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令和3年6月発行令和3年6月発行令和3年6月発行

飯塚市
〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5-5　TEL.0948-22-5500㈹

株式会社サイネックス
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3-25-22　TEL.092-472-2217

発　　行

株式会社サイネックス
〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町5-3-15　TEL.06-6766-3346

制　　作

　「飯塚市くらしの便利帳」は、飯塚市にお住まいの皆さま方へ、市の行政情報をお届けするとともに、地

域企業の発展につなげることを目的として発行いたしました。

　また、市民の皆さま方に、より利便性の高い情報源としてご利用いただけるよう、官民協働事業として

飯塚市と株式会社サイネックスとの共同発行としました。

　「飯塚市くらしの便利帳」は、地域の各団体及び事業者の皆さまのご協力により、行政機関への設置は

もとより、飯塚市の皆さまへ無償配付することができました。あらためて心より厚くお礼申し上げます。

■「飯塚市くらしの便利帳」に掲載の行政情報は、令和3年4月現在の情報を掲載しています。社会情勢

の変動等により内容が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。行政情報で内容・

手続き等で不明な場合は、各担当課までお問い合わせください。

■また掲載されているスポンサー広告は、暮らしの情報としてご活用ください。広告内容については株式

会社サイネックスにお尋ねください。

編 集 後 記

株式会社サイネックス　北九州支店
〒802-0804 福岡県北九州市小倉南区下城野1-9-18　TEL.093-288-5630

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

広告販売

無 断 で 複 写 、転 載 す る こと は ご 遠 慮くだ さ い 。

※掲載している広告は、令和3年6月現在の情報です。



現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が長期化し、未だ収束の時期が見

えない状況の中、市民生活は制限され社会経済活動は低迷しています。

本市といたしましては、市民生活と地域経済の回復を最重要課題と位置づけ、ま

ずは、新型コロナウイルス感染症対策に全力で取組み、市民の皆さまと共に力を合

わせてこの難局を乗り越えた先には、市外の方々が「飯塚市に行きたくなる」、「立

ち寄りたくなる」、「住みたくなる」、「働きたくなる」、そのような魅力溢れるまちづく

りを進めてまいりたいと考えています。

具体的には、地方卸売市場跡地周辺の再生を核とした周遊商業エリアの創生、

広域観光事業や建設中の新体育館等を活用したスポーツツーリズムの推進による

交流人口の増加、企業誘致や古民家再生などの「職・住の一体化施策」の実施によ

る定住人口の増加を図り、人口減少時代においても『進化を続ける元気な飯塚市』

をつくってまいります。

このような中、市内の事業所、各種団体など、多くの皆さまのご理解とご協力を

賜り、2021年度版の「くらしの便利帳」を発刊する運びとなりました。

市民の皆さまの生活に役立つ身近な情報はもちろんのこと、前回から更新され

た新たな情報等を加え、さらに充実した内容となっておりますので、この「くらしの

便利帳」をご家庭の手の届くところに置いていただき、ぜひ、さまざまな生活の場

面においてご活用いただきたいと思います。

結びに、本誌の発刊に際しまして、格別のご協力を賜りました事業者、各種団体

の皆さまに対し、重ねて心より感謝を申し上げます。

くらしの便利帳発刊によせて

片峯 誠
か た  み ね まこと

飯塚市長

http://www.city.iizuka.lg.jp

飯塚市新立岩5番5号（新飯塚駅より徒歩約3分）

午前8時30分から午後5時15分開庁時間 休日 土曜日・日曜日・祝日及び年末年始（12月29日～1月3日）
市役所ホームページ

飯塚本庁舎

らしの便利帳発刊の便利帳発刊にららししの便利帳発刊にににによよの便利帳発刊の便利帳発刊にに せせててくくくく

☎0948-22-5500（代）
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市 くらしの便利帳 2019」の改
訂版です。前回本同様、飯塚市
と(株)サイネックスによる官民
協働事業で共同発行、市内全
世帯に無償配布しています。

「飯塚市くらしの便利帳2021」は令和3年4月現在の
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引 越

成 人

結 婚

くらし

老 後

誕 生

子育て

●出生届…41
●母子健康手帳…50
●児童手当など…71

●乳幼児
健康診査…50

●子どもの
予防接種…50

●子ども医療費の
助成…53

●ひとり親家庭への
支援…54.71.72

教育

●幼稚園・
こども園…83

●転入学・転校…84
●放課後児童
クラブ…85

●税金…44
●国民健康保険税…47
●国民年金…48

●転入・転居・
転出届…40

●婚姻届…41
●印鑑登録…42
●国民年金…48

●転入・転居・
転出届…40

●戸籍・住民票などの
証明…41

●国民健康保険税…47
●ごみの出し方…74

●市税…44
●ごみの出し方…74
●ペット…76
●市営住宅…77
●上水道…78
●下水道…79

●後期高齢者
医療制度…55

●介護保険…56
●高齢者福祉…62
●障がい者・
障がい児福祉…67

家族が亡くなったら
死亡の事実を知った日から
7日以内に届出

死亡届関係

同一区内へ引越していくとき
新しい住所を定めてから
14日以内に届出

転居届

P.40

市外へ引越していくとき
14日前より届出

転出届

P.40

赤ちゃんが生まれたら
生まれた日から
14日以内に届出

出生届

P.41

引っ越してきたら
新しい住所を定めてから
14日以内に届出

転入届

P.40

結婚したら

婚姻届
P.41

必要な方

印鑑登録
P.42

がついている場合は

届け出てください。
市役所へ

● 救急…32
● 防災…34緊急時

P.80

新型コロナウイルス感染症

● 転出届 
（市外に住所を変更する場合は手続きが
　必要です）
● 証明書の請求 
（住民票の写し、戸籍の謄抄本など）
● 児童手当の現況届
● 高齢者の生活支援等

3密状態を避けるため、以下の手続きの
一部は、郵送による対応が可能です。市役
所等の混雑の緩和・感染症予防のため、
郵送による手続きを活用してください。

検索飯塚市 新型コロナ

新型コロナウイルス感染症に
関する各種ご相談等は、

市ホームページを
ご参照ください。
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1 2

◆ 飯塚市ガイド
まちへの愛情が深まる

◆  行 政ガイド
困った時に頼れる

◆  生 活ガイド
毎日の暮らしを支える

皆さまのご自宅にお届けした「飯塚市くらしの便利帳2021」は、飯塚市で暮らしていく

方々のためのガイドブックです。ぜひ、お読みいただいて、日々の暮らしにご活用ください。 知りたい情報にすぐたどりつける
ので、テレビリモコンなど普段使うこ
とが多い道具のそばに置いておくと
便利です。

自分たちが暮らすまちの歳時記や見
どころなど、お子様から高齢者の方ま
で誰もが楽しめる記事がいっぱい詰
まっています。

お医者さんのリストなどを掲載してい
ますので、困ったときにご利用くださ
い。きっとあなたの力になるお医者さ
んが見つかります！

体育館などの運動施設はもちろん、
図書館や福祉施設などの情報が掲
載されています。賢く利用して有意義
な時間を過ごしましょう。

飯塚市くらしの便利帳2021

「飯塚市くらしの便利帳2021」は令和3年4月現在の情報を掲載しています。今後、社会情勢の
変動などにより内容が変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

掲載内容について

飯塚市
行政情報

事業者
企業情報

地域情報

まちの歴史や観光情報などを
分かりやすく！

皆さんの
ご自宅

（株）サイネックス
協働発行事業者

企画・編集・製作・配布

飯塚市くらしの
便利帳2021
（行政情報誌）

市民生活の
利便性を向上！

企業情報を
お届け！

官民協働事業
による共同発行 広告販売

目につく場所に置いておこう！ まちの魅力を再発見しよう！

3
近くのお医者さんが
探しやすい！ 4

ひとめで分かる
市内の公共施設！

つのポイント4

そのしくみ

表紙から直接

知りたいカテゴリに！

と
っ
て
も
便
利
な

三
部
構
成
！
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（※令和3年3月31日現在）

男性 60,230人
女性 66,734人

総人口
126,964人

世帯数
62,798世帯
世帯人口
１世帯2.0人

飯塚市の概要を紹介します

暮らしやイベントなどに関する最新情報はもち
ろん、市内の様々な出来事を写真や動画で紹介
しています。

毎月１回、暮らしの情報を掲載した広報紙を
市民の皆さんにお届けしています。

飯塚市ではインターネットや携帯端末、広報紙などを通じて、市民の皆さんに様々な情
報を提供しています。簡単な登録が必要なものもありますが、ぜひ、この機会にご利用く
ださい。

検索飯塚市

Ab
out I

izuka City

飯塚地区

頴田
地区

庄内
地区

穂波地区

筑穂地区

面積 213.96㎢

塚は、福岡県のほぼ中央、古代の大宰府官道、江戸時

代の長崎街道が通る交通の要衝としてたくさんの人、

様々な文物が行き交ったまちです。明治以降は、日本の近代

化を支えた筑豊炭田の中心として大いに賑わい、今でも市内

各所に様々な石炭産業関連の遺産が多く残っています。

在は３つの大学が立地し、研究開発機関等が集積して

いる他、医療施設が充実しています。また、九州２大都

市圏（福岡都市圏・北九州都市圏）とのアクセスにも恵まれ

ています。

のまちを、次代に引き継げる魅力あるまち、誰もが健康

でいきいきと笑顔で暮らせるまち「健幸都市いいづか」

へと発展させるべく、市民と力を合わせて取り組んでいます。

@iizuka_city_official iizuka.city.official

@iizuka_city@Iizuka_official

@iizuka_city_official

「
ふ
る
さ
と
応
援
大
使
」は
、

こ
の
２
人
！

藤田可菜さん
（飯塚市楽市出身）

藤松宙愛さん
（飯塚市大分出身）

ふじまつそらふじたかな

塚は、福岡県のほぼ中央、古代の大宰府官道、江戸時

飯塚市
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飯塚病院前飯塚病院前
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麻生飯塚病院麻生飯塚病院
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コンビニコンビニ

新飯塚駅新飯塚駅

柏の森→柏の森→
新飯塚
橋東
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入り口
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入り口PPPP

PP

←片島←片島
新立岩新立岩 市役所前市役所前

飯塚市役所

住民基本台帳、戸籍、印鑑登録、国民年金、環境保全、ごみ、給食費・市
税・水道料金納付書発行、国民健康保険、介護保険、高齢者・障がい者・
児童福祉、保育所、生活保護、消防・防災・防犯、財産管理、選挙など

市民窓口課

各支所の組織案内

農家台帳や農業者年金に関することなど
経済建設課
商工業、農林業、観光、道路・河川・市営住宅の維持管理など

飯塚市二瀬出張所

出張所のご案内

農業委員会分室

〒820-0792 飯塚市長尾1242-1
☎0948-72-1100（代）

〒820-8605 飯塚市忠隈523
☎0948-22-0380（代）

〒820-1193 
飯塚市鹿毛馬2333-4
☎09496-2-2211（代）
　(令和3年9月まで)
☎0948-92-2211（代）
　(令和3年10月から)

〒820-0193 飯塚市綱分802-7
☎0948-82-1200（代）

〒820-8501 飯塚市新立岩5-5
☎0948-22-5500（代）

飯塚市幸袋出張所
飯塚市幸袋50番地飯塚市幸袋50番地 ☎0948-22-0855☎0948-22-0855

飯塚市鎮西出張所
飯塚市大日寺141番地飯塚市大日寺141番地 ☎0948-22-0499☎0948-22-0499

飯塚市鯰田出張所
飯塚市鯰田1358番地1飯塚市鯰田1358番地1☎0948-22-0132☎0948-22-0132

飯塚市川津675番地1飯塚市川津675番地1☎0948-22-1770☎0948-22-1770

最寄りの支所・出張所をご利用ください。

14



200

201

211

201

201

200

450

415

446

414

30

62

90

65

上穂波駅上穂波駅

桂川駅桂川駅

天道駅天道駅

筑前大分駅筑前大分駅

飯塚駅飯塚駅

筑
豊
本
線

筑
豊
本
線

福
北
ゆ
た
か
線

福
北
ゆ
た
か
線

下鴨生駅下鴨生駅 庄内駅庄内駅

新飯塚駅新飯塚駅

浦田駅浦田駅

鯰田駅鯰田駅

小竹駅小竹駅

200

201

211

201

201

200

450

415

446

414

30

62

90

65

上穂波駅上穂波駅

桂川駅桂川駅

天道駅天道駅

筑前大分駅筑前大分駅

飯塚駅飯塚駅

筑
豊
本
線

筑
豊
本
線

福
北
ゆ
た
か
線

福
北
ゆ
た
か
線

下鴨生駅下鴨生駅 庄内駅庄内駅

新飯塚駅新飯塚駅

浦田駅浦田駅

鯰田駅鯰田駅

小竹駅小竹駅

〒
筑穂支所

200

90

65
長尾長尾

ちくほ図書館ちくほ図書館

コンビニコンビニ
筑穂中筑穂中

上穂波小上穂波小

上穂波駅上穂波駅

筑穂支所

201

200

473

60

穂波支所
上三緒→上三緒→

堀池堀池

↑飯塚↑飯塚

←八木山
バイパス
←八木山
バイパス

バイパス
入口
バイパス
入口

穂波
交流センター
穂波

交流センター

コンビニコンビニ

ルミエールルミエール

↓天道↓天道

小中一貫校
穂波東校
小中一貫校
穂波東校

穂波総合
運動場
穂波総合
運動場

穂波支所

JA頴田JA頴田

国
道
2
0
0
号

バ
イ
パ
ス

国
道
2
0
0
号

バ
イ
パ
ス

200

小中一貫校
頴田校入口
小中一貫校
頴田校入口

体育館体育館

球場球場

旧サンシャイン
かいた

旧サンシャイン
かいた

かいた
こども園
かいた
こども園

ため池ため池

小中一貫校
頴田校
小中一貫校
頴田校

交流センター交流センター

しらゆり会館しらゆり会館

頴田支所

頴田支所

庄内支所

201

201
415

402

414

コンビニコンビニ

コンビニコンビニ

コンビニコンビニ

田川→田川→

仁保仁保
グッディグッディ

笠松笠松
←柏の森←柏の森

近畿大学近畿大学
庄内体育館庄内体育館

庄内小庄内小

庄内中庄内中

庄内図書館庄内図書館

庄内小学校
入り口

庄内小学校
入り口

赤松橋赤松橋

コンビニコンビニ

〒

庄内支所

448

426

飯塚市役所

201

飯塚第一中飯塚第一中

のがみ
プレジデントホテル

のがみ
プレジデントホテル

コンビ二コンビ二

飯塚病院前飯塚病院前
芳雄橋東芳雄橋東

遠賀川遠賀川

麻生飯塚病院麻生飯塚病院

九州電力九州電力

コンビニコンビニ

新飯塚駅新飯塚駅

柏の森→柏の森→
新飯塚
橋東
新飯塚
橋東

新飯塚駅
入り口
新飯塚駅
入り口PPPP

PP

←片島←片島
新立岩新立岩 市役所前市役所前

飯塚市役所

住民基本台帳、戸籍、印鑑登録、国民年金、環境保全、ごみ、給食費・市
税・水道料金納付書発行、国民健康保険、介護保険、高齢者・障がい者・
児童福祉、保育所、生活保護、消防・防災・防犯、財産管理、選挙など

市民窓口課

各支所の組織案内

農家台帳や農業者年金に関することなど
経済建設課
商工業、農林業、観光、道路・河川・市営住宅の維持管理など

飯塚市二瀬出張所

出張所のご案内

農業委員会分室

〒820-0792 飯塚市長尾1242-1
☎0948-72-1100（代）

〒820-8605 飯塚市忠隈523
☎0948-22-0380（代）

〒820-1193 
飯塚市鹿毛馬2333-4
☎09496-2-2211（代）
　(令和3年9月まで)
☎0948-92-2211（代）
　(令和3年10月から)

〒820-0193 飯塚市綱分802-7
☎0948-82-1200（代）

〒820-8501 飯塚市新立岩5-5
☎0948-22-5500（代）

飯塚市幸袋出張所
飯塚市幸袋50番地飯塚市幸袋50番地 ☎0948-22-0855☎0948-22-0855

飯塚市鎮西出張所
飯塚市大日寺141番地飯塚市大日寺141番地 ☎0948-22-0499☎0948-22-0499

飯塚市鯰田出張所
飯塚市鯰田1358番地1飯塚市鯰田1358番地1☎0948-22-0132☎0948-22-0132

飯塚市川津675番地1飯塚市川津675番地1☎0948-22-1770☎0948-22-1770

最寄りの支所・出張所をご利用ください。
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総務課 庁舎管理、文書管理、情報公開、例規の制定、統計など 本庁舎3階
防災安全課 防災及び水防、消防団、防犯、交通安全対策など 本庁舎3階
人事課 職員の人事管理・採用・研修・給与など 本庁舎3階
秘書課 秘書など 本庁舎3階
情報政策課 地域情報化、コンピュータシステムの運用・管理・広報など 本庁舎6階
契約課 工事・委託等の入札管理、物品の取得・購入契約、公用車管理など 本庁舎4階

住宅課 市営住宅の入退去・管理、建替など 本庁舎5階
土木管理課 道路・河川の維持管理、国土調査、交通安全対策など 本庁舎5階

建設政策課 空き家対策、立体駐車場、国道・県道に関すること 本庁舎5階

土木建設課 道路・河川新設改良工事など 本庁舎5階
建築課 市有建築物の設計・施工監理など 本庁舎5階
都市計画課 用途地域、都市計画道路、公園、開発行為に関することなど 本庁舎5階

農業土木課 土地改良事業、農林業施設に関することなど 本庁舎5階

飯塚駅周辺
整備推進課 飯塚駅周辺施設の整備など 本庁舎5階

総合政策課 移住相談、市政の総合調整、総合計画、地域政策の企画立案・調整など 本庁舎3階
財政課 予算の編成・執行管理、財政計画など
財産活用課 市有財産の取得及び処分など

税務課 市民税・固定資産税・軽自動車税等の賦課、市税の徴収、
滞納処分、納税相談など

人権・同和政策課 人権政策の総合企画調整、人権・部落差別解消対策事業、市民啓発など 本庁舎4階
男女共同参画推進課 男女共同参画施策の総合企画調整、啓発など 本庁舎4階

まちづくり推進課 自治会、まちづくり協議会、交流センター管理運営など 本庁舎4階

健幸都市推進課 健幸都市に関すること、東京オリ・パラに関すること、スポーツの振興、
体育施設の運営・管理など 穂波庁舎1階

地域振興課 法律相談、NPO支援、消費生活センターなど

健幸保健課 各種健（検）診・教室・相談・予防接種、母子手帳交付、妊娠期からの子育て支援など

本庁舎4階
本庁舎4階地域公共交通対策課 コミュニティ交通など

穂波庁舎1階

会計課 市費の出納・保管、決算、基金の出納保管など 本庁舎1階

農業委員会事務局 農地の権利移動・転用、農業者年金に関することなど 本庁舎4階

監査事務局 定期監査、決算審査、住民監査請求に関することなど 本庁舎6階

議会事務局 本会議、委員会の議事運営、会議録その他会議の記録調製など 本庁舎7階

監査事務局 固定資産課税台帳に登録された価格（評価額）に対する
不服申立てに関することなど 本庁舎6階

企業管理課
（市立病院経営室）

上水道料金・下水道使用料等の賦課・徴収、受益者負担金、
予算の編成、執行管理、財政計画、工事・委託等の入札管理等、
市立病院に関すること

穂波庁舎2階

上水道課 給配水管工事・修繕、水道施設の設計・工事など 穂波庁舎2階

上下水道施設課 浄水場、終末処理場等の維持管理、水質管理など 穂波庁舎２階

下水道課 下水道事業計画、下水道施設の設計・工事・維持管理、
受益者負担金など

穂波庁舎2階

選挙管理委員会事務局 本庁舎3階

市民課 転入・転居、出生・婚姻届、住民票、戸籍、印鑑登録など 本庁舎1階

医療保険課 国民健康保険、後期高齢者医療制度、医療費助成、国民年金に
関することなど 本庁舎1階

環境整備課 環境啓発、公害、斎場、改葬、犬の登録など 本庁舎6階 教育総務課 教育委員会の会議、学校備品の購入、就学援助、
奨学金など 本庁舎6階

学校教育課 就学相談、学校教育への指導助言、児童クラブなど 本庁舎6階
学校給食課 学校給食に関することなど 本庁舎６階
生涯学習課 生涯学習・社会教育団体支援、図書館に関することなど コミュニティセンター

文化課 文化の振興、文化財の保護・歴史資料館の管理・運営など コミュニティセンター
飯塚市歴史資料館

企業誘致推進課 企業誘致、工業団地など
公営競技事業所 小型自動車競走事業運営など 飯塚オートレース場内

産学振興課 地域産業の振興・支援、新産業創出、大学との交流など 本庁舎4階
本庁舎4階

本庁舎6階
商工観光課 商工業・中小企業の振興、観光事業など
国際政策課 国際経済の推進、国際交流に関することなど

本庁舎4階
特産品振興・ふるさと応援課 特産品の振興、ふるさと納税など 本庁舎4階
農林振興課 農林業・畜産振興、森林、緑化推進、市場など 本庁舎4階

子育て支援課 公・私立保育所及び公立こども園の入所手続き、子育て支援センター運営、
児童・母子福祉、児童手当等、青少年健全育成など 本庁舎1階

高齢介護課 高齢者支援、介護保険に関すること 本庁舎1階
子育て支援政策課 子育て支援に関する企画立案など 本庁舎1階

社会・障がい者福祉課 障がい者福祉サービス、自立支援、災害・社会援護など 本庁舎1階
生活支援課 生活支援（生活保護、生活困窮者支援）、行旅病人等に関することなど 本庁舎2階

総務部

教育委員会
教育部

市議会

行政経営部

市民恊働部

市民環境部

経済部

福祉部

選挙に関することなど

本庁舎3階
本庁舎4階

本庁舎1階

都市建設部

☎0948-22-5500（代）問

固定資産
評価審査委員会

監査委員

企業局

選挙管理委員会

会計管理者

庄内支所
経済建設課 所管地域内における商工、農林業に関することなど

頴田支所

筑穂支所
市民窓口課 転入、転出、出生、婚姻届、諸証明の発行など

穂波庁舎1階

各支所

農業委員会

クリーンセンター環境対策課 ごみ収集(一般・粗大)、し尿収集、環境保全協議会、一般廃棄物処理計画など

飯塚市役所の各部課の業務案内です。

16



総務課 庁舎管理、文書管理、情報公開、例規の制定、統計など 本庁舎3階
防災安全課 防災及び水防、消防団、防犯、交通安全対策など 本庁舎3階
人事課 職員の人事管理・採用・研修・給与など 本庁舎3階
秘書課 秘書など 本庁舎3階
情報政策課 地域情報化、コンピュータシステムの運用・管理・広報など 本庁舎6階
契約課 工事・委託等の入札管理、物品の取得・購入契約、公用車管理など 本庁舎4階

住宅課 市営住宅の入退去・管理、建替など 本庁舎5階
土木管理課 道路・河川の維持管理、国土調査、交通安全対策など 本庁舎5階

建設政策課 空き家対策、立体駐車場、国道・県道に関すること 本庁舎5階

土木建設課 道路・河川新設改良工事など 本庁舎5階
建築課 市有建築物の設計・施工監理など 本庁舎5階
都市計画課 用途地域、都市計画道路、公園、開発行為に関することなど 本庁舎5階

農業土木課 土地改良事業、農林業施設に関することなど 本庁舎5階

飯塚駅周辺
整備推進課 飯塚駅周辺施設の整備など 本庁舎5階

総合政策課 移住相談、市政の総合調整、総合計画、地域政策の企画立案・調整など 本庁舎3階
財政課 予算の編成・執行管理、財政計画など
財産活用課 市有財産の取得及び処分など

税務課 市民税・固定資産税・軽自動車税等の賦課、市税の徴収、
滞納処分、納税相談など

人権・同和政策課 人権政策の総合企画調整、人権・部落差別解消対策事業、市民啓発など 本庁舎4階
男女共同参画推進課 男女共同参画施策の総合企画調整、啓発など 本庁舎4階

まちづくり推進課 自治会、まちづくり協議会、交流センター管理運営など 本庁舎4階

健幸都市推進課 健幸都市に関すること、東京オリ・パラに関すること、スポーツの振興、
体育施設の運営・管理など 穂波庁舎1階

地域振興課 法律相談、NPO支援、消費生活センターなど

健幸保健課 各種健（検）診・教室・相談・予防接種、母子手帳交付、妊娠期からの子育て支援など

本庁舎4階
本庁舎4階地域公共交通対策課 コミュニティ交通など

穂波庁舎1階

会計課 市費の出納・保管、決算、基金の出納保管など 本庁舎1階

農業委員会事務局 農地の権利移動・転用、農業者年金に関することなど 本庁舎4階

監査事務局 定期監査、決算審査、住民監査請求に関することなど 本庁舎6階

議会事務局 本会議、委員会の議事運営、会議録その他会議の記録調製など 本庁舎7階

監査事務局 固定資産課税台帳に登録された価格（評価額）に対する
不服申立てに関することなど 本庁舎6階

企業管理課
（市立病院経営室）

上水道料金・下水道使用料等の賦課・徴収、受益者負担金、
予算の編成、執行管理、財政計画、工事・委託等の入札管理等、
市立病院に関すること

穂波庁舎2階

上水道課 給配水管工事・修繕、水道施設の設計・工事など 穂波庁舎2階

上下水道施設課 浄水場、終末処理場等の維持管理、水質管理など 穂波庁舎２階

下水道課 下水道事業計画、下水道施設の設計・工事・維持管理、
受益者負担金など

穂波庁舎2階

選挙管理委員会事務局 本庁舎3階

市民課 転入・転居、出生・婚姻届、住民票、戸籍、印鑑登録など 本庁舎1階

医療保険課 国民健康保険、後期高齢者医療制度、医療費助成、国民年金に
関することなど 本庁舎1階

環境整備課 環境啓発、公害、斎場、改葬、犬の登録など 本庁舎6階 教育総務課 教育委員会の会議、学校備品の購入、就学援助、
奨学金など 本庁舎6階

学校教育課 就学相談、学校教育への指導助言、児童クラブなど 本庁舎6階
学校給食課 学校給食に関することなど 本庁舎６階
生涯学習課 生涯学習・社会教育団体支援、図書館に関することなど コミュニティセンター

文化課 文化の振興、文化財の保護・歴史資料館の管理・運営など コミュニティセンター
飯塚市歴史資料館

企業誘致推進課 企業誘致、工業団地など
公営競技事業所 小型自動車競走事業運営など 飯塚オートレース場内

産学振興課 地域産業の振興・支援、新産業創出、大学との交流など 本庁舎4階
本庁舎4階

本庁舎6階
商工観光課 商工業・中小企業の振興、観光事業など
国際政策課 国際経済の推進、国際交流に関することなど

本庁舎4階
特産品振興・ふるさと応援課 特産品の振興、ふるさと納税など 本庁舎4階
農林振興課 農林業・畜産振興、森林、緑化推進、市場など 本庁舎4階

子育て支援課 公・私立保育所及び公立こども園の入所手続き、子育て支援センター運営、
児童・母子福祉、児童手当等、青少年健全育成など 本庁舎1階

高齢介護課 高齢者支援、介護保険に関すること 本庁舎1階
子育て支援政策課 子育て支援に関する企画立案など 本庁舎1階

社会・障がい者福祉課 障がい者福祉サービス、自立支援、災害・社会援護など 本庁舎1階
生活支援課 生活支援（生活保護、生活困窮者支援）、行旅病人等に関することなど 本庁舎2階

総務部

教育委員会
教育部

市議会

行政経営部

市民恊働部

市民環境部

経済部

福祉部

選挙に関することなど

本庁舎3階
本庁舎4階

本庁舎1階

都市建設部

☎0948-22-5500（代）問

固定資産
評価審査委員会

監査委員

企業局

選挙管理委員会

会計管理者

庄内支所
経済建設課 所管地域内における商工、農林業に関することなど

頴田支所

筑穂支所
市民窓口課 転入、転出、出生、婚姻届、諸証明の発行など

穂波庁舎1階

各支所

農業委員会

クリーンセンター環境対策課 ごみ収集(一般・粗大)、し尿収集、環境保全協議会、一般廃棄物処理計画など

飯塚市役所の各部課の業務案内です。
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(市立）菰田保育所
(市立）楽市保育所
(市立）平恒保育所
(市立）筑穂保育所
(私立）明星保育園
(私立）あじさい保育園
(私立）あさひ保育園
(私立）わかみず保育園
(私立）飯塚保育園
(私立）横田保育園
(私立）常楽寺保育園
(私立）つぼみ保育園
(私立）常葉保育園
(私立）なのはな保育園
(私立）たけのこ保育園
(私立）庄内保育園
(私立）愛の光保育園
(私立）飯塚東保育園
(私立）つはらたんぽぽ保育園
(私立）鎮西ひかる保育園
(私立）枝国保育園
(私立）あいだつくしんぼ保育園

（私立）飯塚らいむ保育園
(市立）庄内こども園

(市立）頴田こども園

(私立）愛宕幼稚園
(私立）幸袋こども園
(私立）了専寺白菊幼稚園
(私立）さんない幼稚園
(私立）いぎすれんげ幼稚園

（私立）鯰田こども園
（私立）ひかるこども園
（私立）潤野こども園
（私立）ひばり保育園
（私立）桜ヶ丘幼稚園
(私立）飯塚聖母幼稚園
(私立）近畿大学九州短期大学附属幼稚園
(私立）ひまわり幼稚園
(私立）穂波幼稚園
(私立）和光幼稚園

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

堀池15-9
楽市163

平恒278-2
長尾885-1

柏の森535-3
横田644-4
川島840-1
目尾967-3
堀池131-1
横田351-1

太郎丸772-1
椋本548-4
忠隈50-67
若菜51-1
阿恵1145
綱分950

有安702-9
上三緒628-1
津原663-11

大日寺593-16
枝国515-40

相田99-1
鯰田2425-207

赤坂364

勢田1010-1

鯰田2578-40
中513-5
小正93

柏の森626-1
伊岐須677-3

鯰田1363
伊岐須62-8
潤野35-6
 小正45-1 

菰田東2-4-50   
新立岩1-11

菰田東1-5-30
片島2-20-22
忠隈50-68
本町20-9

22-0865
22-2235
23-6041
72-0071
25-1545
25-0151
24-1573
25-3222
22-8193
22-1329
23-1562
22-1515
24-1341
23-1188
72-3366
82-1481
82-3545
22-3362
25-3393
22-3570
22-1709
22-1772
25-6266
82-0009

09496-2-6857 (令和3年9月まで)
0948-92-6857 (令和3年10月から)
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25-5558
24-4647
 22-6532
22-0811
22-8640
22-3060
22-4138
25-0793
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筑穂子育て支援センター
庄内子育て支援センター

頴田子育て支援センター

A
B
C
D

E

本町11-10
秋松408 2F
長尾885-1
綱分791-4

鹿毛馬2328-2

22-3809
21-0066
72-2970
82-0089

09496-2-0333 (令和3年9月まで)
0948-92-0333 (令和3年10月から)
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月～金曜日　9～17時
（土日祝日にご利用の場合はご相談ください）
　鯰田1666-23  ☎25-4430

開設日

飯塚市では「みんなでつくる すべての子
どもが笑顔で暮らせるまち いいづか」を
基本理念に「子ども・子育て支援事業計
画」を長期ビジョンで展開しています。特
に本市では児童虐待の防止に関して「子
ども家庭総合支援拠点事業」、また障がい
児の支援のため「児童の発達に関する巡
回相談・支援事業」などを新規事業として
始め、さらに外国につながる幼児への支援
などにも力を入れています。

長期スパンで取り組む、
子ども・子育て支援

つどいの広場いいづか

子育て中の親と子どもが気軽につどい、遊べる場所。子育てに関す
ることであれば、無料で施設を開放しています（団体利用の場合、
要申込み）

子育て支援課こども家庭係
☎22-5500（内線1119-1120）
※所得に応じて減免があります。ご相談ください。

問

チャイルドステイ事業

保護者が家庭で就学前のお子さんを養育することが困難になった場
合、市が契約している施設でお子さんを一時的にお預かりします。

子育て支援センター

子育てに不安や悩みのある方、相談してみませんか？
子育て知識や経験のあるスタッフがお手伝いします。

※各支援センターは、小学校入学前の子どもさんとその保護者
　の方が利用できます。

子育ての手助けやアドバイス、仲間との交流で育児の負担が軽くなることもあります。
飯塚市の頼りになる子育て施設や事業、ぜひご利用ください。

病児保育

病気等のため集団での保育が困難であり、仕事などの理由により
家庭で保育できないとき、保護者に代わってお子さんをお預かり
するものです。

さくらルーム（「宮嶋医院」併設）
　忠隈380　　  22-1433

問
FAX
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育
て
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フ
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す
！

子育ての手助けやアドバイス、仲間との交流で育児の負担が軽くなることもあります。
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土曜日も
開所してます

☎
キッズケアルーム飯塚らいむ（「飯塚らいむ保育園」併設）
　鯰田2425-207　　25-6266

問
☎

P98～101の「飯塚市マップ」上で■～■、■～■の位置を示しています。1 A E40
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要申込み）
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☎22-5500（内線1119-1120）
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合、市が契約している施設でお子さんを一時的にお預かりします。
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　の方が利用できます。

子育ての手助けやアドバイス、仲間との交流で育児の負担が軽くなることもあります。
飯塚市の頼りになる子育て施設や事業、ぜひご利用ください。

病児保育

病気等のため集団での保育が困難であり、仕事などの理由により
家庭で保育できないとき、保護者に代わってお子さんをお預かり
するものです。

さくらルーム（「宮嶋医院」併設）
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地区まちづくり協議会

二瀬地区まちづくり協議会
「住民運動会」

市民協働部 まちづくり推進課 まちづくり推進係　 
　新立岩5番5号 ☎22-5500　 22-5526　FAX

自治会

各団体

子ども会

体育
振興会

青少年
健全
育成会

地域福祉
ネットワーク

まちづくり協議会
「まちづくり協議会」は地域を代表する
組織として構成団体のネットワーク化を

行い地域における様 な々
課題の解決に向けた活動を

行っていきます。

市内のそれぞれの地区には必ず
「まちづくり協議会」があります！

まちづくり協議会では、それぞれ特色のある取組みを計画・実施しています。
今後、地域が一体となった活動が、さらに広がっていくことが期待されます。

二瀬地区まちづくり協議会  
二瀬交流センター 飯塚市川津675-11

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

幸袋まち まちづくり協議会
「イルミネーション点灯式」

鎮西地区まちづくり協議会
「鎮西竜王祭り」

菰田まちづくり推進協議会
｢認知症声かけ訓練」

立岩地区まちづくり協議会
「こけだま作り」

飯塚東地区まちづくり協議会
｢スーパー流しそうめん」

飯塚片島まちづくり協議会
「あかね染プロジェクト事業」

鯰田地区まちづくり協議会
「ウォークラリー大会」

穂波まちづくり協議会
「穂波東ふれあい

フェスティバル」

筑穂地区まちづくり協議会
「コミュニティカフェ

ふれあい広場」

庄内地区まちづくり協議会
「庄内地区環境整備事業

（関の山草刈作業）」

頴田まちづくり協議会
「かいたウォークラリー」

幸袋まちまちづくり協議会  
幸袋交流センター 飯塚市幸袋502

鎮西地区まちづくり協議会  
鎮西交流センター 飯塚市大日寺1413

菰田まちづくり推進協議会  
菰田交流センター 飯塚市菰田東1-7-454

立岩地区まちづくり協議会  
立岩交流センター 飯塚市新立岩8-135

飯塚東地区まちづくり協議会 
飯塚東交流センター 飯塚市下三緒57-866

飯塚片島まちづくり協議会
飯塚片島交流センター 飯塚市本町20-177

鯰田地区まちづくり協議会
鯰田交流センター 飯塚市鯰田1358-18

穂波まちづくり協議会 
穂波交流センター 飯塚市秋松4089

筑穂地区まちづくり協議会
筑穂交流センター 飯塚市長尾134010

庄内地区まちづくり協議会
庄内交流センター 飯塚市有安830-311

頴田まちづくり協議会
頴田交流センター 飯塚市鹿毛馬1667-212

問合せ先

本市における「まちづくり協議
会」とは、各地域におけるまちづ
くりを推進することを目的とし、
自律性と主体性を基本としなが
ら、地域住民の民意や総意を代
表し、地域づくりに取り組む組
織としています。平成30年から
活動の拠点を地区公民館から
交流センターに移行し、生涯学
習の場、学びの拠点を確保継続
しつつ、安全・安心なまちづくり
や地域福祉の拠点としての機能
や役割が加わり、さらに地域の
創意工夫による柔軟な施設利
用ができるようになりました。

まちづくり協議会で
地域力UP
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二瀬地区まちづくり協議会
「住民運動会」

市民協働部 まちづくり推進課 まちづくり推進係　 
　新立岩5番5号 ☎22-5500　 22-5526　FAX
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まちづくり協議会
「まちづくり協議会」は地域を代表する
組織として構成団体のネットワーク化を

行い地域における様 な々
課題の解決に向けた活動を

行っていきます。

市内のそれぞれの地区には必ず
「まちづくり協議会」があります！

まちづくり協議会では、それぞれ特色のある取組みを計画・実施しています。
今後、地域が一体となった活動が、さらに広がっていくことが期待されます。

二瀬地区まちづくり協議会  
二瀬交流センター 飯塚市川津675-11

1 2 3
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幸袋まち まちづくり協議会
「イルミネーション点灯式」

鎮西地区まちづくり協議会
「鎮西竜王祭り」
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｢スーパー流しそうめん」

飯塚片島まちづくり協議会
「あかね染プロジェクト事業」

鯰田地区まちづくり協議会
「ウォークラリー大会」
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「穂波東ふれあい
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織としています。平成30年から
活動の拠点を地区公民館から
交流センターに移行し、生涯学
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地域力UP
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日本を支えた日本を支えた
炭鉱遺産炭鉱遺産

飯塚オートレース
複数の大型モニターやカップルシートなど設
備が充実。場内のレストランでは名物のホル
モンが食べられます。 住 鯰田147

いいづかスポーツ・リゾート
（ザ・リトリート）
いいづかスポーツリゾート「ザ・リトリー
ト」は、自然の中で身体を動かしながら、
心も体も健やかにリフレッシュできるス
ポーツ＆ウェルネスのリトリート施設です。
キャンプのように自然を身近に味わいな
がら、美味しいお料理や快適なサービス
など心地よくお過ごしいただけます。
住　 仁保8-37
☎0948-82-3177　　0948-82-3178
　 http://the-retreat.jp/

八木山公園展望台「しあわせの鐘」
夜景の名所「八木山」は、かつて黒田官兵衛
が自ら改修し切り開いた場所で、物流の大動
脈となりました。

飯塚市文化会館（飯塚コスモスコモン）
演奏会、演劇、講演会など様々な文化振興
事業が催されます。大・中・展示ホールを
はじめ、芝生広場もあります。
住 飯塚14-66  ☎0948-21-0505

FAX
HP

筑豊緑地公園
頴田・庄内にまたがる丘陵
地につくられた広域スポー
ツ公園。宿泊施設があり、
家族でも楽しめます。
住 仁保8-25

サンビレッジ茜

☎0948-72-3331

三郡山の中腹、標高400ｍ
に位置し、人工芝スキー場
や天体観察施設、バンガ
ロー等のキャンプ施設を備
えた野外体験施設。
住 山口845-38

川島古墳公園
県の文化財に指定されてい
る11号墳をはじめ、６世紀
頃に築造された古墳４基を
保存整備しています。

住 大日寺1574-2

住 川島407-2他

勝盛公園
桜やツツジの名所として市民に親しまれ、
子どもたちが遊べる大型遊具や大人用の
健康遊具もあります。住 片島1丁目607-1

飯塚市歴史資料館
国の重要文化財に指定された立岩遺跡の
出土品をはじめ、約1500点の民俗・歴史・
炭鉱資料などを展示しています。
住 柏の森959-1  ☎0948-25-2930

歌人白蓮想
柳原白蓮筆の短歌を記した短冊や色紙な
どを展示しています。また、白蓮と関連が
ある村岡花子らの書籍なども展示。
住 飯塚11-20  ☎0948-22-1738

嘉穂劇場
かつて筑豊に存在した数多くの劇場のな
かで、現存する最後の劇場。炭鉱労働者
や庶民の娯楽の殿堂です。
住 飯塚5-23  ☎0948-22-0266

飯塚宿
現在の飯塚市の商店街。当時の飯塚宿は
交通の要衝で遠賀川流域随一の大きい
町として栄えていました。

内野宿
江戸時代は長崎街道の宿場町として栄え
た飯塚。今なお、そのままに道が残り、宿
場の面影をとどめています。大銀杏は県
の天然記念物。

旧伊藤伝右衛門邸
筑豊の炭鉱経営者であった伊藤伝右衛門
の本邸。広大な回遊式庭園を持つ、洋風
意匠をとりいれた住宅です。

現在の小倉から長崎まで通じる街道で、
江戸時代には輸入された砂糖の通り道で
もあったことから近年「シュガーロード」
と呼ばれています。

住 幸袋300  ☎0948-22-9700

旧松喜醤油屋
幕末から明治初期に建築されたといわれ
る商家。母屋の大黒柱には、筑前竹槍一
揆のきずあとが残ります。
住 勢田730-1  ☎0948-25-2930

