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「令和３年度版亀岡市の福祉」をここに刊行いたします。
こ の冊 子は 、亀 岡市 健康 福祉 部及 びこ ども 未来 部が 所管 する 主要 な事 業に つい て、
総合的、体系的に収録し、近年度の動向や推移を統計としてまとめたものです。
亀 岡市 にお いて は、 安心 して 暮ら せる 健康 と福 祉の まち づく りを 目指 し、 「子 育
てし たい 、住 み続 けた いま ち」 とな るよ う、 亀岡 で子 ども を産 み育 てた いと 思う こ
との でき る出 産・ 子育 て環 境の 充実 をは じめ 、障 害者 福祉 サー ビス の充 実、 介護 予
防事 業や 高齢 者の 生き がい づく り、 また 、市 民の 健康 づく り等 の施 策を 積極 的に 推
進しています。
今 後も 、セ ーフ コミ ュニ ティ の理 念の もと 、人 と人 の絆 を一 層強 め、 ここ ろ通 い
合う 、誰 もが 安全 に安 心し て暮 らせ る地 域づ くり 、顔 のみ える 福祉 コミ ュニ ティ づ
くりに向けた取り組みを進めてまいります。
本 書の 各種 統計 デー タか ら、 社会 情勢 の変 化や 福祉 施策 の動 向等 を把 握い ただ き、
市民 福祉 の向 上が 図れ るよ う、 多く の関 係者 の皆 さま に広 く活 用し てい ただ けれ ば
幸いです。

亀 岡 市 「 福 祉 都 市 」 宣 言
健康で文化的な生活の基礎的条件が確保されることにより、生涯にわたり
人間に値する生活と人格の自由な発展がひとしく保障される社会こそ、福祉
社会といえる。
市民の福祉は、市が、社会的な環境や条件の整備等その責務を積極的に果
たすとともに、市民が、地域社会の一員として、みずからの生活をみずから
の英知、創意、努力によって高めるという主体的な自覚と市民相互の連帯を
強め、福祉の向上に寄与するよう努力することによってもたらされるもので
ある。
この様な自覚と認識に立って、わたくしたち亀岡市民は、ともに力を合わ
せ平和で豊かなまちづくりに前進したいと思う。
ここに、決意を新たにして、すべての亀岡市民とともに亀岡市を「福祉都
市」とすることを宣言する。

昭和 57 年 3 月 29 日
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