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このガイドは年間を通してご利用いただけますので、広報かぬまから抜き出してお役立てください。

　今回の折り込み版「くらしのガイド」は、
健康・福祉についてご紹介します。保健指
導や検診・ドックの案内、難病を抱えてい
る人や障がいのある人への支援策などを掲
載していますので、参考にしてください。

くらしのガイド
No.6　健康・福祉①

くらしのガイド

保存版

病気の予防
■健康相談・訪問指導
　妊産婦・乳幼児から高齢者までの健康や栄養、子育
て、検診結果について、保健師・栄養士が相談に応じ
ます。電話での相談や、ご自宅への訪問指導も実施し
ています。
問い合わせ
健康課市民健康係　☎（63）8312  市民情報センター
健康課母子健康係　☎（63）2819  市民情報センター

■特定健康診査
　身体測定・血液検査・血圧・尿検査などを実施しま
す。国民健康保険に加入する40歳以上75歳未満の人
および、75歳以上の後期高齢者医療制度に加入する
人を対象に、保険年金課から受診券を発行します。な
お、健診費用は無料です。
※国民健康保険以外の健康保険に加入している人は、

保険証に記載されている各保険者にお問い合わせ
ください。

問い合わせ　保険年金課保険給付係　☎（63）2166

■特定保健指導
　鹿沼市国民健康保険に加入する40歳以上75歳未満
の人で特定健診を受診され、動脈硬化の危険因子とな
る腹囲、血圧、血糖、脂質代謝の値が基準値を超えて
いる生活習慣の改善が必要な人に、健診結果が生活習
慣と関連していることを伝え、一緒に改善方法を考え
ます。
問い合わせ
健康課市民健康係　☎（63）8312  市民情報センター

健康教室

■人間ドック（定員有り）
　疾病の早期発見・早期治療を推進するため、国民健
康保険に加入している35歳以上75歳未満の人を対象
に、身体の健康状態を詳しくチェックします。費用の
一部を国民健康保険が補助します。
問い合わせ　保険年金課保険給付係　☎（63）2166 

■脳ドック（定員有り）
　脳血管疾患の予防と早期発見・早期治療を推進する
ため、国民健康保険に加入している35歳以上75歳未
満の人を対象に、脳血管の状態を詳しくチェックしま
す。費用の一部を国民健康保険が補助します。
問い合わせ　保険年金課保険給付係　☎（63）2166 

■歯科ドック（お口の人間ドック）（定員有り）
　虫歯や歯周疾患の予防と早期発見・早期治療を推進
するため、国民健康保険に加入している20歳以上の
人を対象に、歯とお口の中の健康状態を詳しくチェッ
クします。費用の一部を国民健康保険が補助します。
問い合わせ　保険年金課保険給付係　☎（63）2166 

■後期高齢者医療歯科健康診査
　市内在住で前年度75歳になった後期高齢者医療制
度に加入する人を対象に、歯とお口の中の健康状態を
詳しくチェックします。対象者には受診券を発行しま
す。費用は無料です。
問い合わせ　保険年金課保険給付係　☎（63）2166

バックナンバー
No.1　市の組織・業務案内　　No.2　くらしの窓口　　No.3　子育て①　　No.4　子育て②
No.5　教育・生涯学習　　次号は健康・福祉②の予定です。
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■歯周疾患検診
　市内に住所のある人で、当該年度に40歳、50歳、
60歳、70歳になる人に問診、歯周組織検査を実施
し、歯周疾患の早期発見と早期予防を図ります。（受
診方法、個別検診）
問い合わせ
健康課健康増進係　☎（63）8311  市民情報センター

