
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



  

はじめに 

子どもの誕生と健やかな成長は、親にとってかけがえのないものであり、

町にとっても次代の担い手として大切な宝物です。 

ところが、子育てには「ミルクを飲まない」とか「オムツが取れない」な

ど不安がつきもので、特に初めての子育てをしているお父さん・お母さんに

は、健康診査や予防接種などのわからないこともたくさんあると思います。 

この『子育てハンドブック』は、これから出産される方や子育て中のお父

さん・お母さんのために、子育てに関する情報や新十津川町で行われている

事業を紹介しています。 

ご家庭でご利用いただき、子育てにかかわる皆さんの手助けとなりました

ら幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ハンドブックをご覧いただく前に 

このハンドブックは、平成30年度版として平成30年４月１日時点での内

容を取りまとめたものです。 

制度改正等の理由により、年度途中で金額、その他内容が変更になる場

合がありますので、実際に申請等を行う場合には、各担当までお問合せの

うえご確認ください。 

子育てに関する情報や新十津川

町で行っている事業を紹介して

いるマイ。 

ぜひ読んでほしいマイ。 

新十津川町観光ＰＲキャラクター 

「とつかわ こめぞー」 

ツイッター＠shintotsukomezo 
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１ 

 

妊娠したら 
 妊娠中は、おなかの赤ちゃんのことや健康の 

こと、産後の生活のことなど、さまざまな不安 

や心配を感じることが少なくありません。 

どのようなことでもお気軽にご相談ください。 

楽しいマタニティライフと健やかな赤ちゃんの 

誕生を心から応援します。 

母子健康手帳 

 妊娠した方に母子健康手帳を交付します。母子健康手帳は妊娠から出産ま

での経過、お子さんの成長と発達、予防接種などの大切な記録となります。 

◇交付窓口 保健福祉課健康推進グループ（℡72－2000） 

◇持ち物 個人番号カード、または個人番号通知カードと身分が確認できる

書類（運転免許証、パスポート、健康保険証など） 

 

妊婦一般健康診査・妊婦超音波検査 

 妊娠した方に妊娠期間中に受ける妊婦一般健康診査、超音波検査の受診票

を交付し、費用を助成します。 

●助成する回数：妊婦一般健康診査14回、超音波検査14回 

●交付時期 

 母 子 健 康 手 帳 交 付 時⇒前半分 

妊娠７か月頃の健康相談時⇒後半分 ※２回に分けてお渡しします。 

 ●使用方法 

 受診票を指定医療機関に提出していただくと、助成対象の検査項目につい

て無料となります。ただし、助成内容に含まれていない検査を受ける場合、

その検査の費用は全額自己負担となります。 

●指定医療機関：砂川市立病院、滝川市立病院、たきかわ産科婦人科クリニ 

ック 

※指定医療機関以外を受診される場合は、必ず受診前にご連絡をお願いしま 

す。（TEL 72-2000） 

♥
♥ 



 

 

２ 

 

妊婦健康相談・栄養相談 

 保健師、栄養士が妊婦さんの産前産後のご相談をお受けします。 

◇相談窓口 保健福祉課健康推進グループ（℡72－2000） 

 

妊婦歯科健康診査 

 妊娠中のお口の健康とおなかの赤ちゃんの健やかな成長のために、希望者

に歯科健診を実施します。 

●日  程 ４月12日（木）、８月28日（火）、１月11日（金） 

●受付時間 13時10分～13時20分 

●場  所 ゆめりあ 

●内  容 歯科健診、歯科相談 

●対  象 妊娠前期から中期までの妊婦 

●持 ち 物 母子健康手帳 

●受 診 料 無料（事前に予約が必要です） 

◇問い合わせ先 保健福祉課健康推進グループ（℡72－2000） 

 

マザースクール 

 砂川市立病院で開催しているマザースクールに参加できます。助産師の講

話があり、同時期出産予定の方々と情報交換することもできます。お気軽に

ご参加ください。 

●日  程 お問い合わせください 

●場  所 砂川市立病院 

●内  容 妊娠前期（29週まで）妊娠中の過ごし方、乳房ケアなど 

      妊娠後期（30週以降）お産のしくみ、病棟見学など 

●持 ち 物 母子健康手帳 

●料  金 324円（税込） 

◇問い合わせ先 保健福祉課健康推進グループ（℡72－2000） 



 

 

３ 

 

 出産育児一時金の支給 

 出産をするときは、加入している健康保険から原則として１児につき42万

円の一時金が支給されます。保険者が病院に直接支払う仕組みとなりました

ので、出産する病院で申し込みをしてください。また、出産費用が42万円よ

りも少なかった場合は、差額を受け取ることができます。差額が発生した場

合は、保険者にお問い合わせください。 

◇申請・問い合わせ先  

 出産する予定の病院に直接お問い合わせください 

 ※差額が発生した場合 

 国民健康保険の方→住民課戸籍保険グループ（℡76-2130） 

 国民健康保険以外の方→それぞれの勤務先へ 

 

子ども生活応援事業 

妊婦や高校生までの子どもがいるご家庭に対して、申請に基づき、得きっ

ずカードを交付します。子ども１人世帯には５枚まで、子ども２人世帯には

６枚まで、子ども３人以上の世帯には７枚まで交付します。得きっずカード

は新十津川ポイントカード会に加盟している店舗で使用できるポイントカー

ドで、ポイントが満点になるとカード１枚につき5,000円分の特典が得られ

ます。詳しくは17、18ページをご参照ください。 

 