　　　　　　 （飯塚市歴史資料館）

国登録有形文化財 国指定名勝・国指定重要文化財

市指定有形文化財

長崎街道記念碑
（楽市）

長崎街道とは？
スポットスポット ＆＆

みんなが楽しめる
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三郡山の中腹、標高400ｍ
に位置し、人工芝スキー場
や天体観察施設、バンガ
ロー等のキャンプ施設を備
えた野外体験施設。
住 山口845-38
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県の文化財に指定されてい
る11号墳をはじめ、６世紀
頃に築造された古墳４基を
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桜やツツジの名所として市民に親しまれ、
子どもたちが遊べる大型遊具や大人用の
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国の重要文化財に指定された立岩遺跡の
出土品をはじめ、約1500点の民俗・歴史・
炭鉱資料などを展示しています。
住 柏の森959-1  ☎0948-25-2930

歌人白蓮想
柳原白蓮筆の短歌を記した短冊や色紙な
どを展示しています。また、白蓮と関連が
ある村岡花子らの書籍なども展示。
住 飯塚11-20  ☎0948-22-1738

嘉穂劇場
かつて筑豊に存在した数多くの劇場のな
かで、現存する最後の劇場。炭鉱労働者
や庶民の娯楽の殿堂です。
住 飯塚5-23  ☎0948-22-0266

飯塚宿
現在の飯塚市の商店街。当時の飯塚宿は
交通の要衝で遠賀川流域随一の大きい
町として栄えていました。

内野宿
江戸時代は長崎街道の宿場町として栄え
た飯塚。今なお、そのままに道が残り、宿
場の面影をとどめています。大銀杏は県
の天然記念物。

旧伊藤伝右衛門邸
筑豊の炭鉱経営者であった伊藤伝右衛門
の本邸。広大な回遊式庭園を持つ、洋風
意匠をとりいれた住宅です。

現在の小倉から長崎まで通じる街道で、
江戸時代には輸入された砂糖の通り道で
もあったことから近年「シュガーロード」
と呼ばれています。

住 幸袋300  ☎0948-22-9700

旧松喜醤油屋
幕末から明治初期に建築されたといわれ
る商家。母屋の大黒柱には、筑前竹槍一
揆のきずあとが残ります。
住 勢田730-1  ☎0948-25-2930

　　　　　　 （飯塚市歴史資料館）
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みんなが楽しめる

23



※行事、イベント等の開催について
は、「広報いいづか」などでご確認く
ださい。また、新型コロナウイルス感
染症の状況等により、実施しない場
合もあります。

飯塚市の
歳時記

例年2～3月開催

開 旧伊藤伝右衛門邸他

旧伊藤伝右衛門邸を主会場に、商店街や嘉
穂劇場など市全域で催され、１万体を超える
雛人形が飾られます。旧伊藤伝右衛門邸の
本座敷には、毎年テーマを変えて800体から
1,000体の日本一の規模を誇る座敷雛が飾
られます。

いいづか雛のまつり A
上旬～11月上旬

筑前の國いいづか街道まつりでは、
時代仮装行列やフードコーナー、か
いた産業まつり・産業祭りINちくほ・
ふれ愛庄内では、ダンスショーや紅
白もちまき、お楽しみ抽選会などが
行われ、大勢の家族連れなどが秋の
楽しいイベントを満喫しています。

開 筑穂交流センター
産業祭りINちくほ G

開 頴田野球場横特設会場
かいた産業まつりH

開 庄内保健福祉総合センターハーモニー横駐車場
ふれ愛庄内 I

開 本町・東町商店街界隈
筑前の國いいづか街道まつり J

1日～5日

商都飯塚の歳末を彩る伝統行事
です。明治7年より始まり、一度も
休みなく続けられています。

開 中心市街地永昌会
市民ボランティア、団体により中心市
街地の緑道公園660mにイルミネー
ションが飾られます。 ※1月上旬まで

開 中心市街地

まちなか
イルミネーション大作戦

K
L5月予選/6月本選

開 飯塚市文化会館（飯塚コスモスコモン）

新進音楽家の発掘・育成と地域音楽文化の
充実のため、ピアノ・声楽の両部門が開催さ
れています。また、11月には入賞者による招
待演奏会も開催されます。

飯塚新人音楽コンクール D
1～15日

開 中心市街地

夏の風物詩。約3,000人とも云われる男衆が
水法被に身を包み沿道からの勢い水を全身
に浴びながら街中を疾走する姿は、飯塚の街
に感動と一時の清涼感を与えます。

飯塚山笠 E
下旬

開 遠賀川中の島

長い歴史を持ち、毎年開催されてい
ます。ナイアガラの滝をはじめ、大規
模な仕掛花火が夜空に花咲きます。

飯塚納涼花火大会 F

下旬～4月上旬の日曜日

開 大将陣公園

約2,500本のソメイヨシノが咲き誇り、訪れ
る人達を迎えてくれます。ショーや餅つき、バ
ザーなども行われ、春爛漫の雰囲気を味わえ
ます。

大将陣桜まつり B
下旬

開 いいづかスポーツ・リゾートテニスコート他

アジアで唯一、国際テニス連盟公認のスー
パーシリーズとして、世界のトップ選手のハ
イレベルな戦いが 繰り広げられます。約
2,000人のボランティアによる支援が行われ
ており、その運営方法は「イイヅカ方式」と呼
ばれています。

飯塚国際車いす
テニス大会 C

A

D E F L

G H

I J

K

B

C
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※行事、イベント等の開催について
は、「広報いいづか」などでご確認く
ださい。また、新型コロナウイルス感
染症の状況等により、実施しない場
合もあります。

飯塚市の
歳時記
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開 旧伊藤伝右衛門邸他

旧伊藤伝右衛門邸を主会場に、商店街や嘉
穂劇場など市全域で催され、１万体を超える
雛人形が飾られます。旧伊藤伝右衛門邸の
本座敷には、毎年テーマを変えて800体から
1,000体の日本一の規模を誇る座敷雛が飾
られます。
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筑前の國いいづか街道まつりでは、
時代仮装行列やフードコーナー、か
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ふれ愛庄内では、ダンスショーや紅
白もちまき、お楽しみ抽選会などが
行われ、大勢の家族連れなどが秋の
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開 筑穂交流センター
産業祭りINちくほ G
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K
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開 飯塚市文化会館（飯塚コスモスコモン）

新進音楽家の発掘・育成と地域音楽文化の
充実のため、ピアノ・声楽の両部門が開催さ
れています。また、11月には入賞者による招
待演奏会も開催されます。

飯塚新人音楽コンクール D
1～15日

開 中心市街地

夏の風物詩。約3,000人とも云われる男衆が
水法被に身を包み沿道からの勢い水を全身
に浴びながら街中を疾走する姿は、飯塚の街
に感動と一時の清涼感を与えます。

飯塚山笠 E
下旬

開 遠賀川中の島

長い歴史を持ち、毎年開催されてい
ます。ナイアガラの滝をはじめ、大規
模な仕掛花火が夜空に花咲きます。

飯塚納涼花火大会 F

下旬～4月上旬の日曜日

開 大将陣公園

約2,500本のソメイヨシノが咲き誇り、訪れ
る人達を迎えてくれます。ショーや餅つき、バ
ザーなども行われ、春爛漫の雰囲気を味わえ
ます。

大将陣桜まつり B
下旬
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アジアで唯一、国際テニス連盟公認のスー
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イレベルな戦いが 繰り広げられます。約
2,000人のボランティアによる支援が行われ
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捕鯨基地があった北九
州地 域に近い筑豊に
は、クジラ食の文化が根
強く残っており、クジラ
刺しや塩クジラなどのク
ジラ料理が今でも食べ
られています。

クジラクジラ

筑豊の名物で炭鉱の食文化の象徴ともいえるホル
モン（「とんちゃん」とも呼ばれる）料理は、博多もつ
鍋のルーツともいわれています。

ホルモンホルモン

飯塚伝説ホルモン飯塚伝説ホルモン
ホルモン料理の「伝説」
的な味を継承しつつ、個
性的で新しいメニューを
展開しています。

飼養管理と良質肉質生産にかける情熱が育てあげ
た筑穂牛。黒毛和牛は健康で安全で、食べた瞬間に
わかるほど甘くてやわらかい牛肉です。

筑穂牛筑穂牛

飯塚は盆地で寒暖の差が大き
い気候と水に恵まれています。
そのために良質の米ができ、
酒造りに適した地と言われて
います。

酒酒

「炭鉱のまち・筑豊嘉
飯」のイメージを基に
「KURO～黒～」をテ
ーマとして嘉飯地域の
人気洋和菓子店が創作
した、高級感あふれる
大人のスイーツ。

クロセレクションクロセレクション

北海道十勝の中でも最中のあ
んに最も適していると言われ
る音更・芽室町産の小豆を使
用、種皮は佐賀県産の餅米を
使用し少し香ばしく焼き上げ
ています。

ふたせ最中ふたせ最中

和菓子の心と南蛮菓子の製法が融合し
た銘菓。選りすぐりの原料を焼き上げた
生地で、白いんげん豆の白あんを包み込
んだ、上品でまろやかな味わいです。

千鳥饅頭千鳥饅頭

大正元年、二代目店主石坂茂氏が
「もっと愛される饅頭を」という想い
から生まれたお菓子です。最近では
福岡・九州限定の商品もお目見え。

名菓ひよ子名菓ひよ子

野々実会

クククジラジラジラクククジラジラジラ

香ばしく焼いたスポンジは、
南蛮船をイメージした姿。中の
甘ずっぱいジャムが味のアク
セントに。

なんばん往来なんばん往来

石炭で栄えた筑豊では養鶏が
盛んに行われていました。今で
も美味しい卵がたくさん作ら
れ、筑豊の名菓や食文化に貢
献しています。

たまごたまご

高さが160cm、直径4～
5センチくらいにはなる
庄内ふきは、アクが少な
くシャキシャキとした歯
ごたえが特徴です。

庄内ふき庄内ふき

極
上
な
旨
み
と
柔
ら
か
な

肉
質
に
う
�
と
り
舌
鼓

そ
の
日
の
手
作
り
で

販
売
し
て
い
ま
す
！

飯
塚
が

﹁
発
祥
地
﹂

な
ん
で
す
！

市内の農産物を活用し、市内企業
と連携して開発した商品です。
ぜひ、ご賞味ください。

 “ひだまり農家の”シリーズ
リゾット・ドライベジ(乾燥野菜)

Bon Declic
（日本酒）

飯塚市農産加工品
ブランド化推進事業商品
飯塚市農産加工品
ブランド化推進事業商品

内野宿の脇本陣の一つでもある長崎屋ではシーボル
トも食べたといわれる白おこわをはじめ、地元で採
れる旬の食材を使った料理が楽しめます。

郷土料理郷土料理

『糸織麺』
（米粉ラーメン）

飯塚市の
おいしいもの
飯塚市の
おいしいもの

風土が育む
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捕鯨基地があった北九
州地 域に近い筑豊に
は、クジラ食の文化が根
強く残っており、クジラ
刺しや塩クジラなどのク
ジラ料理が今でも食べ
られています。

クジラクジラ

筑豊の名物で炭鉱の食文化の象徴ともいえるホル
モン（「とんちゃん」とも呼ばれる）料理は、博多もつ
鍋のルーツともいわれています。

ホルモンホルモン

飯塚伝説ホルモン飯塚伝説ホルモン
ホルモン料理の「伝説」
的な味を継承しつつ、個
性的で新しいメニューを
展開しています。

飼養管理と良質肉質生産にかける情熱が育てあげ
た筑穂牛。黒毛和牛は健康で安全で、食べた瞬間に
わかるほど甘くてやわらかい牛肉です。

筑穂牛筑穂牛

飯塚は盆地で寒暖の差が大き
い気候と水に恵まれています。
そのために良質の米ができ、
酒造りに適した地と言われて
います。

酒酒

「炭鉱のまち・筑豊嘉
飯」のイメージを基に
「KURO～黒～」をテ
ーマとして嘉飯地域の
人気洋和菓子店が創作
した、高級感あふれる
大人のスイーツ。

クロセレクションクロセレクション

北海道十勝の中でも最中のあ
んに最も適していると言われ
る音更・芽室町産の小豆を使
用、種皮は佐賀県産の餅米を
使用し少し香ばしく焼き上げ
ています。

ふたせ最中ふたせ最中

和菓子の心と南蛮菓子の製法が融合し
た銘菓。選りすぐりの原料を焼き上げた
生地で、白いんげん豆の白あんを包み込
んだ、上品でまろやかな味わいです。

千鳥饅頭千鳥饅頭

大正元年、二代目店主石坂茂氏が
「もっと愛される饅頭を」という想い
から生まれたお菓子です。最近では
福岡・九州限定の商品もお目見え。

名菓ひよ子名菓ひよ子

野々実会

ロセレクションロセレクションロセレクションクククロセレクションロセレクションロセレクションクククロセレクションロセレクションロセレクション

香ばしく焼いたスポンジは、
南蛮船をイメージした姿。中の
甘ずっぱいジャムが味のアク
セントに。

なんばん往来なんばん往来

石炭で栄えた筑豊では養鶏が
盛んに行われていました。今で
も美味しい卵がたくさん作ら
れ、筑豊の名菓や食文化に貢
献しています。

たまごたまご

高さが160cm、直径4～
5センチくらいにはなる
庄内ふきは、アクが少な
くシャキシャキとした歯
ごたえが特徴です。

庄内ふき庄内ふき

極
上
な
旨
み
と
柔
ら
か
な

肉
質
に
う
�
と
り
舌
鼓

そ
の
日
の
手
作
り
で

販
売
し
て
い
ま
す
！

飯
塚
が

﹁
発
祥
地
﹂

な
ん
で
す
！

市内の農産物を活用し、市内企業
と連携して開発した商品です。
ぜひ、ご賞味ください。

 “ひだまり農家の”シリーズ
リゾット・ドライベジ(乾燥野菜)

Bon Declic
（日本酒）

飯塚市農産加工品
ブランド化推進事業商品
飯塚市農産加工品
ブランド化推進事業商品

内野宿の脇本陣の一つでもある長崎屋ではシーボル
トも食べたといわれる白おこわをはじめ、地元で採
れる旬の食材を使った料理が楽しめます。

郷土料理郷土料理

『糸織麺』
（米粉ラーメン）

飯塚市の
おいしいもの
飯塚市の
おいしいもの

風土が育む
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頴田・飯塚線

庄内・飯塚線

筑穂・飯塚線

高田・鎮西線

宮若・飯塚線

頴田・鯰田地区

飯塚東地区

幸袋地区

二瀬地区

庄内地区

鎮西地区

筑穂地区

穂波地区

立岩地区
飯塚・片島地区

菰田地区

飯塚市では、民間の公共交通機関である鉄道・路線バス・タクシーを補完する形で、コミュニティバス・予約
乗合タクシー（路線ワゴン）を運行しています。目的に合わせて、ぜひご利用ください。

予約乗合タクシー（路線ワゴン）

予約乗合タクシーは事前に予約を受け付け、決まった運行範囲の中で、
他の利用者と乗り合って運行します。身近なお買い物や通院にご利用ください。

飯塚市全図

コミュニティバス

200円（小学生以下無料・障がい者及び
その介護者1名まで100円）

平日（土日祝日、8月13日～8月15日、
12月29日～1月3日は運休）

※定期券あり

宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と
異なっています。

★運行内容が変更になる場合がありま
す。詳しくは各年度版の利用ガイドを
ご確認ください。
　（利用ガイドは、市役所本庁、各支所、
各交流センター、病院や商業施設に備
えつけています。なお、飯塚市公式
ホームページにも掲載しています。）

宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と

※予約乗合タクシーの運行区域は地区ごとに分かれています。

頴田・飯塚線
庄内・飯塚線
筑穂・飯塚線
高田・鎮西線
宮若・飯塚線

コミュニティバス

ご
利
用
の
流
れ

運 賃

運 行 日

距離制運賃
（16歳未満・障がい者半額（１０円未満
切り上げ））
年中無休（12月29日～1月3日は
土・日・祝日ダイヤ）

運 賃

運 行 日

頴田・飯塚線、庄内・飯塚線、
筑穂・飯塚線、高田・鎮西線

宮若・飯塚線

300円（小学生以下無料（大人の同伴要）・
障がい者及びその介護者1名まで２00円）

平日（土日祝日、8月13日～8月15日、
12月29日～1月3日は運休）

運 賃

100円券13枚綴り1,000円
（コミュニティバス（宮若・飯塚線を除く）・
予約乗合タクシー・路線ワゴン共通）

回 数 券

100円券13枚綴り1,000円（コミュニティバス（宮若・飯塚線を除く）・
予約乗合タクシー・路線ワゴン共通）

100円券13枚綴り1,000円
（コミュニティバス（宮若・飯塚線を除く）・
予約乗合タクシー・路線ワゴン共通）

回 数 券

運 行 日

８時～17時（地区ごとにお昼休憩や
路線ワゴンの運行により、予約できない
時間帯があります。）

運行時間

飯塚東地区、頴田・鯰田地区、幸袋地区、
庄内地区、筑穂地区、鎮西地区、二瀬地区、
穂波地区の各地区内（左図参照）及び
各地区で指定された施設
※立岩地区、飯塚・片島地区、菰田地区は
　運行していません。

運行範囲

予約乗合タクシーの車両を利用し、定時定路線の運行を行っています。

200円（小学生以下無料・障がい者及びその介護者1名まで100円）

平日（土日祝日、8月13日～8月15日、12月29日～1月3日は運休）

公共交通を利用しましょう

マイカーの普及や少子化などにより、鉄道・バス・タクシーと
いった公共交通機関の利用者は減少傾向にあり、公共交通事
業を取り巻く状況はさらに厳しくなっています。
通勤や通学、買物や通院など、私たちの生活に欠かせない公
共交通を守り、活かすために、ぜひご利用をお願いいたします。

運 賃

運 行 日

飯塚東地区[東ヶ丘団地・柏の森ヒルズ～上の谷]、
幸袋地区[吉北団地～鯰田駅]、鎮西地区[蓮台寺～潤野下区]
（令和2年9月末に廃止となった西鉄バスの運行区間において実施）

運行地区[区間]

回 数 券

予約乗合タクシー

路線ワゴン

③乗車
予約時刻に予約
した場所で乗車
いただき、目的地
へお送りします。
バスや鉄道への
乗り継ぎにもご
利用ください。

①利用者登録
登録票（利用ガイド最終頁）にご記入
いただき、ご提出ください。
登録は初回１回のみです。
登録料は無料です。

市役所本庁・各支所・各交流センター
※登録は４～５日程度で完了します。

提出先

②事前に予約
予約センターに、ご利用希望日の１週
間前からご利用希望日の当日の乗車
時間１時間前までにお電話ください。

平日の７時半～16時半（８月13日～８
月15日、12月29日～１月３日は除く）

☎0948-21-6600
予約受付日時

問 地域公共交通対策課
☎ 22-5500 FAX 22-5526コミュニティ交通について

28



頴田・飯塚線

庄内・飯塚線

筑穂・飯塚線

高田・鎮西線

宮若・飯塚線

頴田・鯰田地区

飯塚東地区

幸袋地区

二瀬地区

庄内地区

鎮西地区

筑穂地区

穂波地区

立岩地区
飯塚・片島地区

菰田地区

飯塚市では、民間の公共交通機関である鉄道・路線バス・タクシーを補完する形で、コミュニティバス・予約
乗合タクシー（路線ワゴン）を運行しています。目的に合わせて、ぜひご利用ください。

予約乗合タクシー（路線ワゴン）

予約乗合タクシーは事前に予約を受け付け、決まった運行範囲の中で、
他の利用者と乗り合って運行します。身近なお買い物や通院にご利用ください。

飯塚市全図

コミュニティバス

200円（小学生以下無料・障がい者及び
その介護者1名まで100円）

平日（土日祝日、8月13日～8月15日、
12月29日～1月3日は運休）

※定期券あり

宮若市との共同運行のため、運賃等が左記の路線と
異なっています。

★運行内容が変更になる場合がありま
す。詳しくは各年度版の利用ガイドを
ご確認ください。
　（利用ガイドは、市役所本庁、各支所、
各交流センター、病院や商業施設に備
えつけています。なお、飯塚市公式
ホームページにも掲載しています。）

※予約乗合タクシーの運行区域は地区ごとに分かれています。

頴田・飯塚線
庄内・飯塚線
筑穂・飯塚線
高田・鎮西線
宮若・飯塚線

コミュニティバス

ご
利
用
の
流
れ

運 賃

運 行 日

距離制運賃
（16歳未満・障がい者半額（１０円未満
切り上げ））
年中無休（12月29日～1月3日は
土・日・祝日ダイヤ）

運 賃

運 行 日

頴田・飯塚線、庄内・飯塚線、
筑穂・飯塚線、高田・鎮西線

宮若・飯塚線

300円（小学生以下無料（大人の同伴要）・
障がい者及びその介護者1名まで２00円）

平日（土日祝日、8月13日～8月15日、
12月29日～1月3日は運休）

運 賃

100円券13枚綴り1,000円
（コミュニティバス（宮若・飯塚線を除く）・
予約乗合タクシー・路線ワゴン共通）

回 数 券

100円券13枚綴り1,000円（コミュニティバス（宮若・飯塚線を除く）・
予約乗合タクシー・路線ワゴン共通）

100円券13枚綴り1,000円
（コミュニティバス（宮若・飯塚線を除く）・
予約乗合タクシー・路線ワゴン共通）

回 数 券

運 行 日

８時～17時（地区ごとにお昼休憩や
路線ワゴンの運行により、予約できない
時間帯があります。）

運行時間

飯塚東地区、頴田・鯰田地区、幸袋地区、
庄内地区、筑穂地区、鎮西地区、二瀬地区、
穂波地区の各地区内（左図参照）及び
各地区で指定された施設
※立岩地区、飯塚・片島地区、菰田地区は
　運行していません。

運行範囲

予約乗合タクシーの車両を利用し、定時定路線の運行を行っています。

200円（小学生以下無料・障がい者及びその介護者1名まで100円）

平日（土日祝日、8月13日～8月15日、12月29日～1月3日は運休）

公共交通を利用しましょう

マイカーの普及や少子化などにより、鉄道・バス・タクシーと
いった公共交通機関の利用者は減少傾向にあり、公共交通事
業を取り巻く状況はさらに厳しくなっています。
通勤や通学、買物や通院など、私たちの生活に欠かせない公
共交通を守り、活かすために、ぜひご利用をお願いいたします。

運 賃

運 行 日

飯塚東地区[東ヶ丘団地・柏の森ヒルズ～上の谷]、
幸袋地区[吉北団地～鯰田駅]、鎮西地区[蓮台寺～潤野下区]
（令和2年9月末に廃止となった西鉄バスの運行区間において実施）

運行地区[区間]

回 数 券

予約乗合タクシー

路線ワゴン

③乗車
予約時刻に予約
した場所で乗車
いただき、目的地
へお送りします。
バスや鉄道への
乗り継ぎにもご
利用ください。

①利用者登録
登録票（利用ガイド最終頁）にご記入
いただき、ご提出ください。
登録は初回１回のみです。
登録料は無料です。

市役所本庁・各支所・各交流センター
※登録は４～５日程度で完了します。

提出先

②事前に予約
予約センターに、ご利用希望日の１週
間前からご利用希望日の当日の乗車
時間１時間前までにお電話ください。

平日の７時半～16時半（８月13日～８
月15日、12月29日～１月３日は除く）

☎0948-21-6600
予約受付日時

問 地域公共交通対策課
☎ 22-5500 FAX 22-5526コミュニティ交通について
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暮 ら し に 役 立 つ 行 政 情 報

ダイヤルガイド

安全・安心なまちづくり

十分な準備と心がまえを

32

33

34行政ガイド INDEX

〒820-8501 飯塚市新立岩5-5
☎0948-22-5500（代）

飯塚市役所

午前8時30分から午後5時15分

本庁舎正面入り口には、飯塚市出身の洋画
家、野見山暁治画伯（平成26年文化勲章受
章、平成28年飯塚市名誉市民）の原画を基に
制作されたステンドグラスが市民の方を迎
え入れます。1階には市民窓口のほとんどを
集約しています。2階にはカフェ、8階には食
堂を設置し、市役所に用件のない方でも自由
に利用できます。また、本庁舎のシンボルと
もいえる多目的ホールは、講演、研修、会議、
展示会等のイベントにも対応できるよう、
様々な機能を備えています。

開庁時間

土曜日・日曜日・祝日
及び年末年始（12月29日～1月3日）

休日

もしものときは 32

〒820-8605
飯塚市忠隈523
☎0948-22-0380（代）

飯塚市二瀬出張所
飯塚市川津675番地1
☎0948-22-1770

飯塚市幸袋出張所
飯塚市幸袋50番地
☎0948-22-0855

飯塚市鎮西出張所
飯塚市大日寺141番地
☎0948-22-0499

飯塚市鯰田出張所
飯塚市鯰田1358番地1
☎0948-22-0132

見やすく読みまちがえ
にくいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。

障がい者・障がい児福祉

児童福祉

母子・父子・寡婦福祉

生活保護

生活自立支援

医療施設

67

69

72

72

73

73

保健事業

国民健康保険

医療費助成

後期高齢者医療制度

介護保険

高齢者福祉

49

51

53

55

56

62

住民票・戸籍など

マイナンバーカード

印鑑登録

40

42

42

手続き 40

市税

国民健康保険税

国民年金

44

47

48

税金・年金 44

ごみ・し尿

ペット他

市営住宅

上水道・下水道・浄化槽など

消費生活

火葬・改葬

74

76

77

78

80

80

保健・福祉・医療 49

スポーツ・文化・生涯学習 87

飯塚・穂波

筑穂

庄内・頴田

98
100
101

商工業

農林業

農業委員会

92
93
94

選挙

議会

広報・広聴

95
95
96

公共施設等一覧 102

人権政策

市民相談

81

81

幼稚園・こども園(市立・私立) 

小・中学校

高等学校等・大学等在籍者への
学資金等の貸付け

83

84

86

暮らし 74

人権・相談 81

学校教育 83

選挙・議会・
広報・広聴 95

産業・経済 92

公共施設等一覧 102

スポーツ・文化・
生涯学習 87

飯塚市マップ 98

コスモス

スイセン

クスノキ

メタセコイア

キンモクセイ

シャクナゲ

市のシンボル

穂 波 支 所

〒820-0792 
飯塚市長尾1242-1
☎0948-72-1100（代）

筑 穂 支 所

〒820-0193
飯塚市綱分802-7
☎0948-82-1200（代）

庄 内 支 所

〒820-1193 
飯塚市鹿毛馬2333-4
☎09496-2-2211（代）(令和3年9月まで)
☎0948-92-2211（代）(令和3年10月から)

頴 田 支 所

出
張
所
の
ご
案
内

市の花 市の木 市の花木

片仮名の「イイヅカ」と、一九三二
年に全国で百十一番目に市制を施
行したことにちなんで、「111」を合
わせてデザイン化しています。

健幸都市いいづか

健幸とは・・「健康かつ生きがいを持ち、安
心安全で豊かな生活を営むこと」です。飯
塚市ではまちづくり施策の中核と捉え、平
成26年3月に「いいづか健幸都市基本計
画～すべての人が健康でいきいきと笑顔
で暮らせるまちをめざして～」を策定いた
しました。

市章
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暮 ら し に 役 立 つ 行 政 情 報

ダイヤルガイド

安全・安心なまちづくり

十分な準備と心がまえを

32

33

34行政ガイド INDEX

〒820-8501 飯塚市新立岩5-5
☎0948-22-5500（代）

飯塚市役所

午前8時30分から午後5時15分

本庁舎正面入り口には、飯塚市出身の洋画
家、野見山暁治画伯（平成26年文化勲章受
章、平成28年飯塚市名誉市民）の原画を基に
制作されたステンドグラスが市民の方を迎
え入れます。1階には市民窓口のほとんどを
集約しています。2階にはカフェ、8階には食
堂を設置し、市役所に用件のない方でも自由
に利用できます。また、本庁舎のシンボルと
もいえる多目的ホールは、講演、研修、会議、
展示会等のイベントにも対応できるよう、
様々な機能を備えています。

開庁時間

土曜日・日曜日・祝日
及び年末年始（12月29日～1月3日）

休日

もしものときは 32

〒820-8605
飯塚市忠隈523
☎0948-22-0380（代）

飯塚市二瀬出張所
飯塚市川津675番地1
☎0948-22-1770

飯塚市幸袋出張所
飯塚市幸袋50番地
☎0948-22-0855

飯塚市鎮西出張所
飯塚市大日寺141番地
☎0948-22-0499

飯塚市鯰田出張所
飯塚市鯰田1358番地1
☎0948-22-0132

見やすく読みまちがえ
にくいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。

障がい者・障がい児福祉

児童福祉

母子・父子・寡婦福祉

生活保護

生活自立支援

医療施設

67

69

72

72

73

73

保健事業

国民健康保険

医療費助成

後期高齢者医療制度

介護保険

高齢者福祉

49

51

53

55

56

62

住民票・戸籍など

マイナンバーカード

印鑑登録

40

42

42

手続き 40

市税

国民健康保険税

国民年金

44

47

48

税金・年金 44

ごみ・し尿

ペット他

市営住宅

上水道・下水道・浄化槽など

消費生活

火葬・改葬

74

76

77

78

80

80

保健・福祉・医療 49

スポーツ・文化・生涯学習 87

飯塚・穂波

筑穂

庄内・頴田

98
100
101

商工業

農林業

農業委員会

92
93
94

選挙

議会

広報・広聴

95
95
96

公共施設等一覧 102

人権政策

市民相談

81

81

幼稚園・こども園(市立・私立) 

小・中学校

高等学校等・大学等在籍者への
学資金等の貸付け

83

84

86

暮らし 74

人権・相談 81

学校教育 83

選挙・議会・
広報・広聴 95

産業・経済 92

公共施設等一覧 102

スポーツ・文化・
生涯学習 87

飯塚市マップ 98

コスモス

スイセン

クスノキ

メタセコイア

キンモクセイ

シャクナゲ

市のシンボル

穂 波 支 所

〒820-0792 
飯塚市長尾1242-1
☎0948-72-1100（代）

筑 穂 支 所

〒820-0193
飯塚市綱分802-7
☎0948-82-1200（代）

庄 内 支 所

〒820-1193 
飯塚市鹿毛馬2333-4
☎09496-2-2211（代）(令和3年9月まで)
☎0948-92-2211（代）(令和3年10月から)

頴 田 支 所

出
張
所
の
ご
案
内

市の花 市の木 市の花木

片仮名の「イイヅカ」と、一九三二
年に全国で百十一番目に市制を施
行したことにちなんで、「111」を合
わせてデザイン化しています。

健幸都市いいづか

健幸とは・・「健康かつ生きがいを持ち、安
心安全で豊かな生活を営むこと」です。飯
塚市ではまちづくり施策の中核と捉え、平
成26年3月に「いいづか健幸都市基本計
画～すべての人が健康でいきいきと笑顔
で暮らせるまちをめざして～」を策定いた
しました。

市章
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所 在 地

診療日及び診療時間

診療科目

受付時間

「#8000」とは、休日の子どもの急な病気（発熱、下痢、嘔吐、け
いれん等）、ケガに関する相談に対し、経験豊富な看護師または
必要に応じて小児科医がアドバイスをする電話相談です。

飯塚急患センターは、地域住民の毎日の夜間における救急医療
確保のため平成27年8月に西鉄飯塚バスターミナル上階に移転
開設いたしました。

● 土曜、日曜・および祝日、盆期間（8月13日～8月15日）
　 … 午後6時～午後10時
● 年末年始（12月31日～1月3日）
　 …午後2時～午後5時半、午後6時～午後10時
● 平日… 午後7時～午後9時

● 平　日… 午後7時から翌朝7時まで
● 土曜日… 午後12時から翌朝7時まで
● 日祝日… 午前7時から翌朝7時まで

飯塚市吉原町1-1

夜間に病気になったら… ☎24-3399（直通）

子どもの急な病気に困ったら… ☎#8000

災害のときは… ☎171

119番するときは、「落ち着いて」、「ゆっくり」、「はっきり」とお願
いします。

火災・救急のときは… ☎119

内科・小児科

171をダイヤルすると録音や再生（暗証番号有りと無し）の方法、ダイヤル式電話機とプッシュ式電話機毎の伝言の残
し方等の音声ガイダンスが流れます。
音声ガイダンスに沿って操作してください。

●録音

再生▶

●録音

再生▶

●録音

再生▶

市民の誰もが安心して暮らせるまちづくりのため、
市民・事業者・行政が一体となり、防犯意識を高めながら、
安全・安心なまちづくりを推進しています。

● 飯塚地区安全・安心まちづくり推進協議会
飯塚市は、安全で安心して暮らすことのできるまちづくりを推進す
るため、桂川町、飯塚警察署と協力して、飯塚地区安全・安心まち
づくり推進協議会を立ち上げています。
推進協議会では、地域の安全・安心ま
ちづくり活動をさらに推進するため、自
主防犯組織にとどまらず、防災、防火組
織の加盟についても皆さんのご協力を
お願いしています。

● 暴力追放・生活安全推進住民会議
暴力追放及び生活安全に対する市民の理解を深めるとともに、各
種団体の協力のもとに市民運動を展開しています。

● 子ども110番の家
子どもを対象とした犯罪を未然に防ぐとともに、家庭、地域、学校
及び行政が一体となって、子どもの生命と安全を守る環境づくりを
するため、通学路線の事業所、商店及び各家庭の協力を得て、「子
ども110番の家」を設置しています。
※上記「子ども110番の家」の確認は、教育総務課でお願いします。

● 子ども110番の車
子どもを狙った犯罪の抑止、被害の未然防止を目的とし、「子ども
110番の車」ステッカーを、取り組みの趣旨に賛同する企業・団体な
どの車、バイクに設置しています。

● 警察への通報
柏の森159-26所 在 地

飯塚警察署 ☎0948-21-0110問い合わせ

● 飯塚市安全・安心の日
飯塚市では、毎月第2、第4金曜日を飯塚市安全・安心の日と定め、
防犯や防災、防火のパトロールを実施し、安全で安心して暮らすこ
との出来るまちづくりを推進しています。
自助、共助、公助の精神で、地域の安全は地域で守るという皆さん
のご協力をお願いします。

日頃から確認日頃から確認
しておきましょう！

日頃から防犯を
心がけましょう！

● 自主防犯組織に対する補助制度について
自治会やボランティア団体などが、自主防犯組織を結成するにあ
たり、福岡県及び飯塚市では、その支援策として活動に必要な資
機材の購入補助を行っています。
ただし、補助制度の活用について
は、飯塚地区安全・安心まちづくり
協議会への登録が必要になります。

● 飯塚市民事暴力相談センターについて
暴力団に関する相談や不当な要求に対する相談について、お気軽
にご相談ください。秘密は厳守されます。

新立岩5-5
（本庁3階防災安全課内）

所 在 地

飯塚市民事暴力相談センター 
☎0948-22-3883

問い合わせ

119番のかけ方

消防署 通報者

119番消防署です。
火事ですか。救急ですか。 「火事です」、「救急です」

家が燃えています。

◯◯市◯◯◯の1234番地5です。

◯◯市◯◯◯の国道◯◯線上です。

◯◯マンションの東側です。
◯◯公園の北側です。

2階建ての1階から炎が出ています。
おじいちゃんが倒れて意識がありません。

飯塚太郎、◯◯-△△△△番です。

はい、わかりました。

何が燃えていますか。

住所はどこですか。

場所はどこですか。

近くに大きな目標がありますか。

どのような状況ですか。

あなたの名前と電話番号を
教えてください。

わかりました。今、そちらに向
かっていますので、消防車（救急
車）が近くまで行きましたら誘
導にでてください。

in case of emergency in case of emergency
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所 在 地

診療日及び診療時間

診療科目

受付時間

「#8000」とは、休日の子どもの急な病気（発熱、下痢、嘔吐、け
いれん等）、ケガに関する相談に対し、経験豊富な看護師または
必要に応じて小児科医がアドバイスをする電話相談です。

飯塚急患センターは、地域住民の毎日の夜間における救急医療
確保のため平成27年8月に西鉄飯塚バスターミナル上階に移転
開設いたしました。

● 土曜、日曜・および祝日、盆期間（8月13日～8月15日）
　 … 午後6時～午後10時
● 年末年始（12月31日～1月3日）
　 …午後2時～午後5時半、午後6時～午後10時
● 平日… 午後7時～午後9時

● 平　日… 午後7時から翌朝7時まで
● 土曜日… 午後12時から翌朝7時まで
● 日祝日… 午前7時から翌朝7時まで

飯塚市吉原町1-1

夜間に病気になったら… ☎24-3399（直通）

子どもの急な病気に困ったら… ☎#8000

災害のときは… ☎171

119番するときは、「落ち着いて」、「ゆっくり」、「はっきり」とお願
いします。

火災・救急のときは… ☎119

内科・小児科

171をダイヤルすると録音や再生（暗証番号有りと無し）の方法、ダイヤル式電話機とプッシュ式電話機毎の伝言の残
し方等の音声ガイダンスが流れます。
音声ガイダンスに沿って操作してください。

●録音

再生▶

●録音

再生▶

●録音

再生▶

市民の誰もが安心して暮らせるまちづくりのため、
市民・事業者・行政が一体となり、防犯意識を高めながら、
安全・安心なまちづくりを推進しています。

● 飯塚地区安全・安心まちづくり推進協議会
飯塚市は、安全で安心して暮らすことのできるまちづくりを推進す
るため、桂川町、飯塚警察署と協力して、飯塚地区安全・安心まち
づくり推進協議会を立ち上げています。
推進協議会では、地域の安全・安心ま
ちづくり活動をさらに推進するため、自
主防犯組織にとどまらず、防災、防火組
織の加盟についても皆さんのご協力を
お願いしています。

● 暴力追放・生活安全推進住民会議
暴力追放及び生活安全に対する市民の理解を深めるとともに、各
種団体の協力のもとに市民運動を展開しています。

● 子ども110番の家
子どもを対象とした犯罪を未然に防ぐとともに、家庭、地域、学校
及び行政が一体となって、子どもの生命と安全を守る環境づくりを
するため、通学路線の事業所、商店及び各家庭の協力を得て、「子
ども110番の家」を設置しています。
※上記「子ども110番の家」の確認は、教育総務課でお願いします。

● 子ども110番の車
子どもを狙った犯罪の抑止、被害の未然防止を目的とし、「子ども
110番の車」ステッカーを、取り組みの趣旨に賛同する企業・団体な
どの車、バイクに設置しています。

● 警察への通報
柏の森159-26所 在 地

飯塚警察署 ☎0948-21-0110問い合わせ

● 飯塚市安全・安心の日
飯塚市では、毎月第2、第4金曜日を飯塚市安全・安心の日と定め、
防犯や防災、防火のパトロールを実施し、安全で安心して暮らすこ
との出来るまちづくりを推進しています。
自助、共助、公助の精神で、地域の安全は地域で守るという皆さん
のご協力をお願いします。

日頃から確認
しておきましょう！

日頃から防犯を日頃から防犯を
心がけましょう！

● 自主防犯組織に対する補助制度について
自治会やボランティア団体などが、自主防犯組織を結成するにあ
たり、福岡県及び飯塚市では、その支援策として活動に必要な資
機材の購入補助を行っています。
ただし、補助制度の活用について
は、飯塚地区安全・安心まちづくり
協議会への登録が必要になります。

● 飯塚市民事暴力相談センターについて
暴力団に関する相談や不当な要求に対する相談について、お気軽
にご相談ください。秘密は厳守されます。

新立岩5-5
（本庁3階防災安全課内）

所 在 地

飯塚市民事暴力相談センター 
☎0948-22-3883

問い合わせ

119番のかけ方

消防署 通報者

119番消防署です。
火事ですか。救急ですか。 「火事です」、「救急です」

家が燃えています。

◯◯市◯◯◯の1234番地5です。

◯◯市◯◯◯の国道◯◯線上です。

◯◯マンションの東側です。
◯◯公園の北側です。

2階建ての1階から炎が出ています。
おじいちゃんが倒れて意識がありません。

飯塚太郎、◯◯-△△△△番です。

はい、わかりました。

何が燃えていますか。

住所はどこですか。

場所はどこですか。

近くに大きな目標がありますか。

どのような状況ですか。

あなたの名前と電話番号を
教えてください。

わかりました。今、そちらに向
かっていますので、消防車（救急
車）が近くまで行きましたら誘
導にでてください。

in case of emergency in case of emergency
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in case of emergency

この計画の作成にあたっては、飯塚市における地勢、地盤、地質特性、気象等の自然的条
件に加え、人口、土地利用の現状等の社会的条件及び過去に発生した各種災害を勘案し、
飯塚市において発生するおそれのある災害を想定し、これを基礎としています。この計画
の作成基礎として想定する主な災害は、つぎの通りです。 九州集中豪雨被害（2003年7月）

風水害
● 豪雨に伴う河川・水路の氾濫、浸水及び破堤等による災害
● 台風に伴う大雨による河川・水路の氾濫、浸水及び破堤等

による災害
● 台風に伴う強風による家屋の倒壊等による災害

危険物等災害
● 消防法で規定する「危険物」による災害
● 毒物及び劇物取締法で規定する「毒物」、「劇物」による災害
● 火薬類取締法で規定する「火薬類」による災害

鉱山災害
● 地表の変動（沈下、傾斜など）、地下水の変化
● ボタ山の崩壊、地すべり、流出、自然発火、有毒ガスや酸性

不良水の発生

地震災害
● 地震による建物、ライフライン、交通施設等の損壊

大規模事故
● 大規模な交通事故（道路事故、鉄道事故）
● 航空機事故　● 大規模な火災　● 土木工事による事故

林野災害
● 火災による広範囲にわたる林野の焼失等

注意報は災害のおそれが予測される場合発表され、警報は重大
な災害が起こると予測された場合に発表されます。
また、台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨
が予想される場合に大雨特別警報が発表されます。
水害発生との相関が雨量よりも高い表面雨量指数を導入し、流
域雨量指数について細かな分析を行っています。
市町村のどこで注意報・警報に達するかを視覚的に確認できる
よう、気象庁のホームページの危険度分布（キキクル）で情報が
提供されています。

福岡管区気象台

１時間に降る雨量とおよその目安

雨の音がよく聞こえます。

雨の音で話し声がよく聞こえず、一面に
水たまりができます。

バケツをひっくりかえしたような雨です。

傘をさしていてもぬれてしまいます。
車のワイパーは速くしても見えません。

5～10ミリ

10～20ミリ

20～30ミリ

30ミリ以上
情報を確認し

早めの避難を心がけましょう!

