
保健・福祉・医療…各種制度・サービス Insurance, Welfare, 
and Health care ― Systems and Services

いつでも受けられるという安心感のあるサービス。
市では、保健・福祉・医療が連携し、バランスのとれた支援で、市民の笑顔あふれる暮らしをつくっています。

Delivering friendly services 
enables people to lead happy lives

夢と潤いのあるあたたかいサービスを提供

保健・福祉・医療 
Insurance,Welfare,

and Health care

だれもが健康で生きがいのある暮らしを送り、「住んでよ

かった」と実感できるまちにするため、市では、市民がいつ

も安心できる保健・福祉・医療のサービスを提供しています。

市内の医療施設では、質の高い医療を提供するだけでな

く、高齢者のアフターケアを行う訪問看護事業、保健・福祉

との密な連携を大切にしたサービスを行っています。また、

平成16年からは、「医療費助成制度」を小学校卒業時まで拡

大し、子育てや子どもの健全な成長を支援しています。また、

保健の分野においては、乳幼児の予防接種や健診、子育て

支援事業、健康づくり事業を進め、福祉の分野では、高齢者

の方や障害者の方の社会参加をうながすデイサービス事業、

在宅介護支援事業などの、市民の笑顔あふれるサービスを

提供しています。

Imparting dreams and delivering agreeable services
Medical care facilities in the city provide services based on a recognition of the importance of links with the preservation of health and welfare. In 2004,
the system of subsidizing healthcare costs was expanded to cover children until they graduate from elementary school as a way of supporting
childrearing efforts and the sound growth of children. Services are being delivered in a manner that puts a smile on the faces of residents, even when it
comes to the preservation of health and welfare.

市内の保健センターでは、乳幼児の健やかな成長を目的に各種健診
を行っています。また、健康相談や教室などを開催し、市民の健康に対
する意識を高めています。

◎乳幼児の健診

Healthcare centers in the city offer medical examinations with the aim of
ensuring the healthy growth of infants. Health consultations and classes are
also conducted.

在宅の高齢者や障害者の方を送迎して、生活指導や入浴、食事など日
常生活の支援を行っています。利用者の心身機能の維持・回復と介護
負担の軽減を図っています。

◎デイサービス事業

Day-service operations help transport elderly persons and handicapped
patients from their homes to and from other places and offer support for daily
living, including with respect to life counseling, baths, and meals.



44,480,500年金額 
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寡婦年金 
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117,386,000年金額 

134件数 
障害年金（旧法） 

147,208,800年金額 

191件数 
遺族基礎 

862,725,900年金額 

963件数 
障害基礎 

23,799,300年金額 

75件数 
老齢福祉 

2,126,759,400年金額 

4,917件数 
老齢・通老（旧法） 
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老齢基礎 
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受給総数 

15,106計 

112任意加入 

3,2413号 

11,7531号 
 

加入者数 

（平成17年3月末日現在） 

3,326344321822498474867計 

0000000免疫 

2002000小腸 

880084301ぼうこうまたは直腸 

72012329019呼吸器 

12100051115じん臓 

573001411156311心臓 

856012501527446内部障害 

381123724脳原性運動障害 

1,736143272456257325283肢体一般 

1,774144273458260332307肢体不自由 

4400211571音声・言語そしゃく機能障害 

35416876948539聴覚・平衝機能障害 

合計 6級 5級 4級 3級 2級 1級 障害種別 

2983240242375104視覚障害 

●身体障害者手帳交付状況 

（平成17年3月31日現在） 

（単位：人） ●国民年金加入者・受給者 （単位：人・件・円） 

120,073  一人当たり保険給付費(円） 

3,721,554 保険給付費（千円） 

61,073 現年度一人当たり保険税（円） 

84.63 2,009,3842,374,278計 

39.53 190,263481,368滞納繰越分（千円） 

96.10 1,819,1211,892,910現年度課税分（千円） 

収納率（％） 収納額 調定額 区　分  

 

保　険　税 

30,994人  年度平均被保険者数 

13,954世帯  年度平均世帯数 

●国民健康保険税・医療給付額等 

（平成16年度） 

●地域別出生状況 
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