 ◇問い合わせ先 保健福祉課子ども・高齢者グループ（℡72－2000） 

 

 

参考 保健福祉課（ゆめりあ） 
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出産したら 
 ご出産おめでとうございます。お子さんの健やかな 

成長のため様々な支援を活用してください。 

 

 

『出生届』の出し方 

赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含む14日以内に『出生届』を提出し

てください。 

１．届出用紙を入手する 

 用紙は出産した病院・診療所に用意し

てあります。また町役場をはじめ、全国

の自治体にも置いてあります。 

       ↓ 

２．名前を決めて必要事項を記入 

 用紙の右側は「出生証明書」になって

います。退院までに医師または助産師の

方から記入してもらってください。 

 名前が決まったら、用紙の左側を記入

してください。 

        ↓ 

３．届出人が提出する 

 内容をよく確認し、提出してください。

用紙は届出人本人が持参してください。

届出人の順位は次のとおりです。 

①赤ちゃんの父または母 

②同居人（父または母が届けられないとき） 

③出産に立ち会った医師・助産師 

◇提出・問い合わせ先 住民課戸籍保険グループ（℡76-2130） 

出生届の提出先 

●出生地 

●本籍地 

●届出人の所在地 

持ち物 

●出生届 

●母子健康手帳 

●印鑑 

名前に使用できる文字 

常用漢字、人名用漢字、ひ

らがな、カタカナ以外の名

前は受理できません。 



 

 

５ 

 

 誕生記念品の贈呈 

町ではお子さんの誕生をお祝いして、記念品をお贈りしています。 

母村「奈良県十津川村」の「ヒノキ」を使用した記念品で、木の温もりや

柔らかな香りとともに、町と村の親子の繋がりをご体感ください。 

なお、出生届の提出があってから発注しますので、届出後、数か月ほどで

お渡しする予定です。 

◇問い合わせ先 住民課戸籍保険グループ（℡76-2130） 

 

紙おむつ用ごみ袋配布 

  ３～４か月児健康相談時に子育て支援の一環として、乳児をもつ世

帯の経済的負担の軽減を目的に、紙おむつ用ごみ袋を贈呈します。 

●各世帯１回限り 可燃用20リットルごみ袋を30枚 

◇問い合わせ先 保健福祉課子ども・高齢者グループ（℡72-2000） 

 

児童手当 

 児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援する、

国の制度です。 

 児童手当の支給を受けるためには「認定請求書」の提出が必要です。 

●対象 中学校修了前までの児童を養育している方 

・０～３歳未満 

 月額：15,000円（一律） 

・３歳～小学校修了前 

 （第1,2子）月額：10,000円 

   （第3子以降）月額：15,000円 

 ・中学生 月額：10,000円（一律） 

・特例給付（基準の所得を超えた方） 

 月額：5,000円（一律） 

◇提出・問い合わせ先 保健福祉課子ども・高齢者グループ 

                        （℡72-2000） 

  ※公務員の場合は所属庁への申請となります。

持ち物（新規申請時） 

●印鑑 

●請求者の健康保険証の写し 

●請求者名義の通帳の写し 

●個人番号がわかるもの 

※必要に応じて提出する書類が

あります。 



 

 

６ 

 

 子ども医療費助成制度 

 高校生までのお子さんを対象に、

医療費の自己負担分を助成する制度

です。 

 助成を受けるためには受給者証の

交付申請が必要です。 

●助成対象 

 高等学校等修了前までの子ども 

●助成内容 

  保険診療に係る医療費自己負担分の全額 

◇申請・問い合わせ先 住民課戸籍保険グループ（℡76-2130） 

 

 

未熟児養育医療給付制度 

１歳未満の未熟児で入院による治療が必要な場合、その医療費を助成する

制度です。 

助成を受けるためには、医療券の交付申請が必要です。 

 ●対象 

 医師が入院を必要と認めた１歳未満の

未熟児 

 ●助成内容  

 指定養育医療機関での保険診療に係る

医療費や入院時の食事代など 

 ※世帯の課税状況に応じて費用の一部負担

があります（一部負担額は、乳幼児等医

療費助成制度等の助成対象です） 

◇申請・問い合わせ先 住民課戸籍保険グループ（℡76-2130） 

 

 

 

持ち物（認定及び更新申請時） 

●印鑑 

●お子さんの健康保険証の写し 

●転入の場合は個人番号カード又

は個人番号通知カード 

持ち物 

●印鑑 

●お子さんの健康保険証の写し 

●医師の意見書 

●個人番号カード又は個人番号

通知カード 



 

 

７ 

 

新生児訪問 

 赤ちゃんが生まれたら、保健師がご自宅を訪問し、赤ちゃんの体重測定や

成長発達の確認、健康診査・予防接種の説明、育児相談を行います。 

◇問い合わせ先 保健福祉課健康推進グループ（℡72-2000） 

 

乳幼児健康相談・健康診査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

名称 受付時間 日程

３～４か月児 ７～８か月児
5月23日(水） Ｈ30.1～2月生 Ｈ29.9～10月生
7月11日（水） Ｈ30.3～4月生 Ｈ29.11～12月生
9月26日（水） Ｈ30.5～6月生 Ｈ30.1～2月生
11月7日（水） Ｈ30.7～8月生 Ｈ30.3～4月生
1月23日（水） Ｈ30.9～10月生 Ｈ30.5～6月生
3月13日（水） Ｈ30.11～12月生 Ｈ30.7～8月生