■検診
　検診は病気を早期発見し、早期治療を進めるだけで
なく、自分の健康を確認するものです。年に1度は必
ず受けてください。
結核検診　市内全域をレントゲン車が巡回します。対象
　　　　は、15歳以上で希望する人（ただし職場など
　　　　で受けていない人）です。
事後指導　健康診査などで、 指導が必要と医師が認めた
　　　　人などを対象に、 事後指導として栄養相談な
　　　　どを行っています。
問い合わせ
健康課健康増進係　☎（63）8311  市民情報センター
健康課市民健康係　☎（63）8312  市民情報センター

■健康教育
 ・健康に関する講演会
　生活習慣病予防やこころの健康に関する講演会を開
　催しています。
 ・健康教室
　健康づくりの教室などを市民情報センターや各コミュ
　ニティセンターで開催しています。
問い合わせ
健康課健康増進係　☎（63）8311  市民情報センター
健康課市民健康係　☎（63）8312  市民情報センター

■生活習慣病検診
　個人通知（受診券）により市内指定医療機関で受診
する個別検診と、市内の各会場で実施する集団検診が
あります。一部の検診に自己負担額があります。
○生活習慣病検診の一覧

検診名 受診方法 対象者

肝炎ウイルス検診 集団・個別 40歳になる人および41歳
以上で未受診の人

胃がん 集団 40歳以上

大腸がん検診 集団 40歳以上

肺がん検診 集団 40歳以上

子宮がん検診 集団・個別 20歳以上の女性で、当該年
度に偶数の年齢になる人

乳がん
検診

マンモグ
ラフィー
超音波 集団

40歳以上の女性で、当該年
度に偶数の年齢になる人

超音波
のみ

30歳以上40歳未満の女性
で、当該年度に偶数の年齢
になる人

前立腺がん検診 個別 50歳以上の男性

40歳未満の健康診査 集団
20・25・30・32・34・
36・38歳（今年度の申し込
みは終了しました）

骨粗しょう症予防検診 集団

40・45・50・55・60・
65・70歳（今年度の60歳
以下の申し込みは終了しま
した）

問い合わせ
健康課健康増進係　☎（63）8311  市民情報センター
健康課市民健康係　☎（63）8312  市民情報センター

難病患者への支援
■特定疾患者福祉手当
　原因が不明であり治療方法が確立していない難病
で、市で指定した病名に該当する人（県の特定疾患
医療費給付などの公的負担を受けている人）に支給
されます。
問い合わせ　障がい福祉課障がい医療係　☎（63）2127

■難病患者等居宅生活支援
　在宅の難病患者などの人に、ホームヘルパーの派
遣や短期入所および日常生活用具の給付などのサー
ビスを提供し、難病患者の人の自立と社会参加の促
進を支援します。
費　用　利用者本人の属する世帯の収入などに応じ
　　　　て市長が定める額。
問い合わせ　障がい福祉課障がい福祉係　☎（63）2176

■特定疾患医療費給付・小児慢性特定疾患医療費給付
　原因が不明であり治療方法が確立していない難病

（特定疾患）にかかっている人の医療費自己負担分の
一部を公費で負担します。
　小児慢性特定疾患にかかっている18歳未満（疾患
によっては20歳未満）の人の医療費自己負担分を公
費で負担します。
問い合わせ　県西健康福祉センター　☎（64）3125
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障害のある人のために
■身体障害者手帳
　病気や事故などで身体に障害のある人は、身体障害
者手帳の交付を申請してください。この手帳の交付を
受けると、身体障害者のための各種サービスが受けら
れます。
問い合わせ　障がい福祉課障がい医療係　☎（63）2127

■療育手帳
　知的障害のある人は、療育手帳の交付を申請して
ください。各相談機関から一貫した指導を受けられ
るとともに、各種のサービスが受けやすくなります。
問い合わせ　障がい福祉課障がい福祉係　☎（63）2176

■精神障害者保健福祉手帳
　手帳の交付を受けることにより、公的施設の利用
料の割引（免除）や、税金の控除およびホームヘル
プサービスなどの各種サービスが受けられます。
問い合わせ　障がい福祉課障がい福祉係　☎（63）2176