ひとたび大規模な災害が発生したときには、行政機関が行う活
動（公助）は交通網の寸断や同時多発火災などにより十分対応で
きない可能性があるため、個人の力で災害に備える（自助）とと
もに、地域での助け合い（共助）による地域の防災力が重要とな
ります。

突然起こりうる災害を予測するのは難しいも
のです。いざというときの家族の行動、避難所
や避難方法、連絡方法などを普段から家族でよ
く話し合っておきましょう。

常日頃からの自主防災組織活動や
『向こう三軒両隣』での近所のお付き合いが
災害時にも大いに力になります。

災害に強い地域づくりを目指して、

災害時の被害を軽減するため、

「自主防災組織」活動を通じて、

共助の強化、地域の防災力の強化に向けた

取組を始めてみませんか？

自主防災組織とは
『自分たちの地域は自分で守る』という自
覚、連帯感に基づき、自主的に結成する組
織であり、災害による被害を予防し、軽減
するための活動を行う組織のことです。

地域の防災力自 助 共 助× ＝
家族で話し合っておきたい項目

自分が住んでいる場所の災害危険度（リスク）を
把握（理解）する
安全な避難経路、避難場所、避難所はどこにあ
るのか
家族間の連絡方法と最終的に出会う場所はどこ
にするのか
家の中の安全対策
避難するとき、誰が何を持ち出すのか、非常時
持ち出し袋はどこに置くのか

乳幼児や高齢者の面倒は誰がみるのか
昼の場合と夜の場合の役割分担は、はっきり決
まっているか
地域の防災活動に参加しているか
● 防災研修
● 防災まち歩きによる地域の自主防災マップ作製
● 避難訓練等
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in case of emergency

この計画の作成にあたっては、飯塚市における地勢、地盤、地質特性、気象等の自然的条
件に加え、人口、土地利用の現状等の社会的条件及び過去に発生した各種災害を勘案し、
飯塚市において発生するおそれのある災害を想定し、これを基礎としています。この計画
の作成基礎として想定する主な災害は、つぎの通りです。 九州集中豪雨被害（2003年7月）

風水害
● 豪雨に伴う河川・水路の氾濫、浸水及び破堤等による災害
● 台風に伴う大雨による河川・水路の氾濫、浸水及び破堤等

による災害
● 台風に伴う強風による家屋の倒壊等による災害

危険物等災害
● 消防法で規定する「危険物」による災害
● 毒物及び劇物取締法で規定する「毒物」、「劇物」による災害
● 火薬類取締法で規定する「火薬類」による災害

鉱山災害
● 地表の変動（沈下、傾斜など）、地下水の変化
● ボタ山の崩壊、地すべり、流出、自然発火、有毒ガスや酸性

不良水の発生

地震災害
● 地震による建物、ライフライン、交通施設等の損壊

大規模事故
● 大規模な交通事故（道路事故、鉄道事故）
● 航空機事故　● 大規模な火災　● 土木工事による事故

林野災害
● 火災による広範囲にわたる林野の焼失等

注意報は災害のおそれが予測される場合発表され、警報は重大
な災害が起こると予測された場合に発表されます。
また、台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨
が予想される場合に大雨特別警報が発表されます。
水害発生との相関が雨量よりも高い表面雨量指数を導入し、流
域雨量指数について細かな分析を行っています。
市町村のどこで注意報・警報に達するかを視覚的に確認できる
よう、気象庁のホームページの危険度分布（キキクル）で情報が
提供されています。

福岡管区気象台

１時間に降る雨量とおよその目安

雨の音がよく聞こえます。

雨の音で話し声がよく聞こえず、一面に
水たまりができます。

バケツをひっくりかえしたような雨です。

傘をさしていてもぬれてしまいます。
車のワイパーは速くしても見えません。

5～10ミリ

10～20ミリ

20～30ミリ

30ミリ以上
情報を確認し

早めの避難を心がけましょう!

情報を確認し

早めの避難を心がけましょう!

ひとたび大規模な災害が発生したときには、行政機関が行う活
動（公助）は交通網の寸断や同時多発火災などにより十分対応で
きない可能性があるため、個人の力で災害に備える（自助）とと
もに、地域での助け合い（共助）による地域の防災力が重要とな
ります。

突然起こりうる災害を予測するのは難しいも
のです。いざというときの家族の行動、避難所
や避難方法、連絡方法などを普段から家族でよ
く話し合っておきましょう。

常日頃からの自主防災組織活動や
『向こう三軒両隣』での近所のお付き合いが
災害時にも大いに力になります。

災害に強い地域づくりを目指して、

災害時の被害を軽減するため、

「自主防災組織」活動を通じて、

共助の強化、地域の防災力の強化に向けた

取組を始めてみませんか？

自主防災組織とは
『自分たちの地域は自分で守る』という自
覚、連帯感に基づき、自主的に結成する組
織であり、災害による被害を予防し、軽減
するための活動を行う組織のことです。

地域の防災力自 助 共 助× ＝
家族で話し合っておきたい項目

自分が住んでいる場所の災害危険度（リスク）を
把握（理解）する
安全な避難経路、避難場所、避難所はどこにあ
るのか
家族間の連絡方法と最終的に出会う場所はどこ
にするのか
家の中の安全対策
避難するとき、誰が何を持ち出すのか、非常時
持ち出し袋はどこに置くのか

乳幼児や高齢者の面倒は誰がみるのか
昼の場合と夜の場合の役割分担は、はっきり決
まっているか
地域の防災活動に参加しているか
● 防災研修
● 防災まち歩きによる地域の自主防災マップ作製
● 避難訓練等
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我が国では、体に感じる地震が年間およそ数千回発生していま
す。気象台は、全国の地震活動を24時間監視しており、日本およ
びその周辺で地震が発生すると、各地の地震計のデータを解析
し震源と地震の規模を決め、防災機関が速やかに必要な初動対
応をとることができるように、地震や津波に関する情報を発表し
ます。

大雨、台風や地震などによる災害が予想されるときや発生時には、24時間体制で市役所本庁に「災害対策本部」、支所に「現地災害対
策本部」を設置して被害を最小限にとどめるための情報収集、被害調査、災害復旧活動などを行います。

遠賀川上流域の災害における復旧活動拠点として、防災センター
（遠賀川飯塚地区防災ステーション）が設置されています。平常時
は、防災研修や防災体験学習を受けることができます。（要予約）

災害時の機能
● 警防部本部

● 消防団の待機所

● 水防倉庫

● 水防ヘリポート

● 災害対策車両基地

● 緊急用資材（土のう、割栗石、砕石など）の備蓄

1

2

3

4

5

6

非常持ち出し品 （避難する時に持ち出すもの）

災害時の避難には、下記のような品々が必要です。日ごろか
ら持ち出し品などのリストを作り、なるべく一カ所に揃えて
おきましょう。10～数時間

避難所生活では ● 協力して、救出・消火活動
● 生活必需品は備蓄でまかなう
● 災害・被害情報の収集
● 壊れた家には入らない
● 引き続き余震に注意

助け合いの心で

災害救助法が適用される自然災害で被害を受けた世帯主に対
し、生活再建のために援護資金貸付を行います。

● 災害援護資金貸付 ※所得制限があります。

災 害 弔 慰 金
主として生計を維持していた場合 500万円 （1人につき）
その他 250万円 （1人につき）

災害障がい見舞金
主として生計を維持していた場合 250万円 （1人につき）
その他 125万円 （1人につき）

自然災害や火災などにより被災した者（弔慰金は遺族）に対
し、見舞金・弔慰金を支給します。

● 飯塚市災害見舞金・弔慰金

災害救助法が適用される自然災害により死亡、または負傷など
をし、ある程度の障がいがある場合に、弔慰金または見舞金を
支給します。

● 災害弔慰金及び災害障がい見舞金

災害時は、防災行政無線等でサイレンや緊急放送を行います。
声をかけ合い、安全な場所に避難をしましょう。
また、日ごろから自分の身は自分で守るよう心がけましょう。

地震発生
● 落ち着いて、自分の身を守る
● ドアや窓を開けて、避難路

の確保

自身を守る

※震度５弱以上を推定※震度５弱以上を推定
緊急地震速報緊急地震速報速報

※震度３以上を観測※震度３以上を観測
地震情報地震情報2分

● 隣近所の安全確認
● ラジオ等で情報確認
● 電話はなるべく使わない
● 電気のブレーカーを切る
● 家屋倒壊の恐れがあれば避難

地域を守る5～10分

地震情報
※震源・震度に関する
情報

5分

● 家族の安全確認
● 火の元の確認、初期消火
● 靴を履く  ● 余震に注意
● 必需品を手元に用意

家族を守る

津波、山・崖崩れの危
険が予想される地域
はすぐ避難を！

1～3分

！

～98 101地図は ページ

食糧・飲料水（3日分） 非常持出袋

くすり応急医療品 現金

ラジオ 懐中電灯

ヘルメット 軍手 タオル等

早めの避難を心がけてください。

不要な外出は控え、危険な場所には近寄らないでください。

事前に非常持出品、避難場所を確認しておいてください。

日頃から地域での自主防災活動に取り組んでください。

逃げ遅れた場合は、できるだけ高いところへ避難してくださ
い。（垂直避難）

避難行動要支援者（高齢者、障がい者、子どもなど）の避難
に協力してください。

防災行政無線などからの情報（サイレンや緊急放送）を聞い
てください。！

天気予報・気象情報を確認してください。！

！

！

！

！

！

！

⇩⇩避難所についての詳細はこちらにお問い合わせ下さい。
☎0948-22-5500（代表）本庁防災安全課

休 館 日 毎週月・火曜日、第3日曜日及びその前日の土曜日、
祝日、お盆、年末年始

飯塚市防災センター ☎0948-21-6102
飯塚市芳雄町16-7

午前9時~午後5時

問い合わせ

開館時間

所 在 地

被災者生活再建支援法が適用される自然災害により、その生
活基盤に著しい被害を受けた方に対して被災者生活再建支
援金を支給し、生活の再建を支援します。

● 被災者生活再建支援金

全焼・全壊・流失   5万円 （1世帯あたり）
半焼・半壊・床上浸水   3万円 （1世帯あたり）
死亡者・行方不明者 10万円 （1人につき）

被害の種類・
程度

基礎支援金
（住宅の被害程度）

加算支援金
（住宅の再建方法） 計

300万円

200万円

150万円

250万円

150万円

100万円

100万円

50万円

25万円

200万円

100万円

50万円

200万円

100万円

50万円

100万円

50万円

25万円

－

建設・購入

補修

賃借（公営住宅除く）

建設・購入

補修

賃借（公益住宅除く）

建設・購入

補修

賃借（公営住宅除く）

50万円大規模半壊

中規模半壊

全壊・解体・
長期避難 100万円

被害の種類・程度 貸付限度額〔償還期間〕10年（据置期間3年）

①世帯主の1ヵ月以上の負傷
②家財の1/3以上の損害
③住居の半壊
④住居の全壊
⑤住居の全体が滅失若しく
　は流失

150万円 250万円 270万円
（350万円）

（注）被災した住居を建て直す際にその住居の
　　残存部分を取り壊さざるをえない場合等の
　　特別の事情がある場合は（　）内の額

350万円150万円
170万円（250万円）
250万円（350万円）
350万円

in case of emergency
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我が国では、体に感じる地震が年間およそ数千回発生していま
す。気象台は、全国の地震活動を24時間監視しており、日本およ
びその周辺で地震が発生すると、各地の地震計のデータを解析
し震源と地震の規模を決め、防災機関が速やかに必要な初動対
応をとることができるように、地震や津波に関する情報を発表し
ます。

大雨、台風や地震などによる災害が予想されるときや発生時には、24時間体制で市役所本庁に「災害対策本部」、支所に「現地災害対
策本部」を設置して被害を最小限にとどめるための情報収集、被害調査、災害復旧活動などを行います。

遠賀川上流域の災害における復旧活動拠点として、防災センター
（遠賀川飯塚地区防災ステーション）が設置されています。平常時
は、防災研修や防災体験学習を受けることができます。（要予約）

災害時の機能
● 警防部本部

● 消防団の待機所

● 水防倉庫

● 水防ヘリポート

● 災害対策車両基地

● 緊急用資材（土のう、割栗石、砕石など）の備蓄

1

2

3

4

5

6

非常持ち出し品 （避難する時に持ち出すもの）

災害時の避難には、下記のような品々が必要です。日ごろか
ら持ち出し品などのリストを作り、なるべく一カ所に揃えて
おきましょう。10～数時間

避難所生活では ● 協力して、救出・消火活動
● 生活必需品は備蓄でまかなう
● 災害・被害情報の収集
● 壊れた家には入らない
● 引き続き余震に注意

助け合いの心で

災害救助法が適用される自然災害で被害を受けた世帯主に対
し、生活再建のために援護資金貸付を行います。

● 災害援護資金貸付 ※所得制限があります。

災 害 弔 慰 金
主として生計を維持していた場合 500万円 （1人につき）
その他 250万円 （1人につき）

災害障がい見舞金
主として生計を維持していた場合 250万円 （1人につき）
その他 125万円 （1人につき）

自然災害や火災などにより被災した者（弔慰金は遺族）に対
し、見舞金・弔慰金を支給します。

● 飯塚市災害見舞金・弔慰金

災害救助法が適用される自然災害により死亡、または負傷など
をし、ある程度の障がいがある場合に、弔慰金または見舞金を
支給します。

● 災害弔慰金及び災害障がい見舞金

災害時は、防災行政無線等でサイレンや緊急放送を行います。
声をかけ合い、安全な場所に避難をしましょう。
また、日ごろから自分の身は自分で守るよう心がけましょう。

地震発生
● 落ち着いて、自分の身を守る
● ドアや窓を開けて、避難路

の確保

自身を守る

※震度５弱以上を推定※震度５弱以上を推定
緊急地震速報緊急地震速報速報

※震度３以上を観測※震度３以上を観測
地震情報地震情報2分

● 隣近所の安全確認
● ラジオ等で情報確認
● 電話はなるべく使わない
● 電気のブレーカーを切る
● 家屋倒壊の恐れがあれば避難

地域を守る5～10分

地震情報
※震源・震度に関する
情報

5分

● 家族の安全確認
● 火の元の確認、初期消火
● 靴を履く  ● 余震に注意
● 必需品を手元に用意

家族を守る

津波、山・崖崩れの危
険が予想される地域
はすぐ避難を！

1～3分

！

～98 101地図は ページ

食糧・飲料水（3日分） 非常持出袋

くすり応急医療品 現金

ラジオ 懐中電灯

ヘルメット 軍手 タオル等

早めの避難を心がけてください。

不要な外出は控え、危険な場所には近寄らないでください。

事前に非常持出品、避難場所を確認しておいてください。

日頃から地域での自主防災活動に取り組んでください。

逃げ遅れた場合は、できるだけ高いところへ避難してくださ
い。（垂直避難）

避難行動要支援者（高齢者、障がい者、子どもなど）の避難
に協力してください。

防災行政無線などからの情報（サイレンや緊急放送）を聞い
てください。！

天気予報・気象情報を確認してください。！

！

！

！

！

！

！

⇩⇩避難所についての詳細はこちらにお問い合わせ下さい。
☎0948-22-5500（代表）本庁防災安全課

休 館 日 毎週月・火曜日、第3日曜日及びその前日の土曜日、
祝日、お盆、年末年始

飯塚市防災センター ☎0948-21-6102
飯塚市芳雄町16-7

午前9時~午後5時

問い合わせ

開館時間

所 在 地

被災者生活再建支援法が適用される自然災害により、その生
活基盤に著しい被害を受けた方に対して被災者生活再建支
援金を支給し、生活の再建を支援します。

● 被災者生活再建支援金

全焼・全壊・流失   5万円 （1世帯あたり）
半焼・半壊・床上浸水   3万円 （1世帯あたり）
死亡者・行方不明者 10万円 （1人につき）

被害の種類・
程度

基礎支援金
（住宅の被害程度）

加算支援金
（住宅の再建方法） 計

300万円

200万円

150万円

250万円

150万円

100万円

100万円

50万円

25万円

200万円

100万円

50万円

200万円

100万円

50万円

100万円

50万円

25万円

－

建設・購入

補修

賃借（公営住宅除く）

建設・購入

補修

賃借（公益住宅除く）

建設・購入

補修

賃借（公営住宅除く）

50万円大規模半壊

中規模半壊

全壊・解体・
長期避難 100万円

被害の種類・程度 貸付限度額〔償還期間〕10年（据置期間3年）

①世帯主の1ヵ月以上の負傷
②家財の1/3以上の損害
③住居の半壊
④住居の全壊
⑤住居の全体が滅失若しく
　は流失

150万円 250万円 270万円
（350万円）

（注）被災した住居を建て直す際にその住居の
　　残存部分を取り壊さざるをえない場合等の
　　特別の事情がある場合は（　）内の額

350万円150万円
170万円（250万円）
250万円（350万円）
350万円

in case of emergency

37



このページは有料広告ページです。

病院 内科

内科

心療内科・精神科

内科

内科

小児科

病院 産科・婦人科

整形外科

内科 整形外科

内科内科 眼科

歯科

歯科

歯科

歯科

歯科

いざというとき頼りになる！ あなたのそばの医療機関 I i z u k a  M e d i c a l  a d v e r t i s i n g

気持ちよく眠りにつくために

寝酒は睡眠薬代わりにはなりません。少
量なら麻酔作用で眠りやすくはなります
が、短時間で作用が切れ、目が覚めてし
まうことも。慣れると量が増えて精神的・
身体的問題が起こりやすくなります。ま
た、飲みすぎると翌朝に疲れが残るもと
になります。

寝酒は不眠の元

生活習慣病チェック

「生活習慣病」とは、生活習慣が発症
や進行に大きく関係する慢性の病気。
遺伝的になりやすい人もいますが、生
活習慣を見直すことでかなり予防す
ることができるのです。

毎日朝食を食べている1.

1日平均7～8時間は
眠っている

2.

栄養バランスを考えて
食事をしている

3.

たばこは吸わない4.

定期的に運動・
スポーツをしている

5.

毎日そんなに多量の酒は
飲んでいない（日本酒1合
以下かビール大瓶1本以下）

6.

労働は1日9時間以内に
とどめている

7.

自覚的なストレスは
そんなに多くない

8.

守っている健康習慣の数が
健康習慣指数

7～8：良好　5～6：中庸
0～4：不良

気持ちよく眠りにつくために

寝つけない日が続く、睡眠感がない、朝
起きられない、十分眠っても日中の眠気
が強い、などの症状があるときは、早め
に医師に相談してください。うつ病など
の心の病気や、激しいいびき、睡眠時無
呼吸症候群などの可能性もあります。

どうしても眠れないときには
医師に相談を
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このページは有料広告ページです。

病院 内科

内科

心療内科・精神科

内科

内科

小児科

病院 産科・婦人科

整形外科

内科 整形外科

内科内科 眼科

歯科

歯科

歯科

歯科

歯科

いざというとき頼りになる！ あなたのそばの医療機関 I i z u k a  M e d i c a l  a d v e r t i s i n g

気持ちよく眠りにつくために

寝酒は睡眠薬代わりにはなりません。少
量なら麻酔作用で眠りやすくはなります
が、短時間で作用が切れ、目が覚めてし
まうことも。慣れると量が増えて精神的・
身体的問題が起こりやすくなります。ま
た、飲みすぎると翌朝に疲れが残るもと
になります。

寝酒は不眠の元

生活習慣病チェック

「生活習慣病」とは、生活習慣が発症
や進行に大きく関係する慢性の病気。
遺伝的になりやすい人もいますが、生
活習慣を見直すことでかなり予防す
ることができるのです。

毎日朝食を食べている1.

1日平均7～8時間は
眠っている

2.

栄養バランスを考えて
食事をしている

3.

たばこは吸わない4.

定期的に運動・
スポーツをしている

5.

毎日そんなに多量の酒は
飲んでいない（日本酒1合
以下かビール大瓶1本以下）

6.

労働は1日9時間以内に
とどめている

7.

自覚的なストレスは
そんなに多くない

8.

守っている健康習慣の数が
健康習慣指数

7～8：良好　5～6：中庸
0～4：不良

気持ちよく眠りにつくために

寝つけない日が続く、睡眠感がない、朝
起きられない、十分眠っても日中の眠気
が強い、などの症状があるときは、早め
に医師に相談してください。うつ病など
の心の病気や、激しいいびき、睡眠時無
呼吸症候群などの可能性もあります。

どうしても眠れないときには
医師に相談を
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※ほかに国外からの転入届、世帯主変更届、世帯合併届などがありますが、詳しくは窓口にお問合せください。
※ 本人確認のため運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付身分証明書（有効期限内のもの）が必要です。代理人が届出するとき
は本人からの委任状が必要です。
※同居人として転入・転居をされる場合は、世帯主からの同意書が必要です。

届出種類 届出期間 届出人 手続きに必要となるもの

転入届
（市外から転入）

転入した日から
14日以内

本　人
または
同世帯員

•前住所地の市区町村で発行した転出証明書
•印鑑（届出人のもの）
• 国民健康保険被保険者証、介護保険受給資格証明書、マイナンバーカー
ド、住基カードをお持ちの方はご持参ください。

転出届
（市内から転出） 転出する前に

•印鑑（届出人のもの）
• 印鑑登録証、国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、各種医療費
受給者証、印鑑登録証、マイナンバーカード、住基カードなどをお持ちの
方はご持参ください。

転居届
（市内間の転居）

転居した日から
14日以内

•印鑑（届出人のもの）
• 国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、各種医療費受給者証、マ
イナンバーカード、住基カードなどをお持ちの方はご持参ください。

住民票・戸籍など 問 本庁市民課・各支所市民窓口課

住民票に関する主な届出

外国人住民の届出
　外国人住民についても日本人と同様に上記届出を行うことになりました（平成24年7月9日より）。届出等に際し
ては、在留カード又は特別永住者証明書等の提示が必要です。
※ 中長期在留者等の住居地以外の変更届出は、地方出入国在留管理官署において届出・申請となりますが、変更後の
市区町村への申請は不要です。
※ 特別永住者証明書の記載事項の変更や再交付などに係る手続きは、従来どおり市区町村の窓口で行います。

手続き
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※外国人の方に関する戸籍の届出は届出人の所在地で行ってください。
※ その他の届書については窓口にお問合せください。

届出種類 届出期間 届出人 届出先 手続きに必要となるもの

婚姻届 届出の日から
効力が生じます 婚姻する2人

夫もしくは妻の本籍
地または所在地の市
区町村役場

•婚姻届書・証人（成年）2人の署名押印
• 夫婦それぞれの印鑑及び戸籍謄本又は全部事項証
明書（本籍地に届出を行う場合は不要）
•父母の同意書（未成年の場合のみ）
• 本人確認のため運転免許証、パスポート、マイナン
バーカード、住基カードなど官公署発行の顔写真付
身分証明書（有効期限内のもの）

出生届
出生した日から
14日以内
（出生した日を含む）

父または母

•父母の本籍地
•出生地
•届出人の所在地
いずれかの市区町村
役場

•出生証明書
•印鑑（届出人のもの）
•母子健康手帳
•国民健康保険被保険者証（加入者のみ）

戸籍に関する主な届出

身分（身元）証明書の交付請求
　身分（身元）証明書は本籍地での発行になります。本
人以外の人が交付請求するときは、本人からの委任状
が必要です。

各種証明書の交付請求

種類 手数料
住民票の写し 300円
住民票記載事項証明書 300円
広域交付住民票 300円
印鑑登録 300円
印鑑登録証明書 300円
自動車臨時運行許可 750円
身分証明書 300円
受理証明書 350円
受理証明書（上質紙） 1,400円
戸籍謄（抄）本 450円
戸籍全部（個人）事項証明書 450円
戸籍一部事項証明書 450円
戸籍記載事項証明書 350円
除籍謄（抄）本 750円
除籍全部（個人）事項証明書 750円
除籍一部事項証明書 750円
除籍記載事項証明書 450円
届書の記載事項証明書 350円
戸籍の附票の写し 300円
個人番号カード再交付手数料 800円
公的個人認証手数料 200円

必要なもの
① 窓口で申請する人の印鑑（ゴム印などで朱肉を使わ
ない印鑑は不可）
② 代理人申請のときは、窓口で申請する人の印鑑と依
頼した人からの委任状
③ 窓口で申請する人の本人確認書類（運転免許証、パス
ポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードな
ど官公署発行の顔写真付身分証明書で有効期限内の
もの）
※ 上記の本人確認書類をお持ちでない場合は、各種健
康保険証、年金手帳などを2点持参してください。

使用目的を具体的に記入してください。
　戸（除）籍の証明書の申請を本人、配偶者、直系尊属
（父・母・祖父母）、直系卑属（子・孫）以外の人が行うとき
は、正当な理由が必要です。
　住民票の写しの申請書には使用目的を具体的に記入
してください。また、別世帯の人の住民票の写しを請求
するときは、委任状が必要です。委任されたときは、使
用目的や提出先もよく聞いてお越しください。

代理人申請の注意事項
　住民票・戸籍謄（抄）本などの代理人申請には、委任状
が必要となります。依頼人の住所及び必要とする戸籍
の本籍地番・筆頭者まではっきりと聞いてお越しくだ
さい。場合によっては交付できないことがあります。
※ 飯塚市では住民票の写し及び戸籍謄本等の不正取得
が判明した場合は、本人に通知します。
　 本人通知制度において、事前登録された方へは第三
者交付の事実を通知します。

各種証明書の手数料（各1通（件）あたり）
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注意
マイナンバーカードの交付申請に関する留意点
• 引っ越し後や氏名・性別・生年月日の変更後に申請
を行う場合は、住民票がある市区町村の窓口で交
付申請書をお受け取りください。

デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存
します。

交付申請用のWEBサイト（「マイナンバー総合サイ
ト」で検索してください。）にアクセスします。画面に
したがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送
信します。
※ 交付申請書に記載の申請書ID（半角数字23桁）を
入力してください。

マイナンバーカード
問 本庁市民課・各支所市民窓口課

マイナンバーカード
　プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏
名、住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真
等が表示されます。本人確認のための身分証明書とし
て利用できるほか、電子証明書を利用した各種証明書
のコンビニ交付サービス、e-Tax等の電子申請にもご利
用いただけます。
※ 通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載され
た氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一
致しているときは、引き続き通知カードをマイナン
バーを証明する書類として使用できます。

マイナンバーカードをつくるには
　郵便・スマートフォン・パソコンから初回無料で申請
できます。申請後、マイナンバーカード交付のお知らせ
のハガキが届いたら、お早めに受け取りをお願いしま
す。

個人番号カード交付申請書に署名し、顔写真を貼り
付けます。

交付申請書の内容に間違いがないか確認し、送付用
封筒に入れて、郵便ポストに投函します。

郵便による申請

スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。

交付申請書のQRコードを読み込み、申請用WEBサ
イトにアクセスします。画面にしたがって必要事項
を入力の上、顔写真を添付し送信します。

スマートフォンによる申請

パソコンによる申請

印鑑登録
問 本庁市民課・各支所市民窓口課

印鑑を登録するには
印鑑登録できる人
　飯塚市に住民登録をしている人で、15歳以上の人。
　なお、登録できる印鑑は一人に一個です。
　同じ印鑑を複数の人が登録することはできません。
　なお、成年被後見人の場合は窓口にご相談ください。

登録するときに必要なもの
①登録する印鑑
② 本人確認のため、運転免許証、パスポート、マイナン
バーカード、住民基本台帳カードなど官公署発行の顔
写真付身分証明書（有効期限内のもの）が必要です。
• 身分証明書がない場合は、申請後に照会書を送付し
ますので、後日回答書及び登録する印鑑、健康保険証
または年金手帳などをご持参いただきますと登録が
できます。（3日～5日かかります。）
• 病気や仕事などで来庁できないため、代理人に依頼
する場合は委任状が必要です。（この場合も照会書を
送付します。）
※ 身分証明書がない場合や代理人が来庁される場合の
手続きについては事前にお問合せください。
※ 印鑑の形状などによっては登録できない場合があり
ます。事前にお問合せください。
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印鑑登録証明書の交付を受けるには
　印鑑登録証（市民カード）を必ず持参してください。
※ 住民基本台帳カードと市民カードを兼用されている
方は住民基本台帳カードを持参してください。
※ 旧市・町で発行された印鑑登録証も引き続き使用で
きます。
※ 「いいづか市民カード」は印鑑登録証として窓口で印
鑑登録証明書を取得する際は必ず必要になるので破
棄されないようご注意ください。

コンビニ交付
　全国の指定のコンビニエンスストア各店舗等（証明
書コンビニ交付サービス対応のマルチコピー機設置店
舗に限る）で、住民票の写し等の証明書を取得すること
ができます。

必要なもの
　コンビニ交付の利用には「利用者証明用電子証明書」
の機能がついた「マイナンバーカード（個人番号カー
ド）」が必要です。
※ マイナンバーカードは申請から発行まで時間がかか
ります。
※ コンビニ交付の利用時には「利用者証明用電子証明
書」の暗証番号が必要になります。
※ 「いいづか市民カード」「住民基本台帳カード」「通知
カード」ではコンビニ交付を利用できません。
※ 「いいづか市民カード」は市役所・各支所窓口で印鑑
登録証明書を取得する場合に必要となります。

コンビニ交付で取得できる証明書
①住民票の写し②印鑑登録証明書③所得証明書
④所得課税証明書⑤非課税証明書⑥納税証明書
⑦固定資産評価証明書⑧固定資産公課証明書
⑨戸籍謄抄本（全部・一部事項証明書）
⑩戸籍の附票の写し
※手数料は窓口で取得する場合と同額です。
※ 証明書の内容によってはコンビニ交付で発行できな
いものがあります。
※ ①については、マイナンバー、住民票コードが記載さ
れたものは取得できません。
※ ②～⑧については、本人分に限ります。
※ ③～⑧については、現年度分のみ取得できます。
　過年度分は取得できません。
※ 軽自動車税の納税証明書は、車またはバイクのナン
バーが記載されないため、車検用として使用できま
せん。
※ 国民健康保険税の納税証明書は、1～12月分の支払
分ではないため、申告用として使用できません。
※ ⑦、⑧については、共有名義は取得できません。
　また、資産も選択できません。
※ ⑨～⑩は「飯塚市に現在戸籍がある方」が対象です。
現在戸籍が飯塚市外にある方は、現在戸籍がある市
区町村にお問い合わせください。

利用時間
• 左記の①～⑧：毎日朝6時30分～深夜23時00分まで
取得可能
• ⑨戸籍謄抄本と⑩戸籍の附票の写し：平日9時00分
～夕方17時00分まで取得可能（土日、祝日は利用で
きません。）
※ ただし、コンビニ各店舗の営業時間内に限ります。ま
た、年末年始（12月29日～翌1月3日）、システム障害
発生時及びメンテナンス時は除きます。
※ 左記の③～⑧については、年度更新作業のため、毎年
6月1日の朝6時半～正午までは交付できません。

利用方法
　マルチコピー機にマイナンバーカードをセットし、
利用者証明用電子証明書の暗証番号を入力後、利用者
本人がタッチパネル画面を操作し、自動で証明書を交
付することになります。

その他
• コンビニ交付が利用できるコンビニ等詳しくは飯塚
市のHPにてご確認していただくか、本庁市民課また
は各支所市民窓口課までお問い合わせください。
• 市の手数料条例により手数料が免除となる場合で
も、コンビニ交付を利用して証明書を取得する場合
は交付手数料がかかりますのでご注意ください。
• コンビニ交付で取得した証明書については差替え、
返金はできませんのでご注意ください。
• 飯塚市から転出手続きされた場合は、コンビニ交付
ができない場合があります。
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市税 問 【課税・納税関係】本庁税務課　【証明関係】本庁税務課・各支所市民窓口課

市民税
　個人にかかる市民税は均等割と所得割があり、毎年1
月1日現在飯塚市に住所がある人で前年にある一定額
以上の所得があった人に課税されます。また、市内に住
所がなくても、市内に事務所、事業所、家屋敷を所有す
る人には均等割が課税されます。
　なお、県民税は、市民税と合わせて課税されることに
なっています。

均等割と所得割
均等割／ 市民税3,500円 

県民税2,000円 
合計　5,500円

所得割／前年中の所得に応じて課税されます。

市民税（個人）の申告
　毎年1月1日現在の住所地の市町村長に対し、同年3
月15日までに申告をしてください。ただし、所得税の申
告をした人、給与所得のみで年末調整をした人、公的年
金収入のみで一定金額以下の扶養親族がいない人など
は申告をする必要はありません。なお、所得のない人で
も、各種証明や福祉サービスなどの手続きで支障をき
たす場合がありますので申告をお願いします。

法人市民税
　法人の市民税は、事業所・事務所などにかかる税金
で、均等割と法人税割があり、均等割は資本金と従業員
の数により、法人税割は法人税額により課税されます。

納付方法 納付時期
納付書又は
口座振替による納付
【普通徴収】

6月・8月・10月・12月の年4回

給与からの天引き
【特別徴収】 6月から翌年5月までの12ヶ月

年金からの天引き
【特別徴収】

＊新規の場合＊
6月・8月の普通徴収分と、10月・
12月・翌年2月の年金から特別
徴収分の年5回
＊継続の場合＊
年6回の年金から特別徴収

個人住民税の納期
　徴収方法によって異なり、納期は以下の通りです。

市県民税の減免
　次のような場合は、申請によって減免されることが
あります。
・災害を受けた人
・生活保護を受給している人
・所得が著しく減少した人　など

税金・年金

納税窓口
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区分 年税額

軽自動車

3輪のもの
（660㏄以
下）

最初の新規検査日が平
成27年3月31日以前 3,100円

最初の新規検査日が平
成27年4月1日以降 3,900円

最初の新規検査日から
13年経過 4,600円

4輪以上の
もの
（660㏄以
下）

最初の新規
検査日が平
成27年3月
31日以前

乗
用
営業用 5,500円
自家用 7,200円

貨
物
用
営業用 3,000円
自家用 4,000円

最初の新規
検査日が平
成27年4月
1日以降

乗
用
営業用 6,900円
自家用 10,800円

貨
物
用
営業用 3,800円
自家用 5,000円

最初の新規
検査日から
13年経過

乗
用
営業用 8,200円
自家用 12,900円

貨
物
用
営業用 4,500円
自家用 6,000円

小型特殊
自動車

農耕作業用 2,400円
その他 5,900円

2輪の
小型自動車 250㏄を超えるもの 6,000円

固定資産税
　毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有している
人に課税されます。

土 地
田、畑、宅地、雑種地、
池沼、山林、牧場、
原野など

家 屋
住家、店舗、工場、倉庫、
その他の建物

償却
資産

土地、家屋以外の事業のために用いる
構築物、機械、車両運搬具、器具、備品な
どの事業用資産

固定資産税の対象となるもの

※ 償却資産を所有している人は、毎年1月31日までに
申告をお願いします。

固定資産税の税率
　固定資産税の税率は1.4％です。固定資産の課税標準
額に税率を乗じたものが税額となります。
　税額＝課税標準額×1.4％

固定資産税の納期
　納期は5月、7月、9月、11月の年4回です。

固定資産税の減免
　次のような場合は、申請によって減免されることが
あります。
• 貧困などの理由により、公私の扶助を受けている人
• 災害などにより、固定資産に著しく損害を受けた人
• 公益のために直接使用される固定資産（有料で使用
するものを除く）

軽自動車税（種別割）
　毎年4月1日現在で登録されている軽自動車・原動機
付自転車・小型特殊自動車（農耕用）・二輪の小型自動車
を所有している人に課税されます。

区分 年税額

原動機付
自転車

2輪
50㏄以下 2,000円
50㏄超90㏄以下 2,000円
90㏄超125㏄以下 2,400円

3輪以上（20㏄を超えるもの） 3,700円

軽自動車 2輪（側車付を含む）
（125㏄超250㏄以下） 3,600円

主な軽自動車税の税額

軽自動車税の減免
　身体または精神に障がいがあり、歩行が困難な人が
使用する軽自動車などで、必要と認められる場合は、1
台にかぎり軽自動車税が減免されます。（すでに普通自
動車税で減免されている場合は対象となりません。）
※ 受付期間は当該年度の納税通知書発送後から納期限
までです。

軽自動車税の課税免除（現年度分にかぎる）
　中古自動車販売業者などの人が納税義務者として所
有している軽自動車などについては、下記の資格基準
を満たしている場合、課税免除の対象となります。
1） その所有する軽自動車などすべてについて、税を滞
納していないこと。

2）商品であって使用しない軽自動車などであること。
3） 免除を受けようとする課税年度の前年度の4月2日
以降の取得に係る軽自動車などであること。

※ 受付期間は、当該年度の4月上旬から4月30日までで
す。

軽自動車税の納期
　軽自動車税の納期は5月です。
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市税に関する証明・閲覧
　市税に関する証明や閲覧事項は、原則として納税義務
者、固定資産の所有者などの承諾がなければ、証明書の
交付や課税台帳の閲覧をすることができません。

申請ができる人と持参するもの
本人

　 本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、パ
スポート、健康保険証など公的機関の発行したもの
で有効期限内のもの）
代理人によって申請する場合

●個人の場合
　 本人が署名、押印した委任状と代理人の本人確認書類
● 法人の場合
 ・代表者が申請する場合
 　本人確認書類と登記してある会社印
 ・代表者以外の人が申請する場合
 　 その法人の代表者からの委任状と代理人の本人確認
書類

※ 委任状に押印する印鑑は、登記してある会社印にな
ります。

種類 証明の内容 手数料
所得証明 総所得金額

1件 300円
納税証明 市税等の納付額

評価証明 土地・家屋の地番、面積、地目、所有
者、評価額など 1件 300円

公課証明 土地・家屋の地番、面積、地目、所有
者、課税標準額、税相当額など 1件 300円

閲　覧
固定資産課税台帳 1件 300円

（写し含む）字　図（地番図）
航空写真図 1件 500円

※ コンビニでの証明交付には、マイナンバーカードが必要です。

主な税務証明及び手数料額

口座振替申請に必要なもの
1）口座振替依頼書・自動払込利用申込書
2）通帳届出印
3） 通帳など（金融機関・支店・口座名義人・口座番号が分
かるもの）

手続場所
　本庁税務課、医療保険課、高齢介護課、住宅政策課、子
育て支援課、支所市民窓口課、飯塚市内金融機関

口座振替による納付
　市税及び各種料金の支払いは、口座振替が便利です。
納期ごとに指定の口座より引落しができます。
※ 市税の領収書（口座振替済通知書）は、軽自動車税を6
月中旬、固定資産税を12月中旬、市県民税と国民健康
保険税を1月中旬に発送します。

口座振替ができる市税等
　市県民税（普通徴収）、軽自動車税、固定資産税、国民健
康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、市営住宅
使用料、市営住宅駐車場使用料、学校給食費、保育園利用
料、公立認定こども園利用料、児童クラブ利用料、土地等
占有（使用）料、住宅新築資金等貸付金