10～11か月児 １歳２～３か月児
5月25日（金） Ｈ29.6～7月生 Ｈ29.2～3月生
7月13日（金） Ｈ29.8～9月生 Ｈ29.4～5月生
9月28日（金） Ｈ29.10～11月生 Ｈ29.6～7月生
11月9日（金） Ｈ29.12～Ｈ30.1月生 Ｈ29.8～9月生
1月25日（金） Ｈ30.2～3月生 Ｈ29.10～11月生
3月15日（金） Ｈ30.4～5月生 Ｈ29.12～Ｈ30.1月生

5月22日（火）
7月10日（火）
9月25日（火）
11月6日（火）
1月22日（火）
3月12日（火）

1歳８～９か月児 ３歳１～２か月児
5月24日（木） Ｈ28.8～9月生 Ｈ27.3～4月生
7月12日（木） Ｈ28.10～11月生 Ｈ27.5～6月生
9月27日（木） Ｈ28.12～Ｈ29.1月生 Ｈ27.7～8月生
11月8日（木） Ｈ29.2～3月生 Ｈ27.9～10月生
1月24日(木） Ｈ29.4～5月生 Ｈ27.11～12月生
3月14日（木） Ｈ29.6～7月生 Ｈ28.1～2月生

※所要時間は約２時間です。
※対象者には、個別に案内文と問診票を送付します。

Ｈ28.3～4月生
２歳５～６か月児健康相談 9：15～9：30

１歳８～９か月児健康診査

３歳１～２か月児健康診査

（医師の内科健診・
歯科医師の歯科健診あり）

【１歳８～９か月児】
12：15～12：30
【３歳１～２か月児】
12：30～12：45

対象者

Ｈ28.5～6月生
Ｈ28.7～8月生
Ｈ28.9～10月生

３～４か月児健康相談

７～８か月児健康相談

【３～４か月児】
13：15～13：30
【７～８か月児】
9：15～9：30

10～11か月児健康相談

１歳２～３か月児健康相談

【10～11か月児】
9：15～9：30

【１歳２～３か月児】
9：30～9：45

Ｈ27.12月生
Ｈ28.1～2月生



 

 

８ 

 

ゆめりあ子育て相談 

保健師・栄養士が赤ちゃんの体重測定や成長発達の確認、栄養、子育てに

関する相談をお受けします。 

◇問い合わせ先 保健福祉課健康推進グループ（℡72-2000） 

 

フッ素塗布 

 お子さんの歯の質を強くしてむし歯を予防するために、希望者にフッ素塗

布を実施しています。 

●日  程 ４月12日（木）、８月28日（火）、１月11日（金） 

●受付時間 12時40分～13時00分 

●場  所 ゆめりあ 

●対  象 １歳６か月～３歳児：左記の期間中に４回 

      ３歳～就学前児童：年３回 

     ※歯が16本生え揃ったころが始める目安です。 

●内  容 フッ素塗布、歯科健診 

      （自宅で歯磨きをしてからお越しください） 

●持 ち 物 母子健康手帳 ※歯ブラシはプレゼントします。 

●料  金 無料 

◇問い合わせ先 保健福祉課健康推進グループ（℡72-2000） 

 

フッ化物洗口（うがい） 

 保育園や幼稚園においても、園児の歯の質を強くしてむし歯を予防するた

め、希望者にフッ化物による洗口（うがい）を実施しています。 

●対  象 町内にある保育園、幼稚園に所属している園児 

●内  容 週に２回、保育園及び幼稚園においてうがいを実施 

●料  金 無料 

●申込方法 保育園、幼稚園に申込書を提出してください 

◇問い合わせ先 新十津川保育園（℡76-2419） 

        新十津川幼稚園（℡76-4152） 



 

 

９ 

 

予防接種（定期） 

 お子さんは病気にかかりやすく、かかると重くなりやすいですが、予防で

きる病気もあります。正しい知識を身につけ、お子さんの健康のための予防

接種を行いましょう。 

 次の表に記載している予防接種について、対象者が指定医療機関で接種す

る場合の費用は無料となります。表に記載が無い予防接種を任意で受ける場

合は有料となりますので、費用などを医療機関に直接お問い合わせの上、接

種してください。 

 なお、受ける予定の予防接種については、新生児訪問（７ページ）などの

際に配布する「予防接種と子どもの健康」や「説明書」をよくお読みになり、

接種の必要性や副反応などを確認してからお受けください。 

●持ち物 

母子健康手帳、予診票、くすりの手帳 

  ※予診票をお持ちでいない方は保健福祉課へご連絡ください。 

 ●参考：予防接種の種類と指定医療機関一覧表（次ページ参照） 

 ◇問い合わせ先 保健福祉課健康推進グループ（℡72-2000） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１０ 

 

 予防接種の種類と指定医療機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１（１）日本脳炎予防接種の接種時期及び間隔は、生年月日によって異なります。 

（２）平成10年４月２日～平成19年４月１日生まれの方の接種期限は、20歳に達するまでとなります。 

※２ 子宮頸がんの予防接種は、ワクチンの有効性とリスクを十分に理解していただいた上での接種になりま

す。希望される方は保健福祉課にご連絡ください。 

 



 

 

１１ 

 