■心身障害者の手当
種　　類 対　　象

特別児童扶養手当 重度の心身障害児（20歳未満）を養育して
いる人（所得制限あり）

重度心身障害者
福祉手当

重度の心身障害者（児）で常に介護を必要と
する人（所得制限なし）

特別障害者福祉
手当

在宅の、重度の心身障害者で常に介護を必
要とする20歳以上の人（所得制限あり）

障害児福祉手当 重度の心身障害者で常に介護を必要とする
20歳未満の人（所得手当制限あり）

心身障害者扶養
共済年金

加入者（保護者など）が死亡された場合な
どに、残された障害者に年金を支給します。
加入者の掛金は、月額9,300円～23,300円
です。（２口まで加入できます）

問い合わせ　障がい福祉課障がい医療係　☎（63）2127

■重度心身障害者の医療費の助成
　①身体障害者手帳 1 級・2 級を持っている人、②
療育手帳 A1・A2 を持っている人、③身体障害およ
び知的障害の重複した障害の人に対して、病院など
で診療を受けた場合の一部負担金を助成します。
問い合わせ　障がい福祉課障がい医療係　☎（63）2127

■更生医療
　身体障害者手帳をもっている18歳以上の人で、手
術などによって障害を軽くしたり、取り除いたりす
るために医療が必要な場合は、その医療費を公費で
負担します。事前に申請が必要です。
問い合わせ　障がい福祉課障がい医療係　☎（63）2127

■育成医療
　肢体不自由や心臓障害、腎臓障害などのある児童
（18歳未満）について、回復や障害の軽減をし、日常
生活を容易にするために、医療費を助成します。事前
に申請が必要です。
問い合わせ　障がい福祉課障がい医療係　☎（63）2127

■精神通院医療
　精神的な病気の人の通院医療を促進し、かつ適正な
医療が受けられるよう、通院などにより治療を受けた
場合にその費用の一部を負担します。
問い合わせ　障がい福祉課障がい福祉係　☎（63）2176

■補装具費の支給
　身体障害者手帳を持っている人などで、補装具が
必要と認められる人に次のような補装具費を支給しま
す。介護認定を受けている人は介護保険による給付が
優先します。事前に申請が必要です。
○支給される補装具の種類
　盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工喉頭、義
手、義足、装具、車椅子、歩行器など
問い合わせ　障がい福祉課障がい医療係　☎（63）2127

■居宅介護（ホームヘルプサービス）
　身体障害者手帳または療育手帳および精神障害者
保健福祉手帳の交付を受けている人や、難病などで日
常生活を営むのに支障がある場合は、ホームヘルパー
による身体介護・家事援助などの支援を行います。
※身体障害者手帳または療育手帳および精神障害者

保健福祉手帳の交付を受けている人は、障害者総
合支援法による支援です。原則として、介護認定を
受けている人は、介護保険による給付が優先します。

費　用　利用者本人の属する世帯の収入などに応じ
　　　　て市長が定める額。
問い合わせ　障がい福祉課障がい福祉係　☎（63）2176

■生活介護（デイサービス）
　身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けてい
る人などに、入浴・創作活動・機能訓練などのサービ
スを通所により提供し、障がい者の自立と社会参加の
促進を障害者総合支援法により支援します。原則とし
て、介護認定を受けている人は、介護保険による給付
が優先します。
費　用　利用者本人の属する世帯の収入などに応じて
　　　　市長が定める額。
問い合わせ　障がい福祉課障がい福祉係　☎（63）2176
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■日常生活用具の給付
　在宅の重度障害者（児）や難病患者などの日常生活
をしやすくするために、次のような福祉機器を給付し
ます。介護認定を受けている人は介護保険による給付
が優先します。
○給付される日常生活用具の種類