口座振替ができる金融機関
　福岡銀行、飯塚信用金庫、西日本シティ銀行、九州労
働金庫、ゆうちょ銀行、福岡県信用組合、福岡嘉穂農業
協同組合、福岡ひびき信用金庫、横浜幸銀信用組合、福
岡中央銀行、十八親和銀行、北九州銀行

キャッシュカードのみで、口座振替の登録ができます。

通帳届出印が不要で口座振替登録が
できます（ペイジー口座振替登録）

ペイジー口座振替登録が可能な金融機関
　福岡銀行、飯塚信用金庫、西日本シティ銀行、九州労
働金庫、ゆうちょ銀行

ペイジー口座振替登録が可能な市税等
　市県民税（普通徴収）、軽自動車税、固定資産税、国民
健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、市営
住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、学校給食費、保育
園利用料、公立認定こども園利用料、児童クラブ利用料

手続場所
　本庁税務課、医療保険課、高齢介護課、住宅政策課、子
育て支援課、支所市民窓口課
※手続時に暗証番号の入力が必要です。

納付書による窓口納付
　飯塚市役所（支所含む）の窓口、金融機関の窓口、全国
のコンビニエンスストアで納付できます。
　期別の間違いにご注意の上、納付してください。
　 納付した際の領収証書は5年間大切に保管してくだ
さい。

コンビニで納付できる市税等
　市県民税（普通徴収）、軽自動車税、固定資産税、国民
健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、市営
住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、学校給食費、保育
園利用料、公立認定こども園利用料、児童クラブ利用料
○ コンビニで納付できる納付書は、スマートフォンの
アプリ（PayPay請求書払い、LINE Pay請求書支払い）
を使用して、納付書に印刷されたバーコードを読み
込ませることで納付することができます。
・ この方法による納付では、領収書が出ません。領収書
が必要なときは、他の納付方法で納付してください。
・ 納付に使用した納付書は、納付日を書き込むなどし
て、重複払いを防止しましょう。
コンビニで納付できない納付書
・納期限を過ぎているもの
・納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの
・バーコードが印字されていないもの
・破損、汚損などによりバーコードが読み取れないもの
・金額が訂正してあるもの
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国民健康保険税
問 【課税関係】本庁医療保険課・各支所市民窓口課　【納税関係】本庁税務課

国民健康保険税
　国民健康保険税（以下「国保税」という。）は、みなさん
が病気やケガをしたときの医療費や出産育児一時金、
葬祭費に充てるための大切な財源になります。必ず納
期までに納めてください。
　なお、職場の健康保険加入者とその扶養家族や、後期
高齢者医療保険に加入している人、生活保護を受けて
いる人以外は国民健康保険（以下「国保」という。）に加
入しなければなりません。
　また、国保税は加入手続きを行った月からではなく、
国保の資格が発生した月から計算します。加入の事由
（飯塚市への転入や社会保険の資格喪失など）が生じた
ときは14日以内に手続きをしてください。

医療保険分 後期高齢者
支援分

介護保険分
（40歳～64歳の人のみ）

所得割 6.8％ 2.8％ 2.6％
均等割 21,000円 8,100円 9,100円
平等割 23,000円 8,800円 6,700円
限度額 63万円 19万円 17万円

税率・税額
・所得割…所得に応じた額
・均等割…一人あたりの額
・平等割…世帯あたりの額

 （2021年度）

国保税の軽減
　所得の少ない世帯については均等割（一人あたりの
額）と平等割（世帯あたりの額）を軽減する制度があり
ます。
　ただし、世帯内の国保加入者の中に所得の申告をし
ていない人がいますと、軽減することができませんの
で毎年必ず所得の申告をしてください。
※ 所得がない場合も、所得がないという申告が必要です。
　国外から転入された人は、加入手続きの際に「国民健
康保険税簡易申告書」の記入をお願いします。国外での
収入は日本では課税対象となりませんのでご注意くだ
さい。
　また、倒産・解雇・雇止めなどによる離職をされた方
で、失業等給付を受ける方については軽減制度があり
ます。窓口でご相談ください。

国保税の減免
　被災したり、廃業などにより所得が激減した場合は、
国保税を減免する制度があります。減免の要件は次の
とおりです。
・災害による減免　　・所得の激減による減免
・給付制限の場合の減免（収監の場合の減免）
・債務返済のための不動産の譲渡の場合の減免
　また、社会保険の被保険者だった人が75歳になり、後
期高齢者医療制度に加入することでその被扶養者（65
～74歳）だった人が国保に加入する場合は、申請してい
ただくと、資格取得日の属する月から2年を経過するま
での間、均等割（一人あたりの額）が半額に、国保に加入
している人が同一世帯内に一人になる場合には、平等
割（世帯あたりの額）も半額になります。さらに、当面の
間、所得割は免除されます。

国保税の支払方法と納期
　国保税の支払方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2
種類あります。
　特別徴収とは、年金を受け取る度に（年6回）国保税を
年金から直接お支払いいただく方法です。対象者は、世
帯内の国保の加入者全員が65歳以上75歳未満である
ことや年金の年額が18万円以上であること、国保税と
介護保険料を合わせた額が年金受給額の半分を超えな
いことなど一定の条件を満たす人です。
　普通徴収とは、6月から3月までの年10回、納付書か
口座振替でお支払いただく方法です。（普通徴収は、原
則、口座振替となっております。）
　特別徴収でのお支払いの人は、飯塚市に申し出をし
ていただくことにより、口座振替を条件に特別徴収か
ら普通徴収へ支払方法を変更することができます。

納税義務者は世帯主
　国保税の納付書は、世帯主あてに送られます。世帯主
自身が社会保険などに加入していて国保の加入者でな
くても、世帯主には納期限内に国保税を納める義務が
あります。
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　国内に住所がある20歳以上、60歳未満のすべての人は国民年金に加入しなければなりません。国民年金の加入者
（被保険者）は、職業などによって次のように分けられます。

国民年金 問 本庁医療保険課・各支所市民窓口課

種別 対象者 加入の手続き 保険料

第1号被保険者 自営業・農林漁業・学生・無職の人など 市役所に届出ます。
加入者が個別に納めます。
•定額保険料 16,610円／月
　（2021年度保険料額）

第2号被保険者 会社員、公務員など厚生年金保険や共済
組合の被用者年金制度に加入している人 勤務先の会社が行います。 給料から天引きされ、加入年金制度

から納められます。

第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者 扶養している人の勤務先で
行います。

扶養している人の加入年金制度から
納められます。

加入者の種類

必要な申請 必要なもの
国民年金保険料免除申請 年金手帳（失業の場合、雇用保険受給資格者証など）
国民年金保険料学生納付特例申請 年金手帳、学生証の写し（在学証明書も可）

保険料の納付が困難なとき

希望すれば加入できる人
① 日本国籍を持つ海外に住んでいる20歳以上65歳未
満の人
② 老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間を
満たしていない人や、過去に未納期間などがあり満
額の老齢基礎年金を受けられない60歳以上65歳未
満の人
③ 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金
の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未
満の人（ただし、受給資格期間を満たすまで）

こんなとき 必要なもの
会社を退職したとき

年金手帳、厚生年金などの資格喪失
証明書など配偶者の扶養から

はずれたとき

国民年金に関する届出
　国民年金に関する届出は次のようなものがあります。

　国民年金の給付には、老齢基礎年金・障がい基礎年金・遺族基礎年金などがあります。
国民年金の給付

※ それぞれの年金には受給するための要件があります。
年金事務所の問合わせ先 ➡  ☎0949-22-0891（直方年金事務所） 

FAX:0949-29-3028

年金の種類 請求先

老齢基礎年金 原則として65歳から受ける年金
•第1号被保険者期間のみの人⇒市役所
• 1ヶ月でも第3号被保険者期間や厚生年金期間がある人 
⇒年金事務所

障がい基礎年金 国民年金加入中などに、病気やケガで障がい等
級に該当する状態になったときに受ける年金

•初診日が第1号被保険者期間中などにある人⇒市役所
•初診日が第3号被保険者期間中にある人⇒年金事務所

遺族基礎年金 国民年金加入中などに亡くなったときに遺族
（子のある配偶者又は子）が受ける年金

•死亡日が第1号被保険者期間中にある人⇒市役所
•死亡日が第3号被保険者期間中などにある人⇒年金事務所

年金の請求先
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　皆さんの健康を確認していただくために、さまざまな健康診査を行っています。自覚症状がない人も油断せず、年
に1回は必ず定期健診を受け、早期発見、早期治療に努めましょう。

健診名 対象者 問合せ先
特定健康診査
（国民健康保険） 40～74歳以下で飯塚市の国民健康保険に加入している人 医療保険課

☎22-5527
特定健康診査
（国民健康保険以外の医療保険） 40～74歳以下で被用者保険などに加入している人及び被扶養者 加入先の社会保険

後期高齢者健康診査 75歳以上の人（満75歳の誕生日から対象）また、65歳以上75歳未満で後
期高齢者医療制度に加入している人

福岡県後期高齢者
医療広域連合
☎092-651-3111

健康診査（生活保護受給者） 40歳以上の生活保護受給者で、医療保険に加入していない人 医療保険課
☎22-5527

若年者健康診査 飯塚市に住民票がある19歳～39歳の人 医療保険課
☎22-5527

保健事業 問 穂波庁舎　健幸保健課

健康診査

検診名 内容 対象者 問合せ先

肝炎ウイルス検診 •Ｂ型肝炎ウイルス検診
•Ｃ型肝炎ウイルス検診

40歳以上
（過去に検査を受けた事のない人）

健幸保健課
成人保健係
☎24-4002

胃がん検診 問診・胃エックス線検査 40歳以上

肺がん検診 問診・胸部エックス線検査・喀痰細胞
診検査（問診の結果必要な人のみ） 40歳以上

結核検診 胸部レントゲン撮影 65歳以上
大腸がん検診 問診・便潜血反応検査2日法 40歳以上
前立腺がん検診 問診・ＰＳＡ検査 50歳以上男性
子宮頸がん検診 問診・視診・子宮頸部の細胞診検査 20歳以上女性（隔年受診）
乳がん検診 問診・マンモグラフィ 40歳以上女性（隔年受診）
口腔がん検診 問診・視診 40歳以上
フレイル歯周病検診 問診・口腔内検査 60歳・70歳
※各がん検診・肝炎ウイルス検査については事前申し込みとなります。（電話または直接窓口で申し込みください）

保健・福祉・医療
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健康教育
　保健師・栄養士・運動指導員が、健康に関するお話な
どを行います。

乳幼児健康診査
　4か月児・8か月児・1歳6か月児・3歳児健診を実施し
ます。対象者には個人通知しますので、通知後受診して
ください。

予防接種
　ロタ・BCG・四種混合・単独不活化ポリオ・二種混合・
麻しん風しん・日本脳炎・インフルエンザ菌b型・小児用
肺炎球菌・子宮頸がん・B型肝炎・水痘・高齢者肺炎球菌
と高齢者のインフルエンザは指定の医療機関での接種
になります。

母子健康手帳の交付
　妊婦一般健康診査や乳幼児健康診査などの記録を行
うことで母子の健康管理に役立てる手帳です。母子健康
手帳は飯塚市保健センター（穂波庁舎1階）で交付をし
ています。妊娠届出書（医療機関名が記載されたもの）、
個人番号が分かるもの（個人番号カード、通知カード、
個人番号記載の住民票の写し）、本人確認書類（運転免許
証、パスポートなど写真がついたもの…1点または、健
康保険証、年金手帳など…2点）をご持参ください。

健康相談
　皆さんの健康づくりや育児・栄養などについて、保健
師や栄養士が個別に相談に応じます。

訪問指導
　保健師・栄養士が家庭を訪問して、生活習慣病、在宅
療養、妊娠、育児などに関する相談に応じます。

特定保健指導
　特定健康診査の結果に基づき、生活習慣病予防や改
善が必要な方には、加入している保険者が保健指導を
行います。

養育医療給付医療券の交付
　入院を必要とする未熟児（1歳未満）に対して、指定医
療機関における医療費の自己負担について公費補助を
行います。

子育て世代包括支援センター
（保健センター内）
　すべての妊産婦さんや子育て中の方に対して、支援
を行っていくための窓口です。妊娠中や子育てに関し
て、不安なこと、心配な事等お困りのことがありました
らお気軽にご相談ください。

こんな悩みを抱えていませんか？
・初めての妊娠でわからない事ばかりで不安。
・妊娠にとまどっている。
・こどもの発達のことが気になる。
・イライラしてこどもにあたってしまう。　など

産後ケア事業
　産後のお母さんの心身のケアと育児のサポートを行
います。
対象

・出産後1年未満のお母さんとその赤ちゃん
・産後の心身の回復や育児に不安のある方
・母子ともに医療行為の必要のない方
利用区分

　ショートステイ、デイケア、母乳育児相談（デイケ
ア）、アウトリーチ
※詳しくはホームページをご覧ください。
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国民健康保険 問 本庁医療保険課・各支所市民窓口課

加入と届出
　飯塚市内に住んでいる75歳未満（65歳以上で一定の障がいがある人を除く）の人は、職場の健康保険に加入して
いる人とその扶養家族、及び生活保護を受けている人などを除いて、飯塚市の国民健康保険（以下「国保」という。）に
加入しなければなりません。

国保の加入者
　国保では一人ひとりが被保険者となり、加入は世帯ごとで、世帯主が届出を行います。
　飯塚市に外国人登録をしていて、3か月以上日本に滞在するものと認められた場合は、国保に加入しなければなり
ません。
※ 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入します。

　国民健康保険証は、本人または同一世帯の人が手続きをされる場合、窓口に来る人の顔写真付き身分証明書（免許
証等）があれば窓口でお渡しできます。顔写真付身分証明書がない場合または別世帯の人が手続きをされる場合は郵
送となります。
※注1） 子ども・ひとり親・重度障がい者の各医療証、減額認定証をお持ちの人は、同証をお持ちください。
※注2） ゆうちょ銀行、福岡銀行、飯塚信用金庫、西日本シティ銀行、九州労働金庫のキャッシュカードをお持ちの人は、

保険税の口座振替登録が窓口で簡単にできます。北九州銀行、十八親和銀行、福岡中央銀行、福岡嘉穂農業協同
組合、福岡県信用組合、横浜幸銀信用組合、福岡ひびき信用金庫の場合は、通帳と通帳届出印をお持ちください。

こんなとき 届出に必要なもの　※注1

国
民
健
康
保
険
に
入
る
と
き

飯塚市内に転入したとき 窓口に来る方の認め印、保険税口座振替先の銀行のキャッシュカード（※注2）

子どもが生まれたとき
窓口に来る方の認め印、保険税口座振替先の銀行のキャッシュカード（※注2）、
出産育児一時金の差額申請が必要な人は出産時の領収書、世帯主名義の通帳と
世帯主の認め印

職場の健康保険をやめたとき 窓口に来る方の認め印、保険税口座振替先の銀行のキャッシュカード（※注2）、
社会保険喪失証明

生活保護を受けなくなったとき 窓口に来る方の認め印、生活保護廃止決定通知書、保険税口座振替先の銀行の
キャッシュカード（※注2）

外国籍の人が加入するとき 窓口に来る方の認め印、パスポートなど在留資格と期間が確認できるもの、保
険税口座振替先の銀行のキャッシュカード（※注2）

国
民
健
康
保
険
を

や
め
る
と
き

飯塚市外へ転出したとき 印鑑・保険証

死亡したとき 印鑑・保険証・葬儀を行ったときの領収書（会葬御礼状などでもよい）・喪主の印
鑑・喪主の人の口座のわかるもの、喪主の人のマイナンバーがわかるもの

職場などの健康保険に加入したとき 印鑑・保険証・新しくできた健康保険証（世帯全員分）
生活保護を受けたとき 印鑑・保険証・生活保護開始決定通知書
外国籍の人が飯塚市外へ転出したとき 保険証

そ
の
他

市内で住所が変わったとき 印鑑・保険証（一部異動の場合は双方の保険証）
世帯主が変わったとき 印鑑・保険証
世帯を分けた、世帯を一緒にしたとき 印鑑・保険証
学生・長期の旅行などのため住居を離
れるとき

印鑑・保険証・学生であることの証明（在学証明書・学生証の写し・学費振込証明
書のうちどれか）

保険証をなくした、汚損、破れたとき 印鑑・同一世帯員の届出者の官公署発行の顔写真付身分証明書があれば、その
場で保険証交付、無ければ保険証郵送・汚損した場合はその保険証

こんなときは14日以内に届出を

○注意
　国保加入の届出が遅れると、国保への加入資格が発生した時点までさかのぼって、国保税を支払うことになり、
また、保険証がない期間の医療費は全額自己負担となる場合があります。

○医療機関の適正受診を心がけましょう
　病院にかかったときの医療費は、皆さんの保険税や国・県の補助金等からまかなわれます。必要な人が安心して
医療が受けられるように、医療機関・薬局の適正受診に引き続きご協力ください。
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※注1） 70歳の誕生日の属する翌月（誕生日が月の初日である場
合はその月）以後。

年齢による区分 医療費の負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後～69歳 3割
70歳以上　※注1 2割（所得により3割）

※1　住民税課税所得690万円以上
※2　住民税課税所得380万円以上690万円未満
※3　住民税課税所得145万円以上380万円未満
※4　住民税課税所得が145万円未満の住民税課税世帯の人
※5　同じ世帯の国保加入者と世帯主が住民税非課税の人
※6　 同じ世帯の国保加入者と世帯主が住民税非課税で、それぞ

れ所得から必要経費を差し引くと0円になる人
※7　 《　》内は、過去1年間に高額療養費に3回以上該当した場合

の4回目からの限度額です。
※8　 〔　〕内は、自己負担額の年間（8月から翌7月）の合計額に対

して、144,000円の上限額があることを示しています。

　①医療機関ごとに計算します。
　② 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々
に計算します。

　③ 入院中の食事代や差額ベッド代などは、対象外と
なります。

　④ 過去12ヶ月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養
費の支給を受けたとき、4回目以降は限度額が軽減
されます。

●70歳以上75歳未満の場合
　① 月の1日から末日までの1ヶ月間に支払った医療費
が、負担限度額を超えたときは、申請により高額療
養費が支給されます。

　② 外来を個別に計算し、次に外来と入院を合わせて
計算します。（外来の限度額または同じ月に入院さ
れている場合は、合算して支給されます。）

区分 限度額（3回目まで）
ア 252,600円＋（総医療費－842,000円）×1%
イ 167,400円＋（総医療費－558,000円）×1%
ウ 80,100円＋（総医療費－267,000円）×1%
エ 57,600円
オ 35,400円

負担区分 外来＋入院
（世帯単位）外来（個人単位）

現役並みⅢ
（※1）

252,600円+（総医療費－842,000円）×1％
≪140,100円≫

現役並みⅡ
（※2）

167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％
≪93,000円≫

現役並みⅠ
（※3）

80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％
≪44,400円≫

一般
（※4）

18,000円
〔144,000円〕

57,600円
≪44,400円≫

区分Ⅱ
（※5）

8,000円
24,600円

区分Ⅰ
（※6） 15,000円

医療費の負担割合
　病気やけがで医療を受けるとき、国保を扱う病院・診
療所で国保の保険証を提示すると一部負担金（負担割
合の額）を支払うだけで医療を受けることができます。

その他の給付
出産育児一時金
　国保の被保険者が出産した場合には、申請によって
出産育児一時金が40.4万円または42万円（出産した
医療機関が「産科医療補償制度」に加入している場合の
み）支給されます。
 対象／飯塚市の国保に加入している人で、他法給付
がない人（妊娠85日以上で、死産、人工流産は問いま
せん）

　※ 他法給付とは、社会保険などの被保険者（本人）で1
年以上加入期間がある人は、資格喪失後であって
も6ヶ月以内の出産であれば、社会保険などから出
産育児一時金を受取ることができることです。

　※ 出産育児一時金は通常、分娩する病院と契約を結
ぶことにより、市から直接病院に支払われます。な
お、出産費用が支給額（40.4万円または42万円）を
下回った場合は、市に差額の申請をすることによ
り、後日本人に差額が支給されます。

葬祭費
　国保の加入者が死亡した場合、その葬祭を行った人
に葬祭費が3万円支給されます。

高額療養費
限度額適用認定証について

　高額な入院診療や外来診療を受けたとき、『限度額適
用認定証』を医療機関などに提示することによって窓
口での負担が限度額（表を参照）までとなります。
　70歳未満の人と70歳以上の非課税世帯などの人は、
事前に交付申請をしておくか、急に受診したとしても
家族の人に頼んで受診した月内に申請すればその月か
ら使える限度額適用認定証が交付されます。

高額療養費について
●70歳未満の場合
　① 同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で支払った一
部負担金が限度額を超えたときに、あとで高額療
養費として支給されます。

　② 一つの世帯で、一月内に1医療機関で21,000円以
上の一部負担金を2回以上支払い、合計額が限度額
を超えたとき（=世帯合算）、高額療養費が支給され
ます。
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　飯塚市の指定する治療院において、健康増進を図る
ために受診するはり、きゅうの施術（末梢神経疾患及び
運動器疾患に限る）を利用するための券を申請により
交付します。
※ はり、きゅう受診券を使って、あんま・マッサージの
施術を受けることはできません。

はり、きゅう受診券

利用回数
　1日1回、1月10回、年48回を限度とします。

施術料金
　はり、きゅう受診券1枚につき1,800円
　（受診者が施術料金の半額を負担し、市が半額を助成
します。）

　医療費の一部負担金が高額療養費に該当し、その支
払いに困っている人に資金を無利子で貸し付けます。
貸付額は、高額療養費の90％以内で、貸付限度額は100
万円となっています。

高額療養費支払資金貸付制度

　国保と介護保険の両方を利用し、1年間（8月～翌年7
月）の一部負担金の合計額が限度額を超えた場合は、限
度額を超えた額が払い戻されます。
　ただし、食費や居住費、差額ベッド代などは合算の対
象となりません。

高額医療・高額介護合算制度

　交通事故にあい、けがをした場合でも国保を使用し
て診療を受けることができますが、本来、その医療費
は、事故の原因となった第三者（加害者）が負担すべき
ものです。交通事故にあったら、警察に届け「事故証明
書」をもらって国保の窓口に「第三者行為による傷病
届」を提出してください。
※ 国保に届出る前に、加害者から治療費を受け取った
り、示談を済ませてしまうと国保が使えなくなって
しまうことがあります。示談を結ぶ前に必ず相談し
てください。

交通事故等にあったら届出を

医療費助成 問 本庁医療保険課・各支所市民窓口課

子ども医療費助成
子ども医療制度とは
　飯塚市では、子どもの健康保持と健やかな育成を図
るため、子どもの保護者に対し子どもの保険診療によ
る医療費の一部負担金を助成しています。

子ども医療の対象者（次のいずれにも該当する人）
① 飯塚市に住所を有する18歳に達する日以降最初の3
月31日までの間にある子ども
② 国民健康保険の被保険者か、医療保険各法の被扶養者

医療費の自己負担額
① 小学校就学前 
通院・入院ともに自己負担額なし
② 小学校1年生から中学校3年生まで 
通院1,200円／月（上限）
　入院500円／日（月7日限度）
　※1医療機関ごとに負担
③ 16歳到達の年度初めから18歳到達の年度末まで 
通院：助成対象外 
入院　500円／日（月7日限度） 
※1医療機関ごとに負担
※ 新生児は、出生の日から60日以内に申請が必要です。
60日を経過すると申請月の初日からの認定となり、出
生日から認定月の前月までは医療費の助成ができませ
んので、ご注意ください。
※ 16歳到達の年度初めから18歳到達の年度末までの
入院の医療証は、必要になったときに申請してくだ
さい。この医療証に限り、退院後の申請になっても、助
成を行います。
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重度障がい者医療費助成
重度障がい者医療制度とは
　飯塚市では、重度障がい者の健康の保持及び福祉の
向上を図ることを目的として、保険診療による一部負
担金を助成しています。

重度障がい者医療の対象者
小学校就学後の人で飯塚市に住所を有し、国民健康保

険の被保険者か医療保険各法の被保険者または被扶養者
で、次のいずれかに該当する人。（ただし、飯塚市などの決
定により身体障がい者施設または知的障がい者養護施設
などに入所したため飯塚市外に住所を変更した場合は、
飯塚市の重度障がい者医療の対象者となります。）
① 身体障がい者手帳1級または2級の交付を受けている人
②療育手帳Ａ判定の交付を受けている人
③ 精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
④ 国民年金法の障がい基礎年金1級で傷病名が知的障
がいまたは精神遅滞の人
⑤ IQ36以上50以下で身体障がい者手帳3級の交付を
受けている人
※ 他の市町村などの決定で飯塚市内の身体障がい者施
設などに入所するために飯塚市に住所を変更した場
合は、対象者になりません。
　 また、前年の所得が限度額を超えている人は、重度障
がい者医療を受けることができません。
※ 65歳以上の人は後期高齢者医療制度の被保険者に限
ります。
※ 小学校就学前のお子さんの場合は、小学校就学後か
ら重度障がい者医療に該当しますので、小学校就学
後に子ども医療からの切替えが必要です。

医療費の自己負担額
　通院・入院ともに自己負担額なし（※18歳到達の年度
末までを除く精神障がい者の精神疾患の入院は対象外）

医療証の更新
　医療証の有効期限は9月30日です。10月からの医療
証は9月末までに送付します。
　更新の手続きは必要ありませんが、所得証明の提出
が必要な人については、個別にお知らせします。

ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭等医療制度とは
　飯塚市では、母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児
童、父母のいない児童の健康の保持及び福祉の増進を
図るため、保険診療の一部負担金を助成しています。

ひとり親家庭等医療の対象者
　飯塚市に住所を有し国民健康保険の被保険者か、医
療保険各法の被保険者または被扶養者で、次のいずれ
かに該当する人
① 母子・父子家庭の父・母
　 現に18歳まで（※注）の児童を扶養している人
②母子・父子家庭の児童
　小学校就学後から18歳まで（※注）の人
③父母のいない児童
　小学校就学後から18歳まで（※注）の人
　（※注） 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの

間にある子をいいます。
　ただし、前年の所得が限度額を超えている人は、ひと
り親家庭等医療を受けることができません。
※ 小学校就学後から使用する医療証は、小学校に就学
する月の前月末までに送付します。

医療費の自己負担額
　通院　800円／月（上限）
　入院　500円／日（月7日限度）
　　※1医療機関ごとに負担

医療証の更新
　医療証の有効期限は9月30日です。毎年、更新手続き
をしてください。

　生活保護法による医療助成を受けている人は、子
ども医療・重度障がい者医療・ひとり親家庭等医療い
ずれの医療費助成も受けられません。
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　後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者の人に安
心して必要な医療を受けていただくとともに、将来に
わたって国民皆保険を堅持するためにその医療費を国
民全体で支える制度です。

後期高齢者医療制度 問 本庁医療保険課・各支所市民窓口課

　後期高齢者医療制度では、対象の人に対して、ひとり
1枚保険証が交付されます。
　原則として、75歳になる月の前の月にお届けします。

　後期高齢者医療制度の保険料については、被保険者
個人ごとにお支払いいただきます。
 保険料率（2021年度）

　均等割額（一人あたりの額）　55,687円
　所得割率（収入に応じた額）　10.77％

※1　 下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が
給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合に適用
されます。

※2　 2年ごとに均等割額や所得割率、均等割軽減割合の所得要
件が見直されます。

均等割額
　世帯の所得状況にあわせて軽減されます。
　これまで特例により緩和されていた7.75割軽減につ
いては、2021年度から本則どおりの7割軽減になって
おります。

対象者の所得要件
同一世帯内の被保険者
及び世帯主の軽減対象
所得金額の合計額

軽減割合
（均等割額の年額）

本則 2021年度

43万円＋10万円×（給与所得
者等の数－1）以下　※1 7割 7割

（16,706円）
43万円＋28.5万円×被保険者
数＋10万円×（給与所得者等の
数－1）以下　※1

5割 5割
（27,843円）

43万円＋52万円×被保険者数
＋10万円×（給与所得者等の数
－1）以下　※1

2割 2割
（44,549円）

（ ）

•75歳以上の人
• 65歳以上75歳未満で一定の障がいについて認定を
受けた人

対象者

保険証

保険料

保険料の軽減
　収入の少ない人については、保険料を軽減する制度
があります。

※ 低所得者への均等割額軽減措置と元被扶養者への軽
減措置を比較して、軽減率が高い措置が優先して適
用されます。

　制度改正により、元被扶養者の均等割額の5割軽
減措置は、2019年度から制度加入後2年間限りとな
ります。

被扶養者であった人の軽減措置
　被保険者の資格を得た日の前日に社会保険（協会け
んぽ、健保組合、船員保険、共済組合など）の被扶養者
だった人が対象となります。
※ 国民健康保険、国民健康保険組合は対象となりません。
 均等割額

　5割軽減　 軽減後の保険料額（年額）　27,843円
 所得割額

　負担なし

　災害、事業の休廃止による収入の著しい減少など、突
発的な事情によりどうしても保険料を納めることが困
難になったときは、申請により保険料が減免される場
合があります。詳しくは窓口でご相談ください。

保険料の減免

　原則として年金天引き（特別徴収）になりますが、年
金の額などによっては、納付書や口座振替で納めてい
ただきます（普通徴収）。
　特別徴収でのお支払いの人は、申し出をしていただ
くことで、口座振替を条件に特別徴収から普通徴収へ
納付方法を変更することができます。

保険料の納め方

○保険料を滞納すると？
　災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納し
た場合、有効期限の短い被保険者証が発行されたり、
給付が一時停止などになったり、被保険者、世帯主又
は配偶者は財産の差押処分を受ける場合がありま
す。保険料は必ず納期限内に納めてください。

　後期高齢者医療制度の保険料は、所得税及び住民税
の申告の際に社会保険料控除の対象になります。
•年金天引き（特別徴収）の場合
　被保険者本人のみに適用されます。
•その他の支払方法（普通徴収）の場合
　保険料を実際に支払った人に適用されます。

社会保険料控除について
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※1　住民税課税所得690万円以上
※2　住民税課税所得380万円以上690万円未満
※3　住民税課税所得145万円以上380万円未満
※4　住民税課税所得が145万円未満の住民税課税世帯の人
※5　世帯全員が住民税非課税の人で区分Ⅰ以外の人
※6　 世帯全員の所得が0円である世帯に属する人（公的年金等

控除額は80万円として計算します）または世帯全員が住民
税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である人

※7　 《　》内は、過去1年間に高額療養費に3回以上該当した場合
の4回目からの限度額です。

※8　 〔　〕内は、自己負担額の年間の合計額に対して、144,000
円の上限額があることを示しています。

※9　 75歳到達月は、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2
つの制度にまたがるため、個人単位の自己負担限度額が上
記の額の2分の1になります。（誕生日が月の初日である場
合を除く）

負担区分 外来＋入院
（世帯単位）外来（個人単位）

現役並みⅢ
（※1）

252,600円+（総医療費－842,000円）×1％
≪140,100円≫

現役並みⅡ
（※2）

167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％
≪93,000円≫

現役並みⅠ
（※3）

80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％
≪44,400円≫

一般
（※4）

18,000円
〔144,000円〕

57,600円
≪44,400円≫

区分Ⅱ
（※5）

8,000円
24,600円

区分Ⅰ
（※6） 15,000円

負担区分 負担割合 要件
一般 1割 3割負担以外の場合

現役並み
所得者 3割

同じ世帯の被保険者のいずれかの
人が、住民税課税所得145万円以
上の場合
ただし、収入の状況により1割負
担となる場合があります。

　病気やけがで医療機関にかかるときの一部負担金の
割合は1割または3割です。
負担割合（8月～翌年7月）／毎年判定を行います。

医療機関での負担割合

高額療養費
　同じ月内に支払った医療費の一部負担金の合計額が
高額になった場合は、限度額を超えた額が払い戻され
ます。申請が必要な人には、案内の通知をお送りしま
す。一度申請された人は、次回からは申請の必要はあり
ません。

限度額適用・標準負担額減額認定証
（「減額証」）について
　高額な入院診療や外来診療を受けた時は、保険証の
提示で窓口での負担が限度額（左の表を参照）までとな
りますが、市県民税が非課税世帯の人は保険証に添え
て「減額証」を提示することにより、窓口負担の限度額
がさらに減額されます。
　「減額証」の発行は、窓口での手続きが必要です。

高額介護合算療養費の支給
　後期高齢者医療と介護保険の両方を利用し、1年間（8
月～翌年7月）の一部負担金の合計額が限度額を超えた
場合は、限度額を超えた額が払い戻されます。
　ただし、食費や居住費、差額ベッド代などは合算の対
象となりません。

　飯塚市の指定する治療院において、健康増進を図る
ために受診するはり、きゅうの施術（末梢神経疾患及び
運動器疾患に限る）を利用するための券を申請により
交付します。
※ はり、きゅう受診券を使って、あんま・マッサージの
施術を受けることはできません。

はり、きゅう受診券

利用回数
　1日1回、1月10回、年48回を限度とします。

施術料金
　はり、きゅう受診券1枚につき1,800円
　（受診者が施術料金の半額を負担し、市が半額を助成
します。）

介護保険

　介護保険は、日常生活に介護や支援が必要になった
ときに、安心して必要なサービスを利用することがで
きる制度です。

被保険者の種類
・ 第1号被保険者　65歳以上の人
・第2号被保険者　 40歳から64歳までの人で医療保険

に加入している人

サービスを利用できる人
・ 第1号被保険者（65歳以上の人）
　 要介護・要支援と認定された人または事業対象者で
ある人
・ 第2号被保険者（40歳から64歳までの人）
　 介護保険の対象となる16種類の病気（特定疾病）が原
因で要介護・要支援と認定された人

問 本庁高齢介護課・各支所市民窓口課
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保険証と負担割合証
　介護保険の保険証（介護保険被保険者証）は被保険者
の人に対して1枚交付されます。申請やサービスの利用
など様々な場面で使いますので、大切に保管しておき
ましょう。

介護サービスを利用するまでの流れ
1.相談します
　介護サービスを利用するには、要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
　 介護サービスの利用を希望する場合は、お住まいの地区の地域包括支援センター
（P66）か飯塚市役所窓口で相談しましょう。
2.申請します
　 介護サービスを利用するご本人・ご家族が申請を行います。（居宅介護支援事業所
などに申請を代行してもらうこともできます。）
3.主治医意見書を作成してもらいます／認定調査を受けます
　主治医（かかりつけ医）に意見書を作成してもらいます。
　 調査員が自宅を訪問し、心身の状態などの聞き取り調査などをします。（全国共通
の調査票が使われます。）
4.審査・判定されます
　主治医意見書と訪問調査の結果をもとに、介護認定審査会で審査・判定されます。
5.認定結果が通知されます
　介護認定審査会の結果をもとに、認定結果が届きます。
　認定結果は、要介護1～5、要支援1・2、非該当（自立）のいずれかになります。
6.ケアプランを作成します
　要介護1～5の人は居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）に作成してもらいます。
　要支援1・2の人は地域包括支援センターに作成してもらいます。
7.ケアプランに基づいてサービスの利用が始まります

※ 非該当（自立）の人には「介護予防・日常生活支援総合事業」（P64）を実施しています。これを利用するには「基本
チェックリスト」を受ける必要がありますので、お住まいの地区の地域包括支援センター（P66）にお問い合わせく
ださい。

相談・申請

意見書 訪問調査

介護認定審査会

認定結果の通知

ケアプランの作成

介護サービスの利用

＜介護保険被保険者証＞
・ 第1号被保険者（65歳以上の人）の場合
　65歳に到達する前の月に郵送にて交付されます。
・ 第2号被保険者（40歳から64歳までの人）の場合
　要支援・要介護と認定された人に交付されます。
＜負担割合証＞
要介護・要支援または事業対象者と認定された人に交
付されます。介護サービスを利用する時には、保険証と
一緒に提示してください。 
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介護サービスの種類
　要介護（支援）の認定をお持ちの方は自身の状態などにあった介護保険によるサービスを利用できます。サービス
の内容については契約しているケアマネジャー（要支援の方についてはお住まいの地域の地域包括支援センター）に
ご相談ください。また、受けることのできるサービスは介護度により異なります。
在宅サービス

自宅にいながら利用できるサービスです。

自宅で介護を受ける
・ 訪問介護
　 買い物や掃除・食事など
の介助が受けられます。
・ 訪問入浴介護
　 移動式浴槽を用いて入
浴サービスが受けられ
ます。
・ 訪問看護
　 医療処置・医療機器の管
理・床ずれ予防などが受
けられます。
・ 居宅療養管理指導
　 療養上の管理指導・助言
などが受けられます。

施設に通う
・ 通所介護/リハビリテーション
　 食事・入浴などの介助、機能訓
練などが受けられます。

短期間施設に泊まる
・ 短期入所生活/療養介護
　 食事・入浴などの介助、機能訓
練などが受けられます。

福祉用具をレンタルする
・ 福祉用具貸与
　 車いすや特殊ベッドなどの福
祉用具をレンタルできます。

福祉用具を買う・自宅を改修する
・ 特定福祉用具販売
　 腰掛便座やシャワーチェアなどの貸与に適しない福祉用具
を購入する際に保険給付が受けられます。
・ 住宅改修費支給
　 手すりの取付けや段差の解消などの住宅改修をする際に保
険給付が受けられます。
※ 他のサービスとは別に支給限度額があり、ケアマネジャー等
の判断により必要と認められ、市から許可が下りた場合のみ
購入・改修について保険給付が受けられます。

施設サービス

施設に入所しながら使用できる介護サー
ビスです。

・ 介護老人福祉施設 
（特別養護老人ホーム）
　 常時介護が必要な方向けの施設で、食
事・入浴などの介助、機能訓練などが
受けられます。

・ 介護老人保健施設
　 自宅への復帰を目指すための施設で、
医療処置や食事・入浴などの介助が受
けられます。

・ 介護療養型医療施設
　 長期的な療養が必要な方向けの医療
機関の病床で、食事・入浴などの介助、
機能訓練が受けられます。

・ 介護医療院
　 長期的な療養が必要な方向けの医療
機関の病床で、医療的ケアと介護を一
体的に受けられます。

・ 特定施設入所者生活介護
　 有料老人ホームなどで、食事・入浴な
どの介助、機能訓練が受けられます。

地域密着型サービス（原則、他市区町村のサービスは利用できません）

高齢者の方が住み慣れた場所での生活を続けるために、身近な市町村で提供されるサービスです。

（在宅サービス）
・ 認知症対応型通所介護
　 認知症の高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練な
どを日帰りで受けられます。
・ 地域密着型通所介護
　 小規模な通所介護施設で、食事・入浴などの介護や機能訓練
が日帰りで受けられます。
・ 定期巡回、随時対応型訪問介護・看護
　 日中、夜間を通じて1日に複数回の定期訪問と随時対応を受
けられます。
・ 小規模多機能型居宅介護
　 小規模な施設への「通い」を中心に、「泊まる」、「訪問介護」の
サービスが柔軟に受けられます。
・ 看護小規模多機能型居宅介護
　 小規模な施設への「通い」、「泊まる」、「訪問（介護と看護）」の
サービスが柔軟に受けられます。

（施設サービス）
・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護
　 小規模な介護老人福祉施設で食事・入浴
などの介護や健康管理が受けられます。
・ 地域密着特定施設入居者生活介護
　 小規模な介護専用の有料老人ホームな
どで、食事・入浴などの介護や機能訓練
などが受けられます。
・ 認知症対応型共同生活介護： 
グループホーム
　 認知症の高齢者が共同で生活できる住
居で、食事・入浴などの介護や支援、機
能訓練などが受けられます。
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費用の負担割合について
　介護サービスを利用時の自己負担額は、原則サービ
スにかかった費用の1割から3割です。残りの7割から9
割分は保険給付として皆さんが納付されている介護保
険料などから給付されます。
※ 施設でのお食事代やお部屋代等、介護サービスによ
る費用ではないものは対象になりません
負担割合の決まり方・確認方法
本人や同じ世帯の65歳以上の方の収入・課税状況によ

り決定し、要介護・要支援または事業対象者の認定を持っ
ている方に交付している「負担割合証」で確認できます。
　負担割合は、毎年8月又は世帯の収入状況等に変更が
あったときに更新され、新たな「負担割合証」が交付さ
れます。
介護サービス費の上限額

　介護度によって、保険の対象となる1ヶ月あたりの上
限額（支給限度額）が決まっています。上限額を超えて
のサービスの利用は可能ですが、超えた分に関しては
負担割合に関係なく全額本人負担となり、次に説明す
る「高額介護サービス費」「高額医療合算介護サービス
費」の対象とはなりませんのでご注意ください。

介護度 支給限度額
要支援1  50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円
＜上限を超えてサービスを利用したとき＞
※利用者負担が1割の場合

支給限度額
サービスにかかった金額

9割（保険から給付） 1割 上限を超えた額

自己負担

＜支給限度標準額（1ヶ月）＞
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介護保険料
第1号被保険者（65歳以上）の介護保険料