 予防接種（任意） 

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、接種費用が無

料となります。 

●対象者 妊婦、中学生以下 

●接種回数 

・接種日に６か月以上13歳未満の方 ２回 

・接種日に13歳以上の方      １回 

●実施期間 11月１日～12月31日 

●持ち物  母子健康手帳 

●指定医療機関（要予約） 

・新十津川町内 

医 療 機 関           電話番号 妊婦 中学生以下 

花月クリニック 74-2021 ○ ○※１歳以上 

・滝川市内 

医 療 機 関           電話番号 妊婦 中学生以下 

えべおつファミリークリニック 75-5500 ○ ○ 

おおい内科循環器クリニック 23-8880 × ○※小学生以上 

男澤医院 23-3183 × ○※３歳以上 

佐藤医院（滝川市一の坂町） 23-3255 ○ ○ 

佐藤病院（滝川市泉町） 24-0111 ○ ○ 

鈴木内科クリニック 23-2753 × ○ 

たきかわ産科婦人科クリニック 23-3039 ○ × 

滝川市立病院 22-4311 ○ ○ 

滝川中央病院 22-4344 × ○※３歳以上 

武田医院 23-2039 ○ ○※１歳以上 

どうちん内科消化器科 23-1818 × ○※小学生以上 
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・砂川市内 

医 療 機 関           電話番号 妊婦 中学生以下 

小林産婦人科医院 52-4520 ○ ○ 

砂川市立病院 54-2131 ○ ○ 

砂川慈恵会病院 54-2300 ○ ○※中学生のみ 

すながわ耳鼻咽喉科 55-3387 ○ ○ 

明円医院 53-2100 ○ ○ 

村山内科医院 54-0888 ○ ○ 

・雨竜町内 

医 療 機 関           電話番号 妊婦 中学生以下 

新雨竜第一病院 77-2121 × ○※小学生以上 

 

 

小児救急電話相談 

道内に住むお子さんが急病の際の電話相談窓口です。専門的な知識や経験

を有する医師や看護師が、医療機関への受診や家庭での対処方法についてア

ドバイスをします。 

※電話相談は、家庭での一般的対処に関する助言・アドバイスであり、電話

による診断・治療はできませんのでご注意ください。 

●開設日 毎日 

●開設時間 19時00分～翌朝8時00分 

●電話番号 

  道内のプッシュ回線・携帯電話から → #8000 

 ダイヤル回線から → 011-232-1599 



 

 

１３ 

 

子育て支援の施設とサービス 

 保育園 

 保育園は、仕事や病気その他の理由により家庭で乳幼児・児童を保育でき

ない場合に、年齢や発達段階に応じて保育を行う場であり、子どもの健やか

な成長と保護者の就労や社会参加を支援する施設です。 

●保育園名 新十津川保育園 

●場所 新十津川町字中央72番地48（℡76-2419） 

●入園対象者 

 本町に住所のある６か月児から小学校入学前までの児童 

●保育時間 

 ・保育標準時間 ７時30分～18時30分 

 ・保育短時間 ８時30分～16時30分 

●定員 90人（うち６か月以上の０歳児は３人まで） 

●入園の申込 

・年度当初の入園 前年11月頃から申し込みを受け付けます。 

・年度中途の入園 随時、申し込みを受け付けています。 

         定員に余裕がある場合に入園できます。 

●保育料 

 入園する年度の４月１日現在満年齢と両親等の住民税額等により決定し、

口座振替または役場会計窓口払い等により毎月納入していただきます。 

●延長保育 

 保護者の止むを得ない理由により１回200円で午後７時まで保育を実施

します。 

●送迎 

 大和区、花月区、徳富区にお住まいの場合は、３歳児クラス以上の児童

を対象に申し込みにより、月額3,000円で実施しています。 

◇申込み・問い合わせ先 

保健福祉課子ども・高齢者グループ（℡72-2000） 

新十津川保育園（℡76-2419） 

 平成28年度から平成31年度まで、国の政策に本町独自の拡充により、

所得税額に関係なく、第３子以降の保育料は無料とします。 



 

 

１４ 

 

 子育て支援センター 

 子育て支援センターは、就学前の子どもと保護者を対象に子育てや発育に

関する相談、育児サークル活動の支援、保育園等の情報提供、親子で遊べる

季節行事の開催など、幼児期を中心とする子育て全般について支援している

施設です。 

 

●開所日 平日（年末年始を除く） 

●利用時間 10時00分～16時00分 

●育児相談 

育児や子どもの発達に関する 

相談を電話・面談（来館）など 

でお受けしています。 

●季節行事とほっとタイムママ 

 月に１回程度、10時15分から11時45分までの時間帯で、親子あそびや子

育てからのリフレッシュ講座などを実施しています。 

 詳しくは町広報誌、町ホームページ、にこにこだより、子育て支援セン

ター内掲示板などでお知らせします。 

●地域巡回子育て支援センター「なかよしクラブ」 

 年に４回、子育て支援センター職員が農村地区に出向き、育児や発達に

関する相談、親子あそび、絵本の読み聞かせなど、子育て支援センターで

普段行っている活動を行います。 

●子育て支援センター通信「にこにこだより」 

 支援センターの行事や活動の様子などを掲載したお便りを、年に６回発

行しています。 

●ベビー＆キッズルーム 

小学校の入学式等に乳幼児の託児を校内又は子育て支援センターで行い

ます。利用料は１校時または１時間につき200円です。希望される方は、

小学校から配布される「ベビー＆キッズルームのお知らせ」に記載された

期日までにお申し込みください。 
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●子育て支援センター利用日 

