
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

  

 
 



  

子どもを育てる 

あなたのために… 
 

 

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、町にとっても大切な宝物です。 

しかし、子育てには、『ミルクを飲まない』『オムツがとれない』

などたくさんの不安がつきもの…。 

また、子育てに関する支援やサービスも、『たくさんあってわから

ない』『毎年変わるので難しい』と思っている方も多くいると思いま

す。 

この『子育てハンドブック』は、それらの不安が解消できるように

相談機関や支援・サービスをまとめたものです。 

これから出産される方や子育て中のお父さん・お母さんの手助けに

なる一冊となれば幸いです。 

 

 

 

 

 

～ハンドブックをご覧いただく前に～ 

制度改正等により、内容等が変更となっている可能性があります

ので、ご注意ください。 
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妊娠したら 
 妊娠中は、おなかの赤ちゃんのことや健康、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。 

マタニティライフと健やかな赤ちゃんの誕生をサポートします。

どのようなことでもお気軽にご相談ください。 

 

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 総合健康福祉センターゆめりあ 

●持 ち 物 個人番号カード、または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） 

 

妊産婦健康診査・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、産婦健

康診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、 

産婦健康診査２回 

●交付時期（２回に分けてお渡しします） 

 前半分     ⇒ 母子健康手帳交付時 

後半分と産婦分 ⇒ ７か月頃の健康相談時 

 ●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、神部クリニック 

※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ください。 

 

 

お問合せ 保健福祉課健康推進グループ（ゆめりあ内）      ☎72-2000 

お問合せ 保健福祉課健康推進グループ（ゆめりあ内）      ☎72-2000 
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妊産婦健康相談・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。 

 

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 ホームページ参照 

●受付時間 13時10分～13時20分 

●場  所 総合健康福祉センターゆめりあ 

●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 

●料  金 無料（事前に予約が必要です） 

 

マザークラス 

 砂川市立病院で開催しているマザークラスに参加できます。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 300円+消費税 

 

 

お問合せ 保健福祉課健康推進グループ（ゆめりあ内）      ☎72-2000 

お問合せ 保健福祉課健康推進グループ（ゆめりあ内）      ☎72-2000 

お問合せ 保健福祉課健康推進グループ（ゆめりあ内）       ☎72-2000 

妊婦歯科健康診査 

ホームページＵＲＬ 
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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、お子さん１人

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で

すので、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。 

●申請先 出産する病院 

●差額が発生した場合 加入している保険に応じてお問合せください。 

 

 

 

 

 

子ども生活応援事業 

妊婦さんまたは、高校生以下のお子さんがいるご家庭に対して、得きっず

カードを交付しています。詳しくは13ページをご参照ください。 

 

  

 

 

参考 保健福祉課（ゆめりあ） 

お問合せ 保健福祉課子ども・高齢者グループ（ゆめりあ内） ☎72-2000 

お問合せ 

国民健康保険加入者⇒住民課戸籍保険グループ（役場内）     ☎76-2130 

国民健康保険以外の方⇒勤務先 
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  出生したら 
 生まれてきたお子さんの健やかな成長をサポートする様々

な支援をご用意しています。 

  

出生届の提出 

赤ちゃんが生まれたら、『出生届』を提出してください。 

●届出期限 生まれた日を含む14日以内 

●届 出 先 出生地、本籍地または届出人の所在地 

●届 出 者 赤ちゃんの父または母 

●持 ち 物 出生届、母子健康手帳、印鑑 

 

 

 

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。出生届と同時に「認定請求書」の提出をしてください。 

●対  象 中学校修了前までの児童を養育している方 

●手当額 

・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（基準の所得額を超えた方） 

月額： 5,000円（一律） 

※請求者が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。 

お問合せ 住民課戸籍保険グループ（役場内）             ☎76-2130 

お問合せ 保健福祉課子ども・高齢者グループ（ゆめりあ内） ☎72-2000 
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 誕生記念品の贈呈 

お子さんの誕生をお祝いして、母村「奈良県十津川村の木材」を使用

した木のおもちゃをお贈りします。 

木のおもちゃは、人肌に近い温もりがあることから、心地よく遊べます。

おもちゃを使ってたくさん遊んでください。 

 