＜納付方法＞
　納付方法は「特別徴収」と「普通徴収」とがあります。
・ 特別徴収　年金から保険料を天引きする方法
　　　　　　年金の定期払いの際に納付（年6回）
・ 普通徴収　納付書または口座振替で納付する方法
　　　　　　8月から翌年3月まで納付（年8回）
　原則は「特別徴収」で納付していただきます。納付方
法は法律で定められており、任意で変更することはで
きません。
・ 特別徴収となる人　年金の受給額が年18万円以上の人
・ 普通徴収となる人　年金の受給額が年18万円未満の人
　ただし、特別な事情により、年金の年間受給額が18万
円以上であっても、普通徴収となる場合があります。
第2号被保険者（40歳から64歳まで）の介護保険料

　加入している健康保険の保険料（国民健康保険や職
場の健康保険）の中に加算されます。医療分とあわせて
納めます。
※ 詳しくは加入している健康保険の保険者にお問い合
わせください。
介護保険料を滞納していると

　介護保険料は介護サービスの利用有無にかかわら
ず、必ず納めなければならないものとして、法律で定め
られています。災害などの特別な理由もなく、介護保
険料を滞納していると、介護サービス利用時に費用を
一旦全額支払うことになったり（支払方法の変更）、利
用者負担の割合が引き上げられたりします（給付額減
額）。保険料は忘れずに納めましょう。
※ 滞納を放置していると、差押を受ける場合があります。
保険料の減免

　特別な事情や恒常的生活困窮により、介護保険料の
納付が困難な場合には、減免を受けることができる場
合があります。減免を受けるには、申請をする必要があ
ります。詳しい内容については、お問い合わせくださ
い。
※「特別な事情」の例
・ 主たる生計維持者が死亡した場合
・ 災害により、住宅や家財等に著しい損害を受けた場
合
※ 減免が承認されるのは市の減免基準を満たした人の
みです。申請により無条件に減免が承認されるもの
ではありません。

自己負担が高くなったとき
　介護サービス費用が高額になった場合は、本人の負
担軽減のためご利用できる制度があります。ただし、い
ずれの場合も要件や基準があり、すべての人には当て
はまりません。
高額介護サービス費

　同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額
（同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額）が
定められた上限額を超えたときは、申請により超えた
分が「高額介護サービス費」として支給されます。申請
書は、利用者負担が上限額を超えていることが確認さ
れ次第、市役所から送付します。
＜高額介護サービス費の算出方法＞

世帯での負担額（1ヶ月）

1ヶ月あたりの上限額 上限を超えた額

高額介護サービス費

高額医療合算介護サービス費
　年間（8月から翌年7月）の介護保険と医療保険の利
用者負担額（同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は
世帯合算額）が定められた上限額を超えた時は、申請に
より超えた分が「高額医療合算介護サービス費」として
支給されます。申請書は利用者負担額が上限額を超え
ていることが確認され次第、福岡県後期高齢者医療広
域連合より郵送されます。（介護保険担当と医療保険担
当、（期間中に住所変更をされている場合は）他市区町
村と連絡調整が必要となるため、申請書の送付・申請後
の支給までに数ヶ月時間を要します）
介護保険負担限度額認定証
所得の低い方の施設利用が困難にならないように、一

定の要件を満たす方は、申請により1日のお食事代・お部
屋代について利用者負担の限度額が設けられています。
世帯（別世帯の配偶者含む）全員が非課税であること及び
本人と配偶者の預貯金が基準額以下であることが要件と
なっています。承認された場合はショートステイ利用時
や施設入所（特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介
護療養型医療施設、介護医療院）の際にご利用できます。
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※第1段階・第2段階・第3段階の保険料は公費の投入により率が軽減されています。
　カッコ内の保険料率は公費投入が無かった場合の保険料率です。

段階区分 所得段階 保険料率 年間保険料

第1段階
●生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の人
● 本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入金額と合計所得金額の合計
が80万円以下の人

0.30
（0.50） 25,810円

第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入金額と合計所得金額の合計が
80万円を超え120万円以下の人

0.50
（0.75） 43,020円

第3段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入金額と合計所得金額の合計が
120万円を超える人

0.70
（0.75） 60,220円

第4段階 本人は住民税非課税であるが、世帯員の中に住民税課税がいる人で、課税年金収入
金額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 0.90 77,430円

第5段階 本人は住民税非課税であるが、世帯員の中に住民税課税がいる人で、課税年金収入
金額と合計所得金額の合計が80万円を超える人 1.00 86,040円

第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 1.20 103,240円

第7段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 1.30 111,850円

第8段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 1.50 129,060円

第9段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 1.70 146,260円

第10段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上450万円未満の人 1.90 163,470円

第11段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が450万円以上500万円未満の人 2.00 172,080円

第12段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が500万円以上550万円未満の人 2.10 180,680円

第13段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が550万円以上600万円未満の人 2.20 189,280円

第14段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が600万円以上650万円未満の人 2.30 197,890円

第15段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が650万円以上700万円未満の人 2.40 206,490円

第16段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が700万円以上750万円未満の人 2.50 215,100円

第17段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が750万円以上800万円未満の人 2.60 223,700円

第18段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が800万円以上850万円未満の人 2.70 232,300円

第19段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が850万円以上900万円未満の人 2.80 240,910円

第20段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が900万円以上の人 2.90 249,510円

65歳以上の人の年間介護保険料額（所得段階別） 【基準額：86,040円】

 第1号被保険者（65歳以上）の介護保険料の決まり方（令和3年度から令和5年度までの3年間）
収入や所得、住民税の課税状況に応じ、公平な保険料負担となるよう保険料率が設定されています。特に、収入・所得

の少ない人（第1段階・第2段階・第3段階）については、保険料負担を軽減するため、公費による軽減も実施しています。 
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　在宅の高齢者の生活を支援するサービスです。（各々の対象要件等、詳細についてはお問合せください。）
事業 対象者 概要

軽度生活援助 日常生活の援助が必要な「一人暮らしの高齢者や
高齢者のみの世帯」（市民税が非課税の世帯）

日常生活上の簡易な援助（庭の草取りや剪定、大掃
除）を行います。

福祉電話設置 通信手段の確保が困難な「一人暮らしの高齢者や
高齢者のみの世帯（市民税が非課税の世帯）」

電話加入権を貸与し、緊急連絡手段、コミュニケー
ションの確保を図ります。

高齢者
寝具乾燥及び洗濯
※1

寝たきりなどにより寝具の衛生管理が困難な「一
人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯」 委託業者が訪問し、寝具の乾燥・洗濯を行います。

高齢者
住宅改造助成

転倒などを防止するため「手すりの取付け」「段差
の解消」等の住宅改修が必要な世帯（市民税が非課
税の世帯）

対象となる改修経費の一部又は全部（上限あり）を
助成します。

高齢者
日常生活用具給付

心身機能の低下に伴い、防火などの配慮が必要な
「要介護認定を受けている高齢者がいる世帯（市民
税が非課税の世帯）」

防火を目的とした日常生活用具（火災警報器・電磁
調理器）の購入費助成を行います。

高齢者福祉 問 本庁高齢介護課・各支所市民窓口課／地域包括支援センター

在宅福祉サービス

※1　現在、休止中のため、お問い合わせください。
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事業 対象者 概要

高齢者
訪問理美容サービス 要介護3以上の認定を受け外出が困難な高齢者 理美容師が理美容のサービスを自宅で行うための

出張費用を助成します。

食の自立支援
【配食サービス】

栄養改善が必要な「一人暮らしの高齢者や高齢者
のみの世帯」

栄養バランスのとれた夕食を配達し、併せて「面会」
もしくは「声かけ」による安否確認を行います。

緊急通報システム 心臓疾患等により、健康上特に注意を要する「一人
暮らしの高齢者世帯」

緊急通報装置の設置について、貸与又は助成を行
い、緊急時の連絡手段の確保を行います。

介護手当給付 要介護3以上の認定を受けている高齢者を在宅で
介護している世帯の介護者

介護手当（月1万円）を家族介護者に給付します。
※ 介護保険サービスを過去1年間利用しておらず
（一部除く）、在宅での介護日数が15日以上の月
に限ります。

介護用品
（紙おむつ・尿とりパッ
ド）給付

認知症や寝たきり状態で紙おむつ・尿とりパッド
を必要とする要介護3以上の高齢者を在宅で介護
している世帯の介護者（同居者全員の市民税が非
課税の世帯）

紙おむつ・尿とりパッドを給付（月6,000円以内）し
ます。

認知症高齢者等
徘徊検索システム給付

認知症による徘徊行動がある介護保険の認定を受
けている高齢者又は若年性認知症の方を介護する
世帯の介護者

購入、レンタルに要した初期費用の一部又は全部
（7,000円を限度）を助成します。
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介護予防・日常生活支援総合事業

サービス種類 サービス内容

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

訪問サービス（現行相当） 訪問介護員による身体介護、生活援助

訪問型サービスA1（緩和基準） 身体介護を除く生活援助　1回60分

訪問型サービスA2（緩和基準） 身体介護を除く生活援助　1回30分

訪問型サービスC1
（短期集中予防サービス）

居宅での理学療法士、作業療法士による相談指導（手すり設置等の相談、自主トレー
ニングの提案）

訪問型サービスC2
（短期集中予防サービス）※1

居宅での保健師又は看護師による閉じこもりに対する支援（必要に応じ口腔機能向
上、栄養改善指導）

通
所
型
サ
ー
ビ
ス

通所サービス（現行相当） 通所介護と同様のサービス
生活機能向上のための機能訓練

通所型サービスA（緩和基準） 高齢者の閉じこもり予防や自立支援を目的とした通所事業

通所型サービスC1
（短期集中予防サービス） 生活機能改善のための運動機能向上を目的とした短期集中予防サービス

通所型サービスC2
（短期集中予防サービス）※1

生活機能改善のための口腔機能向上及び認知機能向上を目的とした短期集中予防
サービス

•利用者の状態により、利用できる回数が変わります。
• 総合事業を利用した場合、サービス費用の1割（所得に応じて2割又は3割）を本人が負担することになります。（訪
問型サービスC2は無料）
※1　令和3年3月1日現在、指定事業所なし。

総合事業の種類
　要支援認定者や基本チェックリストにより生活機能の低下が見られた人（事業対象者）が利用できる「介護予防・生
活支援サービス事業」と65歳以上すべての人が利用できる「一般介護予防事業」があります。

介護予防・生活支援サービス事業
　要支援認定者及び事業対象者を対象に、これまで予防給付として提供していた介護予防訪問介護と介護予防通所
介護を緩和した基準などを用いながら、市の事業として実施します。

　2025年（令和7年）に「団塊の世代」が75歳を迎えるなど高齢化が進展していく中、要支援者等の高齢者の多様な
生活支援のニーズを地域全体で支えることを目的として、「介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」といい
ます）」が市町村の事業として位置づけられ、飯塚市では平成29年4月から開始しました。
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相談する（65歳以上の人）
お住まいの地域を担当する地域包括支援センター、もしくは飯塚市役所（高齢介
護課）のいずれかに相談します。

デイサービスやホームヘルプサービスのみ利用する

要介護（要支援）認定申請をします 基本チェックリストを受けます

居宅介護支援
事業所とケア
プランを作成
します

地域包括支援セン
ターと介護予防ケ
アプランを作成し
ます

介護予防ケアマネジメント
地域包括支援センターで、本人や家族と話し
合い、ケアプランを作成します
【対象】要支援者、総合事業対象者

いいえ　又は　明らかに
要介護状態の場合

はい　又は
分からない

介護保険の介護予防サービス
が利用できます
※ 介護保険のサービスと総合事業の両
方を利用できますが、内容が重複す
るサービスは利用できません。

介護保険の介護サービ
スが利用できます

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・生活支援サービス
事業（訪問型サービス・通所型
サービス）が利用できます

一般介護予防事業が
利用できます

要支援1・2の人要介護1～5の人 非該当の人
生活機能の低下が
みられた人
（総合事業対象者の人）

自立した生活が
送れる人

総合事業利用の流れ

一般介護予防事業
　「介護予防」とは「いつでも住み慣れた地域で自分らしくいきいきと暮らしていくため、介護が必要な状態にならな
いように生活を工夫し、健康づくりに取り組むこと」を目指します。
　日々の生活の中で弱くなった部分に早めに気づき、今以上に弱くならないように介護予防に取り組むことが必要
です。
　飯塚市では、介護予防のための教室（高齢者筋力アップ教室、脳元気教室など）を実施しています。詳しくは、広報い
いづかでご確認ください。

　総合相談支援業務として、高齢者や家族からの相談に応じ、介護・保健・医療・福祉サービスなどの情報提供や関係
機関との連絡調整など、総合的に支援しています。また、高齢者の虐待の防止、成年後見など権利擁護のために必要な
援助や要支援1、2と認定された方及び総合事業対象者の介護予防サービスを受けるためのケアプランを作成し、支
援を行っています。

地域包括支援センター
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センター名 担当地区

飯
塚
地
区

地域包括支援センター
くぬぎ苑
☎24-8112

吉原町　リバーサイド　稲荷町　宮の下　下本町　中本町　上本町　西町東　西町西
徳前第1　徳前第2　徳前第3　徳前第4　向町　御幸町　東町東　東町西　片島栄町
片島本町　片島若宮町　片島勝守町　立岩　久世ヶ浦　川島

地域包括支援センター
太陽の郷
☎21-2828

昭和通　中央通　駅通　南通　木の花　元宮　五穀神　大新　鶴三緒　忠隈　下三緒
三緒浦　山内　上三緒第1　上三緒第2　上三緒第3　東ヶ丘　下三緒団地　上三緒第4
柏の森ヒルズ

地域包括支援センター
ベスト・シルバー飯塚
☎22-5566

新飯塚東　新飯塚西　芳雄　旧芳雄　柏の森　鯰田本町　鯰田上町　鯰田浦田
鯰田篠田　鯰田簀子町　鯰田新町　鯰田蛭子町　鯰田栗尾　鯰田畝割　鯰田東町
鯰田柳町　鯰田南町　愛宕団地　市の間

二瀬地域包括支援センター
コスモス苑
☎21-5511

東川津　西川津　東横田　西横田　南横田　中央区　旭ヶ丘　二瀬本町　高雄区
東新町　西新町　東伊岐須　西伊岐須　相田　上相田　新二瀬　新相田　新高雄
新栄町　相田団地　伊川　乙丸　けやき台　東伊川　南伊川　ガーデンヒルズ

幸袋地域包括支援センター
いずみ苑
☎21-1777

幸袋本町　幸袋新町　池田　栄町1丁目　栄町2丁目　栄町3丁目　幸袋西町　日の出町
緑ヶ丘　大谷町　中三　中一　三軒家　庄司　津島　柳橋　目尾勝負谷　第二目尾
浜生　吉北　吉北元町　目尾中央　目尾薙野　白旗団地　目尾団地　第二勝負谷
地産　井の浦

鎮西地域包括支援センター
☎24-0033

八木山　蓮台寺　建花寺　大日寺　花瀬　明星寺　潤野上区　潤野下区　東潤野
潤野牟田　黒萩　明星寺団地　新花瀬　県住はなせ　花咲台　新潤野

穂
波
地
区

穂波東地域包括支援センター
☎26-6761

堀池　堀池東　秋松　松ヶ瀬　忠隈一区　忠隈二区　忠隈浦田　忠隈泉町　忠隈北区
忠営　忠営二区　忠営三区　楽市東区　大陣　楽市　南尾　南尾二区　南尾迎坂
神の浦　神の浦浦田　平恒　平恒新町　平恒本町　平恒中野　平恒原口

穂波西地域包括支援センター
つばき苑
☎23-8124

太郎丸一区　太郎丸二区　椋本　安恒　椿　弁分　弁分彼岸原　久保白　見田　高田
本谷　舎利蔵　津原　振興　小正一区　小正二区　小正三区　小正浦の原　小正高畑
秋松西　若菜　枝国一区　枝国二区　枝国三区　日鉄枝国　小正水落　天道

筑
穂
地
区

筑穂地域包括支援センター
☎72-3155

大野　久保山　内住本村　切畑　大分　黒石　片山　ニュータウン大分　うぐいす台
長楽寺団地　大分駅前団地　鴬塚　楠台　氷屋　嘉穂　山口　馬敷　筑穂元吉　浦田
筑穂栄町　長尾　長尾東団地　北古賀　平塚　出雲東　阿恵　弥山　下揚　三町
上揚　桑曲　大分駅西

庄
内
地
区

庄内地域包括支援センター
多田の里
☎82-0410

高倉　筒野　赤坂　勝島　青葉台　新町一区　新町二区　すだれ石　入水　山倉　赤松
本村　若草　関の台　旭町　庄内栄町　安丸　大坪　持田　立　有安　藤田　柿田
鳥羽　ビレッジハウス庄内　多田　あさひ台　仁保　大門　庄内元吉　有井　有井二区
有井三区　工場団地　筑前製鋼　光ヶ丘

頴
田
地
区

頴田地域包括支援センター
かいた苑
☎09496-2-4552（令和3年9月まで）
☎0948-92-4552（令和3年10月から）

上勢田東　上勢田西　中央団地1　中央団地2　中央団地3　中央東団地　下勢田
北勢田　東勢田1　東勢田2　東勢田3　福門　新立　桜が丘　明治1　明治2　木浦岐
口原　大畑　六反畑　石丸　石丸団地1　石丸団地2　石丸団地3　ビレッジハウス
東佐與　西佐與　鯰田東区　牧野　鹿毛馬中　鹿毛馬上　小峠　小峠東　小峠西

地域包括支援センターの担当地区
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種類 対象者 内容

身体障がい者
手帳

身体に障がい
がある人

障がいがある人のための援助やサービスを受ける場合に必要な手帳です。手帳の交付申請には、
身体障害者福祉法の第15条の指定を受けた医師の診断書が必要です。

療育手帳 知的に障がい
がある人

知的障がい者・障がい児のための援助やサービスを受ける場合に必要な手帳です。18歳未満の人は
児童相談所、18歳以上の人は障がい者更生相談所の判定を受け、該当すれば手帳が交付されます。

精神障がい者
保健福祉手帳

精神に障がい
がある人

精神障がい者への援助や各種制度上のサービスを受けやすくするものです。申請に基づき県の精
神保健福祉センターで決定されると、手帳が交付されます。

障がい者・障がい児福祉 問 本庁社会・障がい者福祉課・各支所市民窓口課
（ただし、障がい年金関係については、本庁医療保険課または直方年金事務所☎0949-22-0891、特別児童扶養手当については本庁子育て支援課）

　身体、知的、精神に障がいのある人などにさまざまな支援をしています。障がいのある人は、次のとおり手帳の交付
を受け、障がいの程度により各種制度が利用できます。

障がい者手帳

○こんなときには届出を
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けたら、次のようなときには必ず届け出てください。
　①居住地や氏名が変わったとき　②手帳を紛失したり、破損したとき　③障がいの程度に変更を生じたとき

項目 内容

特別障がい者手当 日常生活において常に特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の人に支給します。（所得制限があります。）

障がい児福祉手当 日常生活において常に特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給します。（所得制限があります。）

特別児童扶養手当 身体や精神に障がいのあるお子さん（20歳未満）を養育している父母などに支給します。（所得制限があります。）

障がい年金等 年金の障がい等級に該当する状態になったときに支給します。（ただし、納付要件を満たしている人）初診日
に加入している年金制度などにより請求先が異なります。

手当と年金

事業名 対象者 事業の概要

障がい福祉サービス 障がい者・障がい児、難病患者等

地域での自立した生活を支援するためのサービスを提供します。
•訪問系サービス（ホームヘルプなど）
•日中活動系サービス（生活介護・自立訓練など）
•居住系サービス（グループホーム・施設入所支援など）

障がい児通所支援 障がい児、難病患者等
障がいのある児童に対し、通所サービスを提供します。
•児童発達支援
•放課後等デイサービス　など

自立支援医療 障がい者・障がい児 更生医療、育成医療、精神通院医療の費用を一部給付します。

自動車運転免許取得事業 障がい者手帳の交付を受けている人 運転免許を取得するときに10万円を限度として助成します。

自動車改造費助成事業 上・下肢または体幹機能障がい者 自ら運転する自動車の手動装置などを改造するときに10万円を
限度として助成します。

　各事業を利用できる障がいの種類・程度などの要件は事業ごとに異なります。
　利用する場合は事前に申請が必要となります。

各種障がい者支援

次ページに続く
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事業名 対象者 事業の概要

補装具の交付・修理 身体障がい者手帳の交付を受けて
いる人・難病患者等

日常生活を容易にするため、補装具（義眼・補聴器など）の交付・
修理をします。

日常生活用具の給付 身体障がい者手帳及び療育手帳の
交付を受けている人、難病患者等

日常生活を容易にするため、各種用具（特殊寝台・入浴補助用具・
ストーマ装具など）を給付します。

訪問入浴サービス 重度の身体障がいにより、自宅で
の入浴介助が困難な人 訪問して、入浴サービスを行います。（原則として週1回）

寝具乾燥・洗濯事業 ※現在、休止中のため、お問い合わせください。

配食サービス 調理が困難な重度の障がい者のみ
の世帯 夕食をお届けします。（400円/1食）

訪問理美容サービス 外出して散髪にいくことができな
い重度の障がい者

理美容師が訪問し、散髪をします。出張料を市が負担しますが、
理髪料は自己負担です。

福祉電話設置事業
電話以外にコミュニケーション及
び緊急連絡手段がない重度身体障
がい者（住民税非課税世帯）

孤独感をやわらげるとともに、緊急時の連絡として福祉電話を
お貸しします。
※利用者負担は基本料金の半額と通話料金です。

緊急通報システム事業 重度身体障がい者のみで構成され
る世帯

急病・事故などの際、協力者などに連絡するための緊急通報装置
を設置します。住民税非課税世帯は貸与、住民税課税世帯は給付
（自己負担あり）

福祉タクシー料金
助成事業

重度の障がい者など（住民税非課
税世帯）

タクシーを利用する際、初乗り運賃を助成する福祉タクシー利
用券を交付します。（月4枚）

住宅改造費助成事業
重度の身体・知的障がい者がいる
世帯（生計中心者の住民税、前年所
得税が非課税の世帯）

障がい者の自立及び介護者の負担を軽減するため住宅の改造な
どの経費を一部助成します。
助成額30万円（上限額）
※ 対象となる工事は要件がありますので詳細は問合せてくださ
い。

意思疎通支援者派遣事業
《手話通訳者等派遣事業》

聴覚障がい者等
聴覚障がい者等で構成する団体

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通を図る
ことに支障がある市内に居住する障がい者等とその他の者との
意思疎通を支援するため、公的機関、教育、病院等の社会生活上
必要な内容に対して手話通訳者等を派遣します。
費用は原則無料（入場料、参加費に類する費用は申請者負担）で
す。
問い合わせ先： サン・アビリティーズいいづか 

電話・ファックス 29-3087
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場所 飯塚市忠隈523番地
飯塚市役所穂波庁舎

電話番号 0948-43-4006
ファックス番号 0948-43-4021
メールアドレス soudan@iikk-kikan.jp

受付時間
月曜日～金曜日
午前8時30分～午後5時15分
（土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます）

障がい者・障がい児の相談窓口

飯塚市・嘉麻市・桂川町障がい者基幹相談支援センター

　障がい者基幹相談支援センターは、障がいのある方、
そのご家族、関係者の方の相談窓口です。生活の悩みご
と・困りごと・心配ごと、将来のこと、仕事のこと、夢、子
どもの発達や将来のこと、お住まいのこと、障がい者虐
待のことなど、なんでもご相談ください。

• 障がい者基幹相談支援センターは、飯塚市・嘉麻市・
桂川町から委託された相談機関で、これまでの障が
い者支援センター（かさまつ、たいよう、BASARA）の
相談支援専門員で構成されています。
• 発達障がい児等を対象とした療育面における相談支
援は、こども発達療育センター　テコテコ内（飯塚市
口原1061-6　☎09496-6-8278（令和3年9月まで）
☎0948-96-8278（令和3年10月から）　ファック
ス09496-6-8280（令和3年9月まで）ファックス
0948-96-8280（令和3年10月から））において行っ
ています。
　障がい者虐待防止に関するご相談や、虐待を発見し
た（受けた）場合の通報などは、障がい者虐待防止セン
ターでもお受けします。

飯塚市・嘉麻市・桂川町障がい者虐待防止センター
（24時間対応）
電話番号 0948-43-9977
ファックス番号 0948-43-9974
メールアドレス gyakutai.sos@ezweb.ne.jp

保育所

保育所の入所申込について
提出書類

　①保育所入所申込書　　②勤務・就労証明書
　③個人番号届出書及び番号確認書類
　　※ 以上の他にも診断書（病気または親族などを介

護している場合のみ）などの添付書類が必要な
場合がありますのでお問合せください。

　保育所は、保護者が働いていたり、病気のため家庭で
保育できない場合などに、保護者に代わってお子さん
を保育する施設です。

 保育料（令和元年からは、3歳から5歳までの
こどもと0歳から2歳までの住民税非課税世
帯のこどもの利用料が無償化。）

児童福祉
問 本庁子育て支援課・各支所市民窓口課

　保育料は保護者の前年分の所得に対する市民税額に
より、児童の年齢に応じて決定されます。
　なお、2人以上入所される場合は、第2子は半額、第3
子以降は無料です。

市立・私立保育所・認定こども園一覧

保育所名 施設所在地 連絡先 定員

市
　
立

菰田保育所 堀池15-9 ☎22-0865 220
楽市保育所 楽市163 ☎22-2235 120
平恒保育所 平恒278-2 ☎23-6041 60
筑穂保育所 長尾885-1 ☎72-0071 160
庄内こども園 赤坂364 ☎82-0009 100

頴田こども園 勢田1010-1

☎09496-2-6857
（令和3年9月まで）
☎0948-92-6857
（令和3年10月から）

120

 （地図→98～101ページへ）

次ページに続く
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　保護者が仕事などのため、症状の急変はないが病気
の回復期に至っていない児童を自宅で育児できない場
合に、専門の施設で一時的にお預かりする事業です。
実施施設／ さくらルーム（宮嶋医院　2階） 

忠隈380　☎22-1433 
キッズケアルーム飯塚らいむ 
（飯塚らいむ保育園内） 
鯰田2425-207　☎25-6266

病児保育事業

　子育て支援センターは、子育て中の家庭を支援する
施設です。
　主に子育てに関する相談、育児情報の提供、子育て親
子の交流やあそびの場の提供、育児講座の実施、育児
サークルの支援などを行っています。
　また、各支援センターでは、出前講座として各地域の
福祉センターなどに出向いて、親子あそびの広場も開
催しています。
　子育てに関するご相談がありましたら、お気軽に支
援センター職員にお問合せください。

子育て支援センター

　子育てのお手伝いをしたい人と子育ての手助けをし
てほしい人とをつなぎ、地域の中でお互いを支えあう
会員組織です。

ファミリー・サポート・センター事業

ファミリー・サポート・センターいいづか
場所／ 鯰田1666-23 

つどいの広場いいづか（旧鯰田幼稚園跡） 
☎52-8866

開所日・時間
　 月～金曜日午前9時から午後5時まで 
（閉所日は、土・日曜日、祝日、12月29日～1月3日、
8月13日～8月15日）
援助活動の内容

　1．子どもの一時預かり
　2．保育施設などへの送迎
　3． その他センターの趣旨に適合していると認められるもの
入会金・登録料／無料
利用料金

・午前7時～午前9時…1時間あたり800円
・午前9時～午後7時…1時間あたり500円
・午後7時～午後8時…1時間あたり800円

　妊産婦の人が体調不良などのため家事や育児を行う
ことが困難になったとき、支援員が家事や育児のお手
伝いをします。
（例：炊事、洗濯、掃除など）
利用期間・回数など

・ 妊娠中 
母子健康手帳の交付を受けてから出産前まで　2回
・ 出産後　出産日から16週間後まで　10回 
（多児出産の場合　出産日から16週間後まで 20回）
※1回2時間まで
利用時間など

・午前8時30分～午後5時
・ 土日も利用可（祝日、8月13日～8月15日・12月29日
～1月3日除く）
利用料金

　310円（1時間）　※所得に応じて減免があります。

産前・産後生活支援事業

開所日
　毎日（12月31日～1月3日を除く）…街なか
　 月～土曜日（祝日、12月29日～1月3日を除く） 
…穂波・筑穂・庄内・頴田
時間／午前8時30分から午後5時まで
利用料／無料
穂波子育て支援センター（穂波交流センター内）☎21-0066
　筑穂子育て支援センター（筑穂保育所内） ☎72-2970
　庄内子育て支援センター（庄内図書館横） ☎82-0089
　頴田子育て支援センター（旧サンシャインかいた内）

☎09496-2-0333（令和3年 9月まで）
 ☎0948-92-0333（令和3年10月から）
　街なか子育てひろば（本町） ☎22-3809

保育所名 施設所在地 連絡先 定員

私
　
立

明星保育園 柏の森535-3 ☎25-1545 160
あじさい保育園 横田644-4 ☎25-0151 160
あさひ保育園 川島840-1 ☎24-1573 120
ひかるこども園 伊岐須62-8 ☎25-0065 110
わかみず保育園 目尾967-3 ☎25-3222 120
了専寺白菊幼稚園 小正93 ☎24-7486 50
潤野こども園 潤野35-6 ☎25-5558 120
飯塚保育園 堀池131-1 ☎22-8193 80
横田保育園 横田351-1 ☎22-1329 80
常楽寺保育園 太郎丸772-1 ☎23-1562 110
つぼみ保育園 椋本548-4 ☎22-1515 70
常葉保育園 忠隈50-67 ☎24-1341 80
ひばり保育園 小正45-1 ☎24-4647 100
なのはな保育園 若菜51-1 ☎23-1188 70
たけのこ保育園 阿恵1145 ☎72-3366 60
庄内保育園 綱分950 ☎82-1481 60
愛の光保育園 有安702-9 ☎82-3545 90
鯰田こども園 鯰田1363 ☎22-1155 120
飯塚東保育園 上三緒628-1 ☎22-3362 120
つはらたんぽぽ
保育園 津原663-11 ☎25-3393 40

枝国保育園 枝国515-40 ☎22-1709 90
鎮西ひかる保育園 大日寺593-16 ☎22-3570 60
あいだつくしんぼ
保育園 相田99-1 ☎22-1772 120

愛宕幼稚園 鯰田2578-40 ☎24-5777 100
幸袋こども園 中513-5 ☎22-0095 110
いぎすれんげ幼稚園 伊岐須677-3 ☎28-8177 94
さんない幼稚園 柏の森626-1 ☎22-2033 90
桜ヶ丘幼稚園 菰田東2-4-50 ☎22-6532 66
飯塚らいむ保育園 鯰田2425-207 ☎25-6266 100

※ 届出保育施設は、福岡県庁のホームページからご確認ください。
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　母子家庭・父子家庭・寡婦の人が、一時的に家事や育
児を行うことが難しくなったとき、支援員が家事や育
児のお手伝いをします。
（例：炊事、洗濯、掃除、買物など）
利用理由

・就職活動、技術習得のため通学
・学校などの公的行事の参加、冠婚葬祭に出席
・疾病、出産、看護、事故、災害、仕事の都合など
利用時間など

・ 午前9時～午後6時（特別な理由がある時は午後9時
まで）
・ 土日も利用可（祝日、8月13日～8月15日、12月29日
～1月3日除く）
利用料金／150円または300円（1時間）

　※支援内容により異なります。
　※所得に応じて減免があります。

ひとり親家庭等日常生活支援事業 児童扶養手当の額及び支給月
手当額（全部支給される場合）

　①児童一人のとき　　　月額43,160円
　②児童二人のとき　　　①に10,190円加算
　③ 児童三人以上のとき　 ①＋②に加え、一人につき

6,110円加算
　※ 標記の金額は令和2年4月分からの金額です。変更
の場合があります。
支給月／ 1月、3月、5月、7月、9月、11月に前月分まで

を支給
※ 奇数月に年6回、各2か月分を支給

　保護者が家庭で就学前のお子さんを養育することが
難しくなったとき、市が契約している施設で、お子さん
を一時的にお預かりします。
　お預かりする方法には、宿泊（ショートステイ）と平
日の夜間、日曜日・祝日の昼間お預かりする方法（トワ
イライトステイ）があります。
利用理由

・ 学校などの公的行事の参加、冠婚葬祭に出席
・ 疾病、出産、看護、事故、災害、仕事の都合など
利用期間・利用料金など

● ショートステイ　1回につき7日以内
　1日：24時間あたり（おおむね午前7時から24時間）
　2歳未満　5,350円　2歳以上　4,500円
　※ひとり親世帯等及び所得に応じて減免があります。
● トワイライトステイ
　＜平日夜間＞
　　午後5時～おおむね午後10時まで
　　1日あたり：1,000円（原則4時間以内）
　　※ひとり親世帯等及び所得に応じて減免があります。
　＜日曜日・祝日昼間＞
　　おおむね午前7時～午後5時まで
　　1日あたり：1,500円（原則8時間以内）
　　※ひとり親世帯等及び所得に応じて減免があります。

子育て短期支援事業

児童扶養手当
　父母の離婚などにより、父または母と生計を同じく
していない児童について手当を支給することで、母子世
帯や父子世帯の生活の安定を図り、自立を促進します。

手当の対象者
　0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
の間にある子ども（障がい児については20歳未満）を監
護している父か母、または父母に代わってその児童を
養育している人。（父または母が重度の障がいを有する
家庭にも支給される場合があります。）

　中学校修了前までの児童を養育されている人に支給
されます。
　支給期間は、申請した翌月から15歳に達した日以降
の最初の3月31日までとなっていますが、申請をしな
いと手当が受けられませんので、忘れずに申請をして
ください。

児童手当

年齢 支給額（月額）
0～3歳未満（一律） 15,000円

3歳～小学生 第1・2子 10,000円
第3子以降 15,000円

中学生（一律） 10,000円

児童手当の額及び支給月
手当額

※ 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、
特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※ 養育する児童（18歳に達する日以後の最初の3月31日までの
間にある者）のうち、最年長の児童を第1子として数えます。
支給月／6月、10月、2月に前4か月分を支給

特別児童扶養手当
　20歳未満の精神または身体に障がいを有する児童を
監護している父母、または父母に代わってその児童を
養育している人に支給されます。ただし、所得制限があ
ります。

特別児童扶養手当の額及び支給月
手当額

　①重度障がい児（1級）　　一人につき月額52,500円
　②中程度障がい児（2級）　一人につき月額34,970円
※ 標記の金額は令和2年4月分からの金額です。変更の
場合があります。 次ページに続く

手当を受けている人の届出の義務
　児童扶養手当を受けている人は、次のような届出の
義務があります。忘れずに届出をしてください。

現況届 毎年8月1日から8月31日までの間に届出て、引き続
き支給要件に該当するかどうかの審査をうけます。

資格
喪失届

資格要件に該当しなくなったときは、手当を受け
ることができませんので早急に資格喪失届を提出
してください。届けを提出せずに手当の支払いを
受けた場合は、返還していただくことになります。
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所得状況届
毎年8月12日から9月11日までの間に届出
て、引き続き支給要件に該当するかどうかの
審査を受けます。

再認定請求書

児童の障がいの状況に応じて、手当の認定時
に期限が定められる事があります。この期限
が近づくと、文書でお知らせしますので、必
要書類（診断書等）を提出してください。

資格喪失届

資格要件に該当しなくなったときは、手当を
受けることができませんので早急に資格喪
失届を提出してください。届けを提出せずに
手当の支払いを受けた場合は、返還していた
だくことになります。

手当を受けている人の届出の義務
　特別児童扶養手当を受けている人は、次のような届
出の義務があります。忘れずに届出をしてください。

飯塚市少年相談センター
補導員
　地区の少年補導委員と連携・協力した街頭活動、少年
補導委員に対する研修会などの開催、関係機関・団体な
どとの連絡調整を行いながら、少年非行防止活動の中
心的な役割を果たしています。

相談員
　子どもは、依存と自立の狭間でいろいろな姿を見せ
ます。
　また、子どもを取り巻く環境も、時とともに変化する
ため、子ども自身も周囲の大人も悩むことは決して少
なくありません。そのような時、一人で悩まず誰かに
相談することも解決にむけた一つの方法です。当セン
ターは、電話や面接にて相談をお受けしています。

☎22-0226

母子・父子・寡婦福祉
問 本庁子育て支援課・各支所市民窓口課

家庭児童相談室
母子・父子自立支援員
現に児童を扶養している配偶者のいない人や寡婦の

人の離・死別後の精神的安定を図り、その自立に必要な情
報提供、相談などにより支援を行うとともに、職業能力の
向上及び求職活動に関する支援を行います。また、母子生
活支援施設等への入所に関するご相談も受けます。

家庭児童相談員
　家庭における適正な児童養育などの、家庭児童福祉
の向上を図るため、家庭における児童養育の技術に関
すること、児童に係る家庭の人間関係に関すること、そ
の他の家庭児童の福祉に関することや児童虐待に関す
ることなどについてご相談を受けます。

　母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦の人の経済的
な自立の助成と扶養している児童の福祉を増進するた
め、必要な資金の貸付を行う制度です。ただし、所得制
限があります。
対象者

　母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦の人です。
受付・貸付

　母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦の人からの生
活相談を受け、状況に応じて資金貸付に関する情報提
供を母子自立支援員が行い、受付を行います。

母子父子寡婦福祉資金貸付

福岡県母子家庭等自立支援給付金
自立支援教育訓練給付金
　職業能力の開発・向上・就職の促進を図るための職業
訓練講座を受ける母子家庭の母や父子家庭の父に対
し、給付金を支給します。ただし、所得制限があります。

高等職業訓練促進給付金
　就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資
格の取得を促進するための養成訓練を受ける母子家庭
の母や父子家庭の父に対し、給付金を支給します。ただ
し、所得制限があります。

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
　民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の軽
減を図り、ひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支
援するため給付金を支給します。ただし、所得制限があ
ります。

母子・父子自立支援プログラム
　仕事を探している母子家庭の母及び父子家庭の父に
対し、仕事探しから就業までのサポートを専門の支援
員がハローワークと連携して行います。

家庭児童相談室は本庁に設置しています。

生活保護
問 本庁生活支援課

生活保護
　病気やその他の理由により、自力ではどうしても生
活できなくなった人に対し、生活保護の制度がありま
す。身内からの援助や資産及び収入の状況などを調査
し、最低基準（最低生活費）に満たない人には、この制度
が適用され、基準に満たない分が扶助されます。
　生活保護全般のご相談やお問い合わせについては、
下記までご連絡ください。
　生活保護情報ホットライン　☎43-9674

支給月／ 4月、8月、11月に前4か月分を支給 
（11月期については、8月～11月分）

72



保護が受けられる場合

保護が受けられない場合

最　　低　　生　　活　　費

収　　　　入

収　　　　入

保護費

最　　低　　生　　活　　費

収入が最低生活費を下回るため､その
不足分のみ保護費が受けられます｡

収入が最低生活費を上回るため､保護
は受けられません｡

保護の要否（最低生活費と収入との比較）

　心身の問題、仕事の問題、子どもや家庭の問題で、悩
みを抱えている方が自立した生活を送れるように、問
題解決に向けて相談や支援を行います。
　専門の相談員が悩みを聴き、問題点を整理して支援
プランを作成します。さらに、プランに沿って各種支援
機関（制度）の利用をコーディネートし、包括的な支援
を行います。
　まずは、お電話ください！
　【例えば…】
　• 失業してなかなか次の仕事が決まらず、収入がない。
　•長期の引きこもりで社会生活に適応できない。
　•家賃を滞納していて立ち退きを迫られている。
　•借金や多重債務で生活が苦しい。
　• ひとり親家庭で子育てもあって仕事が見つからな
い。

　•家族が病気になり生活が苦しい。
　•両親の介護があり仕事が出来ず、生活が苦しい。

名称 住所 電話番号
生活自立支援相談室 本庁4階 ☎30-2610

生活自立支援
問 生活自立支援相談室（本庁4階）

生活自立支援相談室

医療施設
問 飯塚市立病院・急患センター

市立病院

管理運営／公益社団法人地域医療振興協会
診療時間／ 午前8時20分から午後4時まで 
休診日／ 土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月31日

～1月3日）

名称 住所 電話番号
飯塚市立病院 弁分633-1 22-2980

診療日及び診療時間
・土・日曜日、祝日、お盆（8月13日～8月15日）
　午後6時から午後10時まで
・ 年末年始（12月31日～1月3日）
　午後2時から午後5時30分、午後6時から午後10時
・平日　午後7時から午後9時
診療科目／内科・小児科

