
33

②赤ちゃんが生まれたら（日程等については保健事業カレンダー・広報みやわか「宮若生活」をご覧ください）
項目 内容 持参物

乳児家庭全戸訪問 生後4カ月までの赤ちゃんへ連絡を行い、保健師・看護師等が自宅訪問し、計測や相談
をお受けします。また、市内の子育て情報の提供も行います。

乳幼児健診 生後4・7・12カ月・1歳6カ月・3歳児の健康診査を行います。対象者へは事前に案内を
送付します。 母子手帳、健診票

2歳児歯科健診 歯科衛生士による歯についての話と、歯科医師による歯科健診を実施します。また、希
望者にはフッ素塗布を行います。対象者へは事前に案内を送付します。 母子手帳、健診票

すくすく相談 小学校就学前のお子さんを対象に、身体計測や、保健師・助産師・栄養士等が育児相談を
行います。※要予約 母子手帳

乳幼児発達相談 お子さんの発育発達上の悩みについて、臨床心理士・言語聴覚士・作業療法士が相談・助
言を中心に支援を行います。※要予約

離乳食教室 離乳食の説明、メニューの紹介、調理の方法について説明し、実際に離乳食を調理して
試食をしていただきます。子どもさんの月齢によって前期と後期があります。※要予約

母子手帳、
エプロン等

すこやか食育教室 小学校就学前までのお子さんとその保護者を対象に、親子で料理を作りながら、幼児期
からの食生活の大切さについて学ぶ教室です。※要予約

母子手帳、
エプロン等

産後ケア事業

お母さんと赤ちゃんの生活リズムと心身の安定を図るため、助産院におけるショート
ステイ（宿泊型）やデイケア（日帰り型）で、お母さんの体のケア、授乳指導、育児相談等
を受けることができます。
対象者は宮若市に住民票があり、下記項目に該当するお母さんと生後1年未満の赤
ちゃんです。
・家庭等から支援を受けられず、家事育児等の日常生活を行うことが困難な場合
・産後1年未満で、体調や育児に不安がある場合
※医療行為が必要な方は利用できません。

③不妊治療について
項目 内容 持参物

不妊治療費助成事業

不妊治療を行う夫婦の経済負担の軽減を図るため、不妊治療の助成を実施します。
●一般不妊治療
・妻の年齢が43歳未満
・ 1回あたりの助成額年度内(4月1日～3月31日)上限3万円、1年度につき1回の申請、

通算3回まで
・高額医療費等の助成制度を受けている場合はその助成額を控除した額
●特定不妊治療
・「福岡県不妊治療助成制度」による助成対象となった人
・1回の治療につき上限15万円（県からの助成金額を控除した額について助成）
・ 治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回まで（43歳までの間）、40歳以上

43歳未満の場合は通算3回まで（43歳までの間）

項目 内容 持参物

母子健康手帳の交付
母子健康手帳は、お母さんの妊娠・出産の経過やお子さんの出生時からの発育状態など
を記入する大切な健康記録帳です。
妊娠届出書を提出すると母子健康手帳を市役所 健康対策係にて発行します。

妊娠届出書と個人番
号カードまたは個人
番号通知カードおよ
び顔写真付き身分証
明書

妊婦健康診査補助券の
交付

妊娠中の身体の異常を早期に発見し、治療するため、また健やかに子どもを生み育てる
ためには、妊娠中に定期的に健康診査を受けることが必要です。母子手帳の交付とあわ
せて、妊婦健診14回分の補助券を交付しています。

マタニティ相談 妊婦さんを対象に保健師・助産師・栄養士が相談を受け付けています。※要予約 母子手帳

子育て世代包括支援センターでは、妊娠期から子育て期の様々な疑問・質問・相談に対応しています。相談内容に応じて、子育
て支援機関や医療機関など関係機関と連携し、子育てを応援します。
①妊娠に気づいたら

対象者へは事前に案内を送付します。（高齢者肺炎球菌ワクチン、高齢者インフルエンザワクチンは除く）

④予防接種について
項目 内容

個別接種 →49ページ

子育て
子育てガイド 問 健康福祉課 健康対策係　  32-1177
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項目 内容 問い合わせ先

児童手当
次世代の社会を担う子どもの育ちを社会全体で支援するため、15歳に達する日以後の
最初の3月31日までの間にある児童を養育している方に支給されます。出生から15日
以内に手続きをしてください。

子育て福祉課
子育て支援係
☎32-0517児童扶養手当 ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉の向上のために、18歳に達する日以後の最