 

 

 

 

 

１歳記念品の贈呈 

お子さんの誕生から１年のお祝いに、母村

「奈良県十津川村の木材」を使用した木の椅

子をお贈りしています。 

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。 

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お子さん 

●助成内容 

 保険診療に係る医療費自己負担分の全額 

お問合せ 保健福祉課子ども・高齢者グループ（ゆめりあ内） ☎72-2000          

持ち物（認定申請時） 

□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 

または通知カード 

お問合せ 住民課戸籍保険グループ（役場内）               ☎76-2130 

お問合せ 保健福祉課子ども・高齢者グループ（ゆめりあ内） ☎72-2000 
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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、事前に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（一部負担額は子ども医療

費助成制度等の助成対象です） 

 

 

 

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。 

●日程 保健師から電話をし、日程を決めます。 

 

新生児聴覚検査費用の助成 

 先天性難聴の早期発見のために、初回の新生児聴覚検査費用を助成します。 

● 使用方法 妊娠７か月頃の健康相談時に交付する受診票を聴覚検査実施

可能医療機関に提出すると検査費用が無料となります。 

      ※追加で検査する際の費用は、自己負担となります。 

● 受診票交付時期 妊娠７か月頃の健康相談時 

 

 

 

 

お問合せ 住民課戸籍保険グループ（役場内）              ☎76-2130 

お問合せ 保健福祉課健康推進グループ（ゆめりあ内）       ☎72-2000 

持ち物 

□印鑑 

□お子さんの健康保険証の写し 

□医師の意見書 

□個人番号カードまたは通知カード 

お問合せ 保健福祉課健康推進グループ（ゆめりあ内）       ☎72-2000 
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紙おむつ用ごみ袋進呈 

  乳児がいる世帯は、紙おむつを捨てるため、燃やせるごみ袋の消費量が多

く、経済的な負担となるため、乳児をもつ世帯に、燃やせるごみ袋を進呈し

ます。 

 ●進呈時期 ３～４か月児健康相談時 

●内  容 燃やせるごみ袋20ﾘｯﾄﾙゴミ袋を30枚進呈 

 

 

 

乳幼児健康相談・健康診査 

 お子さんの健やかな成長・発達のため、月齢・年齢に合わせて健康相談・健

康診査を行います。対象者には、個別に案内します。 

●所要時間 約２時間程度 

●日  程 ホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

フッ化物洗口（うがい） 

 保育園や幼稚園において、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。 

 

 

お問合せ 保健福祉課子ども・高齢者グループ（ゆめりあ内） ☎72-2000                     

お問合せ 保健福祉課健康推進グループ（ゆめりあ内）    ☎72-2000 

乳幼児健康相談・健康診査

ホームページＵＲＬ 

お問合せ 新十津川保育園                       ☎76-2419 

     新十津川幼稚園                               ☎76-4152 
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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、希望者にフッ素塗布

を実施します。 

●日  程 ホームページ参照 

●受付時間 12時40分～13時00分 

●場  所 総合健康福祉センターゆめりあ 

●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 

●料  金 無料 

 

 

予防接種（定期） 

  子どもの病気は予防できるものもあります。効果や副反応など、正しい知

識を得た上で、予防接種を受けましょう。 

 対象年齢のお子さんが定期予防接種を指定医療機関で接種する場合、費用

が無料となります。（ホームページをご確認ください。） 

 なお、ホームページ上に掲載している表に記載が無い予防接種（インフル

エンザ以外）を任意で受ける場合は有料となります。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。 

※必要性や副反応等は、新生児訪問などの際に配布する 

「予防接種と子どもの健康」や「説明書」「予防接種の 

しおり」に記載しています。 

●持 ち 物  

母子健康手帳、予診票、くすりの手帳 

 ※予診票がない場合は、保健福祉課健康推進グループへ

お問い合わせください。 

 ●定期予防接種の種類と指定医療機関  

ホームページ参照 

 