至福岡 国道201号線

至八木山

至田川
新
飯
塚
駅

西鉄飯塚
バスターミナル

コスモスコモン

飯塚駅

飯塚市役所
穂波庁舎

穂波交流センター

天道駅
至鳥栖

至大野城

ＧＳ 電気店
デオデオ

国道201号線

八木山バイパス
Ｊ
Ｒ
福
北
ゆ
た
か
線

穂
波
川

遠
賀
川

国
道
200
号
線

至北九州

飯塚市立病院

急患センター

西町

 診療科目
　内科・外科・整形外科・眼科・耳鼻いんこう科・小児科・
泌尿器科・脳神経内科・リハビリテーション科・放射線
科・麻酔科・脳神経外科・皮膚科・呼吸器外科・乳腺外科
※ 診療科目により、診療日・診療時間が異なりますの
で、詳しくはお問合せください。
病床数／総数250床（一般病床250床）
面会時間／ 月～金曜日　午後1時から午後7時まで 

土・日・祝日　午前11時から午後7時まで
HP／ http：//www.jadecom.or.jp/jadecomhp/

iizuka/html/

急患センター
名称 住所 電話番号

飯塚急患センター
吉原町1-1
サンメディラック
飯塚2階

24-3399
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ごみ・し尿
問【ごみ袋、ごみ収集関係】環境対策課・各支所市民窓口課　【し尿収集に関すること】環境センター
 【ごみ減量化、補助金関係】本庁環境整備課・各支所市民窓口課

ごみ袋、ごみ収集関係
　飯塚市では、ごみを7種類に分け収集しています。
　「可燃ごみ」「不燃ごみ」「空かん空びん」「粗大ごみ」は
指定袋または指定シールによる有料収集となります。
　ごみの分別区分や、出し方は次ページ「 ごみの分け
方・出し方」のとおりです。
　詳しくは、家庭ごみの分け方・出し方の冊子をご覧く
ださい。収集日は、お住まいの地区により異なりますの
で、ごみ収集カレンダーをご覧ください。
　「古紙古布」「資源プラ」「有害ごみ」は拠点収納ボック
スで収集しています。排出日や排出場所にご注意くだ
さい。

ごみ収集カレンダー
　お住まいの地区毎に、年間のごみ出し日をカレン
ダーにしたものです。
　毎年3月に全世帯に配布しますが、本庁環境整備課、
市民課、各支所市民窓口課で随時配布をしています。
　また、市役所ホームページでもご覧いただけます。

家庭ごみの分け方・出し方
　ごみの分け方・出し方を詳しく説明した小冊子です。
　本庁環境整備課、市民課、各支所市民窓口課で随時配
布をしています。
　また、市役所ホームページでもご覧いただけます。

拠点収納ボックス
　リサイクル資源が、雨や風などの影響を受けないよ
う、各自治会、地区公民館、市役所本庁・各支所に市が設
置した物置です。
　拠点収納ボックスの中には「ペットボトル」「白色ト
レー」「蛍光管（直管）」「蛍光管（丸管その他）」「乾電池／
水銀体温計」の入れ物があります。
　「古紙古布」はそれぞれの区分毎に十字にしばって、
物置の床に置いてください。
　拠点収納ボックスの開閉日は、それぞれの自治会、公
民館で決められています。

市で収集できないもの
　家電リサイクル法対象機器（エアコン、テレビ、冷蔵
庫、洗濯機、衣類乾燥機など）や、パソコン、ボタン電池
など、市では収集を行えない物があります。
　詳しくは、「家庭ごみの分け方・出し方」の冊子をご覧
いただくか、市役所環境対策課までお問合せください。

暮らし
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※ 転入や転居で、ごみを出す場所がわからない場合は、環境対策
課（☎22-7272・℻  22-8191）までお問合せください。

区分 出せるもの 出す場所

可燃ごみ 生ごみ、おむつ（汚物は取除く）、
ゴム・皮革製品、CD、DVDなど

各集積場所不燃ごみ

食用の缶、ガス缶・スプレー缶
（穴を開けて）、電球
食器類（陶器・ガラス）、その他金
属・陶器・ガラス類

空かん
空びん

飲料用の空かん、飲食用の空び
ん（中を軽くすすいでください）

粗大ごみ

こたつ、網戸、ゴルフクラブ、そ
の他指定の袋に入らない物
※ 予約制ですので、出される前
に申し込みをお願いします。

自宅前

古紙古布

新聞（チラシ含む）

拠点収納
ボックス

※ 左の区分毎
に分けてく
ださい。

雑誌類（辞書、紙箱、包装紙含む）
ダンボール
牛乳パック
古布

資源プラ

ペットボトル（キャップとラベ
ルを外し、潰してください）
白色トレー（洗って、乾かしてく
ださい）

有害ごみ

蛍光管（割れたものは不燃ごみ
です）
乾電池
水銀体温計（割れたものは不燃
ごみです）

種類（袋色） 大きさ（容量） 金額（10枚、税込）

可燃ごみ
（黄色）

大（45ℓ） 770円
中（30ℓ） 440円
小（15ℓ） 220円

不燃ごみ
（緑色）

大（45ℓ） 770円
中（30ℓ） 440円
小（15ℓ） 220円

※事業所用は別になります。

ごみの分け方・出し方

家庭用指定袋及び指定シール

し尿収集関係
収集体制と収集日
　収集区域を決めて、直営と市内収集許可業者で定期
的な収集を行っています。

収集手数料
普通便槽
世帯人数×506円＝月額（税込）
無臭便槽
（世帯人数×506円＋451円）＝月額（税込）
簡易水洗
451円（36ℓにつき）×汲取量＝月額（税込）
• 収集区域、収集日についてのお尋ねは環境センター
までお問合せください。
• 収集手数料は便槽の種類や同じ便槽を月2回以上汲
取る場合などで異なります。
• 手数料の納入は口座振替が便利ですので、ご利用く
ださい。

○お願い
• 収集業務は年間計画に基づいて実施しています。
平日収集にご協力、ご理解をお願いします。
• 転入・転出（転居）の時、その他世帯員数に増減が生
じた場合は、環境センター（☎22-6363）まで連絡
ください。

種類（袋色） 大きさ（容量） 金額（10枚、税込）

空かん空びん
（水色）

大（45ℓ） 770円
中（30ℓ） 440円
小（15ℓ） 220円

粗大ごみ
（指定シール）

1枚275円
重量、形状により、1枚、2枚または4枚貼付

75



ごみ減量化、補助金関係
　飯塚市では、ごみ減量、リサイクルの推進、地域環境
衛生の向上を目的に、個人や、地域で取り組まれる次の
事業に対し補助金制度を設けています。
　補助の対象となる要件などもありますので、不明な
点はお尋ねください。

資源回収団体奨励補助（環境整備課）
申請できる人

　資源回収団体として、市に認定登録した団体
補助金の対象

　資源回収団体が回収する「新聞紙」「ダンボール」「雑
誌類」「古布」「空かん」「空びん」「お菓子類等のかん」
申請期間

　資源回収を実施した日の翌月から6ヶ月以内です。
補助金額

• 「新聞紙」「ダンボール」「雑誌類」「古布」 
回収量1kgあたり8円
• 「空かん」「空びん」「お菓子類等のかん」 
回収量1kgあたり5円
注1） 資源回収団体の認定登録には、事前手続きが必要

です。

ごみ集積器具設置費補助（環境対策課）
申請できる人

　ごみ集積器具を設置しようとする一般家庭
補助金の対象

　おおむね5世帯以上で共同で利用するごみ集積器具
の購入費または製作に要した資材費
申請期間

　ごみ集積器具設置前の事前申請となります。
補助金額

　本体購入（製作）費の2/3
　ただし、1基につき45,000円が上限金額です。
注1） ごみ集積器具購入（製作）に伴う消費税や、設置に

要する費用などは補助の対象となりません。
注2） ごみ集積器具購入（製作）前に申請をしてくださ

い。購入（製作）後に申請された場合、補助金が出ま
せん。

注3）事業者は、利用できません。

ごみネット等購入費補助金（環境整備課）
申請できる人
ごみ集積所を共同利用する市民（自治会及び隣組含む）
補助金の対象

　ごみネット等購入費（ごみネットを固定する支柱・
チェーン等の付属品を含む）
補助金額

　購入費（消費税を含む）の3分の2
　（100円未満切り捨て・上限額は1箇所につき3,000円）
注1） 事業者は申請できません。 
注2） 同一箇所で再交付を受ける場合は、前回交付を受け

た日から3年を経過していないと申請できません。
注3） 補助金の交付申請は、ごみネット等を購入した日か

ら起算して90日以内でないと申請できません。

ペット他
問 本庁環境整備課・各支所市民窓口課

犬を飼うときは
犬の登録（手数料3,000円）
　生後91日以上の飼い犬は、登録（生涯1回）が必要で
す。また飼い主が変わった場合も登録の変更が必要で
すので、市役所に届出てください。

狂犬病予防注射（手数料550円＋注射代）
　生後91日以上の飼い犬は、狂犬病予防注射を毎年1
回受けなければなりません。
　飯塚市では、毎年4月に地区公民館などで集合注射を
行っています。また各動物病院でも個別に予防注射が
受けられますので、いずれかをご利用ください。
※ もし、あなたの犬が人をかんだとき、かまれた方は狂
犬病の感染を心配されます。飼い主の責任として登
録・注射を必ず行いましょう。
　 （飼い主は咬傷事故について嘉穂・鞍手保健福祉環境
事務所保健衛生課への届出が必要です。）

野犬等の捕獲
　嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所保健衛生課では野犬
及び放し飼いの犬の捕獲を行っています。
連絡先／☎21-4973

○お願い
1． 愛犬のふんの後始末は飼い主の責任です。散歩の
ときのふんは、必ず持ち帰りましょう。

2． 福岡県の犬ねこの殺処分頭数ワースト上位です。
このほとんどが飼い主からの引き取りによるも
のです。不幸な命を増やさないために、不妊去勢
手術を受けさせましょう。

3． 野良猫にえさを与えないでください。野良猫にえさ
を与えていると、えさを求めて猫が集まり、糞や尿、
鳴き声などで周囲の方に迷惑をかけることがあり
ます。また、飼い主のいない不幸な猫を増やしてし
まうことにも繋がります。えさを与えるならば責任
を持って、自分の猫として飼ってあげてください。
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その他
蜂の巣の駆除について
　私有地にある蜂の巣の駆除は個人での対応をお願い
しております。特定業者のあっせんなどはしておりま
せんので、駆除を依頼される方は、インターネットやタ
ウンページなどから消毒業者にご連絡ください。

スズメバチ駆除費補助金
申請できる人

　スズメバチの巣を駆除業者に依頼して駆除した方
　（巣がある建物や土地の所有者、使用者、管理者など）
対象の巣

　市内にあるスズメバチの巣（スズメバチが活動して
いる巣）
申請期間

　スズメバチの巣を駆除した日の属する年度の3月末
日まで
補助金の額

　駆除費（消費税及び地方消費税を除く）の2分の1（百
円未満切捨）ただし、上限額5千円。
注1） 公共用地、事業用地内にある巣は対象になりません。
注2） 補助金の交付は、同一年度において同一建物また

は敷地内につき、1回限りとなります。

市営住宅
問 本庁住宅課・各支所経済建設課

入居申込み資格
市営住宅の入居を希望される人は、次の（1）～（9）の
条件すべてを満たしていなければ、申込むことはで
きません。

（1） 入居名義人は、飯塚市内に住所または勤務場所を有
する人

（2） 入居名義人は、現に同居または同居しようとする親
族がある人 
※ 単身で入居を希望される方は、一定の条件があり
ます。

（3） 申込みの日において、同居しようとする親族の所得
を合算し、諸控除後の入居収入基準額が次の金額で
あること。

入居収入基準額

一般世帯の場合 高齢者・障がい者世帯等
の場合（裁量階層世帯）

公営住宅 （月額）158,000円以下 （月額）214,000円以下
改良住宅 （月額）114,000円以下 （月額）139,000円以下

（4） 市町村税（市町村民税・軽自動車税・固定資産税）を
滞納していないこと。

（5） 現在、住宅に困っている人 
原則として、持家のある人及び公営住宅（県営、市
営、町営など）の入居名義のある人は、申込みできま
せん。

（6） 犬・猫などのペット類を飼育しない人及び共同生活
を円満にできる人

　  ※ 入居時にペット類を飼育しない旨の誓約書を提
出していただきます。

（7） 過去において 
過去において市営住宅に入居していた人について
は、不正な使用などをしたことがないこと。（無断退
去、住宅使用料滞納など）

（8） 単身で入居しようとする方は、身元引受人が原則必
要です。

（9） 入居しようとする人全員が暴力団員による不当な
行為の防止等に関する法律第2条第1項第6号に規
定する暴力団員でないこと。

申込方法・入居決定
　市営住宅については、年4回（5月、8月、11月、2月）定
期公募を行います。
　公開抽選会により入居予定者を決定し、入居資格本
審査後に入居許可を行います。
　また、年間を通じて先着方式の随時公募を行ってい
ます。
※ 詳細は、住宅課・各支所経済建設課までお問い合わせ
ください。
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用途・口径 基本料金 従量料金（1㎥につき）

一
般
用

13mm
5㎥まで 891円

11～20㎥
126.5円

21～50㎥
159.5円

51～100㎥
192.5円

101㎥以上
214.5円

10㎥まで 1,001円

20mm
5㎥まで 1,342円
10㎥まで 1,452円

25mm
5㎥まで 1,727円
10㎥まで 1,837円

上水道・下水道・浄化槽など
問【上水道、公共下水道の全業務】穂波庁舎2F企業局（上下水道料金センター）      　　　　　　　　　
 【水道料金納付書再発行と開・閉栓、口座振替申込】本庁市民課・各支所市民窓口課（穂波支所除く）

上水道
水道に関する届出
　次のような場合は、事前届出が必要です。（受付は開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。電話でもかま
いません。）※インターネットでは24時間届出することができます。
　①引越してきたとき　②引越しをするとき　③長期間、水道を使用しないとき
　④使用者の名義が変わるとき　⑤水道を廃止するとき（建物を壊すなど）

水道料金（1ヶ月分：消費税込〈税率10％〉）

水道メーターの検針
　2ヶ月に1度、月初旬までに水道メーターの検針に伺
います。水道メーターの検針がスムーズに行えるよう
次のことに注意してご協力をお願いします。
• メーターボックスの上に物を置かないでください。
•  犬は放し飼いにしないで、メーターボックスから離
れたところにつないでください。

上下水道料金の支払い
　上下水道料金は、口座振替または金融機関・コンビ
ニ・上下水道料金センター・本庁又は各支所で納付して
ください。

水道管の漏水などの修理について
　上水道のメーターボックスから宅内までの給水管の
漏水などの修理については、各家庭の負担となります。
修理は、指定工事店または修繕センターにご連絡くだ
さい。なお、宅内の漏水箇所が不明な場合は、上水道課
にご連絡ください。
　また、道路などで水漏れを見つけたときは、上水道課
にお知らせください。
＊修繕センター　☎22-4949
＊ 指定工事店（不明の場合は、上水道課にお問合せくだ
さい。）
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用途 基本料金 従量料金（1㎥につき）

一般用 10㎥まで
1,384.9円

11～20㎥
170.5円

21㎥～50㎥
227.7円

51㎥～100㎥
312.4円

101㎥以上
334.4円

区分 補助の上限額

設置の
場合

5人槽 332,000円
7人槽 411,000円
10人槽 519,000円

転換の
場合

単独浄化槽の処分費  90,000円
汲み取り便槽の処分費  60,000円
単独浄化槽の配管設置工事費 300,000円
汲み取り便槽の配管設置工事費 140,000円

下水道
飯塚市の汚水処理のしくみ
　飯塚市では、整備計画に基づいて処理区域を拡大していますが、多額の費用を要するため、浄化槽整備事業、農業集
落排水事業等と連携し、地域毎に最も適した整備を進めます。

公共下水道　《使用料（1ヶ月分）：消費税込（税率10％）》

公共下水道接続の助成
　くみ取り便所及び浄化槽を改造し、公共下水道へ接
続する工事をする場合、次の制度を準備しています。制
度利用には要件がありますので、詳細については、工事
着工前に下水道課にお問い合せ下さい。
①水洗化工事資金融資あっせん・利子補給制度
　 下水道へ接続するための排水設備工事費用の融資
あっせんと利子補給を行います。（金融機関の審査が
あります）
②水洗便所等改造費補助金制度
　 浄化槽またはくみ取便所を廃止し、公共下水道に接
続した場合、10万円の補助金がうけられます。

公共下水道への接続工事
　供用が開始されたら台所、風呂、トイレなどから出る
汚水を公共下水道に流す排水設備工事を3年以内に行
うことが法律で義務付けられています。なお、費用は自
己負担です。
　排水設備の新設、増設、改造、撤去をするときは「飯塚
市指定排水設備工事店」に申し込んでください。
※ 指定された工事店以外は工事ができませんのでご注
意ください。

受益者負担制度
　公共下水道事業には長い年月と多額の費用がかか
り、サービスを受けられるのは整備された地域に限ら
れます。このため、公共下水道により利益を受ける皆さ
んに建設費の一部を負担していただき、負担の公平を
図る制度が受益者負担金制度です。
 受益者負担金の額

　292円（対象となる土地1㎡あたり）

下水道に関する届出
　ボーリングなどにより井戸水を新たに公共下水道へ
流す場合は届出が必要です。
　また、次のような場合にも、届出てください。
①井戸水を公共下水道に流している世帯の人へ
　•世帯人数が増減するとき
　•井戸水の使用を中止・開始するとき
②テナントを管理する人へ
　•テナントの使用者（業種）を変更するとき
　⇒  多量の油や薬品類（飲食店、美容院、クリーニング

店など）を流すときは、下水道の損傷やつまりを防
ぐために、除害施設の設置が必要です。

浄化槽・地域汚水処理施設・農業集落排水
浄化槽整備事業
 浄化槽設置費補助金

　公共下水道事業計画区域外、地域汚水処理施設事業
地域外及び農業集落排水事業地域外で個人が自宅に浄
化槽を設置する場合に補助金を交付しています。また、
単独浄化槽や汲み取り便槽から転換を行う場合も補助
金を交付しています。
　浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を処理する装
置です。微生物が活動しやすい環境を保つため、保守点
検、清掃、法定検査を定期的に実施してください。

※ 補助金の額は変更になることがあり、補助の対象となる要件なども
ありますので、不明な点は企業局下水道課へお問い合わせください。
注） 年度途中であっても、予算額に達したときは、その時点で受付
を締切ります。

地域汚水処理施設事業
　公共下水道事業計画区域外の大規模住宅団地では、
地域汚水処理施設を設置しています。
 使用料金（1ヶ月分）：消費税込（税率10％）

●うぐいす台団地汚水処理施設（筑穂地区）
　〔基本料金〕1,100円＋水道使用量1㎥につき121円
●中央東団地汚水処理施設（頴田地区）
　〔基本料金〕1,100円＋水道使用量1㎥につき165円

農業集落排水事業
 使用料金（1ヶ月分）：消費税込（税率10％）

●内野地区農業集落排水処理施設（筑穂地区）
　〔個　人〕1世帯1,100円＋1人につき1,100円
　〔事業所〕基本料金… 1,100円＋水道使用量1㎥につき

121円

79



　飯塚市消費生活センターでは、消費生活全般や多重
債務に関する相談・苦情を受付け、解決に向けた助言や
役立つ情報を提供したり、事業者と消費者の間に入っ
て交渉のお手伝い（あっせん）を行っています。
　契約した商品やサービスについて、お困りやお悩み
のときは、気軽にご相談ください。相談員がともに考
え、解決するためのお手伝いをします。相談は無料で、
秘密は厳守されます。
　また、相談内容によっては、他の適切な機関をご紹介
することがあります。

　土日・祝日は消費者ホットライン1
い
8
や
8
や
（局番なし）を

ご利用ください。
　土日・祝日に開設している地方公共団体等が設置し
ている消費生活相談窓口をご案内します。

消費生活
問 飯塚市消費生活センター

～ひとりで悩んでいませんか？～

相談事例
・借金に追われ生活ができない・取立てが厳しい
・無料携帯サイトで、高額利用料を請求された
・ 身に覚えのない請求書が届いたが、支払う必要はあ
るのか
・突然家に来た販売員に物を買わされた
・インターネットで購入した商品が届かない

○飯塚市消費生活センター
　吉原町6-1　あいタウン2階　☎22-0857
　月曜～金曜≪土日・祝日は休≫
　午前8時30分～午後5時【電話・来所】

困ったときは一人で悩まずに
「消費者ホットライン」188に
ご相談ください。

1
い
8
や
8
や
泣き寝入り!
と覚えてね

火葬・改葬
問 【死亡届届出関係】 
本庁市民課・各支所市民窓口課 　　　
【火葬場（斎場）】 　　　　　　　　　　
ふくおか県央環境広域施設組合　　　
【改葬】本庁環境整備課・各支所市民窓口課

火葬の申込・火葬場（斎場）
火葬の申込先
火葬の申込先は次のとおりです。なお、死体埋火葬許可

証は死体埋火葬許可申請の審査決定後に交付されます。
• 平日（月～金曜日）の午前8時30分から午後5時15分まで
　⇒ 本庁市民課または各支所市民窓口課
•土・日曜日、祝日及び平日の午後5時15分以降
　⇒ 本庁及び各支所宿直室

火葬場（斎場）使用料（市内居住者）
 飯塚市斎場 ☎22-0288

　大　人 ⇒  21,000円
　小　人 ⇒ 10,500円
　死産児 ⇒   5,000円
　その他 ⇒  2,000円
 筑穂園 ☎72-3312

　大　人 ⇒ 　 　　10,000円
　小人及び死産児 ⇒ 5,000円
　その他 ⇒ 　　　　2,000円

改葬
改葬（遺体・遺骨の移転）
　飯塚市内の墓地、霊園、納骨堂に埋葬・納骨されてい
る遺体・遺骨をほかの墓地、霊園、納骨堂に移す際は、市
の「改葬許可」が必要です。本庁環境整備課または各支
所市民窓口課で事前に許可申請を行ってください。
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　市民の皆さんのお悩みや問合わせに対応するため、さまざまな相談窓口を開設しています。

　人権問題に対する理解を深め、さまざまな偏見や差別を早期に解消するため、講演会・街頭啓発の実施、啓発冊子の
作成・配布及び看板・ポスターなどの掲示やイイヅカコミュニティセンターでの啓発展示などによる啓発事業や各種
人権相談事業に取り組んでいます。また、啓発ビデオや啓発パネルの貸し出しも行います。

相談名 相談内容 問合せ先
法律相談 金銭貸借、相続、婚姻など日常生活の諸問題 地域振興課

女性のための各種相談 法律相談、一般相談、職場の悩み相談、就業支援相談 飯塚市男女共同参画推進センター「サンクス」
（イイヅカコミュニティセンター内）

人権相談 人権上の問題や悩みごと、近隣問題など 飯塚市立岩人権啓発センター（人権・同和政策課）、
福岡法務局飯塚支局（飯塚合同庁舎内）

消費生活相談 消費生活全般に関すること 飯塚市消費生活センター（あいタウン2階）
子どもなんでも相談 子どもの健康・育児・学習等子育てに関する相談など 子育て支援課家庭児童相談室
少年相談 少年非行などに関する相談 飯塚市少年相談センター
健康相談 心身に関する相談 飯塚市保健センター

若年者就業相談 若年者の就業相談 若年者しごとサポートセンター・ワンストップサービ
スセンターe-ZUKA（市民交流プラザ内）

環境（公害苦情等）相談 騒音、悪臭、水質、大気汚染など 環境整備課
行政相談 行政全般に関する苦情や意見・要望など 地域振興課、総務省九州管区行政評価局
民事暴力相談 民事暴力相談や不当要求に関する諸問題 飯塚市民事暴力相談センター（本庁3階防災安全課内）

くらしの手続き相談 成年後見制度、相続、官公庁署に提出する許・認可申
請書類や手続などの相談 地域振興課

外国人に関する無料相談会 外国人ビザ、雇用、国際結婚など 国際政策課

飯塚市外国人相談窓口 市役所での手続きや専門相談機関の紹介など（多言
語通訳タブレットあり） 国際政策課

人権政策 問 本庁人権・同和政策課

市民相談
問 本庁地域振興課、人権・同和政策課、飯塚市男女共同参画推進センター「サンクス」、

飯塚市民事暴力相談センター、飯塚市消費生活センターほか

市民相談

人権・相談

次ページに続く
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問合わせ先 連絡先
飯塚市男女共同参画推進センター
「サンクス」 ☎22-7058

福岡法務局飯塚支局 ☎22-1580
飯塚市消費生活センター ☎22-0857
家庭児童相談室 ☎26-7733
飯塚市少年相談センター ☎22-0226
飯塚市保健センター ☎24-4002
若者就職支援センター
（ワンストップサービスセンターe-ZUKA） ☎23-1143

総務省九州管区行政評価局 ☎0570-090110
飯塚市民事暴力相談センター
（飯塚市役所防災安全課内）

☎22-3883
℻  21-2066

飯塚市立岩人権啓発センター ☎23-7094

　女性の社会的地位の向上と男女共同参画社会の形成
を促進するための拠点施設として、学習・交流、情報の
提供を行うとともに、各種講座、相談事業などを実施。
※施設案内

施設名
飯塚市男女共同参画推進センター「サンクス」
（イイヅカコミュニティセンター内）
☎22-7058　℻  22-3609

所在地 飯塚14-67
利用可能
施設 学習交流室・技能向上室・軽運動室・幼児室

利用時間 午前9時～午後10時
休館日 第1・第3日曜日、12月29日～1月3日

利用
申し込み

受付開始日：利用日の6ヶ月前の初日から
受付時間： 平日／午前8時30分～午後5時15分 

土曜日／午前8時30分～午後0時30分

詳しくは／問合わせ先

飯塚市男女共同参画推進オンブズ
パーソンについて
窓口／男女共同参画推進課

　この制度は市長が委嘱したオンブズパーソン（弁護
士）に、市の男女共同参画施策に対する苦情や、性別に
基づく人権侵害などを受けた場合、救済の申し出がで
きる制度です。

申し出の方法
　申出書に必要事項を記入し、市役所（本庁）男女共同
参画推進課に直接持参するか郵送で提出

申出書の設置場所
　男女共同参画推進課（本庁4階）、飯塚市男女共同参画
推進センター「サンクス」（イイヅカコミュニティセン
ター内）、ホームページ

　飯塚市民事暴力相談センターは市役所3階の防災安
全課内にあります。
　相談センターでは、平日の午前8時30分から午後5時
15分まで暴力団や暴力による不当な行為によって被害
を受けている市民や市内で事業をされている皆さんの
安全・安心を守るため、福岡県、福岡県警察本部、飯塚警
察署、（公財）福岡県暴力追放運動推進センター、福岡県
弁護士会などの協力で、皆さんからの相談をお受けし、
その解決に向けた連絡・調整を行なっています。
　相談センターに来ることが難しい場合は、電話や
FAXでのご相談もお受けします。
ただし、ご相談をお受けする際に市民の皆さんであれ

ば、ご本人であると確認できるものを、市内で事業をされ
ている方であれば、証明できる書類をお見せください。本
人であると確認が出来ない場合は、ご相談を受けること
ができない場合もありますので、ご注意ください。
　ご相談された内容や本人確認された書類などにつき
ましては、情報の保護を徹底しますので、ご安心くださ
い。どんなささいな暴力であれ、一人で悩まず、お気軽
にご相談ください。

飯塚市民事暴力相談センターについて

飯塚市男女共同参画推進センター「サンクス」

施設名 1時間あたり
（非営利団体）

1時間あたり
（営利団体）

学習交流室   730円 1,460円
技能向上室   380円   760円
軽運動室 1,110円 2,220円
幼児室   300円   600円

使用料

※事業案内

女性のための各種相談事業
法律相談（要予約）

　女性弁護士による面接相談
　毎月第2・第4木曜日午後1時～午後4時
　（夫婦、相続、金銭など法律的な相談）
一般相談（予約優先）

　女性相談員による面接相談
　毎月第1～第4水曜日午後1時～午後4時
　 （配偶者からの暴力、暮らし、家庭、生き方などの悩み
相談等）
職場の悩み相談（要予約）

　筑豊労働者支援事務所相談員による面接相談
　毎月第1水曜日午前10時～正午
　（職場におけるさまざまな相談）
就業支援相談（要予約）

　 筑豊労働者支援事務所相談員による面接相談
　毎月第3木曜日午前10時～正午
　（就業するための技術取得などの相談）

各種講座
　男性の家事参画推進講座、女性の就業支援講座、健康
支援講座など各種講座を開催（市報、ホームページなど
で随時案内）
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幼稚園・こども園（市立・私立） 問 本庁子育て支援課

幼稚園名 定員 通園区域 保育時間 その他

庄内こども園
3歳児 20人

市内全域
午前9時～午後2時
※預かり保育

午後2時～午後4時
給食　有4歳児 25人

5歳児 25人

頴田こども園
3歳児 15人

市内全域
午前9時～午後2時
※預かり保育

午後2時～午後4時
給食　有4歳児 20人

5歳児 25人

 （地図→101ページへ）市立こども園

保育料／ 無償
給食費／月額2,700円（おかずのみ提供）

 （地図→99ページへ）私立こども園
幼稚園名称 幼稚園所在地

（飯塚市） 電話番号 定員 ○保育時間
※預り保育（朝・夕） 給食の実施曜日

さんない幼稚園 〒820-0011
柏の森626-1 22-2033 30人 ○8時30分～15時 月～金※15時～18時

了専寺白菊幼稚園 〒820-0089
小正93 24-7486 155人

※7時30分～9時30分
月～金○9時30分～14時

※14時～18時30分

認定こども園
愛宕幼稚園

〒820-0001
鯰田2578-40 24-4635 210人

※7時30分～10時 毎日自園給食
※ 月1回手作り弁当の
日あり

○10時～14時
※14時～18時

ひかるこども園 〒820-0053
伊岐須62-8 25-0065 10人

※7時～8時30分
月～金○8時30分～16時30分

※16時30分～18時

鯰田こども園 〒820-0001
鯰田1363 22-1155 5人 ○8時30分～12時30分 月～金※12時30分～16時30分

潤野こども園 〒820-0021
潤野35-6 25-5558 10人 ○9時～15時 月～金※15時～18時

学校教育
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•幼稚園によっては、保育時間に「季節等による変更」がある場合があります。
•定員は、変更になる場合があります。

幼稚園名称 幼稚園所在地
（飯塚市） 電話番号 定員 ○保育時間

※預り保育（朝・夕） 給食の実施曜日

和光幼稚園 〒820-0042
本町20-9 25-0793 140人

○9時～14時
月・水・金

※14時～18時

穂波幼稚園 〒820-0071
忠隈50-68 22-4138 200人

※7時45分～9時 月
※ 水・木・金は希望者
のみ

○9時～14時
※14時～18時

ひまわり幼稚園 〒820-0068
片島2-20-22 22-3060 240人

○8時30分～14時
火・木

※14時～18時

飯塚聖母幼稚園 〒820-0004
新立岩1-11 22-0811 180人

※7時30分～9時30分
月・水・金○9時30分～14時

※14時～18時30分
近畿大学九州短期
大学附属幼稚園

〒820-8513
菰田東1-5-30 22-8640 220人

○9時～14時
月・水・金

※平日15～18時

• 満3歳又は3歳 から入園することができます。
•募集などの詳細については、希望される幼稚園に直接お尋ねください。
•入園申込みは、希望される幼稚園に直接申込みください。 （地図→99ページへ）

私立幼稚園

小・中学校
小・中学校の新入学
　小・中学校の「入学通知書」は教育委員会から1月中に
保護者あてに送付します。2月中旬までに「入学通知書」
が届かない場合は、学校教育課にお問合せください。

入学前、こんなときには連絡を
① 入学通知書の氏名、生年月日などの記載に誤りがある
とき
②通知書を受け取った後、住所を異動されたとき
③市立の小中学校以外の学校に入学させるとき
④病気、その他の理由で入学式に出席できないとき
⑤指定された学校の変更などの相談がしたいとき

転校の手続き
 市内の転校

　市民課（または各支所市民窓口課）で住民異動届を提
出したときに、「転学通知」「転入学通知」各1通を受け取
り、転出・転入校へ提出してください。
市外への転校

　市民課（または各支所市民窓口課）で住民異動届を提
出したときに、「転学通知」を受け取り、転出校へ提出し
てください。
市外からの転校

　市民課（または各支所市民窓口課）で住民異動届を提
出したときに、「転入学通知」を受け取り、転入校へ提出
してください。

小・中学校 問 本庁教育委員会教育総務課・学校教育課

幼稚園名称 幼稚園所在地
（飯塚市） 電話番号 定員 ○保育時間

※預り保育（朝・夕） 給食の実施曜日

ひばり保育園 〒820-0089
小正45-1 24-4647 10人

※7時～9時
月～金○9時～16時

※16時～18時

桜ヶ丘幼稚園 〒820-0016
菰田東2-4-50 22-6532 104人

※7時45分～8時30分
月～金○8時30分～14時

※14時～18時

いぎすれんげ幼稚園 〒820-0053
伊岐須677-3 28-8177 51人

※8時～9時10分
月～金○9時10分～14時

※14時～18時
認定こども園
幸袋こども園

〒820-0065
中513-5 22-0095 40人 ○9時～14時 月～金※14時～17時
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　経済的な理由で、子どもの義務教育費の負担が困難
な保護者に対し、給食費の全部及び学用品費などの一
部について、学校を通じて市が援助を行っています。就
学援助を希望される人は、学校を通して教育委員会に
相談・申請してください。

児童センター（館）
　児童に健全な遊びを指導し、児童の健康増進及び情
操を豊かにすることを目的に市内17か所に設置してい
ます。
開館期間

　 4月1日から3月31日（休館日は日曜日、祝日、12月
29日～1月3日、8月13日～8月15日）
開館時間

•平日　午後1時から午後5時まで　
•学校休業日　午前8時30分から午後5時まで

休日等子育て支援事業
　保護者の仕事、冠婚葬祭、病気又は介護により日曜、
祝日（お盆・年末年始は除く）に家庭で看ることのでき
ない小学生児童を預かります。
（事前登録・利用日の予約が必要です。）
場所／片島児童センター（片島小学校運動場内）
利用料／ 5時間未満　  500円 

5時間以上　1,000円

•相談の受付　 月曜日から金曜日（祝日、8月1日～8月
31日、年末年始を除く）

•相談の時間　 午前8時30分～午後5時まで
•連　絡　先　 忠隈523　穂波庁舎西館2階 

☎0948-22-0380（内線2261）

適応指導教室では、特に不登校生徒に関する相談、学
校復帰に向けた学習支援等を行っていきます。

適応指導教室

就学援助

•相談の受付　月曜日から金曜日
•相 談 窓 口　 飯塚市教育委員会学校教育課 

教育研究所内 
☎0948-22-5500（内線1636）

•相 談 場 所　飯塚市役所6階　教育相談室
•相談の時間　午前9時～午後5時まで
その他の主な児童生徒・青少年の悩み相談窓口

•ヤングテレホンいいづか ☎22-0226
•子どもホットライン24 ☎25-3434
•福岡県警本部少年相談室 ☎092-632-3751
•筑豊教育事務所児童生徒指導相談室 ☎21-3434
•高等学校生徒相談室 ☎25-7580
•飯塚少年サポートセンター ☎21-3751
•24時間いじめ相談ダイヤル ☎0570-078310

児童生徒の教育に関する様々な相談に応じます。

開所期間・時間、利用料
開所期間／4月1日から3月31日

　 （休所日は、日曜日、祝日、12月29日～1月3日、8月
13日～8月15日）
開所時間

•平　日　　　放課後から午後6時まで
•学校休業日　午前8時から午後6時まで
開所時間（延長利用）

　①午後6時から午後6時30分まで
　②午後6時から午後7時まで
利用料／月額　4,000円
利用料（延長）／月額　 ①30分　　 500円 

②1時間　1,000円

放課後児童クラブ
　仕事などにより、保護者が昼間家庭にいない児童に
対し、放課後に健全な生活の場を提供することを目的
とした「児童クラブ」では、児童の協調性・忍耐力・体力等
の向上を図るために、学校と連携した「教育プログラム」
（集団活動）を実施しています。

教育相談
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若年者専修学校等技能習得資金の貸付
　将来、社会において有為な人材として活躍が期待さ
れながら、経済的な理由により専修学校などにおいて
修業することが困難な人に対して、技能習得資金の貸
与を行うことにより、職業に必要な技能及び知識の習
得を援助することを目的とするものです。
貸付対象

　① 市内に居住している人またはその子弟であって、
前年度に中学校若しくは高等学校を卒業し、また
は高等学校を中退した人であること。

　② 貸付を受けようとする人が属する世帯の収入が、
別に定めるその世帯の生活保護基準額の1.5倍以
下であり、経済的な理由により修学が困難な人で
あること。

　③ 他に同種の奨学金や修学資金の給付や貸付を受け
ていないこと。 
（※他の奨学金等の貸付を同時に申請することはで
きますが、同時に貸付を受けることはできません）

　④ 専修学校などにおける勉学意欲があり、習得した
技能及び知識を自己の職業と結びつけようとする
意欲が十分な人で、専修学校などの職業に必要な
技能及び知識の教授を目的とする学科に在学する
人であること。
入校支度金 
100,000円（※各種学校も対象となります）
修学資金貸付月額

　①専門課程　月額53,000円
　② その他の課程等　月額30,000円 
（※各種学校も対象となります）

☆ 貸付期間は在学中の学校の正規の修業期間で、留年
は対象になりません。
☆ 返還期間は、貸付期間の3倍以内となります。

返還免除型奨学資金の貸付
　市内に住所を有する者の子等で、学業成績が優良で
ありながら、経済的理由により修学することが困難な
人に対し、修学上必要な学資金を貸付け、有用な人材を
育成することを目的とするものです。
貸付対象

　① 貸付を受けようとする人の生活費及び学資を支弁
する人が、1年以上市内に住所を有すること。

　② ①の世帯の所得が、別に定めるその世帯の生活保
護基準額の2.0倍以下であること。

　③ 一部を除く同種の奨学金の貸付を受けていないこと。
（※他の奨学金等の貸付を同時に申請することはで
きますが、同時に貸付を受けることはできません）

　④ 私立高等学校、高等専門学校、大学（短期大学を含
む）、専修学校に在学（入学予定）していること。
貸付月額

　①高等学校　私立15,000円
　②高等専門学校　15,000円
　③ 大学（短期大学を含む）（大学院は対象となりません）
公立30,000円　私立45,000円

　④専修学校　30,000円
※各種学校は対象となりません。
☆ 貸付期間は在学中の学校の正規の修業期間で、留年
は対象になりません。
市内居住による返還免除の要件

　①最終学校を卒業後、飯塚市に居住していること。
　② 市税等を滞納していないこと。（扶養されている場
合は、その扶養者が滞納していないこと。）

　③ 返還する必要のある飯塚市の奨学金があれば、そ
れを滞納していないこと。

高等学校等・大学等在籍者への学資金等の貸付け 問 本庁教育委員会教育総務課
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名称 利用時間及び休館日 施設の概要

飯塚第1体育館 午前9時～午後10時
休館日：12月29日～1月3日

バレー 3面　バスケット 2面　
バドミントン・ソフトバレー 8面　トレーニング室
会議室 3室　和楽屋

飯塚第2体育館 午前9時～午後10時
休館日：12月29日～1月3日

バレー 1面　バスケット 1面
バドミントン・ソフトバレー 3面

健
康
の
森
公
園

市
民
プ
ー
ル

屋
内

午前10時～午後9時30分
休館日： 毎週火曜日（祝日の場合は翌日） 

12月29日～1月3日

25mプール・幼児用プール・
ジャグジー・サウナ

屋
外

7月1日～8月31日
平日　正午～午後6時
土・日・祝日　午前10時～午後6時
※ 夏休み期間は上記関係なく午前10時～午後6時

流水プール・子どもプール・ウォータースライダー

多目的広場 午前10時～午後6時 サッカー 1面（天然芝）・周回ランニングコース

多目的施設
午前10時～午後9時30分
休館日： 12月29日～1月3日 

毎週火曜日（祝日の場合は翌日）

トレーニング室
エアロビクススタジオルーム
多目的室（会議室）

市
民
公
園

テニスコート 午前7時～午後7時
休館日：12月29日～1月3日 クレーコート 8面

運動広場 午前6時～午後8時
休館日：12月29日～1月3日 ソフトボール 2面　サッカー 1面

弓道場 午前7時～午後9時
休館日：12月29日～1月3日 10人立

スポーツ・文化・生涯学習
問【スポーツ関係】健幸都市推進課　【文化・生涯学習活動関係】教育委員会生涯学習課・文化課

スポーツ・レクリエーションの振興
　市民の皆さんがいつでも、どこでも気軽にスポーツ・レクリエーションに親しみ、参加できるよう生涯スポーツ社会
の実現に向けて、飯塚市スポーツ協会や地区体育振興会などの関係団体と連携し、各種スポーツ大会やスポーツ教室
を開催するとともに生涯スポーツの普及、指導者の育成、スポーツ情報の提供、スポーツ環境の整備充実を図ります。

