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得きっずカードの発行	 1119万円
（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。
　平成29年度からは、中学生以下から高校生以下の子どもがいる世帯に拡充し、また、子どもの人数に応
じてカードの配布数を増やします。
　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、通常の買い物だけでな
く、子育て支援センターの季節行事や図書館の行事などに参加するとポイントがもらえ、ポイントが満点
になると5000円分の金券として町内でお買い物ができます。
　カードの発行はゆめりあの窓口で行い、有効期限は平成30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。

　　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（今までと同じ）

２人 ６枚（１枚増）

３人以上 ７枚（２枚増）

＜財源内訳＞
子ども夢基金　　1119万円

児童館の運営	 819万円 放課後児童クラブの運営	 575万円
（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ます。

＜財源内訳＞
行事の参加負担金　1万円
子ども夢基金　　818万円

　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
め児童館で運営します。
　なお、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 156万円
　道の補助金 156万円
　利用料 43万円
　子ども夢基金 220万円
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地域生活支援事業	 860万円

子育て支援センターの運営	 507万円

障がい福祉サービスの提供	2億3335万円

保育園の運営と病後児保育	 9286万円

（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）

　障がいのある方と障がいのある子どもが、自立
した日常生活を営むことができるよう、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、紙おむつ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　　304万円
道の補助金　　152万円
町の負担　　　404万円

　子育て支援センター（児童館内）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「子育てスクール」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月にかけて、幼児が安心して遊ぶことが
できる水遊び場を開設しますので、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　　 124万円
道の補助金　　 124万円
子育てスクールの参加料　 1万円
子ども夢基金　 258万円

　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、サービスを提供します。
　また、個々のニーズに応じた適正なサービスを
提供するため、必要な情報の提供や助言を行い、
サービスの利用計画を作成します。

【主なサービスの内容】
・家事などの援助
・施設などでの昼間の活動支援
・住まいの場を提供

＜財源内訳＞
国の補助金 1億1573万円
道の補助金 5787万円
町の負担 5975万円

○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。

＜財源内訳＞
利用者の負担　1316万円
町の負担　　　7970万円

　　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	 721万円
（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、除雪費用の助成を行います。
○高齢者世帯等除雪費の助成
　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、費用の半分を負担します。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
　高齢者や障がいのある方がいる世帯の冬期間の緊
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 35万円
町の負担 686万円

高齢者の通院支援	 40万円 地域活動・ボランティア活動への支援	 334万円
（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）

　在宅の要介護高齢者の通院に利用するタクシー
費用の一部を助成します。
　平成29年度から65歳未満の同居者がいる方も対
象となります。

【助成対象】　次の全てにあてはまる方
　・家で生活している
　・65歳以上
　・要介護１以上
　・毎月１回以上通院している
　・路線バスの利用が難しい

【助成内容】
　タクシー券（初乗り料金の往復分を月１回）

　高齢者や障がいのある方に対する見守り活動や
各種ボランティア活動に対するボランティアポイ
ント制度を導入します。
　また、地域を拠点とした介護予防やサロン活動
に対する支援を行います。

【主なサービスの内容】
　・行政区会館での集いの場づくり
　・介護予防のための運動教室
　・ボランティアポイントを貯めて商品券と交換
　・介護予防サポーターの養成と活動の推進

＜財源内訳＞
　介護予防・日常生活総合事業負担金 334万円

　　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	 68万円 シニアいきいきクラブの開催	 12万円
（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、高齢者を対象に知識・教
養の習得、喜びと生きがいのある充実した人生を
送ることを目的として、年間９回講義を行います。
ご利用しやすいように送迎も行っています。
　平成29年度は、北海道日本ハムファイターズ専
属管理栄養士による「食と健康」をテーマとした
講義などを予定しています。

＜財源内訳＞
道の補助金 7万円
町の負担 61万円

　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29年度は、健康マージャン、絵はがき、パ
ン作りの３教室をゆめりあなどで行います。

＜財源内訳＞
参加者の負担金 2万円
町の負担 10万円

緊急通報システムの設置	 56万円
（担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

　高齢者や障がいのある方の不安の軽減を図るため、ボタンを押すと消防署につながる、緊急通報システ
ムの設置に関する費用を負担します。
　また、平成29年度から緊急通報システムの電池交換費用（１回／２年）とペンダント型発信機の追加設
置費用を負担します。

【対象要件】
　次のいずれかの条件にあてはまる世帯
・病気などにより生活に不安がある75歳以上の方がいる世帯
・病気などにより生活に不安がある65歳以上74歳未満の方のみで構成される世帯
・要支援、要介護認定を受けている方がいる世帯
・身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯

＜財源内訳＞
　雨竜町の負担 4万円
　町の負担 52万円
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　　健康づくりの推進④　健康づくりの推進

妊婦健康診査・相談	 460万円

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）

（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　妊婦健康診査の費用を助成します。
　妊娠届出書を提出された方に、母子健康手帳と妊婦健康診査受診票を交付し、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回分を助成し、出産費用の負担軽減を図ります。
　また、妊娠中の健康や栄養などについて、保健師と栄養士が相談を行い、子育てが始まってからも引き
続き相談を受けています。

