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新十津川保育園の増築改修	 2億8747万円
（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ）

　新十津川保育園に入園を希望される家庭が増えており、希望しても入園できない「待機児童」が発生し
ています。町では、現園舎の保育室を増築改修し面積を広くしてクラスの定員を増やすことにより、待機
児童の解消を図ります。
　増築改修工事中は通常の保育ができなくなるため、近隣に設置した仮園舎での保育となります。
　令和２年１月からは広くなった保育室での保育が始まります。

【工事スケジュール】

内　　容 期　　間

仮設保育所での保育開始 令和元年５月７日

増築改修工事 令和元年５月～ 12 月

引っ越し（仮園舎⇒現園舎） 令和元年 12 月下旬

仮設保育所撤去 令和２年１月～２月

　　児童福祉の充実①　児童福祉の充実

子育て支援センターの運営	 617万円保育園の管理運営と病後児保育	 1億2099万円
（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、子育て中の保護者の仲
間づくりの場として開設しました。
　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。
　携帯アプリ「LINE」から簡単にイベントの申
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 150万円
道の補助金 150万円
町の負担 317万円

○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
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 983万円
町の負担 9953万円
ふるさと応援基金 144万円
子ども夢基金 1019万円

LINE
QR コード
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児童館の運営	 1003万円

得きっずカードの配付	 965万円

放課後児童クラブの運営	 778万円

誕生記念品のプレゼント	 85万円

（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）

（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）

　小・中学生を対象として安心して遊べる児童館
を運営します。
　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、発達障がいや発達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ています。

＜財源内訳＞
参加者の負担 1万円
町の負担 1002万円

　高校生以下の子どもや妊婦のいる世帯の生活を
応援するため、ゆめりあの窓口で得きっずカード
を配付しています。
　得きっずカードは、しんとつかわポイントカー
ド会と連携しており、カードのポイントが満点に
なると5000円の金券としてお買い物ができるほ
か、商工会でお買い物に便利なふれあい商品券と
交換することができます。
　また、お買い物はもちろん、図書館やスポーツ
クラブ、子育て支援センターなどが開催するポイ
ント対象事業に参加するとポイントが付きますの
で、ぜひご参加ください。

【対　　象】妊婦または、高校生以下の子どもが
いる世帯

【有効期限】令和２年３月31日（火）
【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 965万円

　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、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２階で開設しています。
　利用回数に関わらず、月額1000円で利用するこ
とができます。利用は事前登録制で、就労証明書
などの提出が必要です。

＜財源内訳＞
国の補助金 180万円
道の補助金 180万円
利用者の負担金 60万円
町の負担 358万円

　お子さんの誕生を記念したプレゼントを拡大し
ます。
　お子さんの誕生時には、十津川村の木材を使用
したおもちゃ（アニマルカーとままごとセットの
いずれかを選択）をプレゼントします。
　平成30年度まで誕生時の記念品だったキッズ
チェアは、１歳の誕生日を記念してプレゼントし
ます。
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障がいのある方への生活支援	 1228万円障がい福祉サービス	 2億8081万円
（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　433万円
道の補助金　208万円
町の負担　　587万円

　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。

【主なサービスの内容】
・家事援助などを行うサービス
・施設などで昼間の活動を支援するサービス
・住まいの場を提供するサービス
・就労の場を提供するサービス

＜財源内訳＞
国の補助金 1億3938万円
道の補助金 6969万円
町の負担 7174万円

集いの場で介護予防	 1201万円 医療・介護などの円滑な利用	 81万円
（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）

　行政区の自治会館を拠点に高齢者が定期的に集
うことができる場を設け、心身機能の維持向上と、
地域の仲間同士で交流できるサロン活動を推進し
ます。
　「すまいるあっぷ」という名称で、モデル事業
として限定的に開催していたものを、今年度は開
催場所を全行政区に拡大します。
　また、保健師、空知中央病院リハビリ職員も各
会場で介護や健康の各種相談や教室を開催します。

