担 42万円

24万円レクリエーション・インストラクターの養成

（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方々に伝え

る指導者を養成するため、札幌で行われる「レクリエ

ーション・インストラクター養成講習会」への参加経

費を負担します。

また、レクワーカーの実践の場を確保するため、レ

クワーカーの出前講座として、北大和区老人クラブ、

橋本明友クラブ、花月銀友会など各老人クラブに出向

き、活躍の場を提供します。
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28万円高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業

（担当：保健福祉課健康推進グループ）

65歳以上の高齢者を対象者として、町内医療機

関で肺炎球菌ワクチンの接種をした場合、費用を

全額助成します。

肺炎球菌ワクチンは、高齢者が肺炎を起こす最

も多い原因である「肺炎球菌」による感染症を予

防するワクチンです。

接種回数は、１回ですが、医師が必要と判断し

た方のみ初回接種から５年後に２回目の接種がで

きます。

＜財源内訳＞

保険者の補助金 21万円

町の負担 7万円

吋吋吋吋吋吋吋吋吋吋吋吋吋吋吋 健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康づづづづづづづづづづづづづづくくくくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりりりりりのののののののののののののの推推推推推推推推推推推推推推健康づくりの推進進進進進進進進進進進進進進進

20万円高齢者や障がい者の見守り

（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

高齢者などが住み慣れた地域で、安心して暮ら

すことができるまちづくりを目指すため、平成25

年度に指定したモデル地区の検証と評価を行い、

事業の実施に向けた検討を進めます。

2543万円臨時福祉給付金の支給

（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

消費税率の引き上げに際し、低所得者世帯への

影響を緩和し、社会保障の充実を図るため、臨時

的な給付を実施します。

【支給対象者】

平成26年度分の市町村民税（均等割）が課税さ

れていない方

※ただし、次の方を除きます。

・平成26年度分の市町村民税（均等割）が課税

されている者の扶養親族など

・生活保護制度内で対応される被保護者など

【支給額】

対象者１人につき１万円

ただし、支給対象者のうち老齢基礎年金、児童

扶養手当などの受給者は１人につき５千円を加算

＜財源内訳＞

国の補助金 2543万円

227万円成人健康診査（20歳からの健康診査）

（担当：保健福祉課健康推進グループ）

基本健康診査、肝炎検診、骨粗鬆症検診、エキ

ノコックス症検診を実施します。

また、平成26年度から、基本健康診査の対象者

を、これまでの30歳代に加え、20歳代を追加し、

より若い世代からの健康診査を実施します。

＜財源内訳＞

道の補助金 50万円

受診者負担金 24万円

町の負担 153万円
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285万円健康づくり対策

（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）が

スタートし、２年目を迎えます。

この計画に基づき、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、

健康づくり対策事業を実施します。

＜財源内訳＞

財団の補助金 25万円

町の負担 260万円

町の取り組み実践目標

①栄養に関する情報提供のため、講演会を開催
②管理栄養士が考えた「健康料理レシピ」の配布

薄味を心がけ、バランス良く適
切な量を食べよう

栄 養
食 生 活

①運動習慣の定着を図るため、ウォーキング月間を制定
②ウォーキングの推進のため、万歩計の貸し出しを実施

毎日楽しく体を動かし、生活に
運動を取り入れよう

身体活動
運 動

①受診率向上のため、健診受診を勧奨する家庭訪問の
実施

②疾病の重症化予防のため、個別に結果説明会を実施

健康管理、生活習慣の改善のた
めに健康診断やがん検診を受け
よう

疾病予防
（糖尿病・がん・
循環器疾患）

922万円がん検診事業

（担当：保健福祉課健康推進グループ）

○大腸がん検診（無料クーポン券）

がんの知識の普及と検診の受診促進を目的に、大腸がん

検診が無料で受けられるクーポン券と検診手帳を対象年

齢の男女に配布します。

○働く世代の女性のためのがん検診（無料クーポン券）

子宮頸がん検診、乳がん検診の各初年度（子宮頸がん20

歳、乳がん40歳）の対象者に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ます。

また、平成21～24年度に配布した子宮頸がん、乳がん検

診無料クーポン券の未受診者に再度無料クーポン券を配

布します。

＜財源内訳＞

国の補助金 92万円

保険者の補助金 20万円

受診者負担金 225万円

町の負担 585万円

○30歳代の乳がん検診

町独自に30歳代女性の乳がん検診を実施します。

○その他のがん検診

胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、子宮頸

がん、乳がん検診を実施します。

【無料クーポン券対象者】

平成26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

20歳

女子宮頸がん 次の年齢でクーポン未使用者

22～25、27～30、32～35、37～40歳

40歳

女乳がん 次の年齢でクーポン未使用者

42～45、47～50、52～55、57～60歳
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1億976万円後期高齢者医療保険の運営