＜財源内訳＞
　子ども夢基金　　460万円

　出産・子育ての負担軽減の施策の一環として、不妊治療の費用を助成します。
　相談、受付はゆめりあで行っています。まずはご相談ください。

【不妊治療の種類】
治療の区分 治療内容の一例 助成額

一般不妊治療

・タイミング法
・ホルモン療法
・人工授精
※上記各種治療を行った場合は、医療機

関の証明書（町の指定様式）が必要です。

１年間（１月～12月）にかかった治療
費の自己負担額［最大20万円］
※証明書の取得にかかる文書料も含み

ます。

特定不妊治療
・体外受精
・顕微授精
・男性不妊治療

１回の治療費から北海道の助成額を除
いた自己負担額［最大10万円］

＜財源内訳＞
　子ども夢基金　200万円

券
献

犬
献

鹸

券
犬
鹸

保険適用の治療

北海道特定不妊治療費
助成事業の決定を受け
たもの
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がん検診	 911万円 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種	 279万円
（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）

　気軽に検診を受けられるように開始したワンコ
イン（500円）検診を継続し、全てのがん検診を
500円として、自己負担を軽減します。
　また、町独自に30歳代女性の乳がん検診も500
円で検診できるよう、自己負担を軽減します。

＜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 768万円

検診名 対象者
胃がん・肺がん・大腸がん 30歳以上
前立腺がん 50歳以上
子宮頸がん 20歳以上

卵巣超音波
子宮頸がん
検診受診者

乳がん 30歳以上

　肺炎球菌予防接種を受けたことがない65歳以上
の高齢者を対象に、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。
　なお、再接種の場合は、助成の対象とはなりま
せん。

＜財源内訳＞
保険者の補助金 91万円
町の負担 188万円

健康づくり対策	 219万円
（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、皆さん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、健康づくり対策事業を実施します。
　平成30年度に健康づくりの町宣言50周年（昭和43年６月10日宣言）を迎えるため、その前の年である平
成29年度は「健康づくりの町宣言50周年記念プレ事業」を実施します。

【健康づくりの町宣言50周年記念プレ事業】
○私の健康づくり登録

自分の健康づくりの方法や目標を定めた
内容を登録した方に「私の健康づくり宣
言カード」としてお渡し、健康管理への
意識を高める機会を創出します。

○健康づくり応援事業所登録
職員の健康診断受診率を上げるなど、健
康管理への意識を高める取り組みをする
事業所を募集します。登録事業所の活動
は、広報などでお知らせします。

＜財源内訳＞
保険者の補助金 47万円
町の負担金 172万円
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健康体力増進室の管理	 424万円

国民健康保険の運営	 3億9442万円

（担当：保健福祉課健康推進グループ）

（担当：住民課戸籍保険グループ）

　体力づくり、健康増進および生活習慣病予防を
目的として、ゆめりあ内にある健康体力増進室の
管理運営を行います。
　平成29年度は、ランニングマシンを１台更新し
ます。

＜財源内訳＞
施設使用料　117万円
町の負担　　307万円

　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、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、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 978万円
道の補助金 2915万円
加入者の保険税 2億168万円
町の負担 1億5381万円

栄養指導	 80万円

後期高齢者医療保険の運営	 1億765万円

（担当：保健福祉課健康推進グループ）

（担当：住民課戸籍保険グループ）

　栄養相談や健康教育、食のボランティア団体で
ある食生活改善推進員（ヘルスメイト）の活動支
援を行っています。
　平成29年度は、食生活改善推進員を募集し、調
理実習や栄養について学習しながら、食生活改善
の意識の向上を図ります。

＜財源内訳＞
地域支援事業助成金　22万円
町の負担　　　　　　58万円

　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＞
道の補助金　　　2342万円
加入者の保険料　7170万円
町の負担　　　　1253万円

　　医療環境の充実⑤　医療環境の充実
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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 お子さんの誕生をお祝いして木製のキッズチェアを贈ります
児童手当の支給 9014万円 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 117万円 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
子ども夢基金積立金 125万円 子ども夢基金の利子を積み立てします
２　障がい者福祉の充実
自立支援医療費の給付 1617万円 人工透析などの医療費を助成します
補装具費の支給 167万円 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します
重症心身障害者（児）機能訓練交通費の助成 16万円 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 52万円 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助成 17万円 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負担金 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負担金 278万円 障がい児の療育通所施設の運営負担です
身障福祉協会の支援 4万円 身障福祉協会の活動を支援します

高校生までの医療費無料化	 2396万円
（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、高校生までのお子さんの
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 272万円
高額療養費保険者負担 2万円
子ども夢基金 2122万円
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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 39万円 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
レクワーカーの養成 22万円 レクワーカー養成の講習会への参加費を助成します
福祉バスの運営 172万円 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 130万円 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 95万円 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 54万円 新十津川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 279万円 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 2301万円 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 16万円 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
地域包括支援センターの運営 637万円 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 349万円 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 33万円 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措置 542万円 養護老人ホームなどへの入所費用を支援します
介護保険の運営 1億2693万円 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
高齢者等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用を助成します
認知症の早期支援体制の整備 176万円 認知症の予防や適切な受診支援を行います
４　健康づくりの推進
子ども法定予防接種 1490万円 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 547万円 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 保健事業全般にかかる事務経費です
成人健康診査 280万円 基本健康診査や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 168万円 後期高齢者の健康診査を行います
乳幼児健康診査・相談 63万円 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 8456万円 ゆめりあの管理運営と外壁塗装の第１期工事を行います
５　医療環境の充実
訪問看護事業 84万円 訪問看護支援体制を整備します
重度心身障害者の医療費助成 1857万円 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 382万円 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 36万円 入院治療を必要とする未熟児の医療費を助成します