スポーツ施設一覧　〈飯塚地区体育施設〉

スポーツ・文化・生涯学習

次ページに続く
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名称 利用時間及び休館日 施設の概要

穂波体育館 午前9時～午後10時
休館日：12月29日～1月3日

バレー 2面　バスケット 2面
バドミントン・ソフトバレー 6面
卓球 4台　フットサル 2面

椿運動広場 午前6時～午後8時
休館日：12月29日～1日3日 ソフトボール・グラウンドゴルフ等

穂波武道館 午前9時～午後10時
休館日：12月29日～1月3日 柔道場・剣道場

穂波野球場
午前6時～午後10時
（11月1日～3月31日　午前8時～午後6時）
休館日：12月29日～1月3日

両翼90m　センター120m
硬式可　ナイター期間　4月1日～10月31日

穂波グラウンド 午前6時～午後10時
休館日：12月29日～1月3日

ソフトボール 2面
サッカー 1面（夜間照明付）

穂波テニスコート 午前9時～午後10時
休館日：12月29日～1月3日

ハードコート 2面
クレーコート 2面（夜間照明付）

穂波B&G
海洋センター

午前9時～午後10時
休館日：12月29日～1月3日

バレー 2面　バスケット 1面
バドミントン・ソフトバレー 3面

穂波市民プール 午前10時～午後9時（6月1日～9月10日）
休館日：9月11日～5月31日 25ｍプール・幼児用プール

穂波艇庫 午前9時～午後5時（5月1日～10月31日） カヌー・OPヨット・ローボート

穂波地区体育施設

名称 利用時間及び休館日 施設の概要

筑穂体育館 午前9時～午後10時
休館日：12月29日～1月3日

バレー 2面　バスケット 2面
バドミントン・ソフトバレー 6面　
フットサル 1面　
多目的アリーナ　卓球 4台

筑穂グラウンド 午前6時～午後10時
休館日：12月29日～1月3日

ソフトボール 1面（夜間照明付）
軟式野球1面　硬式不可

筑穂野球場
午前6時～午後10時
（11月1日～3月31日　午前8時～午後6時）
休館日：12月29日～1月3日

両翼95m　センター122m
硬式可　ナイター期間　4月1日～10月31日

筑穂
多目的グラウンド

午前6時～午後8時
休館日：12月29日～1月3日 ソフトボール 2面　軟式野球2面

筑穂地区体育施設

名称 利用時間及び休館日 施設の概要

庄内野球場 午前6時～午後8時
休館日：12月29日～1月3日

両翼90m　センター112m
硬式 野球条件付で許可

庄内体育館 午前9時～午後10時
休館日：12月29日～1月3日

バレー 2面　バスケット 2面
バドミントン・ソフトバレー 6面　卓球 5台

庄内グラウンド 午前6時～午後8時
休館日：12月29日～1月3日 ソフトボール 2面　軟式野球 2面

庄内地区体育施設
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名称 利用時間及び休館日 施設の概要

頴田野球場 午前6時～午後8時
休館日：12月29日～1月3日

両翼85m　センター110m
硬式不可

頴田グラウンド 午前6時～午後10時
休館日：12月29日～1月3日 ソフトボール 2面（夜間照明付）

頴田テニスコート 午前9時～午後10時
休館日：12月29日～1月3日 クレーコート2面（夜間照明付）

頴田地区体育施設

○スポーツ安全保険に加入を
　スポーツ活動、文化活動及びボランティア活動などの際に、けがをしたり、相手にけがを負わせてしまった場合
の補償をする保険です。4人以上のアマチュア団体であれば加入できますので、ご利用ください。

　生きがいに満ちた心豊かな人生を送るためには、自ら進んで学習できる生涯学習社会を作り上げていくことが重
要であり、地域の生涯学習の拠点施設である公民館・交流センターなどにおいて、学習機会の充実や学習成果を生か
す場を提供するとともに、市民の皆さんが身近に優れた文化芸術に触れるため、文化振興イベント開催の支援、市民
参加による文化芸術活動の推進を図ります。

文化芸術・生涯学習の振興

名称 利用時間及び休館日 施設の概要

飯塚市文化会館（飯塚コスモスコモン）
午前9時～午後10時
月曜日（祝日・振替休日のときは翌日）、
年末年始（12月29日～1月3日）

大ホール・中ホール・展示ホール・
会議室・リハーサル室など

イイヅカ
コミュニティ
センター

中央公民館 午前9時～午後10時
第1・第3日曜日、
年末年始（12月29日～1月3日）

学習室・工芸工作室・調理実習室・
音楽室・セミナー室

男女共同参画推進センター
「サンクス」

学習交流室・技能向上室・
軽運動室・幼児室

市立図書館

飯塚図書館
（イイヅカコミュニティセンター）

午前9時30分～午後7時　月曜日（祝日・振替休日のときは翌日）、
館内整理日、年末年始（12月29日～1月3日）、蔵書点検期間

ちくほ館 午前9時30分～午後6時　月曜日（祝日・振替休日のときは翌日）、
館内整理日、年末年始（12月29日～1月3日）、蔵書点検期間

庄内館 午前9時30分～午後6時　月曜日（祝日・振替休日のときは翌日）、
館内整理日、年末年始（12月29日～1月3日）、蔵書点検期間

穂波館 午前9時～午後5時　月曜日（祝日・振替休日のときは翌日）、
館内整理日、年末年始（12月29日～1月3日）、蔵書点検期間

頴田館 午前9時～午後5時　土曜日、日曜日、祝日、
館内整理日、年末年始（12月29日～1月3日）、蔵書点検期間

飯塚市歴史資料館 午前9時30分～午後5時（入館は午後4時30分まで）　水曜日、
年末年始（12月29日～1月3日）

文化・生涯学習施設一覧

次ページに続く
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名称 利用時間及び休館日 施設の概要
筑穂ふれあい
交流センター

午前8時30分～午後5時、日曜日、祝日・振替休日・
休日、年末年始（12月29日～1月3日） 多目的ホール・研修室・多目的室など

ふれあい交流センター

名称 利用時間及び休館日 施設の概要

二瀬交流センター 午前9時～午後10時、第1・第3日曜日、年末年始
（12月29日～1月3日）

研修室・和室・児童室・調理実習室など
（Wi-Fi対応）

幸袋交流センター 午前9時～午後10時、第1・第3日曜日、年末年始
（12月29日～1月3日）

研修室・和室・児童室・調理実習室など
（Wi-Fi対応）

鎮西交流センター 午前9時～午後10時、第1・第3日曜日、年末年始
（12月29日～1月3日）

研修室・和室・調理室など
（Wi-Fi対応）

菰田交流センター 午前9時～午後10時、第1・第3日曜日、年末年始
（12月29日～1月3日）

研修室・和室・調理実習室など
（Wi-Fi対応）

立岩交流センター 午前9時～午後10時、第1・第3日曜日、年末年始
（12月29日～1月3日）

研修室・和室・児童室・調理実習室など
（Wi-Fi対応）

飯塚東交流センター 午前9時～午後10時、第1・第3日曜日、年末年始
（12月29日～1月3日）

研修室・和室・調理実習室など
（Wi-Fi対応）

飯塚片島
交流センター

午前9時～午後10時、第1・第3日曜日、年末年始
（12月29日～1月3日）

研修室・和室・児童室・調理実習室など
（Wi-Fi対応）

鯰田交流センター 午前9時～午後10時、第1・第3日曜日、年末年始
（12月29日～1月3日）

研修室・和室・調理実習室など
（Wi-Fi対応）

穂波交流センター 午前9時～午後10時、第2・第4日曜日、年末年始
（12月29日～1月3日）

大ホール・研修室・和室・調理実習室など
（Wi-Fi対応）

筑穂交流センター 午前9時～午後10時、第1・第3日曜日、年末年始
（12月29日～1月3日）

大ホール・研修室・和室・調理実習室など
（Wi-Fi対応）

庄内交流センター 午前9時～午後10時、第2・第4日曜日、年末年始
（12月29日～1月3日）

大ホール・研修室・和室・工芸工作室・調理実習室・
ミニシアター室など（Wi-Fi対応）

頴田交流センター 午前9時～午後10時、第2・第4日曜日、年末年始
（12月29日～1月3日） 研修室・多目的ホールなど（Wi-Fi対応）

交流センター一覧

名称 利用時間及び休館日 施設の概要

穂波青少年野営訓練所 通年で使用可能（要予約） キャンプ場
（避難小屋・炊事棟・テントサイト）

庄内生活体験学校 午前9時～午後5時、年末年始（12月29日～1月3日）生活棟・生活文化交流センター・管理棟・動物棟・作業棟など

中央公民館 午前9時～午後10時、第1・第3日曜日、年末年始
（12月29日～1月3日）

学習室・工芸工作室・調理実習室・音楽室・セミナー
室・展示ホールなど（Wi-Fi対応）

社会教育施設一覧
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　飯塚市は、古くから穀倉地帯として、また、交通の要衝として栄えてきたことから、市内には全国的に知られた古代
遺跡、中世仏教遺跡、近代遺跡などが数多く残されています。

○注意
＜開発行為に伴う文化財の取り扱いについて＞
　「土地区画整備事業」、「住宅地造成」、「個人住宅、共同住宅、店舗・事務所などの新築・増改築」、「道路建設」、「農地
転用」など、開発行為を予定されている方は、その土地の文化財の有無を事前に確認しておく必要があります。問
合わせ先は文化課・文化財保護推進室（歴史資料館内）です。

文化財

種別 名称 出土地・所在地 備考

国指定

重要文化財
立岩遺跡堀田甕棺群出土品 立岩1760-15 歴史資料館に展示

旧伊藤家住宅 幸袋300 見学可　有料

天然記念物 鎮西村のカツラ 建花寺1580-1

見学可

史　　跡
大分廃寺塔跡 大分718

鹿毛馬神籠石 鹿毛馬997-1ほか

筑豊炭田遺跡群　目尾炭坑跡 目尾1155ほか 見学不可

名　　勝 旧伊藤傳右エ門氏庭園 幸袋300 見学可　有料

県指定

天然記念物

明星寺のボダイジュ 明星寺826

見学可
大分八幡の大クス 大分1272-1（大分八幡宮境内）

内野の大イチョウ 内野3367

有形文化財

元亨二年在銘法橋琳弁石卒都婆 明星寺826

滑石刻真言 明星寺北谷 歴史資料館に展示

木造薬師如来立像 相田438（宝幢寺） 見学不可

木造聖観音立像 大分1281（養源寺境内）
見学可

五智如来板碑 筒野4

史　　跡
川島古墳（装飾古墳） 川島407-2ほか 公園として整備　見学可

（石室は春2日・秋2日のみ公開）小正西古墳 小正780-2ほか

山王山古墳（装飾古墳） 西徳前401-28ほか 見学不可

無形民俗文化財
綱分八幡宮神幸行事 綱分866-1 隔年10月中旬土・日曜日開催

大分の獅子舞 大分1272-1（大分八幡宮境内） 9月最終土、日曜日開催

有形民俗文化財 飯塚の紙芝居及び上演用具 柏の森959-1（歴史資料館） 歴史資料館に展示

市指定

史　　跡
川島古墳群 川島407-5ほか 公園として整備　見学可

元吉の殿墓 庄内元吉101-1

見学可天然記念物 大分八幡宮の大楠群・銀杏 大分1272-1（大分八幡宮境内）

有形文化財

巻き上げ機台座 平恒460-8

旧松喜醬油屋 勢田730-1 見学可　歴史資料館に要確認

明星寺関係資料 明星寺1499ほか 寄託資料（歴史資料館で保管）

スダレ遺跡出土品 椿
歴史資料館に展示

忠隈1号墳出土品 忠隈

曩祖八幡宮の黒田二十四騎図絵馬 宮町2-3 寄託資料（歴史資料館に展示）

国登録 有形文化財 嘉穂劇場 飯塚5-23

その他 史　　跡
内野宿・御茶屋跡 内野3313ほか

見学可
高取焼初代八山の墓跡 中

市内の主な文化財
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商工業 問 本庁商工観光課・産学振興課・企業誘致推進課・各支所経済建設課

種類 融資金額 融資期間 融資利率
中小企業事業資金 700万円以内 5年以内 1.35%
小口事業資金 700万円以内 5年以内 1.35%
中小企業不況対策資金 700万円以内 7年以内（500万円以下の場合5年以内） 1.35%
中小企業設備近代化資金 1,000万円以内 7年以内（700万円以下の場合5年以内） 1.35%
中小企業長期事業資金 600万円以内 5年以内 1.35%
中小企業高度化資金 5,000万円以内 5年以内（2年延長可） 1.55%
観光開発施設資金 3,000万円以内（1企業あたり） 7年以内 1.35%
起業支援資金 1,000万円以内 7年以内 1.45%

商工業振興
中小企業向けの融資制度について
　市内の中小企業者の育成・振興を図る目的として中小企業融資制度があります。
融資を受けられる要件

　① 原則として、市内に事業所を有し、現に事業を営んでいることが確認できる事業者（ただし、起業支援資金を除く。）
　②市税を納めている事業者
　③資金が必要で、かつ、具体的な計画がある事業者
　④融資金（利子を含む）の返済が可能な事業者
融資の種類

飯塚市産業振興ビジョン2018～2022
　飯塚市は近畿大学産業理工学部、近畿大学九州短期
大学及び九州工業大学情報工学部（開設順に記載）の3
つの大学と、産業支援機関（福岡県立飯塚研究開発セン
ター及び株式会社福岡ソフトウェアセンター）ととも
に、産学官の連携による地域経済の振興を図っていま
す。企業、大学、経済団体の皆様とともに円卓会議を開
催し、平成30年3月に飯塚市中小企業振興基本条例に
基づく「飯塚市産業振興ビジョン」を策定しました。「挑
戦するヒトと共に未来を創る」を合言葉に、以下に掲げ
る施策方針のもと市内産業の成長を目指しています。
施策方針

・ 人材の成長や定着を目指す、飯塚を担うヒトづくり
を行います。
・ 事業の創出や拡大を目指す、成長する会社づくりを
行います。
・ 創業や企業の進出を目指す、新しい会社づくりを行
います。

誘致企業等に対する補助
　地域産業の活性化及び市民の雇用拡大のため、次の
要件を満たす事業者に対して補助金を交付します。
企業立地促進補助金

●対象業種
　 市内において、製造業、情報サービス業、道路貨物運
送業、卸売業、固定電気通信業、移動電気通信業、こん
包業、自然科学研究所

飯塚商工会議所 ☎22-1007
飯塚市商工会 ☎22-5382
飯塚市商工会　筑穂支所 ☎72-0216
飯塚市商工会　庄内支所 ☎82-3155

飯塚市商工会　頴田支所

☎09496-2-0199
（令和3年9月まで）

☎92-0199
（令和3年10月から）

福岡県中小企業振興センター ☎092-622-6230

商工会議所・商工会、中小企業振興センター
　商工会議所・商工会及び中小企業振興センターでは、
中小企業者を対象とした経営・融資についての相談や
創業支援について相談を受け付けています。お気軽に
ご連絡ください。

●対象条件
　①事業所を新設、増設または移設すること。
　② 事業の用に直接供するための土地、建物及びその附属

設備、構築物、機械ならびに装置を取得するために要し
た費用の総額が3,000万円以上であること（機械及び
装置については、単品で10万円未満のものを除く）。

　③ ①に伴い、従業員（本市に住所を有し、雇用保険に
加入した人のみ）を5人以上雇用することなど。

産業・経済

外国人雇用無料相談窓口
　外国人材を受け入れる際の制度や手続きといった
様々な相談等に応じるための外国人雇用無料相談窓口
を開設しています。（国際政策課国際経済推進係）
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農林業 問 本庁農林振興課・各支所経済建設課

支援の内容
①農業委員会による農用地の利用集積の支援
②農業制度資金（低金利）などの融資
③割増償却制度などの税制上の特例措置
④経営改善に関する相談、研修などの実施

認定農業者制度
　認定農業者制度は、意欲ある農業者の育成と確保を
目指す制度で、認定されると、農業を経営していく上で
いろいろな支援措置が受けられます。

森林の土地を取得したとき

届出の手続き
①届出書（森林法施行規則第7条1項）
②当該土地の位置を示す地図
③ 当該土地の登記事項証明書その他届出の原因を証明
する書面

森林の土地を新たに取得した場合は、届出が必要です。

シルバー農園
•相田農園　44区画　1区画　約20㎡
•菰田農園　21区画　1区画　約20㎡
•秋松農園　21区画　1区画　約20㎡
　料金はお問合せ下さい。

シルバー農園
　高齢者に農作業に親しむ機会を提供し、農作業への
理解や生きがい及び健康増進といった高齢者福祉の向
上を図るために農園を貸し付けています。

農業制度資金
　農業者の方々が経営改善を図りたい場合や、または
新しく農業を始める場合などに、長期かつ低利で借り
ることのできる資金です。

主な農業制度資金
農業経営改善関係

　 農業改良資金・農業近代化資金・スーパーL資金
負債整理関係

　 農業経営負担軽減支援資金・経営体育成強化資金
新規就農関係

　青年等就農資金
災害対策関係

　農林漁業セーフティネット資金など

農産物直売所
　地域で生産される農産物を生鮮・加工販売することで地域農業の活性化を図る施設です。ご利用ください。

施設名 住所 営業時間及び開所日
庄四季物（庄内農産物直売所） 綱分770-1 午前9時から午後5時まで毎日（お盆・年末年始休み有）
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農業委員会 問 本庁農業委員会事務局・各支所分室（経済建設課内）

農地等の利用の最適化の取り組みについて
　農業委員会は、農業委員と農地利用最適化推進委員
が連携し、農業生産力の増進を支援する組織として、①
担い手への農地利用の集積・集約化、②遊休農地の発生
防止・解消、③新規参入の促進を通じて、地域農業の発
展に取り組んでいます。

農地の利用状況調査（農地パトロール）について
　毎年8月頃に、管内の全ての農地の利用状況を調査し
ます。（農地法第30条）
　利用状況調査の結果等を踏まえ、遊休農地と判断さ
れた場合、毎年11月末までに所有者等に対する利用意
向調査を行います。（農地法第32条）
　また遊休農地状態が継続すると、固定資産税額の見
直しにつながることもあります。

農地を売買・貸借するとき
　売買、貸借などにより農地の権利（所有権・賃借権・使
用貸借権など）を移転や設定するには、農業委員会の許
可が必要です。（農地法第3条）

許可の条件
　譲受人・借主が、次の条件に適合する場合のみ、権利
の移転や設定ができます。
　現に耕作する面積と取得しようとする面積の合計が
50アール以上になる場合

許可申請手続き
　許可申請には、次のものが必要となります。
　①売買・貸借等する農地の登記簿謄本1通
　② 申請者（譲受人・借主）の住民票1通（譲渡人・貸主の
住民票が必要な場合もあります）

　③その他必要な書類（事務局等にお尋ねください）

農地を転用するとき
　農地を農地以外（宅地や山林など）に転用するとき
は、農業委員会を経由して県知事の許可が必要です。農
地の転用は、農地法をはじめ、その他の法律で規制され
ている土地もあります。計画にあたっては、事前に農業
委員会と十分な協議を行うようお願いいたします。

許可申請
許可申請は、その内容によって次の2つに分かれます。
農地法第4条申請

　 自分の所有する農地を所有者自身が転用するとき。
農地法第5条申請

　自分の所有する農地を所有者以外の人が買ったり、
借りたりして転用するとき。

農業振興地域の農用地の転用について
　農用地の指定を受けている農地を転用するときは、
事前に農用地から除外する申請を行う必要がありま
す。（ただし、除外できない場合もあります。）

農地を相続したとき
　農地を相続したときは、相続登記完了後に農業委員
会へ届出が必要です。
届出に必要な書類
①届出書（農地法第3条の3）
②相続が確認できる登記完了書の写し
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選挙 問 選挙管理委員会事務局

選挙権は
日本国民で満18歳以上の方は選挙権を有しますが、

選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと選
挙のときに投票できません。同一の市町村に引き続き3
カ月以上住んでいることが条件です。選挙の際は投票
所入場整理券を送付しますので、投票所・投票時間を確
認してください。

選挙・議会・広報・広聴

期日前投票・不在者投票
　投票日当日に仕事、用事、旅行、冠婚葬祭、事故、病気、
けが、出産等の理由で投票できない方は前もって投票
ができます。身体障がい者手帳、戦傷病者手帳を持ち、
障がいの程度が要件を満たす方、または介護保険法上
の要介護5の方は、郵便で不在者投票ができます。指定
された病院、施設等に入院（入所）している方は、施設の
管理者の下で、不在者投票ができます。

議会 問 本庁議会事務局

飯塚市議会
○ 市議会は、市民の皆さんから直接選ばれた議員（条例定数28人）で構成されています。市長から提出された議案（条
例の制定・改廃、予算、決算、重要な契約など）、議員から提出された議案、市民の皆さんから提出された請願を審議
し、議決します。
　 定例会は年4回（3、6、9、12月）開催され、必要に応じて臨時会が開催されます。
　 市議会には、4つの常任委員会（総務、福祉文教、協働環境、経済建設）と、議会運営委員会を設置しています。また、
必要な場合は特別委員会を設置します。

議会運営委員会（9人） 議会運営のための協議、意見調整を図る。

常

任

委

員

会

総務委員会（7人） 会計管理者の職務権限、行政経営部、総務部などに関すること。

本会議
（全議員）

福祉文教委員会（7人） 福祉部、教育委員会に関すること。

協働環境委員会（7人） 市民協働部、市民環境部に関すること。

経済建設委員会（7人） 経済部、都市建設部、企業局などに関すること。

特別委員会（必要な場合に設置し、特定の案件について審査します。）（例）庁舎建設特別委員会、一般会計予算特
別委員会、決算特別委員会　など。
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議会の傍聴
○ 本会議（一般席41席、親子傍聴席、車いす席有）、委員
会（10席）は、どなたでも傍聴することができます。
　 本会議の傍聴には手続きは必要ありません。委員会
については、受付手続きが必要です。

請願・陳情
○ 市議会では、市政などについての要望や意見を「請
願」や「陳情」として受け付けています。
　 請願書・陳情書には、趣旨、住所、氏名などを記載し、
押印したものを議長あてに提出することになってい
ます。（請願の場合は、賛同する市議会議員の記名押
印が必要です。）
　 請願は、請願内容を所管する委員会に付託し、審査を
行います。また、陳情は、直近の定例会で議員に陳情
書の写しを配付します。

議会だより・ホームページ
○ 議会だより（市報とじ込み）を発行し、定例会の報告、
一般質問などの要旨を掲載しています。
○ ホームページでは市議会の予定、議員名簿、本会議や
委員会の会議録などを公開しています。
　議会ホームページ
　 　https://www.city.iizuka.lg.jp/shise/gikai/
index.html

会議の記録
○ 本会議や各委員会の会議録は、議会ホームページか
議会事務局にて閲覧できます。また、市役所内の情報
公開コーナーや各図書館でも本会議録の閲覧ができ
ます。

議会ネット中継
○ 市議会では、現在、本会議と委員会のインターネット
中継（ライブ配信・録画配信）を行っています。（視聴
は議会ホームページから）

広報・広聴
問  【広報・広聴関係】本庁情報政策課 
【情報公開、個人情報保護関係】本庁総務課・各支所市民窓口課

広報・広聴
○ 市民の皆さんに、市政への関心と理解を深めていた
だくため、あらゆる媒体を用いて広報・広聴活動を行
います。市政に対する要望や提言がありましたらお
寄せください。

市報の発行
　市民の皆さんと市政を結ぶ市報『広報いいづか』を月
1回（毎月1日）発行します。市からの大切なお知らせや
地域の話題などをお届けしますのでご活用ください。
また、視覚障がいのある人には音声による市報もお届
けします。
　なお、各地区の交流センターなどにもご自由にお持
ち帰りができるよう備えておりますので、ご利用くだ
さい。

要望・意見等の『市民の声』提案箱の設置
　市民の皆さんのさまざまなご意見を聴くひとつの手
段として『市民の声』の提案箱を市内17か所（本庁・支
所、各地区交流センター）に設置し、広く市民の声を市
政に反映させます。

ホームページ
　飯塚市のホームページでは、市政情報の
ほか、イベントや各施設の情報、各種募集
などを発信しています。
ホームページアドレス
　https://www.city.iizuka.lg.jp/ 飯塚市HP

市公式SNSでの情報発信
　ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）を活
用して、さまざまな情報発信を行っています。
Facebook、Twitter、LINEでは行政情報を、Instagram

ではイベント開催時の様子などを掲載しています。

LINE Twitter Facebook Instagram

電子メールでのご意見・問合わせ
　インターネットを利用している人は、電子メールで
直接担当課に意見を提出したり問合わせをすること
ができます。各課のメールアドレスは飯塚市のホーム
ページに掲載しています。
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情報公開制度
　「飯塚市情報公開条例」に基づき、市が持っているさ
まざまな文書や情報を、皆さんの求めに応じて公開・提
供する制度です。
公開の対象となる機関

　・市長　・企業管理者　・教育委員会
　・選挙管理委員会　・公平委員会　・監査委員
　・農業委員会　・固定資産評価審査委員会　・議会
請求の方法

　 　公開請求は、本庁総務課及び各支所市民窓口課が
窓口となり受け付けています。「情報公開請求書」に、
請求内容などを記入して提出してください。
　 　また、直接窓口へお越しになれない場合は、郵送
又はFAXによる公開請求もできます。情報公開請求
書を市ホームページよりダウンロードしていただく
か、またはご依頼があれば、情報公開請求書を送付ま
たはFAXいたします。
　　☆ 費用負担　公開にかかる費用は無料ですが、写

しが必要なときは、コピー代として1面（A3ま
で）につき10円負担していただきます。（カラー
印刷の場合は50円。）

会議の公開
　 　地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置
される審査会、審議会、協議会などの会議を原則公開
としています。ただし、会議の内容が次のような場合
には非公開とすることがあります。

（非公開となる場合）
　 　飯塚市情報公開条例第8条各号に掲げる情報（非公
開情報）に関するものであるとき。
　 　例えば、会議の内容が審査請求、苦情処理、個人の
権利・利益を害する恐れがあるもの、または、会議を
公開することにより当該会議の適正な運営に著しい
支障が生じると認められるとき。
情報提供

　 　市民生活に密接に関係ある情報などについては、
積極的に情報を提供・公表します。
　 　また、本庁1階に「情報公開コーナー」を設置してい
ます。行政資料の閲覧ができますのでご利用くださ
い。
指定管理者の情報公開

　 　指定管理者が業務上作成する文書などの写しの交
付や閲覧をする情報公開の請求は、市長や教育委員
会等の実施機関に対して行うこととし、この実施機
関が情報を保有しないときは、実施機関が指定管理
者に情報の提出を求め、指定管理者はこれに応じる
よう定めています。

個人情報保護制度
　「飯塚市個人情報保護条例」に基づき、市が持ってい
る個人情報を保護するために必要な事項を定め、また
ご自分の個人情報の開示、訂正、削除などを請求するこ
とができる制度です。
請求の方法

　 　個人情報の開示請求は、原則として本人のみが請
求できます。本庁総務課及び各支所市民窓口課が窓
口となり受け付けていますので、請求されるときは、
本人であることを証明するもの（身分証明書、運転免
許証など）及び印鑑を持参し、「個人情報開示請求書」
に必要事項を記入し、提出してください。
　　☆ 費用負担　開示にかかる費用は無料ですが、写

しが必要なときは、コピー代として1面（A3ま
で）につき10円負担していただきます。（カラー
印刷の場合は50円。）

指定管理者の個人情報保護
　 　指定管理者が管理業務上取り扱う個人情報保護に
ついて、適正な対応をするよう義務づけ、守秘義務を
課し、個人情報の不正利用を禁じ、違反に対しては罰
則を科するとともに、実施機関が適切に指導するよ
う定めています。

個人情報の保護のお願い
　事業者の皆さんが事業を行うため個人情報を持っている
ときは、個人情報保護法に基づき基本的人権の侵害を防ぐ
ための措置を講じなければならないことになっています。
事業者、市民の皆さんのご協力をお願いします。
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※のついた場所は、指定緊急避難場所のみ指定

1 40
A E

P19
指定避難所 ●● … 一定期間滞在して避難生活を行う施設

 … 危険から逃れるための緊急の避難先指定緊急避難場所 　　 ～●1 ●25
～●1 ●32

:
: 震 災
風水害

所在地、
電話番号は

島
片
・
塚
飯

（コミュニティセンター）コミュニティセンター）コミュニティセンター

飯塚片島交流センター
飯塚小学校
飯塚第1体育館
飯塚市文化会館

片島小学校

クラブハウス川津支店

田
菰

菰田交流センター
菰田小学校

岩
立

立岩交流センター
立岩小学校
飯塚第一中学校
飯塚市役所本庁
嘉穂東高等学校

東
塚
飯

飯塚東交流センター

飯塚第二中学校

田
鯰

鯰田交流センター
鯰田小学校
旧飯塚第三中学校（体育館）

飯塚オートレース場

瀬
二

二瀬交流センター
伊岐須小学校

22-3274

22-2379
22-3026
22-6799

21-0505

22-0289

23-7529
23-6819
22-0560

23-6000
22-0005
22-0553
22-5500
22-0071
23-6028
22-3267
22-3713
22-9293
22-3299

－
22-6326
22-2196
22-2349

飯塚14-67

本町20-17
西徳前2-6
枝国666-11

片島3-8-5
川津356-2

菰田東1-7-45
菰田東2-19-5

新立岩8-13
立岩1176-1
新立岩16-18
新立岩5-5
立岩1730-5
下三緒57-86
下三緒54
柏の森483
鯰田1358-1
鯰田1263
鯰田2075
鯰田147
川津675-1
伊岐須843

害
水
風
災
震 避難所名 電話番号 住　所

飯塚地区 市外局番は（0948）です
害
水
風
災
震 避難所名 電話番号 住　所

穂波地区 市外局番は（0948）です

● ●
●

● ●

●

● ●
● ●
●
● ●

●
● ●

●
● ●
●

● ●

中央公民館

飯塚14-66

飯塚東小学校

忠隈523
秋松408
小正249-2
椋本16-2

平恒1021-1

高田701-1
椿250-1
太郎丸974-1
忠隈188-3
平恒54-24
秋松408
枝国402-100

小学校22-0579
中学校22-1052

22-0380
24-7458
22-0581
22-1068

22-3328
22-1049
28-5622
24-6704
29-3266
24-2204
21-6330

穂波支所
穂波交流センター
若菜小学校
椋本小学校

小中一貫校穂波東校

高田小学校（校舎）
穂波西中学校（校舎）
穂波人権啓発センター
忠隈住民センター
穂波B&G海洋センター
穂波体育館
穂波福祉総合センター

● ●

● ●
● ●

● ●
● ●
● ●
●

弁分40-325-6662クラブハウス本店

● ●
● ●

伊岐須74022-0388二瀬中学校●

● 旧楽市小学校（体育館） － 楽市163-1
● ● 筑豊緊急物資輸送センター 26-2227 平垣169-1

袋
幸

西
鎮

幸袋50

中730-1

幸袋526-1

大日寺141
潤野320
蓮台寺75

大日寺141

潤野8-12

22-1189
小学校22-0613
中学校22-2924

小学校22-0298
中学校24-4432

21-1281

－
－

23-3396

22-0231

22-3007

幸袋交流センター

小中一貫校幸袋校

株式会社ソフトウェアセンター ※

鎮西交流センター
旧潤野児童センター
旧蓮台寺児童センター

小中一貫校飯塚鎮西校

伊川82-45飯塚市福祉センター
伊川の郷 ※
嘉穂高等学校

目尾362－旧クラブハウス目尾支店

吉北120-624-2355健康の森公園多目的施設

●

●

●

●

近畿大学九州短期大学 22-5726 菰田東1-5-30

川津680-429-7500九州工業大学 ※

（飯塚コスモスコモン（飯塚コスモスコモン（ ）飯塚コスモスコモン）飯塚コスモスコモン
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※のついた場所は、指定緊急避難場所のみ指定

1 40～
A E～

保育園、認定こども園、幼稚園
子育て支援センター

P19
指定避難所 ●● … 一定期間滞在して避難生活を行う施設

 … 危険から逃れるための緊急の避難先指定緊急避難場所 　　 ～●1 ●25
～●1 ●32

:
: 震 災
風水害

所在地、
電話番号は

害
水
風
災
震 避難所名 電話番号 住　所

飯塚地区 市外局番は（0948）です
害
水
風
災
震 避難所名 電話番号 住　所

穂波地区 市外局番は（0948）です

● ●
●

● ●

●

● ●
● ●
●
● ●

●
● ●

●
● ●
●

● ●

● ●

● ●
● ●

● ●
● ●
● ●
●

● ●
● ●

●

●
● ●

●

●

●

●
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※のついた場所は、指定緊急避難場所のみ指定

1 40
A E

指定避難所 ●● … 一定期間滞在して避難生活を行う施設
 … 危険から逃れるための緊急の避難先指定緊急避難場所 　　 ～●1 ●25

～●1 ●32
:
: 震 災
風水害 P19所在地、

電話番号は

筑穂地区 市外局番は（0948）です

●

● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●

筑穂支所
筑穂交流センター
筑穂体育館
上穂波小学校
内野小学校
大分小学校
筑穂中学校
筑穂人権啓発センター
筑穂保健福祉総合センター

72-1100
72-2204
72-2204
72-0014
72-0155
72-0106
72-0103
72-1110
72-3085

長尾1242-1
長尾1340
長尾1340
筑穂元吉430
内野3537-1
大分1985-1
長尾903-1
大分1543
長尾911-1

害
水
風
災
震 避難所名 電話番号 住　所

頴田地区 市外局番は（0948）です

●

● ●

●

● ●

害
水
風
災
震 避難所名 電話番号 住　所

庄内地区 市外局番は（0948）です
● ●

● ●
● ●

● ●

害
水
風
災
震 避難所名 電話番号 住　所
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※のついた場所は、指定緊急避難場所のみ指定

1 40～
A E～

保育園、認定こども園、幼稚園
子育て支援センター

指定避難所 ●● … 一定期間滞在して避難生活を行う施設
 … 危険から逃れるための緊急の避難先指定緊急避難場所 　　 ～●1 ●25

～●1 ●32
:
: 震 災
風水害 P19所在地、

電話番号は

筑穂地区 市外局番は（0948）です

●

● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●

害
水
風
災
震 避難所名 電話番号 住　所

頴田地区 市外局番は（0948）です

●

● ●

●

● ●

頴田交流センター別館
(旧サンシャイン頴田)

頴田交流センター

小中一貫校頴田校

頴田高齢者福祉センター

09496-6-3050
(令和3年9月まで)
0948-96-3050
(令和3年10月から)
09496-2-1034
(令和3年9月まで)
0948-92-1034
(令和3年10月から)
09496-2-0126
(令和3年9月まで)
0948-92-0126
(令和3年10月から)
09496-2-5855
(令和3年9月まで)
0948-92-5855
(令和3年10月から)

鹿毛馬2328-2

鹿毛馬1667-2

鹿毛馬1667-2

勢田1101

害
水
風
災
震 避難所名 電話番号 住　所

庄内地区 市外局番は（0948）です
● ●

● ●
● ●

● ●

庄内支所
庄内交流センター
庄内小学校
庄内中学校
庄内保健福祉総合センター
庄内体育館

82-1200
82-3344
82-1202
82-1201
82-5300
82-3344

綱分802-7
有安830-3
有安1-22
綱分1000-1
綱分771-1

クラブハウス庄内支店 82-2889 有安524
有安830-6

害
水
風
災
震 避難所名 電話番号 住　所
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市役所
名称 所在地 電話番号 FAX

飯塚市役所（本庁舎） 新立岩5-5 22-5500 21-2066
穂波支所（穂波庁舎1階） 忠隈523 22-0380 26-4733
筑穂支所 長尾1242-1 72-1100 31-3100
庄内支所 綱分802-7 82-1200 82-3520

頴田支所 鹿毛馬2333-4

09496-2-2211
（令和3年9月まで）
0948-92-2211

（令和3年10月から）

09496-2-0332
（令和3年9月まで）
0948-92-0332

（令和3年10月から）

官公庁
名称 所在地 電話番号 FAX

福岡法務局飯塚支局
芳雄町13-6（飯塚合同庁舎）

22-1580 －
飯塚税務署 22-6710 －
飯塚労働基準監督署 22-3200 22-3202
ハローワーク飯塚 芳雄町12-1 24-8609 －
飯塚簡易裁判所

新立岩10-29 22-1150 21-0275福岡家庭裁判所飯塚支部
福岡地方裁判所飯塚支部
飯塚・直方県税事務所

新立岩8-1（飯塚総合庁舎）

21-4902 23-3806
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 21-4911 24-0186
飯塚県土整備事務所 21-4930 25-6280
飯塚農林事務所 21-4951 24-1134
パスポートセンター飯塚支所 21-4981 28-9111
筑豊労働者支援事務所 22-1149 22-4118
飯塚・直方県税事務所庄内分室 仁保23-44 82-1010 82-4359
軽自動車検査協会 仁保23-68 050-3816-1753 82-3963
九州運輸局福岡運輸支局 仁保23-39 050-5540-2080 82-3729

警察・消防
名称 所在地 電話番号 FAX

飯塚警察署 柏の森159-26 21-0110 21-0110
宮町交番 宮町1-36

21-0110
（飯塚警察署）
※ 各交番名を伝え
て転送

21-0110
（飯塚警察署）
※ 各交番宛を明記
し飯塚警察署に
送付

飯塚駅前交番 菰田西1-1-6
新飯塚駅前交番 立岩2199-9
二瀬交番 横田818-1
幸袋交番 幸袋827-43
穂波交番 忠隈393-7
筑穂交番 長尾366-2
庄内交番 綱分1668-15
頴田交番 口原334-1

飯塚地区消防本部
菰田52-1 22-7600

－
火災案内 0180-999-889

飯塚消防署 菰田52-1 22-7602 －

公共施設等一覧
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小学校
名称 所在地 電話番号 FAX

（市立）鯰田小学校 鯰田1263 22-3299 22-3390
（市立）立岩小学校 立岩1176-1 22-0005 22-0029
（市立）飯塚東小学校 下三緒54 22-3267 22-3489
（市立）菰田小学校 菰田東2-19-5 22-0560 22-0569
（市立）飯塚小学校 西徳前2-6 22-3026 22-3073
（市立）片島小学校 片島3-8-5 22-0289 22-0467
（市立）伊岐須小学校 伊岐須843 22-2349 22-2425
（市立）小中一貫校幸袋校（小学部） 中730-1 22-0613 22-2954
（市立）小中一貫校飯塚鎮西校（小学部） 大日寺141 22-0298 24-4513
（市立）八木山小学校 八木山693-1 22-2951 22-2938

（市立）小中一貫校頴田校（小学部） 鹿毛馬1667-2

09496-2-0126
（令和3年9月まで）
0948-92-0126

（令和3年10月から）

09496-2-0180
（令和3年9月まで）
0948-92-0180

（令和3年10月から）
（市立）庄内小学校 有安1-22 82-1202 82-0004
（市立）内野小学校 内野3537-1 72-0155 72-0178
（市立）上穂波小学校 筑穂元吉430 72-0014 72-2922
（市立）大分小学校 大分1985-1 72-0106 72-2592
（市立）小中一貫校穂波東校（小学部） 平恒1021-1 22-0579 22-0535
（市立）若菜小学校 小正249-2 22-0581 21-0336
（市立）椋本小学校 椋本16-2 22-1068 22-1345
（市立）高田小学校 高田701-1 22-3328 21-0145
（私立）飯塚日新館小学校 柏の森56-9 22-0370 23-7509

中学校
名称 所在地 電話番号 FAX

（市立）飯塚第一中学校 新立岩16-18 22-0553 22-0704
（市立）飯塚第二中学校 柏の森483 22-3713 22-3909
（市立）二瀬中学校 伊岐須740 22-0388 22-0455
（市立）小中一貫校幸袋校（中学部） 中730-1 22-2924 22-2954
（市立）小中一貫校飯塚鎮西校（中学部） 大日寺141 24-4432 24-4513

（市立）小中一貫校頴田校（中学部） 鹿毛馬1667-2

09496-2-0126
（令和3年9月まで）
0948-92-0126

（令和3年10月から）

09496-2-0180
（令和3年9月まで）
0948-92-0180

（令和3年10月から）
（市立）庄内中学校 綱分1000-1 82-1201 82-0019
（市立）筑穂中学校 長尾903-1 72-0103 72-0158
（市立）小中一貫校穂波東校（中学部） 平恒1021-1 22-1052 22-0535
（市立）穂波西中学校 椿250-1 22-1049 29-0021
（県立）嘉穂高等学校附属中学校 潤野8-12 22-3273 －
（私立）飯塚日新館中学校 柏の森56-9 22-0370 23-7509