初の3月31日までの間にある児童を養育している方に支給されます。

特別児童扶養手当 →37ページ
子育て福祉課
子育て支援係
☎32-0517

障害児福祉手当 →37ページ
子育て福祉課
障がい者福祉係
☎32-0541

項目 内容 持参するもの 問い合わせ先

ひとり親家庭等医療 母子家庭の母子や父子家庭の父子等を対象に、医療費の自己
負担の一部を助成します。

健康保険証・印鑑・（戸
籍謄本）・（年金証書）

市民課
国保年金係
☎32-4004

子ども医療
中学3年生までのお子さんを対象に、医療費の自己負担を助
成します。出生の場合は出生日の翌日から30日以内に手続き
をしてください。

（お子さんの）健康保険
証・印鑑

市民課
国保年金係
☎32-4004

項目 内容 問い合わせ先

育児支援プログラム
IPPO

はじめて子育てをするお母さんと生後2～4カ月の赤ちゃんのための育児支援プログ
ラムです。週1回の6週連続講座でベビーマッサージやあ やし歌などを行います。（対象
者には事前に案内を送付します）

子育て福祉課
子育て支援係
☎32-0517

子育て短期支援事業
（ショートステイ）

保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難
となった場合に、児童養護施設等においてお子さんを一定期間お預かりします。

子育て短期支援事業
（トワイライトステイ）

保護者の仕事等の理由により、平日の夜間または休日に家庭において児童を養育する
ことが一時的に困難となった場合に、児童養護施設等で通所によりお子さんをお預か
りします。

病児保育事業
入院の必要がなく病気の回復期にあって、集団保育が困難であり、保護者などの事情
で家庭で保育できない児童を病児・病後児室メリーハウス（鞍手乳児院）でお預かりし
ます。

保育所・認定こども園

保護者が働いていたり病気などの理由で、日中、家庭でお子さんを保育することが出
来ないときや保護者に代わって保育できる人がいない家庭のお子さんをお預かりす
る施設です。
場所等：35ページ一覧表

学童保育所

保護者が仕事などにより放課後留守家庭である小学校の児童を預かり、家庭との連携
を図りつつ、放課後および土曜日等の学校休業日に家庭に代わる生活の場を確保し、
適切な遊びや指導を行うことにより、児童の健全な育成を図る施設です。
場所等：35ページ一覧表

子育て支援センター
0才から就学前のお子さんとその保護者が一緒に遊ぶことができ、子育て仲間と交流
できる場です。
場所等：35ページ

子育て支援センター
さくらんぼ
☎32-1319

幼稚園 →51ページ

⑥子育て情報

⑦子育てに関する相談
項目 内容 問い合わせ先

家庭児童相談 家庭児童相談員が、児童の養育など家庭内のさまざまな問題について、電話や面談な
どによる相談に応じます。

子育て福祉課
家庭児童相談室
☎32-0570

子育て支援センター
地域における子育て支援機能の充実を図り、子どもの健やかな育ちを促進することを目的として、市内3カ所に子育て支援セ
ンターを設置し、地域における子育て親子の交流の場の提供、子育てに関する相談及び援助の実施、子育て関連情報の提供、子
育て支援に関する親子のふれあいイベントや講習会等、地域の子育て支援の拠点となる活動を実施しています。

「遊び場がない」「だれかと話したい」「育児に疲れている」「子育ての悩みを聞いてほしい」こんなときに、親子で気軽に遊びに
来てください。
あそびの広場
・さくらんぼ（宮田東小学校横）月曜日～金曜日　午前9時～11時30分（ランチタイム午前11時30分～12時30分）午後1時30分～4時45分
・たんぽぽ（リコリス内）火曜日～土曜日　　　　午前9時～11時30分（ランチタイム午前11時30分～12時30分）午後1時30分～4時45分
・たけんこ（若宮幼稚園内）月曜日～金曜日　　　午前9時～11時30分（ランチタイム午前11時30分～12時30分）午後3時～4時45分

⑤子どもに関する各種制度
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施設名称 さくらんぼ たけんこ
住所 磯光565（宮田東小学校横） 竹原5（若宮幼稚園内）
曜日 月曜日～土曜日まで（祝日・年末年始休み） 月曜日～金曜日まで（祝日・年末年始休み）
対象年齢 生後6カ月から就学前までの乳幼児 1歳から就学前までの乳幼児
開所時間 午前8時30分から午後5時まで（※半日は4時間）
料金 1日利用　2,000円・半日利用　1,000円