 
お問合せ 保健福祉課健康推進グループ（ゆめりあ内）     ☎72-2000 

お問合せ 保健福祉課健康推進グループ（ゆめりあ内）      ☎72-2000 

フッ素塗布 

ホームページＵＲＬ 

定期予防接種の種類と

指定医療機関 

ホームページＵＲＬ 
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 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 

※指定医療機関は広報に掲載するほか、チラシを全戸配布します。 

 

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、家庭での一般的な対処に関する助言・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 

お問合せ 保健福祉課健康推進グループ（ゆめりあ内）       ☎72-2000 
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子育て支援の施設とサービス 
 あア 

子育てがしやすい町を目指し、様々な施設・サービスを用意しています。 

新十津川保育園 

 仕事や病気等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います。お子さん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。 

●場 所 新十津川町字中央72番地48 

●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幼児 

●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 110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  

・0歳～２歳課税世帯 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ます。 

・0歳～２歳非課税世帯 幼児教育無償化事業により、無料 

・３ 歳 以 上 幼児教育無償化事業により、無料    

●延 長 保 育 止むを得ない理由がある場合、有料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。 

 

 

 

 お問合せ  保健福祉課子ども・高齢者グループ（ゆめりあ内） ☎72-2000 

保育園                       ☎76-2419 



１１ 

 

  子育て支援センター 

 お子さんとお父さん・お母さんが楽しく遊べる施設です。 

 様々なイベントを実施し、育児仲間づくりをサポートするほか、子育てに

関するアドバイスを行っています。 

●開 所 日 平日（年末年始を除く） 

●開 所 時 間 ９時30分～16時30分 

●場 所 児童館内 

●対 象 者 0歳児～小学校入学前の幼児・保護者 

●イベント情報 LINEでイベント情報を発信しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちゃっぷーる  

子育て支援センター横に深さ10㎝の屋外幼児用プールが

あります。開放期間中、無料で遊ぶことができます。 

●開放期間 ホームページ参照 

 ●開放時間 9時30分～16時00分 

●利 用 料   無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINE 友達追加 

QR ｺｰﾄﾞ 

お問合せ 子育て支援センター（児童館内）                 ☎72-2088 

お問合せ 子育て支援センター（児童館内）                  ☎72-2088 

子育て支援センター 

ホームページＵＲＬ 

 



１２ 

 

絵本を通じた子育て支援 

 絵本は、赤ちゃんとその保護者の心を通わせる魔法のツールです。 

 親子で絵本を読むきっかけづくり、読書を習慣化することを目的に、絵本

のプレゼントやおはなし会を開催しています。 

●絵本ふれあい事業（ブックスタート） 

・実 施 日 ３～４か月児健康相談時（P7参照） 

・内    容 絵本２冊と手作り布バックをプレゼント 

●絵本ふれあい事業（セカンド） 

・実 施 日 ２歳５～６か月児健康相談時（P7参照） 

・内  容 幼児向けの絵本２冊をプレゼント 

●おはなしころりんミニ 

・実施日時 第２・第４木曜日 10時30分～11時00分 

・場  所 図書館 

・対  象 小学校入学前の幼児・保護者 

・内  容 手遊び・パネルシアター・絵本の読み聞かせなど 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

子育て情報誌「ほほえみ」 

 教育委員会では、家庭教育に関する情報誌「ほほえみ」を発行していま

す。子育て中のご家庭からの生の声、子育てに関する行事のお知らせなど、

みなさんのお役に立つ情報を掲載しています。 

●発 行 月 ５月、７月、９月、11月、１月、３月 

●配布場所  ゆめりあ、図書館、子育て支援センター等 

 

 

 

お問合せ 図書館                        ☎76-3746 

お問合せ 教育委員会社会教育グループ（改善センター内）  ☎76-4233 



１３ 

 

②ポイントを貯める（満点＝500P） 

子ども生活応援事業 

 妊婦さんや高校生以下のお子さんがいる世帯に町内のポイントカード会

加盟店（ホームページ参照）で使えるポイントカード「得きっずカード」

を配付しています。 

このカードは100円（税抜）で１P貯まり、満点（500P）になると

5,000円分のお買い物または、商品券と交換できます。 

 