対　　象 種　　類

視覚障害
盲人用時計、盲人用テープレコーダー、
盲人用体重計、電磁調理器、点字タイプ
ライターなど

聴覚・言語
機能障害

ファックス、室内信号装置、情報受信
装置など

肢体不自由 便器、特殊寝台（ベッド）、入浴補助
用具、体位変換器、歩行支援用具など

内部障害 透析液加湿器、ネプライザー、電気式
たん吸引器、ストマなど

知的障害 特殊マット、特殊便器、頭部保護帽
など

難病患者など 特殊尿器、体位変換器、特殊寝台など

問い合わせ　障がい福祉課障がい医療係　☎（63）2127

■短期入所（ショートステイ）
　身体障害者手帳または療育手帳および精神障害者
保健福祉手帳の交付を受けている人を介護している人
が、冠婚葬祭や病気などにより介護が困難となった場
合、障害者総合支援法により、短期間施設を利用する
ことができます。
※身体障害者手帳または療育手帳および精神障害者

保健福祉手帳の交付を受けている人は、障害者総
合支援法による支援です。原則として、介護認定を
受けている人は、介護保険による給付が優先します。

費　用　利用者本人の属する世帯の収入などに応じ
　　　　て市長が定める額。
問い合わせ　障がい福祉課障がい福祉係　☎（63）2176

■福祉タクシー券の交付
　身体障害者手帳が1･2級の人と療育手帳がＡ１・Ａ
２の人および精神障害者保健福祉手帳が１･２級の人
に対し、乗車券（100円券月10枚、500円券月４枚、 
月が経過するごとに減じる）を交付します。ただし、
自動車税（軽自動車税含む）減免者には交付になりま
せん。（移送サービスとの選択となります）
問い合わせ　障がい福祉課障がい医療係　☎（63）2127

■施設入所相談
　身体障害者手帳または療育手帳および精神障害者
保健福祉手帳の交付を受けている人が自立自活のため
の生活訓練や職業訓練を受けるための施設、在宅生活
が困難な人が利用するための生活施設などの入所相談
に応じます。
問い合わせ　障がい福祉課障がい福祉係　☎（63）2176

■その他の福祉制度
　自助・訓練具の給付、自動車改造費の助成、有料道
路料金の割引、NHK放送受信料の免除などがありま
す。詳しくは、障がい福祉課障がい医療係まで問い合
わせください。
○障害者相談支援センター「せいわ」
　在宅で生活している精神障害者およびその家族に対
して、生活上のさまざまな相談に応じ、必要な制度の
紹介などを行います。
と　き　月～金曜日　午前８時30分～午後５時
ところ　せいわ（千渡）　費　用　無料
問い合わせ　せいわ　☎（64）0070
○鹿沼市障がい者相談支援センター「プラウ」
　在宅で生活している身体障害者などおよびその家族
に対して、生活上のさまざまな相談に応じ、必要な制
度の紹介などを行います。
と　き　月～金曜日　午前８時30分～午後５時30分
ところ　プラウ（武子  希望の家内）　費　用　無料
問い合わせ　プラウ　☎（60）2588
○障害者就業・生活支援センター「フィールド」
　働く意欲のある障がい者の就業相談や職場開拓・訓
練、定着支援を行います。
と　き　月～金曜日　午前８時30分～午後５時30分
ところ　フィールド（武子  希望の家内） 費　用　無料
問い合わせ　フィールド　☎（63）0100
○声の広報サービス
　朗読グループ「いずみ」の協力で、目の不自由な
人を対象に広報かぬまを録音したデイジー図書（CD-
R）とカセットテープを無料で郵送しています。ま
た、図書館でも貸し出しています。
問い合わせ　秘書課広報広聴係　☎（63）2128
　　　　　　障がい福祉課障がい福祉係　☎（63）2176
○車椅子の貸出
　病気ケガなどで自宅療養する人や障がい者、また高
齢者が外出などをするとき、一時的に車椅子を貸し出
します。
問い合わせ　社会福祉協議会　☎（65）5191