＜財源内訳＞
空知中部広域連合の負担金　1201万円

　人生の最後まで自分らしく生きていくために、
もしもの時に備えて自分の考えや意思を伝えるこ
とができるよう、エンディングノートの普及啓発
を行います。
　町が独自にエンディングノートを作成し、利用
希望者へ随時配布するほか、記入について不安が
ある方に対しては、行政区の自治会館などで保健
師が記入のサポートを行います。

＜財源内訳＞
　空知中部広域連合の負担金 81万円

　　障がい者福祉の充実

　　高齢者福祉の充実

②　障がい者福祉の充実

③　高齢者福祉の充実
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高齢者世帯などの除雪	 829万円
（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、除雪費用を助成します。
○高齢者世帯などに除雪費の助成
　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、費用の半分を助成します。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
　高齢者や障がい者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 794万円

ふるさと学園大学	 66万円 プレミアム商品券の販売	 545万円
（担当：保健福祉課子ども・高齢者グループ） （担当：保健福祉課介護・福祉グループ）

　ふるさと学園大学は、高齢者を対象に楽しみな
がら知識や教養を身に付け、仲間とふれあい、喜
びと生きがいのある充実した生活を過ごすことを
目的に、年間８回講義を行います。なお、開講日
は無料送迎を行っています。
　今年度からは学位授与制度を導入します。
　また、道民カレッジの連携講座となります。

＜財源内訳＞
道の補助金 4万円
町の負担 62万円

　消費税率の10％への引上げによる、低所得者と
子育て世帯（０～２歳児）に与える影響の緩和お
よび地域の消費喚起を目的に、一定の条件を満た
す方を対象としてプレミアム付商品券（割増率
25％）を販売します。

【低所得対象者】
　令和元年度の市町村民税（均等割）が課税され
ていない方

※ただし、生活保護を受けている方や令和元年
度の市町村民税（均等割）が課税されている方
の扶養親族などは除きます

【子育て世帯対象者】
　２歳児以下の児童を扶養する世帯主
【販売額】
　販売額4000円（商品券5000円分）
　販売上限額20000円（商品券25000円分）

＜財源内訳＞
国の補助金　　545万円
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がん検診・ピロリ菌検査	 1089万円
（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、すべてのがん検診を個人負担額500円で実施します。また、町独自
に30歳代女性の乳がん検診も500円で行います。
　今年度から、胃炎や胃がんの原因となる、ピロリ菌検査（個人負担額500円）を開始し、早期発見と早
期治療につなげます。

【がん検診の種類】
検診名 検査内容 対象者 備考

胃がん バリウム検査
30歳以上の男女 １年に１回肺がん 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
ピロリ菌検査 血液検査 20歳以上の男女 未検査者のみが対象

＜財源内訳＞
保険者の補助金 33万円
受診者負担金 134万円
町の負担 922万円

　　健康づくりの推進④　健康づくりの推進

インフルエンザ予防接種の助成	 778万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　インフルエンザ予防接種を指定医療機関で実施した場合に妊婦や中学生以下の接種費用を必要な接種回
数分、全額助成します。
　また、今年度から、65歳以上の高齢者の自己負担額が1000円となるように助成額を拡大します。

【高齢者インフルエンザ予防接種費用】
平成30年度まで 令和元年度から

町助成額
1500円

拡大
町助成額

（接種費用－1000円）

自己負担額
（接種費用－1500円） 自己負担額

1000円

＜財源内訳＞
保険者の補助金 113万円
町の負担 665万円

➡
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不妊治療費助成	 200万円 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の助成	 111万円
（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 助成対象と
なる要件

一般不妊治療
※医療機関が
発行する治療
証明書の提出
が必要。

１年間の治療費
（治療証明書の発
行を含む）の自己
負担総額に対し、
20万円を上限

人工授精以外は、
保険適用となる治
療が対象
例：タイミング法
ホルモン療法など

特定不妊治療
１回の治療費自己
負担額に対し、10
万円を上限

北海道の特定不妊
治療費助成金の交
付決定を受けてい
ること

＜財源内訳＞
ふるさと応援基金 200万円

　高齢者肺炎球菌予防接種を受けたことがない次
の方を対象に、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。