 平日の10時00分から11時45分までの間、子育て支援センターにあるおも

ちゃ、遊具、絵本などで自由に遊ぶことができます。 

※行事がある時は利用できないことがあります。 

※13時00分から16時00分 キッズルームのみの利用で小学生と合同利用 

 

●あそびの火曜日 

 毎週火曜日の11時から11時30分まで、年齢ごとに集まり、自由遊びの後、

手遊びやゲーム、体操などをします。 

・対象年齢 

 第１火曜日：０才児    第２火曜日：１才児 

 第３火曜日：２・３才児   

◇問い合わせ先 子育て支援センター（℡72-2088） 

 

ちゃっぷーる 

 子育て支援センターの屋外にある未就学児用のプールです。深さ10㎝と浅

いので、０歳児でも遊べます。 

●利用期間 ７月２日（月）から８月17日（金）まで 

●利用時間 10時00分から16時00分まで 

●利用料  無料 

●お休み  第１・３日曜日と悪天候の日はお休みです 

※お願い 水着もしくは水遊び用紙パンツを着用して遊んでください。 

      ちゃっぷーる周辺で、お弁当やおやつを食べることは禁止です。 

 

 

 

 

 

 

 

◇問い合わせ先 保健福祉課子ども・高齢者グループ（℡72-2000） 

子育て支援センター（℡72-2088） 



 

 

１６ 

 

絵本を通じた子育て支援 

●絵本ふれあい事業（ブックスタート） 

 絵本ふれあい事業は、赤ちゃんを抱っこしながら絵本を開き、語りかけ

ることによって、赤ちゃんとその保護者が、お互いに心を通わせ、幸せを

感じることができる、という考えの下、そのきっかけづくりとして、３～

４か月児健康相談時に、絵本２冊と手作り布バックをプレゼントしていま

す。 

●絵本ふれあい事業（セカンド） 

 ２歳５～６か月児健康相談時に、絵本をとおして親子がふれあうきっか

け作り第二弾として幼児向けの絵本２冊をプレゼントして、親子で絵本の

読み聞かせを深めてもらい、絵本の楽しさから読書習慣の形作りを行って

います。 

●おはなしころりんミニ（赤ちゃんからのおはなし会） 

 図書館では、絵本・手遊び・パネルシアターなど小さなお子さんから楽

しめるおはなし会を行っています。 

 実施日時：第２、第４木曜日の10時30分から11時00分まで 

◇問い合わせ先 図書館（℡76-3746） 

 

 

 

 

 子育て情報誌「ほほえみ」の発行 

 教育委員会では、家庭教育に関する情報誌「ほほえみ」を年６回発行し

ています。子育て中のご家庭からの生の声「子育て奮闘記」や、子育てに

関する行事のお知らせなど、みなさんのお役にたつ情報を掲載しています。 

 「ほほえみ」は町内の幼稚園、保育園を通してお渡ししているほか、子

育て支援センター、図書館、ゆめりあ、農村環境改善センターに置いてい

ますので、ぜひご覧ください。 

◇問い合わせ先 教育委員会社会教育グループ（℡76-4233） 

 

 



 

 

１７ 

 

子ども生活応援事業 

 新十津川ポイントカード会加盟店と連携し、妊婦や高校生以下の子ども

がいる世帯の経済的支援を目的とした子育て世帯専用のポイントカード

「得きっずカード」を配布しています。 

このカードはとくとっぷカード（満点時500円分）に4,500円分を上乗せ

助成したカードです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

事業概要 

・対象世帯 妊婦や高校生までの子どもがいる世帯 

・有効期限 申請日から当該年度の3月31日まで（約１年間） 

・交付方法 保健福祉課で申請をし、交付を受けます。 

・交付枚数 子ども１人世帯   ５枚 

      子ども２人世帯   ６枚 

      子ども３人以上世帯 ７枚 

・対象世帯であることを証明するため次のカードも配布します。 

①末子が小学生以下：どさんこ・子育て特典カード 

②末子が中・高生：子ども世帯認定パスポート 
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＜得きっずカードの利用方法＞ 

（１）ポイントカード会加盟店で買い物をした際に、得きっずカードを提示

します。 

（２）とくとっぷカードと同様に税抜き100円の買い物につき１ポイントが付

与され、500ポイントで満点となります。 

（３）満点になると、次の３つの特典の中から１つ選んで利用することがで

きます。特典を受ける場合は、どさんこ・子育て特典カードまたは子

ども世帯認定パスポートを提示して、子育て世帯であることを証明し

てください。（妊婦世帯の場合は妊婦世帯であることを伝えてくださ

い。） 

①ポイントカード会加盟店で5,000円分の買い物をする。 

②新十津川町商工会で、「ふれあい商品券」10枚（500円券×10枚）に交

換する。 

③新十津川ポイントカード会主催のイベントに参加し、残った分（4,500
円）をカード会加盟店でお買い物する。又はふれあい商品券９枚（500
円券×９枚）に交換する。（イベント参加時にカードの一部が切り取
られ、残った半券がお買い物に使用できます。ご自分でカードを切り
取った場合は無効となりますのでご注意ください。） 

（４）どさんこ・子育て特典カードは、どさんこ・子育て特典制度の趣旨に
賛同し、子育て世帯に対し独自のサービスを実施している道内の事業
所において、その特典を受ける際に提示するカードです。町内では４
月１日現在、11事業所で独自サービスを実施しています。 