●対象世帯 妊婦さんまたは高校生以下のお子さんがいる世帯 

●有効期限 申請日～当該年度の3月31日 

●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 

～得きっずカード申請から利用の流れ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子  

ゆめりあで申請書を提出

し、カードを受け取る 

 

会計の際に提示 

（ポイント加盟店） 

①カードの申請・受領 

ポイント付与事業に参加 

（スポーツクラブ行事等） 

満点特典③ 

ポイントカード会の 

イベント参加 

+4,500 円分の 

ふれあい商品券 

または、お買い物 

（商工会） 

満点特典② 

 

5,000 円分の 

ふれあい商品券と交換 

※500円×10枚 

 

（商工会） 

満点特典① 

 

5,000 円分お買い物 

※おつりは出ません。 

 

 

（ポイントカード会加盟店） 

③満点になったカードを使う 

上記特典から１つご利用いただけます！ 

お問合せ 保健福祉課子ども・高齢者グループ（ゆめりあ内）  ☎72-2000 



１４ 

 

     学校教育等の施設とサービス 
幼稚園・小学校・中学校の紹介のほか、町内の中学生以下のお子さんがいる

世帯が受けられるサービスを紹介します。 

 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・中学校に入学するとき 

対象となる子どもの保護者に「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後、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。

お問合せ 教育委員会学校教育グループ（改善センター内）   ☎76-4233 



１５ 

 

 体育施設の無料化 

 中学生以下の児童・生徒は、スポーツセンターやスキー場、プールなどの

体育施設を無料で使用することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

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、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、令和５年３月31日までです。 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

私立幼稚園（新十津川幼稚園） 

 「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」を目指しています。 

・保育料 幼児教育無償化事業により、無料。ただし、バス送迎費等、対象

外経費があります。また、無償化の対象となるには、申請が必要

です。幼稚園にお問合せください。 

 

お問合せ 教育委員会社会教育グループ（改善センター内）   ☎76-4233 

お問合せ 給食センター                  ☎76-2528 

お問合せ 給食センター                     ☎76-2528 

お問合せ 新十津川幼稚園                    ☎76-4152 



１６ 

 

 児童館 

 安全で安心な子どもの居場所づくりを進めています。 

子ども達が遊びを通して、豊かな経験や学習できる施設を目指しています。 

●開放日時 平日、土日祝日 13時00分～17時30分 

●休 館 日 第１・第３日曜日、年末年始、８月14日～８月16日 

●利 用 料 無料 

●利用方法 事前に登録が必要です。児童館利用申請書を提出の上、利用し

てください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

放課後児童クラブ 

 保護者が就労等により、昼間家庭にいない児童を、放課後の時間帯におい

て保護者の代わりに保育します。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指しています。 

●開所時間 平日  下校時～18時30分 

      土曜日、学校の振替休校日及び長期休業中  

８時00分～18時30分 

●休 所 日 日曜日、祝祭日、年末年始、 

８月14日～８月16日 

●場  所 児童館内 

●利 用 料 月額1,500円 

●定    員 40名程度 

●利用方法 事前に就労証明書や、申請書の提出が必要です。 

      ※定員を超えている場合は利用をお待ちいただく場合があります。 

 

 

 

お問合せ 児童館                        ☎76-2402 

お問合せ 放課後児童クラブ（児童館内）             ☎76-2626 



１７ 

 

就学援助・奨学金等 

 

●児童生徒就学援助・特別支援教育就学奨励費 

  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。 

 

●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。 

 

●その他 中学校の保護者を対象に部活動費などの一部を支援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ 教育委員会学校教育グループ（改善センター内）   ☎76-4233 

※就学援助及び特別支援教育就学奨励費は、在学する小・中学校でも可 



１８ 

 

発達支援が必要なお子さんのために 

 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。 

 

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。 

 

持ち物 

□指定医師による診断

書・意見書 

□印鑑 

□写真（縦４cm×横３

cm 正面脱帽） 

□個人番号のわかるもの 

持ち物 

□印鑑 

□写真（縦４cm×横３

cm 正面脱帽） 

□個人番号のわかるもの 

 

