
保健・福祉・医療 
Insurance,Welfare,

and Health care

保健・福祉・医療…施設 Insurance, Welfare, and Health care ― Facilities

Introducing facilities that enable people to lead 
healthy lives with peace of mind

保健、福祉、医療が連携し、総合的な保健福祉施策が進められるよ
うに、また、保健福祉の充実を図ることを目的として設置。

◎保健福祉センター「ふれあい」

Fureai, a health and welfare center, was established with the aim of
proceeding with comprehensive health and welfare measures.

精神障害者の方の社会復帰および交流拠点のための施設。「談話室」
や「相談室」、会食やカラオケ、卓球などが楽しめる「活動室」がそろいます。

◎障害者地域生活支援センター「もみの木」

Mominoki, a community living support center for handicapped persons, is a
facility designed to facilitate social integration for mentally ill persons and for
use as a center for interaction.

地域医療・福祉の拠点として機能し、人工透析や救急医療にも対応。
また、へき地医療拠点病院として無医地区への医師の派遣などにも力を
入れています。

◎弥栄病院【Map:2-D】

Yasaka Hospital functions as a regional medical care and welfare center and
also offers dialysis treatments and emergency medical attention.

特別養護老人ホームと保健センターを隣接して設置し、医療・保健・
福祉の密な連携を実践しています。

◎久美浜病院【Map:3-A】

Adjoining a special elderly nursing home and health center, Kumihama
Hospital maintains close links with parties associated with medical care, the
preservation of health, and welfare.

定員120名の保育所で、０歳児を受け入れる「ほふく室」も設置。親同
士の情報交換の場として「子育て支援センター」も併設しています。

◎こうりゅう保育所

Koryu Daycare Center consists of both the hofukushitsu, which accepts
children under the age of 1, and the Parenting Support Center.

宿泊施設のほかに、レストラン、会議室、宴会場、結婚式場、温泉浴
室（露天風呂）などを備えた福祉施設で、低料金で利用できます。

◎国民年金健康センター「丹後おおみや」

Tango Omiya,  a  nat ional  pens ion and heal th  center ,  features
accommodations, a restaurant, a wedding hall, onsen baths, and more.



1保健所 

18歯科診療所 

20診療所 

4病院 

●医療機関の状況 

（平成17年4月1日現在） 

●保育施設の状況 
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定員 

23,702.88 合計 

1,195.03平成16年2月 こうりゅう保育所 

486.77昭和54年5月 田村保育所 

483.36昭和52年3月 神野保育所 

462.46昭和50年3月 湊保育所 

1,107.11昭和56年3月 久美浜保育所 

378.87昭和51年10月 吉野保育所 

742.77平成6年3月　 
平成17年3月 

溝谷保育所 

462.72平成3年3月 黒部保育所 

462.72昭和63年4月 鳥取保育所 

561.35昭和55年4月 和田野保育所 
（野間分園含む） 

423.85昭和57年1月 上宇川保育所 

586.70昭和57年3月 下宇川保育所 

594.58昭和53年3月 豊栄保育所 

1,051.20昭和44年7月 間人保育所 

877.29平成10年3月 たちばな保育所 

981.50平成8年3月 島津保育所 

884.43平成5年2月 浅茂川保育所 

1,066.03平成12年3月 網野みなみ保育所 

891.32昭和57年3月 網野保育所 

2,773.21平成16年1月 大宮南保育所 

589.19昭和45年3月 善王寺保育所 

696.30昭和51年3月 河辺保育所 

719.12昭和58年3月 口大野保育所 

621.40昭和45年6月 
昭和51年3月 

丹波保育所 

1,027.30昭和48年4月 
昭和56年3月 

新山保育所 

584.50昭和51年9月 長岡保育所 

698.80平成8年3月 五箇保育所 

704.00昭和48年3月 吉原保育所 

1,589.00昭和57年3月 峰山保育所 

延床面積 建築年月 

施 設 概 要  
保 育 所 名  

（単位：m2・人） 

（平成17年4月1日現在） 

小規模作業所（共同作業所） 

 

4知的障害者通所授産施設 

2

障害者小規模通所授産施設 2

点字図書館 1

手話通訳派遣・聴覚障害相談事業所 1

精神障害者地域生活支援センター 1

②指定施設支援事業 

1知的障害者入所更生施設 

 

4児童短期入所事業 

1児童デイサービス事業 

4児童居宅介護等事業 

1知的障害者地域生活援助事業（グループホーム） 

7知的障害者短期入所事業 

1知的障害者デイサービス事業 

4知的障害者居宅介護等事業 

2身体障害者短期入所事業 

1身体障害者デイサービス事業 

①指定居宅支援事業 

6身体障害者居宅介護等事業 

●障害者福祉施設・事業所 

4介護療養型医療施設 

1介護老人保健施設 

6介護老人福祉施設 

22居宅介護支援事業 

4痴呆対応型共同生活介護 

3短期入所療養介護 

7短期入所生活介護 

3通所リハビリ 

11通所介護 

1福祉用具貸与 

6居宅療養管理指導 

4訪問リハビリ 

9訪問看護 

7訪問入浴介護 

9訪問介護 

●介護保険施設・事業所 
介護保険指定事業所 

支援費の指定事業所 

［ 資 料 編 ］