※ 得きっずカードの4,500円分の上乗せ助成の有効期限は、カードを受け
取った日からその年度の３月31日までとなっています。それ以降は、
次年度も対象児童が居る場合は新しい得きっずカードにポイントが引
き継がれます。末子が高等学校を卒業された世帯はとくとっぷカード
へ引き継がれ、上乗せ助成分の特典は受けられなくなりますのでご注
意ください。 

※ カードの交付を受けた後に児童が転出、死亡などの理由によって対象
世帯ではなくなった場合は、得きっずカードを保健福祉課に返還して
ください。なお、途中までためたポイントは、お持ちのとくとっぷカ
ードに移します。 

 
 
◇申請・問い合わせ先  
 保健福祉課子ども・高齢者グループ（℡72-2000） 



 

 

１９ 

 

学校教育等の施設とサービス 

 小学校・中学校 

●学校名・住所・電話番号 

・新十津川小学校  新十津川町字中央520番地１ （℡76-2505） 

・新十津川中学校  新十津川町字中央25番地   （℡76-2161） 

 

●小学校に入学するとき 

 ４月１日までに満６歳になる幼児の保護者に「入学通知書」を２月上旬

までに郵送します。保護者の方は、入学通知書を４月の入学式当日に学校

に持参してください。 

 

●中学校に入学するとき 

 中学校入学予定の児童の保護者に「入学通知書」を２月上旬までに郵送

します。保護者の方は、入学通知書を４月の入学式当日に学校に持参して

ください。 

 

●町外から新十津川町に転入するとき 

 住民課で転入手続きを行います。転入前の小・中学校長が発行した「在

学証明書」と「教科書給与証明書」を転入後の小・中学校に提出してくだ

さい。 

 

●新十津川町から町外に転出するとき 

 在籍する小・中学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」の交付を

受け、住民課で転出手続きを行ったのち、転出先の市町村で転入手続きを

行ってください。 

 なお、転入手続きは、市町村により異なる場合がありますので、事前に

転出先の市町村にお問い合わせください。 

◇問い合わせ先 教育委員会学校教育グループ（℡76-4233） 



 

 

２０ 

 

 体育施設の無料化 

 中学生以下の児童は、スポーツセンターやスキー場などの体育施設を無料

で使用することができます。詳しくはお問い合わせください。 

◇問い合わせ先 教育委員会社会教育グループ（℡76-4233） 

 

多子世帯給食費の無料化 

３人以上を養育している保護者に対し、子育て支援として、第３子以降の

小学生及び中学生の給食費を無料とします。 

無料とする期間は、平成32年３月31日までです。 

◇問い合わせ先 教育委員会 給食センター（℡76-2528） 

 

給食費の助成 

 小学生及び中学生の給食費を一律50円（一食あたり）軽減します。 

◇問い合わせ先 教育委員会 給食センター（℡76-2528） 

 

私立幼稚園（新十津川幼稚園） 

 新十津川幼稚園は、「子どもは、愛すれば近寄り、誉めれば意欲を起こし、

信じれば素直になる」をモットーに、「小学校につながる教育を」と活動し

ています。入園資格は３歳～５歳児です。詳しくは幼稚園にお問い合わせく

ださい。 

◇問い合わせ先 新十津川幼稚園（℡76-4152） 

 

 

 

 

 



 

 

２１ 

 

 児童館 

 安全で安心な子どもの活動拠点（居場所）づくりを進め、子どもたちがい

きいきと放課後を過ごし、豊かな経験や学習をすることを目的に利用料無料

で児童館を開設しています。 

 

 

 

 

 

◇問い合わせ先 児童館（℡76-2402） 

 

放課後児童クラブ（学童保育） 

 保護者が就労等により昼間家庭にいない児童を対象として、放課後の時間

帯において保護者の代わりに家庭的機能を補完しながら「遊び」や「生活」

を通して、子どもの健全育成を目的に開設しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇問い合わせ先 放課後児童クラブ（℡76-2626） 

 

 

 

 開放日時 平 日、土曜日、日曜日及び 

       春・夏・冬休み期間中  13時00分～17時30分 

 休 館 日 第１日曜日・第３日曜日、年末年始、８月14日～16日 

 利用定員 ４０人 

 開所時間 通常開所（月～金）  下校時～18時30分 

      土曜日、学校の振替休校日、長期休業日 

８時00分～18時30分 

利用料  月額1,000円（利用のある月のみ）  

休所日  日曜日、祝祭日、年末年始、８月14～16日 



 

 

２２ 

 

 就学援助・奨学金 

●私立幼稚園就園奨励費 

 私立幼稚園に通園している幼児の保護者に対し、所得状況に応じて入園

料、保育料の一部を援助する制度です。 

 

 

 

 

 

●児童生徒就学援助 

 小・中学校への就学について経済的な理由でお困りの保護者に対し、そ

の世帯の収入額等に応じて、学用品費、学校給食費などの一部を援助する

制度です。 

 

●特別支援教育就学奨励費 

 特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減するた

め、その世帯の収入額等に応じ、学用品費、学校給食費などの一部を援助

する制度です。 

ただし、児童生徒就学援助との重複受給はできません。 

 

●奨学金 

 経済的理由により高校、大学等への就学が困難な生徒、学生に対し、学

資の一部を無利息で貸し付ける制度です。 

 

●就学時健康診断 

 小学校に入学予定の幼児を対象に、入学する前年の10月に内科健診、歯

科検診等の健康診断を実施します。 

◇問い合わせ先 

教育委員会学校教育グループ（℡76-4233） 

（児童生徒就学援助及び特別支援教育就学奨励費については、在学する小・

中学校でも問い合わせ可能）

●多子世帯私立幼稚園保育料等の無料化 

平成28年度から平成31年度まで、町独自の子育て支援策として、３人以

上を養育している保護者に対し、第３子目以降の幼児の保育料等を無料と

します。 



 