お問合せ 保健福祉課介護・福祉グループ（ゆめりあ内）     ☎72-2000 

お問合せ 保健福祉課介護・福祉グループ（ゆめりあ内）     ☎72-2000 



１９ 

 

 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。 

 

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。 

 ●対象者 

 ・身体障害者手帳１級から３級 

・身体障害者手帳４級の一部 

 ・療育手帳Ａ 

・療育手帳Ｂの一部 

 ●金額 ホームページ参照 

 

 

 

 

 

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 

 

お問合せ 保健福祉課介護・福祉グループ（ゆめりあ内）     ☎72-2000 

お問合せ 保健福祉課介護・福祉グループ（ゆめりあ内）    ☎72-2000 

特別児童扶養手当 

ホームページＵＲＬ 



２０ 

 

 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。 

 

 

 

 

重度心身障害者医療費助成制度 

 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 

 

 

 

 

  

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 

□個人番号のわかるもの 

お問合せ 保健福祉課介護・福祉グループ （ゆめりあ内）  ☎72-2000 

お問合せ 住民課戸籍保険グループ（役場内）             ☎76-2130 



２１ 

 

 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。 

 

 

 

通所支援 

●児童発達支援、放課後等デイサービス 

 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。 

 

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。 

お問合せ 保健福祉課介護・福祉グループ（ゆめりあ内）    ☎72-2000 

お問合せ 保健福祉課介護・福祉グループ（ゆめりあ内）    ☎72-2000 

お問合せ 保健福祉課介護・福祉グループ（ゆめりあ内）    ☎72-2000 



２２ 

 

ひとり親家庭のために 
 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 

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

手当です。 

ひとり親になられた方は、手続きを行ってください。 

●申請窓口 総合健康福祉センターゆめりあ 

●申請方法 所得の状況により、申請をしても、手当が支給されない場合や

減額になる可能性があります。所得を確認するので、まずは、

お問い合わせください。 

●児童扶養手当の額 ホームページ参照 

 

 

 

 

 

   

                       

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）の保護の下にある場合も、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。 

 

 

 

持ち物(認定申請時) 

□印鑑  

□健康保険証の写し 

□転入の場合は個人番号の

わかるもの 

お問合せ 保健福祉課子ども・高齢者グループ（ゆめりあ内） ☎72-2000 

お問合せ 住民課戸籍保険グループ（役場内）            ☎76-2130 

児童扶養手当 

ホームページＵＲＬ 



２３ 

 

 母子・父子家庭自立支援給付金制度 

 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、お問い合わせください。 

●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） 

①児童扶養手当を受けているか、または同様の所得水準にあること 

②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 

③教育訓練を受けることが適職に就くために必要であること  

 

・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 

・補助される額 受講経費の約60％（12,001円以上で20万円以下） 

 

●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） 

①児童扶養手当を受けているか、または同様の

所得水準にあること 

②１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 

③就労と修業の両立が困難なこと 

 

・補 助 額 月額100,000円（市町村民税非課税世帯） 

月額 70,500円（市町村民税課税世帯） 

・補 助 期 間 修業する期間（上限３年） 

 

 

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 

お問合せ 空知総合振興局社会福祉課子ども子育て支援係 

☎0126-20-0120 



２４ 

 

 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または低利で貸し付けする制度

です。各貸し付けの詳しい内容については、お問い合わせください。 

 

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、お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ 住民課町税グループ（役場内）           ☎76-2130 

お問合せ 空知総合振興局社会福祉課子ども子育て支援係  

☎0126-20-0120 



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。 

 

 

 

 

 

 

お問合せ 相談の種類、内容 

保健福祉課 

（ゆめりあ内） 

☎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、お問い合わせください。 

子育て支援センター 

（児童館内） 

☎72-2088 

●子育ての相談 

 子育てのアドバイスなど 

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 

～作成～ 

新十津川町 子育てハンドブック 

保健福祉課 子ども・高齢者グループ 