・保育所・認定こども園一覧
名称 所在地 電話番号

宮田保育園（私立） 宮田124 32-0210
福丸保育園（私立） 福丸504 52-0169
なないろ保育園（私立） 本城445 28-8002
なないろ保育園2（私立） 本城441 28-8011
宮若さくらこども園（私立） 磯光1317-136 32-2888

名称 所在地 電話番号
さくらんぼ 磯光565（宮田東小学校横） 32-1319
たんぽぽ 宮田6-1　リコリス内 32-0885
たけんこ 竹原5　若宮幼稚園内 52-2002

・子育て支援センター

・学童保育所

名称 所在地 場所 電話番号
開設時間

平日 土曜日 長期休暇
宮田南学童保育所 宮田3461 宮田南小学校内 090-4581-3563

下校時～
午後6時30分

午前8時～
午後6時30分

午前8時～
午後6時30分

宮田北学童保育所 龍徳1464 宮田北幼稚園内 090-4581-7177
080-9143-1506

宮田学童保育所 磯光1888-6 宮田小学校内 090-7451-3485
宮田東学童保育所 磯光567 宮田東小学校内 090-7451-5004

宮若西学童保育所 竹原1-1 旧若宮小学校内
090-7451-8700
080-9101-3973
090-7451-5639

保育所・認定こども園・子育て支援センター・学童保育所一覧

※離乳食・アレルギーのある方は、さくらんぼでの預かりになります。

18歳まで（18歳到達後の最初の3月31日まで）の児童を養育している世帯から保育所等に入所した場合、第2子（半額）、第3子
以降（全額）の保育料を軽減する事業。
 保育料  第2子…半額　　第3子以降…無料
 対象者   児童が2人以上いる世帯において、以下の全てに該当する場合は申請の対象となります。 

●認可保育所や届出保育施設に入所している児童（保育所等の市内・市外は問いません） 
●市に対して納付すべき市税、保育料、負担金、使用料等の滞納がない児童の保護者 
※納付すべき金銭に滞納がある場合については上記までお問い合わせください。

詳しくはお問い合わせください。

宮若市多子世帯利用者負担額減免事業 問 子育て福祉課　 0949-32-0517

⑧一時預かり保育
生後6カ月から就学前までのお子さんを対象に一時預かり保育を行っています。預かりには事前登録及び予約が必要です。詳
しくは、子育て支援センターさくらんぼにお問い合わせください。
・一時預かり保育実施施設

転入者向け スマートフォン
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障がい者の福祉制度

在宅の身体障がい者またはこれらの人と同居する世帯で、
居室・便所・浴室・廊下等の手すりの設置や段差の解消等の
住宅改修費用を助成します。

住宅改修費用の助成
問 子育て福祉課 障がい者福祉係　 32-0541

在宅の心身に重度の障がいのある人の社会活動の範囲を広
げ、日常生活の利便を図ることを目的に、タクシーの初乗運
賃を助成しています。

福祉タクシー
問 子育て福祉課 障がい者福祉係　 32-0541

就労等のために自動車のブレーキ、ハンドルなどの一部を
改造する必要がある身体障がい者に対し、その改造費の助
成を行います。

自動車改造費助成
問 子育て福祉課 障がい者福祉係　 32-0541

障がい者（身体障がい者、知的障がい者）が就労等社会参加
活動のために、自動車運転免許を取得する必要がある場合
に、その免許取得に係る費用の一部を助成します。

自動車運転免許取得費助成
問 子育て福祉課 障がい者福祉係　 32-0541

身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者に介護用ベッ
ド・入浴補助用具・点字図書などの用具を給付します。障が
いの種別や等級により、用具の種類が定められています。

日常生活用具の給付
問 子育て福祉課 障がい者福祉係　 32-0541

手帳の交付を受けることにより、精神障がいを持つ人が自
立して社会参加するための手助けとなり、各種障がい福祉
サービスの対象となります。

精神障害者保健福祉手帳
問 子育て福祉課 障がい者福祉係　 32-0541

知的障がいを持った人が各種福祉サービスや相談を受ける
ための手帳です。この手帳を受けることで、施設への入所、
交通機関の割引などの対象となります。

療育手帳
問 子育て福祉課 障がい者福祉係　 32-0541

身体などの機能に障がいがある人に対し、程度に応じて1級
から6級の身体障害者手帳が交付されます。この手帳を受け
ることで、施設への入所、福祉サービスや補装具の給付、交
通機関の割引などの対象となります。