 

２３ 

 

発達支援が必要なお子さんのために 

 ここでは、発達支援が必要なお子さんや保護者の方を対象とした制度を紹介

します。各種サービスの利用については、下記担当窓口へご相談ください。 

 

 身体障害者手帳 

 身体に障がいのある人が、さまざまな福祉

サービスを利用するために必要な手帳です。

手帳は、永続する障がいのある方で、障がい

の程度によって１級～６級に区分されます。 

 保健福祉課内の担当窓口に申請書を提出し、

その後、北海道知事の審査・決定を経て交付

されます。 

各種サービス内容については、手帳交付時にご案内します。 

◇問い合わせ先 保健福祉課介護・福祉グループ（℡72-2000） 

 

 

 

療育手帳 

知的障がい者（児）が一貫した療育・援助

を受け、さまざまな福祉サービスを利用する

ために必要な手帳です。手帳は、障がいの程

度により「Ａ」「Ｂ」に区分されます。 

保健福祉課内の担当窓口に判定の依頼を申請し、専門機関で判断を受け、

審査決定後、北海道知事より交付されます。各種サービス内容については、

手帳交付時にご案内します。 

◇問い合わせ先 保健福祉課介護・福祉グループ（℡72-2000） 

持ち物 

●指定医師による診断書・

意見書 

●印鑑 

●写真（縦４cm×横３cm 

正面脱帽） 

●個人番号のわかるもの 

持ち物 

●印鑑 

●写真（縦４cm×横３cm 

正面脱帽） 

●個人番号のわかるもの 

 



 

 

２４ 

 

 精神障害者保健福祉手帳 

 精神に障がいのある人が、さまざまな福

祉サービスを利用するために必要な手帳で

す。手帳は、障がいの程度により１級～３

級に区分されます。 

 保健福祉課内の担当窓口に申請書を提出

し、その後、北海道知事の審査・決定を経

て交付されます。各種サービス内容につい

ては、手帳交付時にご案内します。 

◇問い合わせ先 保健福祉課介護・福祉グループ（℡72-2000） 

 

 

 

特別児童扶養手当 

精神または身体に一定以上の障がいを持

つ20歳未満のお子さんを在宅で養育してい

る方に手当が支給されます。ただし、所得

制限があります。 

保健福祉課内にある担当窓口に申請書を

提出し、北海道知事の審査・決定を経て支

給されます。 

１級（重度） ‥‥ 月額 51,450円 

２級（中度） ‥‥ 月額 34,270円 

     （平成30年４月１日現在） 

 

 

◇問い合わせ先 保健福祉課介護・福祉グループ（℡72-2000） 

持ち物 

●診断書または障害年金証

書 

●印鑑 

●写真（縦４cm×横３cm 正

面脱帽） 

●個人番号のわかるもの 

 

持ち物 

●印鑑 

●世帯全員の住民票 

●養育者および児童の戸籍

謄本 

●所定の診断書 

●養育者名義の通帳 

●身体障害者手帳、療育手

帳（所持者のみ） 

●転入の場合は、前住所地

発行の所得課税証明書 

●個人番号のわかるもの 

 



 

 

２５ 

 

 障害児福祉手当 

 20歳未満で、日常生活で常時介護を必

要とする重度の障がい児童に支給されま

す。ただし、所得制限があります。保健

福祉課内にある担当窓口に申請書を提出

し、北海道知事の審査・決定を経て支給

されます。 

金額 ‥‥ 月額 14,580円 

     （平成30年４月１日現在） 

 

◇問い合わせ先 保健福祉課介護・福祉グループ（℡72-2000） 

 

 

 

重度心身障害者(児)医療費助成制度 

 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を助成しています。 

 【対象者】 

  身体障害者手帳１級 

  身体障害者手帳２級 

  身体障害者手帳３級（内部障害） 

  療育手帳Ａ 

  精神障害者保健福祉手帳１級 

 

 

 

 

 ◇問い合わせ先 住民課戸籍保険グループ（℡76-2130） 

持ち物 

●印鑑 

●所定の診断書 

●障がい児名義の通帳 

●身体障害者手帳、療育手帳

(所持者のみ) 

●転入の場合は、前住所地発

行の所得課税証明書 

●個人番号のわかるもの 

 

持ち物(認定及び更新申請時) 

●印鑑 ●健康保険証の写し 

●身体障害者手帳、療育手帳、 

 精神障害者保健福祉手帳な

ど障がいの程度がわかるも

の 

●個人番号カード又は個人番

号通知カード 



 

 

２６ 

 

 自立支援医療(育成医療)  

 身体上の障がいを除去または障がいの状態を改善するために必要な医療を

受ける場合、医療費の一部を助成します。 

◇問い合わせ先 保健福祉課介護・福祉グループ（℡72-2000） 

 

 

通所支援 

●児童発達支援、放課後等デイサービス 

 上記事業を実施している事業所に通所し、日常生活における基本的動作、

集団生活への適応訓練指導等を受けることができます。通所の際の交通費

の助成もあります。 

●短期入所 

 保護者が家庭で一時的に保育できない際に、施設などを利用することが

できます。 

●計画相談支援 

 通所を行う際に、お子さんや保護者の方の状況に応じた通所支援利用計

画を作成します。 

◇問い合わせ先 保健福祉課介護・福祉グループ（℡72-2000） 

 