（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います。

＜財源内訳＞

加入者の保険料 7419万円

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 3536万円

3億9674万円国民健康保険の運営

（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。

保険運営を行う広域連合へ支出する負担金や、

保険税の収納にかかる経費、保険税審議会の開催

経費など、保険事業を安定的に運営するための経

費です。

平成25年度から、医療費を削減するため、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 393万円

道の補助金 2269万円

加入者の保険税 2億3441万円

町の負担 1億3571万円

2236万円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の

保険診療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

部であり、また、助成額にも一部自己負担があり

ます。

新十津川町では助成内容を独自に拡大し、乳幼

児から中学生まで幅広く保険診療の医療費の全額

助成を行います。

＜財源内訳＞

道の補助金 325万円

高額療養費保険者負担 12万円

子ども夢基金 1899万円
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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9383万円児童手当の支給

保育園の運営を指定管理者に委託する経費です6720万円保育園の運営

町外の保育所で保育が必要な児童保育の負担金です53万円保育所広域入所負担金

２ 障がい者福祉の充実

障がいのある方に補装具を給付します194万円障害者補装具費支給事業

人工透析などの医療費を助成します1582万円障害者自立支援医療費給付事業

重度障がい者の介護者に手当を支給します54万円寝たきり重度心身障害者等介護手当支給事業

障がい児の監護者に手当を支給します3万円特別児童扶養手当支給事務

機能訓練施設への交通費を助成します20万円重症心身障害者（児）機能訓練支援事業

社会復帰施設への交通費を助成します63万円精神障害者社会復帰施設等通所交通費支援事業

子ども通園センターなどへの交通費を助成します19万円障害児通所施設へ交通費の支給

障がい児の療育通所施設の運営費を負担します13万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支援事業

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に係る経費です504万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1億2009万円介護保険の運営

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通院支援事業

高齢者、障がい者の住宅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

災害時要援護者の情報収集管理等を行います8万円要援護者の台帳整備と情報管理

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11万円ゆめりあ部会の運営

高齢者無料バスやふるさと学園大学の送迎を行います158万円福祉バス運行

「長寿を祝う会」の開催負担金です130万円長寿を祝う会の開催

町内の各老人クラブに活動資金の一部を支援します96万円単位老人クラブへの助成

老人クラブ連合会に活動資金の一部を支援します54万円老人クラブ連合会への助成

４ 健康づくりの推進

「ゆめりあ」を管理運営するための経費です4607万円総合健康福祉センターの管理

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事業

対象者１人１回につき1000円を助成します214万円インフルエンザ予防接種事業

子どもに必要な法定予防接種を行います1105万円子ども法定予防接種事業

保健事業に関する事務事業を実施します55万円保健事業に関する事務経費
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４ 健康づくりの推進

糖負荷検査や頸部エコーなどの詳細検査を実施します72万円成人健康診査２次健診事業

後期高齢者の健康診査を実施します76万円後期高齢者健康診査事業

子どもの健康を守るため、健康診断や相談を行います63万円乳幼児健康診査・相談事業

母子手帳の発行、妊婦健康診査費の助成を行います301万円妊婦健康診査・相談事業

不妊に悩む方へ特定の治療にかかる費用を一部助成します100万円特定不妊治療費助成事業

栄養相談や食生活改善支援を実施します124万円栄養指導事業

健康体力増進室(ゆめりあ内)の運営を行います279万円健康体力増進室管理運営事業

５ 医療環境の充実

入院を必要とする重症未熟児の医療費の助成を行います46万円未熟児養育医療費の助成

休日や夜間などに救急患者が受診できる医療体制を確保します98万円救急医療体制の確保

重度の障がいをお持ちの方の医療費の一部を助成します1991万円重度心身障害者医療費の助成

母子・父子家庭の医療費の一部を助成します382万円ひとり親家庭等医療費の助成

総合在宅ケア事業団の運営に係る経費を負担します84万円24時間の訪問看護の確保