身体障害者手帳
問 子育て福祉課 障がい者福祉係　 32-0541

市から交付を受けた補聴器をお持ちの方に対して毎月第3
木曜日の午後1時から2時まで、市役所において補聴器の購
入や修理の相談を行っています。

補聴器相談
問 子育て福祉課 障がい者福祉係　 32-0541

福祉
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20歳以上の在宅の障がい者で、日常生活に常時ほぼ全面的
に介護を必要とする重度の障がい者（身体障がい者、知的障
がい者、精神障がい者）に特別障害者手当が支給されます。
また、20歳未満の在宅の常時介護を要する障がい児につい
ては、障害児福祉手当が支給されます。
福祉施設に入所および3カ月以上の入院の人は対象になり
ません。また、本人および家族等の所得により支給制限があ
ります。

特別障害者手当・障害児福祉手当
問 子育て福祉課 障がい者福祉係　 32-0541

心身に重度の障がいがある人の医療費の自己負担を助成す
る制度です。

重度障害者医療
問 市民課 国保年金係　 32-4004

障害者総合支援法の制度により、障がいの程度に応じた福
祉サービスを提供しています。（ホームヘルプサービス、施
設入所、通所サービス、グループホーム等）

障がい者（児）福祉サービス
問 子育て福祉課 障がい者福祉係　 32-0541

更生医療…�身体障がい者の更生のために必要な医療（手術等）
育成医療…�障がい児の身体障がいを除去、軽減するために

必要な医療（手術等）
精神通院…精神障がい者に対する通院医療
　これらの医療費の補助を行っています。世帯の所得に応
じて自己負担があります。

自立支援医療（更生・育成・精神通院）
問 子育て福祉課 障がい者福祉係　 32-0541

知的・精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養
育している父母または養育者に支給されます。

特別児童扶養手当
問 子育て福祉課 子育て支援係　 32-0517

聴覚障がい者との意思疎通を図るため、依頼に応じ手話通
訳者を派遣しています。

手話通訳の派遣
問 子育て福祉課 障がい者福祉係　 32-0541

全額免除…�世帯構成員が障害者手帳を所有し、世帯全員が
住民税非課税の場合

半額免除…�視覚・聴覚障がい者、重度の障がい者が世帯主で
契約者の場合

※福祉事務所長の証明が必要です。

NHK放送受信料の減免
問 子育て福祉課 障がい者福祉係　 32-0541

障がい者（身体障がい者・知的障がい者）が有料道路を利用
する際の通行料金が50％割引になります。
※福祉事務所長の証明が必要です。

有料道路の割引
問 子育て福祉課 障がい者福祉係　 32-0541

障がいの程度により、自動車税の減免が受けられる場合が
あります。お問い合わせは、下記へお願いします。
○普通車（飯塚・直方県税事務所　☎0948-21-4922）
○軽自動車（税務収納課　市民税係　☎32-0513）

自動車税の減免

転入者向け スマートフォン
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高齢者の福祉サービス
問 健康福祉課 高齢者福祉係　  32-0515

生活保護は生活に困っている人に対して、最低限度の生活
を保障するとともに、自立を助長することを目的とする制
度です。申請すると、最低生活費などの基準額と収入や資産
等の調査結果を踏まえて、生活保護が受けられるかどうか
の決定をします。

生活保護
問 保護人権課　  32-9377

在宅介護支援センター運営事業
在宅介護などに関する総合的な相談に応じ、ニーズ（要望）
に対応した各種の保健・福祉サービスが総合的に受けられ
るよう、関係行政機関やサービス実施機関等との連絡調整
を行います。

高齢者居場所づくり事業
比較的元気な65歳以上の一人暮らし等の高齢者の方に、日
常動作訓練、生きがい活動等の各種サービスを提供します。

福祉緊急通報システム事業
65歳以上のひとり暮らしの高齢者に病気やけがなどの緊急
時に通報できる、緊急通報装置とペンダント型発信器を貸
し出します。

介護用品給付事業
65歳以上の在宅の高齢者で、介護保険法による要介護・要
支援認定を受けている人又は、それに相当する状態の人に
おむつ等の介護用品を支給します。（ただし、要支援・要介護
1～3の人は常時おむつを使用していること、要介護4～5の
人はおむつを使用していることが必要です）

生活のことや高齢者のこと、子どものことなど福祉関係でお
困りの人は、お近くの民生委員・児童委員にご相談ください。

相談窓口

民生委員・児童委員
問 子育て福祉課 地域福祉係　  32-0562

障がい者の権利擁護や虐待に関する相談を受け付けていま
す。24時間365日電話対応。
直鞍地区障がい者虐待防止センター　かのん
直方市津田町7-20　☎24-1556　ＦＡＸ24-1552
開所時間…�月曜日～金曜日（土、日、祝日は休み）午前8時30