 

地域生活支援事業 

●移動支援事業 

 生活する上で必要な外出や、余暇活動などの社会参加のための外出を支

援します。 

●日中一時支援事業 

 日中において監護する者がいない際に、一時的に見守り等の支援をしま

す。 

◇問い合わせ先 保健福祉課介護・福祉グループ（℡72-2000） 



 

 

２７ 

 

ひとり親家庭のために 
 ここでは、ひとり親で育児をされている方のための制度を紹介します。各制

度によって、対象となる方等が異なりますので、詳細については各担当窓口へ

ご相談ください。 

 児童扶養手当 

離婚などによりひとり親家庭となった児

童の生活の安定を図るために養育者に支払

われる手当であり、所得制限などの条件が

あります。 

保健福祉課に認定請求書を提出し、北海

道知事の審査、認定を経ることで手当を受

けることが出来ます。必要書類については、

申請する方の状況によって異なりますので

ご相談ください。 

なお、児童扶養手当は、条件を満たして 

いても請求しない限り受けられませんのでご注意ください。 

◇申請・問い合わせ先 保健福祉課子ども・高齢者グループ（℡72-2000） 

                         

 

ひとり親家庭等医療費助成制度 

 高校生までのお子さんを扶養している配

偶者のいない世帯を対象に医療費の自己負

担分を助成しています。ただし、20歳未満

のお子さん（学生等）で親（父または母）

の保護のもとにある場合も認定により助成

されます。なお、親は入院に限り助成され

ます。 

 

◇申請・問い合わせ先 住民課戸籍保険グループ（℡76-2130） 

 

児童扶養手当の額 

・児童１人は、 

 月額10,030円～42,500円 

・児童２人目は、 

 月額10,040円加算 

・児童３人目以降は、 

 月額6,020円加算 

（平成30年４月１日現在） 

持ち物(認定及び更新申請時) 

●印鑑  

●健康保険証の写し 

●転入の場合は個人番号カ

ード又は個人番号通知カ

ード 



 

 

２８ 

 

 母子家庭等自立支援給付金制度（資格取得のために） 

 ひとり親家庭の保護者に対し、資格取得等を目的に教育訓練等を受講する

場合に、その費用の一部が補助される北海道の給付制度です。申請するため

には、事前の相談が必要ですのでお問い合わせ下さい。 

●自立支援教育訓練給付金 

【対象者の条件】（以下の条件をすべて満たすもの） 

・児童扶養手当を受けているか、又は同

様の所得水準にあること 

・雇用保険法の教育訓練給付制度の受給

資格を有していないこと 

・教育訓練をうけることが適職につくた

めに必要であること  

【補助される額】 

・受講費用の20％（上限10万円） 

●高等職業訓練促進給付金 

【対象者の条件】（以下の条件をすべて満たすもの） 

・児童扶養手当を受けているか、又は同

様の所得水準にあること 

・２年以上のカリキュラムを修業し、対

象資格の取得が見込まれること 

・就労と修業の両立が困難なこと 

 

【補助される額】 

・修業する期間 

・月額 100,000円（市町村民税非課税世帯） 

     70,500円（市町村民税課税世帯） 

◇申請・問い合わせ先 

保健福祉課子ども・高齢者グループ（℡72-2000） 

空知総合振興局 子ども・健康推進課子ども未来係 

                （℡0126-20-0120） 

 

対象講座 

●雇用保険制度の教育訓練

給付の指定講座 

●就業に結びつく可能性の

高い講座 

対象資格 

介護福祉士、看護師、保

育士、理学療法士、作業療

法士、など 



 

 

２９ 

 

 母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度 

 ひとり親家庭に対し、事業の開始・修業・修学・就学・就職の支度・技能

取得・生活・療養・住宅などの資金を無利子又は低利で貸し付けする制度で

す。各貸付の詳しい内容についてはお問い合わせ下さい。 

◇申請・問い合わせ先 

保健福祉課子ども・高齢者グループ（℡72-2000） 

空知総合振興局 社会福祉課子ども子育て支援室 子ども子育て支援係 

                        （℡0126-20-0120） 

 

税の控除（寡婦（夫）控除等） 

 ひとり親家庭の方は、申告により所得税、住民税の軽減措置が受けられる

場合があります。詳しい内容についてはお問い合わせ下さい。 

◇問い合わせ先 住民課町税グループ（℡76-2130） 



 

 

３０ 

 

相談窓口 
 担当者が秘密厳守で相談に応じています。どうぞ、お気軽にご相談く

ださい。 

 

問い合わせ先 相談の種類、内容 

保健福祉課 

（ゆめりあ） 

℡72-2000 

●健康相談・育児相談 

妊産婦さんや乳幼児の健康・育児について 

●発達支援の相談 

障がいのあるお子さんを養育している方が抱えているさ

まざまな悩み事について 

●ひとり親家庭の相談 

ひとり親家庭の保護者の皆さんが抱えているさまざまな

悩み事について 

●民生委員児童委員への相談 

身近な地域で暮らしや子どもについての相談に応じてく

れる方です。地域の民生委員児童委員がわからない場合

はお問合せください。 

子育て支援 

  センター 

℡72-2088 

●子育て支援の相談 

 子育て支援などについて 

教育委員会 

(改善センター) 

℡76-4233 

●学校教育の相談 

小、中学校入学や転校の手続き、就学援助、教育などに

ついて 
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