【対象】
◯定期接種対象者
・年度内に65、70、75、80、85、90、95、100歳

以上になる方
・60歳以上65歳未満で、心臓や腎臓、呼吸器など

に重い病気（身体障害者手帳１級）のある方
◯任意接種対象者
・65歳以上で定期接種対象者以外の方

＜財源内訳＞
保険者の補助金 39万円
町の負担 72万円

風しん予防対策	 328万円
（担当：保健福祉課健康推進グループ）

　今年度から３年にわたり、風しんの抗体保有率が低いとされている昭和37年（1962年）４月２日から昭
和54年（1979年）４月１日の間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。
　今年度は対象者のうち、昭和47年４月２日以降に生まれた方へ、町から案内通知と抗体検査・予防接種
の無料クーポン券を送付します。
　なお、予防接種の前に必ず抗体検査を行うことが必要で、この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のでご注意ください。

＜財源内訳＞
国の補助金 125万円
町の負担 203万円

（参考　国立感染症研究所ホームページより）
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国民健康保険の運営	 2億7695万円
（担当：住民課戸籍保険グループ）

　平成30年度から制度の改正により、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 930万円
道の補助金 2808万円
加入者の保険税 1億8232万円
預金利子など 38万円
町の負担 5687万円

後期高齢者医療保険の運営	 1億1600万円
（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 2365万円
加入者の保険料 7960万円
過年度保険料の還付金 10万円
町の負担 1265万円

　　医療環境の充実⑤　医療環境の充実

食育の推進	 63万円妊産婦健康診査・相談	 518万円
（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）

　食のボランティア団体である食生活改善推進員
協議会の負担金を増額し、活動支援を強化します。
　また、食の推進事業として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。

　妊娠の届出をされた方に、指定医療機関での妊
婦一般健康診査費と超音波検査費各14回分を助成
します。今年度から、新たに産婦健康診査費を２
回分まで助成します。
　また、妊娠中、子育て中の方の健康や栄養など
について、保健師と栄養士が相談をお受けします。

＜財源内訳＞
子ども夢基金 518万円
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高校生までの医療費無料化	 2247万円
（担当：住民課戸籍保険グループ）

　北海道では、就学前児童の入院および通院と小
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。
　町では、子育て世代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、その助成内容を
独自に拡大し、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 14万円
子ども夢基金 1961万円

事　　　　業 予算額 事　業　概　要
１　児童福祉の充実
児童手当の支給 8551万円 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 267万円 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 1786万円 人工透析などの医療費を助成します
補装具費の支給 160万円 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 15万円 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 80万円 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 669万円 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 608万円 障がい児の療育通所施設の運営費を負担します
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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 7万円 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
シニアいきいきクラブ 8万円 60歳以上を対象に生きがい講座を開催します
福祉バスの運営 220万円 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 135万円 長寿を祝う会の開催を支援します
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
ボランティア活動への支援 30万円 介護予防事業やボランティア活動を推進します
地域包括支援センターの運営 715万円 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 498万円 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
老人福祉施設への入所支援 567万円 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 36万円 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 27万円 在宅の要介護高齢者の通院費の一部を助成します
高齢者など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を助成します
介護保険の運営負担 1億2802万円 空知中部広域連合を保険者とする介護保険の運営を負担します
認知症の総合的な支援 208万円 認知症の普及や予防活動、初期集中支援を行います
医療・介護の連携推進 49万円 住民への適切な医療や介護の提供にむけて連携を強化します
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
４　健康づくりの推進
子ども法定予防接種 1143万円 子どもに必要な予防接種を行います。
保健事務 531万円 保健事業に関する事務事業を行います
成人健康診査 293万円 基本健康診査や肝炎ウイルス・骨粗鬆症検診などを行います
成人健康診査２次健診 53万円 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 181万円 後期高齢者の健康診査を行います
健康づくり対策 377万円 生活習慣病予防のため、健康教育・相談を行います
乳幼児健康診査・相談 66万円 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 1億3039万円 ゆめりあの管理運営と外壁塗装を行います
健康体力増進室の管理運営 377万円 健康体力増進室の管理運営や設備の点検修理を行います
５　医療環境の充実
訪問看護 84万円 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 1675万円 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 307万円 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 51万円 入院治療を必要とする未熟児の医療費を助成します