分～午後5時

障がい者虐待相談
 問 子育て福祉課 障がい者福祉係　  32-0541

戦没者の遺族をはじめとして、戦傷病者などの援護施策に
ついて、関係法律によりそれぞれ援護を行っています。

戦没者の遺族、戦傷病者等の援護
 問 子育て福祉課 地域福祉係　  32-0562

病気やけがで輸血を必要としている方の尊い命を救うた
め、市役所やふるさと祭などにおいて、地域住民の方に献血
のご協力をお願いしています。

献血
 問 健康福祉課 健康対策係　  55-6000

障がい者相談支援
 問 子育て福祉課 障がい者福祉係　  32-0541
障がいのある方の悩み事はもちろん、その家族、関係者から
の心配事などの相談を受け付けています。行政、福祉、医療
などの専門機関と連携しながら解決に向けて一緒に考えて
いく相談機関です。
直鞍地区障がい者基幹相談支援センター　かのん
直方市津田町7-20　☎24-1551　ＦＡＸ24-1552
開所時間…�月曜日～金曜日（土、日、祝日は休み）午前8時30

分～午後5時

日本赤十字社の活動資金の募集や災害時等の救援物資配布
を行っています。

日本赤十字社の事業
 問 子育て福祉課 地域福祉係　  32-0562

その他の福祉制度

２０１２宮若市4(SG13)行政最終.indd   38 2020/11/18   15:47:01



39

認知症サポーター養成講座
 問 健康福祉課 地域包括支援センター　  33-3456
認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を見
守る支援者として認知症サポーターを養成します。

高齢者等見守り事業
地域住民と関わりのある事業者を協力機関として、在宅の
一人暮らしの高齢者や高齢者のみ世帯を日常の活動の中で
見守っています。

食の自立支援事業（配食サービス）
65歳以上の一人暮らしの人、または高齢者世帯の人に、有料
で配食サービスを行っています。

社会福祉センター無料入館券配付事業
市内在住の70歳以上の人及び70歳未満であっても後期高
齢者医療を受給している人を対象に、無料入館券を配付し
ます。

生活支援ハウス運営事業
市内に住所を有する在宅の60歳以上の人で、高齢等のため
に独立して生活することに不安のある高齢者等に住居の提
供をします。（食事は自炊となります）

高齢者住みよか事業
在宅の要支援者・要介護者に配慮した住宅に改造するため
の費用の一部を助成します。

老人日常生活用具給付等事業
65歳以上の一人暮らしの高齢者に対し、火災報知器・自動消
火器・電磁調理器の給付、老人用電話の貸与を行います。

あなたも受講しましょう！高齢者福祉の講座
認知症サポーター養成講座
地域で支える認知症
認知症は、誰にでも起こる可能性の
ある脳の病気です。85歳以上では、4人に1人にその症
状があるといわれています。本市も高齢化率が35％を
超え、超高齢社会に突入しています。今後、認知症の人
が増えてくることが予想される中、尊厳をもって最後
まで自分らしく生活するためには、地域の支え合いが
必要です。
だれもが認知症についての正しい知識をもち、認知症
の人や家族を支える手だてを知っていれば、「尊厳ある
暮らし」をみんなで守ることができます。
そこで、本市では、認知症の人やその家族の杖となる認
知症サポーター養成講座を随時実施します。ぜひ皆様
の受講申し込みをお待ちしております。
【認知症サポーターとは？】
・�認知症を正しく理解し、認知症の方や家族を地域や職
場で温かく見守る応援者です。
・�「認知症サポーター養成講座」を受けた人を「認知症サ
ポーター」と呼びます。
・�自分のできる範囲で活動するため、活動内容は人それ
ぞれです。
・�講座を修了された方には、認知
症サポーターのしるしとして
「オレンジリング」をお渡しし
ます。
【受講対象者は？】
・�自治会、学校、商店、職場、有志の集まりなどです。講師
が出向いて無料で講座を実施します。
【講座内容は？】
・�認知症についてほとんど知識のない方でも、認知症に
ついて正しく理解していただける内容です。
・�テキストに基づいて、60分～90分の講座を行いま
す。（受講者の構成に応じた内容となります。）
【申し込み・お問い合わせ】
・�準備の都合上、必ず開催希望日の1カ月前までにお申
し込みください。
・�電話もしくは担当窓口にてお申し込みください。
問 健康福祉課地域包括支援センター　  33-3456

転入者向け スマートフォン
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