高等学校
名称 所在地 電話番号 FAX

（県立）嘉穂高等学校 潤野8-12 22-0231 23-8812
（県立）嘉穂東高等学校 立岩1730-5 22-0071 23-8813
（県立）稲築志耕館高等学校 嘉麻市岩崎1318-1 42-1313 42-5129
（県立）嘉穂総合高等学校 桂川町土師1117-1 65-5727 65-5720
（県立）嘉穂総合高等学校大隈城山校 嘉麻市大隈町752 57-0125 57-0147
（私立）飯塚高等学校 立岩1224 22-6571 22-6581
（私立）近畿大学附属福岡高等学校 柏の森11-6 22-2597 28-1814

次ページに続く
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文化施設・生涯学習
名称 所在地 電話番号 FAX

飯塚市文化会館（飯塚コスモスコモン） 飯塚14-66 21-0505 21-0606

イイヅカ
コミュニティ
センター

中央公民館

飯塚14-67

22-3274 22-3609
飯塚図書館 22-5552 22-5770
飯塚市男女共同参画推進センター
「サンクス」 22-7058 22-3609

市立
図書館

飯塚図書館 飯塚14-67 22-5552 22-5770
ちくほ図書館 長尾1390-1 72-3849 72-3854
庄内図書館 綱分792-5 82-4155 82-2188
穂波図書館 秋松407-1 29-1172 29-1172

頴田図書館 鹿毛馬1667-2

09496-2-1034
（令和3年9月まで）
0948-92-1034

（令和3年10月から）

09496-2-2425
（令和3年9月まで）
0948-92-2425

（令和3年10月から）
飯塚市歴史資料館 柏の森959-1 25-2930 25-2930

体育施設
名称 所在地 電話番号 FAX

飯塚第1体育館 枝国666-11
22-6799 26-1179飯塚第2体育館 横田375-104

健康の森公園
多目的広場 吉北120-9
市民プール（屋内・屋外） 吉北118-11 21-7811 21-7822
多目的施設 吉北120-6 24-2355 －

市民公園

テニスコート

鯰田1560-4

23-0581
（運動公園管理棟）

予約は
22-6799

（飯塚第1体育館）

－

26-1179運動広場

弓道場 24-0057 －

穂波体育館 秋松408 24-2204
（穂波体育館） －

穂波野球場
平恒1-6

29-3266
（穂波B&G海洋セ

ンター）
26-1179

穂波グラウンド
穂波テニスコート
穂波 B&G海洋センター

平恒54-24
穂波市民プール
穂波武道館 平恒115-52
穂波艇庫 平恒477-11
筑穂体育館

長尾1340 72-2204
（筑穂交流センター） 72-2426

筑穂グラウンド
筑穂多目的グラウンド

大分1985-53 22-6799
（飯塚第1体育館） 26-1179

筑穂野球場

短期大学・大学
名称 所在地 電話番号 FAX

（国立）九州工業大学情報工学部 川津680-4 29-7500 29-7517
（私立）近畿大学産業理工学部 柏の森11-6 22-5655 23-0536
（私立）近畿大学九州短期大学 菰田東1-5-30 22-5726 24-8591
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社会教育施設
名称 所在地 電話番号 FAX

穂波青少年野営訓練所 舎利蔵722-1 24-7458
（穂波交流センター） 24-7460

庄内生活体験学校 有安958-1 82-3188 82-2780
中央公民館 飯塚14-67 22-3274 22-3609

交流センター
名称 所在地 電話番号 FAX

二瀬交流センター 川津675-1（令和4年3月まで）
横田809　（令和4年4月から） 22-2196 22-2196

幸袋交流センター 幸袋50 22-1189 22-1189
鎮西交流センター 大日寺141 23-3396 23-3396
菰田交流センター 菰田東1-7-45 23-6819 23-6819
立岩交流センター 新立岩8-13 23-6000 23-6001
飯塚片島交流センター 本町20-17 22-2379 22-2379
飯塚東交流センター 下三緒57-86 23-6028 23-6028
鯰田交流センター 鯰田1358-1 22-9293 22-9293
穂波交流センター 秋松408 24-7458 24-7460
筑穂交流センター 長尾1340 72-2204 72-2426

庄内交流センター 有安830-3（令和4年3月まで）
綱分771-1（令和4年4月から） 82-3344 82-1530

頴田交流センター 鹿毛馬1667-2

09496-2-1034
(令和3年9月まで)
0948-92-1034

（令和3年10月から）

09496-2-2425
(令和3年9月まで)
0948-92-2425

（令和3年10月から）

福祉・保健センター
名称 所在地 電話番号 FAX

健幸プラザ 本町14-6 24-2057 24-2058
飯塚市保健センター 忠隈523（穂波庁舎） 24-4002 25-8994
庄内保健福祉総合センターハーモニー 綱分771-1 82-5300 82-5301
筑穂保健福祉総合センター 長尾911-1 72-3085 72-3078

頴田高齢者福祉センター 勢田1101

09496-2-5855
（令和3年9月まで）
0948-92-5855

（令和3年10月から）

09496-2-5859
（令和3年9月まで）
0948-92-5859

（令和3年10月から）
穂波福祉総合センター 枝国402-100 21-6330 21-6332
サン・アビリティーズいいづか 柏の森956-4 29-3087 29-3087

ふれあい交流センター
名称 所在地 電話番号 FAX

筑穂ふれあい交流センター 長尾1242-1 72-2204 72-2426

体育施設
名称 所在地 電話番号 FAX

庄内野球場
有安830-6 82-3344

（庄内交流センター） 82-1530庄内体育館
庄内グラウンド 有安1-2
頴田野球場 鹿毛馬2323-1 09496-2-1034

（令和3年9月まで）
0948-92-1034

（令和3年10月から）
（頴田交流センター）

09496-2-2425
(令和3年9月まで)
0948-92-2425

（令和3年10月から）

頴田グラウンド
鹿毛馬2288

頴田テニスコート

次ページに続く

105



交通機関
名称 所在地 電話番号 FAX

JR小竹駅 小竹町勝野2128 0949-62-7733 －
JR鯰田駅 鯰田809 24-9027 －
JR浦田駅 鯰田2415-2 24-5205 －
JR新飯塚駅 立岩931-1 22-0421 －
JR飯塚駅 菰田西1-1 22-0690 －
JR天道駅 天道680 29-8431 －
JR桂川駅 桂川町豆田131-6 65-0034 －
JR筑前大分駅 大分6008-1 72-4418 －
西鉄バス（時刻等お問合せ） 0570-00-1010 －

交通情報
名称 所在地 電話番号 FAX

日本道路交通情報センター

九州地方高速情報 050-3369-6771 －
福岡都市高速情報 050-3369-6680 －
北九州都市高速情報 050-3369-6688 －
福岡情報 050-3369-6640 －
携帯短縮ダイヤル ＃8011 －

その他施設
名称 所在地 電話番号 FAX

飯塚市防災センター 芳雄町16-7 21-6102 －
飯塚市市民交流プラザ 吉原町6-1　あいタウン2階 21-6711 21-6711

飯塚市民事暴力相談センター 新立岩5-5
本庁3階防災安全課内 22-3883 21-2066

飯塚市消費生活センター 吉原町6-1　あいタウン2階 22-0857 22-0897
飯塚市少年相談センター 飯塚9-24 22-0226 22-0226
クリーンセンター

吉北118-2
22-7272 22-8191

エコ工房（リサイクルプラザ工房棟） 22-5679 22-5679
環境センター 目尾451-1 22-6363 22-6630
サンビレッジ茜 山口845-38 72-3331 72-3335
庄四季物（庄内農産物直売所） 綱分770-1 82-0117 82-0117
いいづかスポーツ・リゾート 仁保8-37 82-3177 82-3178
生活自立支援相談室 新立岩5-5　本庁4階 30-2610 30-2611
立岩人権啓発センター 立岩1738-2 23-7094 23-7048
穂波人権啓発センター 太郎丸974-1 28-5622 28-5622
筑穂人権啓発センター 大分1543 72-1110 72-1440
飯塚市社会福祉協議会 柏の森956-4 23-2210 23-2262

穂波支所 忠隈522-3 29-5520 29-5522
筑穂支所 長尾911-1 72-3085 72-3078
庄内支所 綱分771-1 82-4736 82-5301

頴田支所 勢田1101

09496-2-5855
（令和3年9月まで）
0948-92-5855

（令和3年10月から）

09496-2-5859
（令和3年9月まで）
0948-92-5859

（令和3年10月から）
飯塚市シルバー人材センター 忠隈382-9 28-1212 25-7774

長崎街道内野宿「長崎屋」「展示館」 内野3273（長崎屋）
内野3313（展示館） 72-5581 72-5581

旧伊藤伝右衛門邸 幸袋300 22-9700 22-9700
飯塚立体駐車場 飯塚14-7 25-8566 －
飯塚文化会館駐車場（地下駐車場） 飯塚14-66 21-0505 －
飯塚市地方卸売市場 有安958-18 43-3474 43-3475
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生活ガイド INDEX

飯塚薬剤師会 119

一般社団法人 飯塚医師会 身近なお医者さん 116

飯塚歯科医師会 会員歯科医院リスト 118

飯塚市医療機関マップ 病院・医院・歯科医院　108

飯塚市商工会 121

飯塚商工会議所 120

住まい・リフォームの基礎知識 122

・生活ガイドページは、暮らしに役立つ情報を掲載しております。なお、「医療
機関マップ」のページに関しましては、該当ページに広告をご掲載いただき
ました施設の情報のみ表示しています。
・広告を掲載しているページ内のコラム・記事等は、株式会社サイネックスに
よる編集記事です。
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飯塚市医療機関マップ 病院・医院・歯科医院
i izuka city Medical  institution map

※このページは有料広告掲載ページです。　※マップ上には、広告をご掲載いただいた施設のみ表示しています。 北東
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※このページは有料広告掲載ページです。　※マップ上には、広告をご掲載いただいた施設のみ表示しています。 北東
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お風呂は、ぬるめのお湯にゆっくりと入っ
て。寝つきの悪い人は、軽い読書やマッ
サージ、音楽を聴いたり、神経を鎮める香
りを利用するなど、「お休
みの習慣」を自分なりに
工夫してみましょう。

気持ちよく眠りにつくために
寝る前にリラックスタイムをもとう病院・医院
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心と体のリラクゼーション法

簡単な呼吸法で、体の緊張をほぐしてみ
ましょう。口を軽くあけて、ハァーとため
息をついてください。苦しくならない程
度に長く息を吐いたら、少し息を止めて
休みます。息を吸うのは自然にまかせ、
吸ったら、またハァーと吐いて休む、とい
うのを繰り返します。吐く息に集中する
のがポイント。気分が落ち着くまで何回
でもやってみましょう。

心身の健康を維持するには、日頃から、
リラクゼーションを心がけることが大
切です。明日からでも気軽に始められ
る方法をご紹介します。

リラックス呼吸法

アロマセラピーとは、植物の精油で、主
にその香りをかぐことで健康に導くとい
うもの。自分の好きな香りの精油をベー
スオイルで薄めてマッサージしたり、アロ
マポットに数滴垂らし、温めて香りを楽し
みましょう。

アロマセラピーを利用してみよう
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※記載のない市外局番は0948です
飯塚歯科医師会会員歯科医院リスト（令和3年4月現在） 飯塚薬剤師会

1. 病院・薬局へ必ず持って行きましょう。
 薬の重複や飲み合わせの悪いものを避けたり、同じ薬による副作用の再発を防止できます。
2. 毎回記入してもらいましょう。
 同じ薬でも記入することで、いつから、どのくらいの期間服用したかわかります。
3. 一冊にまとめ、いつも携帯しましょう。
 お薬手帳を病院・薬局ごとに分けてしまうと必要なチェックができなくなります。
4. 副作用歴、アレルギー体質などがあれば記入しておきましょう。
 今後、同じ薬が処方されないために必要です。また体質によっては避けたほうが良い薬もあります。
5. いつも飲んでいる市販薬・健康食品・サプリメントも記入しましょう。
 健康食品やサプリメントの中には医療用の医薬品と飲み合わせの良くないものもあります。

持っていますか？お薬手帳

飯塚薬剤師会は飯塚市、嘉麻市および桂川町に在住または勤務する薬局薬剤師および病院薬剤師
を中心に214名の会員で構成されております。
私たち薬剤師は医療の担い手として、また薬の専門家、責任者としてお薬の安全・安心な服用に寄与
していくために常日頃から研讃に努めております。さらに、薬局での調剤や一般用医薬品の販売など
を通じて地域の皆様の健康増進並びに公衆衛生の向上のために、幅広い事業や活動を実施していま
す。そのひとつに学校薬剤師として学校の環境衛生検査を通じ、児童・生徒の通う学校環境の維持・
管理に関わり、薬物乱用防止教育や薬の正しい使い方教育を進めるなど、学校の保健管理に関する
業務に従事しています。さらに、地域の健康展参加や「いきいき健康セミナー」等への講師派遣も行っ
ております。
薬剤師会の会員薬局は日々勉強会や研修会を重ね、地域包括ケアシステムの一翼を担う為に、服薬
情報の一元的・継続的把握とそれに基づく薬学的管理・指導、２４時間対応・在宅対応、医療機関等
との連携などを備えた「かかりつけ薬局」へと進化しております。薬剤師が医師と同行、あるいは単
独で患者さまのご自宅を訪問し、お薬を届け、服薬に関するご相談にもお応えしますので、ご依頼や
ご質問等ありましたら、薬剤師会事務所へご一報ください。

ご あ い さ つ

〒820-0031  飯塚市西徳前398-1　
TEL：0948-24-4426  FAX：0948-24-4997

飯塚薬剤師会

詳しくは、一般社団法人飯塚薬剤師会ホームページ
【http://www.iiyaku.jp/】 をご覧ください。

pharmaceutical  association
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商工会 議 所は 、経営のあらゆるご相 談にお応えします

商工会議所は、「商工会議所法」に基づいて組織運営が定め
られた特別認可法人で、その地区内における商工業の総合
的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資す
ることを目的としています。地域の商工業者の意見を取りま

とめ、商工業の振興に力を注いで国民経済の健全な発展に
寄与することを目的に活動する地域総合経済団体です。
商工会議所は会員組織で運営されており、商工業を営む方
ならどなたでも加入できます。

飯塚商工会議所

会議所とは

商工会議所の事業とサービス

地 域を育むみ なさまの身近なパートナーとして活 躍しています

商工会は、「商工会法」に基づいて運営されている地域の総合
経済団体です。当会は地域振興の担い手として停滞する地域
経済の活性化を図るため行政等との更なる連携をはじめ中・
小規模企業に対する、地域密着型のきめ細かい経支援など

様々な活動をしています。また、地域貢献事業として桜まつり
や産業まつりなど各種イベントの開催にも積極的に取り組
み、豊かで活力と魅力あるまちづくりを目指し地域と共に歩
みたいと考えております。お気軽にお問い合わせください。

飯塚市商工会

商工会とは

〒820-8507 福岡県飯塚市吉原町6-12  ☎0948-22-1007　  0948-22-0007
飯塚商工会議所

詳しくは、飯塚商工会議所 【 https：//www.iizuka-cci.org 】をご覧ください。

〒820-0071  飯塚市忠隈494　☎0948-22-5382  　0948-29-5416
飯塚市商工会

詳しくは、飯塚市商工会 【 http：//www.iizukashi-shokokai.jp 】をご覧ください。
支 援 セ ン タ ー 紹 介

〒820-0071  飯塚市忠隈494
☎0948-22-5382　　0948-29-5416

〒820-0704  飯塚市阿恵6001-1
☎0948-72-0216　　0948-72-4264

穂波
本部

筑穂

〒820-0101  飯塚市綱分789-6
☎0948-82-3155　　0948-82-3294
〒820-1111  飯塚市勢田1271-1
☎09496-2-0199(令和3年9月まで)☎0948-92-0199(令和3年10月から)
　 09496-2-3276(令和3年9月まで)    0948-92-3276(令和3年10月から)

庄内

頴田
西
支
援

セ
ン
タ
ー

東
支
援

セ
ン
タ
ー

商工貯蓄共済制度
貯蓄・融資・保障の

3つの充実

商工会福祉共済
会員のための

充実した入院・通院補償
商工会のビジネス総合保険

賠償・PL・休業保険等の
事業リスクをカバー

全国商工会経営者休業補償制度
不意の休業にうれしい

所得補償
経営セーフティ共済制度

取引先が
もしものときに備えて

小規模企業共済制度
事業主のための国の

退職金制度
特定退職金共済制度

商工会員企業のための
従業員退職金制度
自動車総合共済制度
割安な自動車保険

中小企業退職金共済制度
中小企業でも

従業員に退職金を
もしもの災害に備えて

火災共済制度
自動車事故費用共済制度

人身事故の強い味方

飯塚市商工会は経営支援機関（中小企業経営力強化支援法に
基づく認定経営革新等支援機関）として登録されています。

❶ 自社の経営を「見える化」したい
❷ 事業計画を作りたい
❷ 取引先を増やしたい、販売を拡大したい
❹ 専門的課題を解決したい
❺ 金融機関と良好な関係を作りたいなど

商工会は、行きます。聞きます。提案します。

●無料定例相談
（経営・金融・税務・法律・コンピューター・登記・許認可申請・不動産・事業継承）

無料で専門家のアドバイスを受けられます。
●税務相談所

税務や申告について相談や代行をしています。
●労働保険事務組合

雇用保険などの労働保険事務の代行をしています。
●商工振興委員

地域と商工会議所のパイプ役として当所の委嘱した委員が経営
上の悩みや相談をお受けします。
●経営安定特別相談室

経営をしていく中で解決が困難な問題の相談をお受けします。

経営相談
●マル経融資（国）

無担保・無保証人の融資です。
●新創業融資（国）・新規創業資金（県）

新規開業される方がご利用できる融資です。
●日本政策金融公庫（国）

事業全般にかかる融資制度です。
●県制度融資

事業全般にかかる融資制度です。

融資制度

おもな事業内容（商工会は商工業者に寄り添い、伴走型支援を行います）

商工会は経営指導員による相談をはじめ、中小企業診断士などの
専門家による店舗・工場診断をはじめ、企業に直接専門家を派遣
して適切な指導・助言を行うなど、経営のお手伝いをしています。

（基本的には無料です）

経営相談

●貸会議室
当所で、セミナーなどに使える会議室をご利用いただけます。
●物産展示コーナー

当所に自社製品・商品を展示できます。
●社会保険諸手続用紙

当所に社会保険諸手続に必要な用紙をおいております。
●当所で行った調査結果を配布しています。

事業全般にかかる融資制度です。
●パソコン教室

当所でパソコン教室を行っております。

その他

●特定退職金共済制度
従業員のための共済制度です。
●小規模企業共済制度

事業主の方のための共済制度です。
●生命共済・休業補償プラン

万一の怪我や休業といった事態に対応する共済制度です。
●ＰＬ保険・個人情報漏えい賠償責任保険制度・福岡県火災共済制度・
業務災害補償プラン・ビジネス総合保険・経営セーフティ共済制度
事業上起こりうる突発的な事態に対応する共済制度です。
●自動車総合共済・自動車事故見舞金共済

自動車事故に備える共済制度です。
●永年勤続優良従業員表彰

永年勤めた従業員の功績を讃えるための制度です。
●定期健康診断

実費で従業員に健康診断を受けさせる制度です。
●健康維持増進支援事業

指定されたスポーツ施設で使用できる“無料券や割引券”を配布します。

福利厚生

●容器包装リサイクル委託申請
リサイクル義務を果たすためのお手伝いをいたします。
●貿易証明

貿易証明の取得のお手伝いをいたします。
●全省庁統一資格審査の申請

各省庁に物品を納入される業者の入札参加資格審査申請のお
手伝いをします。

申請・証明書

人材育成・人材確保
●研修会・講習会

当所では経営などに役立つ研修会や講習会を行っています。
●各種検定・試験

珠算、簿記、環境社会検定（eco検定）、福祉住環境コーディネー
ター検定、カラーコーディネーター検定、ビジネス実務法務検
定、BATIC（国際会計検定）、ビジネスマネージャー検定を行って
います。
●人材情報

地域の人材を公表しています。
●中小企業者研修助成金制度員

中小企業大学校直方校が実施する研修の受講料（1/2以内）を
助成します。

経営についていろんな問題に直面した時
商工会は、労働保険や社会保険の加入、申告、納付などの手続き
についての相談に応じ手助けをします。（労働保険事務代行も行
います）

労務相談 労働保険や社会保険がわからないとき

福岡県商工会連合会等が行う商談会へのご紹介
（バイヤー等の相談会他）

その他

事業に役立つ共済・保険等
商工業の発展と振興のお手伝いをします

労働保険や社会保険がわからないとき

事業を始める前に、事業計画の策定や資金調達・マーケティング・
事前調査等を支援します。

創業支援 新たに事業を始めようと考えられている方

新事業進出や業態転換を始めようとする小規模事業者に対して、
経営計画や事業化、経営の向上につながる支援を行います。

経営革新支援

経営者の高齢化や後継者不足、資産譲渡、税金等の問題に専門家
を活用して、様々な視点から事業承継を支援します。

事業承継支援

商工会は設備投資をはじめ、経営に必要な資金について、国や県
の制度融資について紹介や斡旋を行っています。お気軽にご相談
ください。
●日本政策金融公庫・福岡県中小企業振興資金融資制度
●創業融資相談他

金融相談 新事業資金に困ったとき

事業経営に欠くことのできない記帳を正しく理解し数字に基づく
経営を推進するために、記帳から決算までの一貫した記帳指導を
行っています。（個人税務申告代行も行います）

記帳指導 記帳や経理について困ったとき

こんな悩みを抱えている方、ご相談ください。

FAX

FAX FAX

FAX

FAX

FAX

FAX
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商工会 議 所は 、経営のあらゆるご相 談にお応えします

商工会議所は、「商工会議所法」に基づいて組織運営が定め
られた特別認可法人で、その地区内における商工業の総合
的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資す
ることを目的としています。地域の商工業者の意見を取りま

とめ、商工業の振興に力を注いで国民経済の健全な発展に
寄与することを目的に活動する地域総合経済団体です。
商工会議所は会員組織で運営されており、商工業を営む方
ならどなたでも加入できます。

飯塚商工会議所

会議所とは

商工会議所の事業とサービス

地 域を育むみ なさまの身近なパートナーとして活 躍しています

商工会は、「商工会法」に基づいて運営されている地域の総合
経済団体です。当会は地域振興の担い手として停滞する地域
経済の活性化を図るため行政等との更なる連携をはじめ中・
小規模企業に対する、地域密着型のきめ細かい経支援など

様々な活動をしています。また、地域貢献事業として桜まつり
や産業まつりなど各種イベントの開催にも積極的に取り組
み、豊かで活力と魅力あるまちづくりを目指し地域と共に歩
みたいと考えております。お気軽にお問い合わせください。

飯塚市商工会

商工会とは

〒820-8507 福岡県飯塚市吉原町6-12  ☎0948-22-1007　  0948-22-0007
飯塚商工会議所

詳しくは、飯塚商工会議所 【 https：//www.iizuka-cci.org 】をご覧ください。

〒820-0071  飯塚市忠隈494　☎0948-22-5382  　0948-29-5416
飯塚市商工会

詳しくは、飯塚市商工会 【 http：//www.iizukashi-shokokai.jp 】をご覧ください。
支 援 セ ン タ ー 紹 介

〒820-0071  飯塚市忠隈494
☎0948-22-5382　　0948-29-5416

〒820-0704  飯塚市阿恵6001-1
☎0948-72-0216　　0948-72-4264

穂波
本部

筑穂

〒820-0101  飯塚市綱分789-6
☎0948-82-3155　　0948-82-3294
〒820-1111  飯塚市勢田1271-1
☎09496-2-0199(令和3年9月まで)☎0948-92-0199(令和3年10月から)
　 09496-2-3276(令和3年9月まで)    0948-92-3276(令和3年10月から)

庄内

頴田
西
支
援

セ
ン
タ
ー

東
支
援

セ
ン
タ
ー

商工貯蓄共済制度
貯蓄・融資・保障の

3つの充実

商工会福祉共済
会員のための

充実した入院・通院補償
商工会のビジネス総合保険

賠償・PL・休業保険等の
事業リスクをカバー

全国商工会経営者休業補償制度
不意の休業にうれしい

所得補償
経営セーフティ共済制度

取引先が
もしものときに備えて

小規模企業共済制度
事業主のための国の

退職金制度
特定退職金共済制度

商工会員企業のための
従業員退職金制度
自動車総合共済制度
割安な自動車保険

中小企業退職金共済制度
中小企業でも

従業員に退職金を
もしもの災害に備えて

火災共済制度
自動車事故費用共済制度

人身事故の強い味方

飯塚市商工会は経営支援機関（中小企業経営力強化支援法に
基づく認定経営革新等支援機関）として登録されています。

❶ 自社の経営を「見える化」したい
❷ 事業計画を作りたい
❷ 取引先を増やしたい、販売を拡大したい
❹ 専門的課題を解決したい
❺ 金融機関と良好な関係を作りたいなど

商工会は、行きます。聞きます。提案します。

●無料定例相談
（経営・金融・税務・法律・コンピューター・登記・許認可申請・不動産・事業継承）

無料で専門家のアドバイスを受けられます。
●税務相談所

税務や申告について相談や代行をしています。
●労働保険事務組合

雇用保険などの労働保険事務の代行をしています。
●商工振興委員

地域と商工会議所のパイプ役として当所の委嘱した委員が経営
上の悩みや相談をお受けします。
●経営安定特別相談室

経営をしていく中で解決が困難な問題の相談をお受けします。

経営相談
●マル経融資（国）

無担保・無保証人の融資です。
●新創業融資（国）・新規創業資金（県）

新規開業される方がご利用できる融資です。
●日本政策金融公庫（国）

事業全般にかかる融資制度です。
●県制度融資

事業全般にかかる融資制度です。

融資制度

おもな事業内容（商工会は商工業者に寄り添い、伴走型支援を行います）

商工会は経営指導員による相談をはじめ、中小企業診断士などの
専門家による店舗・工場診断をはじめ、企業に直接専門家を派遣
して適切な指導・助言を行うなど、経営のお手伝いをしています。

（基本的には無料です）

経営相談

●貸会議室
当所で、セミナーなどに使える会議室をご利用いただけます。
●物産展示コーナー

当所に自社製品・商品を展示できます。
●社会保険諸手続用紙

当所に社会保険諸手続に必要な用紙をおいております。
●当所で行った調査結果を配布しています。

事業全般にかかる融資制度です。
●パソコン教室

当所でパソコン教室を行っております。

その他

●特定退職金共済制度
従業員のための共済制度です。
●小規模企業共済制度

事業主の方のための共済制度です。
●生命共済・休業補償プラン

万一の怪我や休業といった事態に対応する共済制度です。
●ＰＬ保険・個人情報漏えい賠償責任保険制度・福岡県火災共済制度・
業務災害補償プラン・ビジネス総合保険・経営セーフティ共済制度
事業上起こりうる突発的な事態に対応する共済制度です。
●自動車総合共済・自動車事故見舞金共済

自動車事故に備える共済制度です。
●永年勤続優良従業員表彰

永年勤めた従業員の功績を讃えるための制度です。
●定期健康診断

実費で従業員に健康診断を受けさせる制度です。
●健康維持増進支援事業

指定されたスポーツ施設で使用できる“無料券や割引券”を配布します。

福利厚生

●容器包装リサイクル委託申請
リサイクル義務を果たすためのお手伝いをいたします。
●貿易証明

貿易証明の取得のお手伝いをいたします。
●全省庁統一資格審査の申請

各省庁に物品を納入される業者の入札参加資格審査申請のお
手伝いをします。

申請・証明書

人材育成・人材確保
●研修会・講習会

当所では経営などに役立つ研修会や講習会を行っています。
●各種検定・試験

珠算、簿記、環境社会検定（eco検定）、福祉住環境コーディネー
ター検定、カラーコーディネーター検定、ビジネス実務法務検
定、BATIC（国際会計検定）、ビジネスマネージャー検定を行って
います。
●人材情報

地域の人材を公表しています。
●中小企業者研修助成金制度員

中小企業大学校直方校が実施する研修の受講料（1/2以内）を
助成します。

経営についていろんな問題に直面した時
商工会は、労働保険や社会保険の加入、申告、納付などの手続き
についての相談に応じ手助けをします。（労働保険事務代行も行
います）

労務相談 労働保険や社会保険がわからないとき

福岡県商工会連合会等が行う商談会へのご紹介
（バイヤー等の相談会他）

その他

事業に役立つ共済・保険等
商工業の発展と振興のお手伝いをします

労働保険や社会保険がわからないとき

事業を始める前に、事業計画の策定や資金調達・マーケティング・
事前調査等を支援します。

創業支援 新たに事業を始めようと考えられている方

新事業進出や業態転換を始めようとする小規模事業者に対して、
経営計画や事業化、経営の向上につながる支援を行います。

経営革新支援

経営者の高齢化や後継者不足、資産譲渡、税金等の問題に専門家
を活用して、様々な視点から事業承継を支援します。

事業承継支援

商工会は設備投資をはじめ、経営に必要な資金について、国や県
の制度融資について紹介や斡旋を行っています。お気軽にご相談
ください。
●日本政策金融公庫・福岡県中小企業振興資金融資制度
●創業融資相談他

金融相談 新事業資金に困ったとき

事業経営に欠くことのできない記帳を正しく理解し数字に基づく
経営を推進するために、記帳から決算までの一貫した記帳指導を
行っています。（個人税務申告代行も行います）

記帳指導 記帳や経理について困ったとき

こんな悩みを抱えている方、ご相談ください。

FAX

FAX FAX

FAX

FAX

FAX

FAX
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施工業者の事業内容がリフォーム
目的と合致しているか？
実績や業務内容を吟味。
信頼できる事業者か？
候補を数社選んで同じ条件で見積書
を提出してもらい検討したか？

時期、期間は？
予算は？

契約前に疑問点・不安点は徹底的に確認しましょう。見積
書・提案書や契約書だけでなく、打ち合わせの際の資料やメ
モなど書類にはしっかり目を通し、保管しておきましょう。

具体的な計画をたてる

リフォームの目的から具体的な計画を立てましょう。
この時点での情報収集も大切なポイントです。

事業者を決める～契約する

工事に向けての準備や
近隣への周知は大丈夫か？
工程表に基づいて進んでいるか？
変更・追加などが発生していないか？

定期的に施工業者から報告・連絡を受けるようにしま
しょう。また、不安がある場合は施工業者の担当者を通
じて確認するようにしましょう。

着工

事業者立ち会いの下、確認をし説明をうけたか？
今後のメンテナンスや保証先を確認したか？

着工後

リフォームの費用は
どのくらいかかりますか？

建物の一部分の改装もリフォームですし、全面改装でもリ
フォームです。当然のことですが、手を加えれば加える程かか
る費用は増えていきます。例えば、畳敷きの6畳間をフローリ
ングに替える場合は十数万円ですが、家全体に及ぶ大掛かり
な改装の場合は、建替えの方が安くなる事もあります。

現在のお住まいの不満のある所をリストアップする事をおす
すめします。そうする事でただ漠然と不満に感じていた事も具
体的に検討出来るようになり、優先順位をつけて内容の整理
もしやすくなります。
また、キッチンなどの設備の取り替えをお考えの場合は、
ショールームなどで実際に見て触ってみる事も重要です。

費用の安さで決めずに、契約内容に納得した上で契約を
かわしましょう。
建築士や増改築相談員などの資格者がいるか確認しま
しょう。
経験豊富で実績がある事業者かどうか確認しましょう。
アフターフォローはどうなのか、必ず確認しましょう。

満足いくリフォームの
ポイントは？

A

信頼のおける
業者とは？

改装の範囲で変わっていきます

まずは現在の不満点を挙げてみましょう

２～３社は候補を挙げて比較しましょう

Step

1

リフォームの進め方とポイント リフォームの疑問

A

A

住まい・リフォームの基礎知識 1 ※このページは有料広告掲載ページです。
※株式会社サイネックスによる編集記事ページです。

Q

Q

Q
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施工業者の事業内容がリフォーム
目的と合致しているか？
実績や業務内容を吟味。
信頼できる事業者か？
候補を数社選んで同じ条件で見積書
を提出してもらい検討したか？

時期、期間は？
予算は？

契約前に疑問点・不安点は徹底的に確認しましょう。見積
書・提案書や契約書だけでなく、打ち合わせの際の資料やメ
モなど書類にはしっかり目を通し、保管しておきましょう。

具体的な計画をたてる

リフォームの目的から具体的な計画を立てましょう。
この時点での情報収集も大切なポイントです。

事業者を決める～契約する

工事に向けての準備や
近隣への周知は大丈夫か？
工程表に基づいて進んでいるか？
変更・追加などが発生していないか？

定期的に施工業者から報告・連絡を受けるようにしま
しょう。また、不安がある場合は施工業者の担当者を通
じて確認するようにしましょう。

着工

事業者立ち会いの下、確認をし説明をうけたか？
今後のメンテナンスや保証先を確認したか？

着工後

リフォームの費用は
どのくらいかかりますか？

建物の一部分の改装もリフォームですし、全面改装でもリ
フォームです。当然のことですが、手を加えれば加える程かか
る費用は増えていきます。例えば、畳敷きの6畳間をフローリ
ングに替える場合は十数万円ですが、家全体に及ぶ大掛かり
な改装の場合は、建替えの方が安くなる事もあります。

現在のお住まいの不満のある所をリストアップする事をおす
すめします。そうする事でただ漠然と不満に感じていた事も具
体的に検討出来るようになり、優先順位をつけて内容の整理
もしやすくなります。
また、キッチンなどの設備の取り替えをお考えの場合は、
ショールームなどで実際に見て触ってみる事も重要です。

費用の安さで決めずに、契約内容に納得した上で契約を
かわしましょう。
建築士や増改築相談員などの資格者がいるか確認しま
しょう。
経験豊富で実績がある事業者かどうか確認しましょう。
アフターフォローはどうなのか、必ず確認しましょう。

満足いくリフォームの
ポイントは？

A

信頼のおける
業者とは？

改装の範囲で変わっていきます

まずは現在の不満点を挙げてみましょう

２～３社は候補を挙げて比較しましょう

Step

1

リフォームの進め方とポイント リフォームの疑問

A

A

住まい・リフォームの基礎知識 1 ※このページは有料広告掲載ページです。
※株式会社サイネックスによる編集記事ページです。

Q

Q

Q
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リフォームする時に設置する住宅設備の中には、国や地方
自治体などで、購入に関しての補助金制度が整っているも
のがあります。環境に配慮したエコ関連の設備機器など
は、制度が設けられている場合が多いです。
補助金制度を上手に活用するためには、
どんな補助金制度があるのか、内容も
含めて事前に確認してみましょう。

リフォームのポイント

※このページは有料広告掲載ページです。
※株式会社サイネックスによる編集記事ページです。

住宅設備の補助金制度

介護保険制度では、「要支援1～2」や「要介護1～5」と認
定された方が、自宅で生活をしやすい住環境にするための
手すりの取り付けや段差解消などの、住宅改修に対して費
用が支給されます。また介護保険制度とは別に、高齢者向
けや障がい者向けに住宅改修に助成金を支給していると
ころもあります。工事をお考えの際には事前に自治体に相
談してみると良いでしょう。

住まいの整備に関する補助金

室内の床や壁、柱、家具などの木製品は、多くは何らかの
塗装がされています。特に大量生産の製品はそのほとん
どに化学塗料が使われています。
近年、シックハウス症候群の原因となる、化学物質による
室内の空気汚染が問題視されています。お子さんやご家
族がアレルギー体質なら業者にまず相談する必要がある
でしょう。

自然塗料

最近では自社ホームページを持っているリフォーム会社も
多いようです。ポストに入ってくるチラシも情報収集のチャ
ンスです。またご近所や知り合いでリフォーム工事をした
家があったら、その会社がどんな対応だった
か聞いてみるのも一つの手です。

業者の探し方

リフォーム時には、住宅に関する法律についても知ってお
く必要があります。通常業者さんが把握しており問題の
起こることはあまりありませんが、知っておきたい法律と
しては建築基準法があります。建築基準法は住宅の安全
性、居住性、周辺環境への配慮を目的としている法律で、
新築だけでなくリフォーム時にも適用されるので注意が
必要です。

リフォームと建築基準法
バリアフリー住宅は、お年寄りや障がい
を抱えている方でも住みやすい生活をお
くれる住宅のことです。床の段差をなく
したり、階段に手すりを取り付けるなど
いつまでも安全で暮らしやすい家で子
どもから高齢のご両親まで、みんなが居
心地よく住めることが重要です。

バリアフリー住宅

住まい・リフォームの基礎知識 2
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※このページは有料広告掲載ページです。
※株式会社サイネックスによる編集記事ページです。

住宅設備の補助金制度

介護保険制度では、「要支援1～2」や「要介護1～5」と認
定された方が、自宅で生活をしやすい住環境にするための
手すりの取り付けや段差解消などの、住宅改修に対して費
用が支給されます。また介護保険制度とは別に、高齢者向
けや障がい者向けに住宅改修に助成金を支給していると
ころもあります。工事をお考えの際には事前に自治体に相
談してみると良いでしょう。

住まいの整備に関する補助金

室内の床や壁、柱、家具などの木製品は、多くは何らかの
塗装がされています。特に大量生産の製品はそのほとん
どに化学塗料が使われています。
近年、シックハウス症候群の原因となる、化学物質による
室内の空気汚染が問題視されています。お子さんやご家
族がアレルギー体質なら業者にまず相談する必要がある
でしょう。

自然塗料

最近では自社ホームページを持っているリフォーム会社も
多いようです。ポストに入ってくるチラシも情報収集のチャ
ンスです。またご近所や知り合いでリフォーム工事をした
家があったら、その会社がどんな対応だった
か聞いてみるのも一つの手です。

業者の探し方

リフォーム時には、住宅に関する法律についても知ってお
く必要があります。通常業者さんが把握しており問題の
起こることはあまりありませんが、知っておきたい法律と
しては建築基準法があります。建築基準法は住宅の安全
性、居住性、周辺環境への配慮を目的としている法律で、
新築だけでなくリフォーム時にも適用されるので注意が
必要です。

リフォームと建築基準法
バリアフリー住宅は、お年寄りや障がい
を抱えている方でも住みやすい生活をお
くれる住宅のことです。床の段差をなく
したり、階段に手すりを取り付けるなど
いつまでも安全で暮らしやすい家で子
どもから高齢のご両親まで、みんなが居
心地よく住めることが重要です。

バリアフリー住宅

住まい・リフォームの基礎知識 2

125



　住宅展示場などに出かけたり、雑誌・インターネット、または家を建てた人か
ら話を聞くなど、住まいづくりのための情報収集を行い、ライフスタイルや家族
の要望などとすりあわせながら、イメージを固めていきましょう。併せて資金の
目途や施工の時期などの大まかなプランニングも行うとよいでしょう。

マイホームづくりの進め方とポイント

住まい・リフォームの基礎知識 3

外壁・屋根の断熱化・リフォーム
屋根

外壁

基礎

外壁、屋根、天井や床などの断熱性を高めると、
屋外との熱の出入りが減るため冷暖房の効果が高まります。

　外壁や屋根のリフォームをお考えなら、同時に断熱改修を行うと効
率的でコストも抑えられます。断熱施工は、住宅をすっぽり覆うように
行うとより高い効果が得られます。屋根と壁、壁と床といった境目は施
工が難しいので注意しましょう。
　断熱材を外側に貼り付ける工事を行う場合、貼り付け部位にはそれ
なりの強度が必要となります。

COLUMN

STEP
1

情報収集し、
まずイメージを
固めよう

　大まかなプランニングができたら、土地探しや施工依頼先の選定など具体
的に動き始めます。土地探しは周辺環境の確認も兼ねて現地調査を必ず行
い、総合的に判断しましょう。建築の規制や地盤の確認も必要です。施工依頼
先については、住宅メーカーや設計事務所、工務店などそれぞれの特性を理解
し、これからの住まいづくりに一番合った依頼先をじっくり選びましょう。

STEP
2

土地・施工依頼
先の決定は
じっくり、しっかり

　土地や施工先が決まれば、プランニングを伝え、設計図面や見積もりを確
認します。その際、きっちりと相談しておくことが大切です。納得いくまで確
認したら、いよいよ契約です。トラブルを避けるためにも、契約書にはしっか
り目を通し、不明点は解消しておきましょう。

STEP
3

見積もりから
契約まで、納得いく
まで確認しよう

　着工前に、迷惑を考慮し、近隣へのあいさつを忘れないようにしましょう。
工事は地鎮祭から始まり、基礎工事、本体工事、内装・外装工事といった順
に進みます。家の基礎部分や構造など、完成後には確認できない部分もある
ため、こまめに現場に足を運び、進行を確認しましょう。

STEP
4

いよいよ着工、
こまめなチェックと
配慮を忘れずに

　無事に家が完成すると、引渡しの前に竣工検査を行います。設備の不具合
がないか、契約に沿って工事が行われたかなどを確認するためにも、必ず立
ち会いましょう。検査が終了すれば、いよいよ入居となります。

STEP
5

マイホームが完成！
入居前にも
必ず確認を

※このページは有料広告掲載ページです。※株式会社サイネックスによる編集記事ページです。
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