赤ちゃんが生まれる前に
知りたい

子育て支援

知りたい

子育てに毎日頑張っているママ・パパ。頑張っているからこそ悩みもあります。
宗像にはいろんな支援施設・制度や相談窓口があります。困ったときは独りで抱え込ま
ず、気軽に尋ねてみてください。心強いサポートが待っています。

1 子どもの発達支援
2 ひとり親家庭支援
3 子育て相談窓口

赤ちゃんが生まれたら
知りたい

1 すくすく育ってね「子どもの発達支援」

発達支援室
乳幼児から中学生までの子どもの成長発達や育児の悩み、友だちとの関係や学習の苦手さなどに関する総合相談窓口です。
発達に支援が必要な子どもとその保護者を対象に、乳幼児期から就学後も継続した支援を行い、育てにくさから起こる育
児不安の軽減、虐待、不適応、不登校、心の病気等さまざまな相談に対応しています。
また、子どもたちが適切な支援を受ける体制を整え、発達の特性や課題をもつ子どもたちが、広く市民に理解されるよう
啓発事業を行っています。

☎ 0940-36-9098（発達支援室）

子どもとおでかけする
ところを知りたい

療育
心身の成長発達に支援を必要と
するお子さんに対して運動やこ
とばの練習、人間関係づくりな
どの練習を小集団・個別で行い、
成長発達を促します。

療育施設「のぞみ園」
就学前の心身の発達に支援の必要な子どもや知的障がい、肢体不自由などの障がいが
ある子どもに対し、通園の方法で療育や保育などを実施し、子どもの成長・発達の支
援を行うと共に保護者への子育てアドバイスを行っています。
問い合わせ先

☎ 0940-37-0711（療育施設のぞみ園）／☎ 0940-36-9098（発達支援室）

学びの環境について
知りたい

宗像市障害児通所支援事業所「げんきっこくらぶ ほっぷ」
心身に重度の障がいのある児童（未就学児）及び発達に支援の必要な児童
（就学児）に対して、
日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。サービスを受け
るには、事前に通所受給者証の交付手続きが必要です。
問い合わせ先

☎ 0940-36-9260（げんきっこくらぶ

ほっぷ）

子育て支援を
知りたい

児童発達支援
就学前の障がい児を対象に、日常生活における基本的な動作、知識技能の習得、集団生活への適応訓練その他必要な支援
を行います。サービスを受けるには、事前に通所受給者証の交付手続きが必要です。
問い合わせ先

☎ 0940-36-3135( 福祉課 )

放課後等デイサービス
小学生から高校生までの障がい児を対象に、授業の終了後または夏休みなどの休業日に、生活能力の向上のために必要な
訓練、社会との交流促進などを行います。サービスを受けるには、事前に通所受給者証の交付手続きが必要です。
問い合わせ先

☎ 0940-36-3135（福祉課）

宗像市障害者生活支援センター
宗像市からの委託を受けて、障がいのある人や家族を対象に、福祉サービスの利用や生活についての相談などを行ってい
ます。来所、訪問、電話で相談可能です。
問い合わせ先
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☎ 0940-34-2411

施設名

郵便番号

宗像市障害児通園施設
「のぞみ園」

施設所在地

令和 2 年 4 月 1 日現在（指定順）
施設電話

施設 FAX

サービス種類

811-3437

久原 180

0940-37-0711

0940-37-0711

児

811-3403

ひかりケ丘
2-14-21

0940-39-3367

0940-39-3367

児・放

811-3437

久原 370 番地 1

0940-36-9260

0940-36-9298

児・放

ゆり庵キッズクローバー
自由ヶ丘

811-4171

葉山 2 丁目 5-16

0940-62-5200

0940-62-5200

放

GROWING UP
ぷらんぷらん

811-4146

赤間 3 丁目
3番4号

0940-51-1050

0940-51-1050

放

良創夢発達支援ルーム
らいく宗像店

811-3436

東郷 2 丁目 1-13

0940-62-5616

0940-62-5617

児・放

多機能型事業所あずーる
「えるそるむなかた」

811-3439

三倉 16 番地 5

0940-51-3445

0940-51-3795

放

さわやか愛の家むなかた館

811-4147

石丸 1 丁目 13-2

0940-35-7177

0940-35-7188

放

合同会社みつは
放課後等デイサービス

811-3515

池田 1268 番地 7

0940-48-9268

0940-48-9268

放

放課後等デイサービス
ピース

811-4175

田久 5 丁目
3 番 10 号

0940-72-6654

0940-51-2009

放

あんだる（ANDAR）

811-4175

田久二丁目
5 番 30 号

0940-35-1824

0940-35-1911

放

あっぷぷー

811-3431

田熊 6 丁目 3-24

0940-72-6893

0940-72-6895

放

放課後等デイサービス
ゆづき

811-4183

土穴 2 丁目
2 番 11 号

0940-36-9477

0940-36-9488

放

児童発達支援通所事業所
Jump

811-3406

稲元 2 丁目 1-7

0940-72-1995

0940-72-1996

児・放

げんきっこくらぶじゃんぷ

811-4163

自由ケ丘3丁目
16 番地１

0940-62-6363

0940-35-7172

放

放課後等デイサービス
Raise（レイズ）

811-4183

土穴 3 丁目 1-36

0940-72-4500

0940-72-4502

放

811-3414

光岡 104-3

0940-62-5008

0940-62-5009

児・放

4 子どものための相談窓口
5 多言語による情報提供

問い合わせ先

市内児童発達支援・放課後等デイサービス一覧

ゆり庵キッズクローバー
宗像市
障害児通所支援事業所
「げんきっこくらぶ ほっぷ」

子育て・発達さぽーとるーむ
「プレジーる」
児：児童発達支援

放：放課後等デイサービス

FAX 0940-34-2422
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赤ちゃんが生まれる前に
知りたい

おもちゃ図書館
障がいのある子どもが安心しておもちゃで遊べる場です。おもちゃで遊びながら療育効果が得られる場、利用者家族の情
報交換・交流の場、ホッとくつろげる場として利用されています。おもちゃの貸し出しもできます。貸し出し期間は、原則
として４週間以内です。
【利用日時】毎週木曜：14：00 ～ 17：00、第２・４土曜：14：00 ～ 16：00
【 対 象 】障がいのある子どもとその家族、担当教員・指導員等
【 住 所 】久原 180 メイトム宗像別館 居宅介護支援センター
【 費 用 】無料

赤ちゃんが生まれたら
知りたい

問い合わせ先

☎ 0940-37-4100（宗像市ボランティアセンター）

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
身体・知的又は精神に障がいのある人が様々な制度を利用するために必要な手帳です。
問い合わせ先

☎ 0940-36-3135（福祉課）

経済支援の取り組み
子どもとおでかけする
ところを知りたい

特別児童扶養手当
身体・知的又は精神に重度又は中程度の障がいがある 20 歳未満の児童を養育する人に支給される手当です。
問い合わせ先

☎ 0940-36-1151（子ども家庭課）

障害児福祉手当
重度の障がいがあるため、日常生活で常時介護が必要な 20 歳未満の在宅障がい児に対して支給されます。ただし、施設入
所者および障がいを事由とする公的年金受給者は除きます。
問い合わせ先

☎ 0940-36-3135（福祉課）

学びの環境について
知りたい

重度障害者年金
重度の障がいがある 20 歳未満の児童に支給される年金です。年金額は月額 2,000 円で所得による制限はありません。
問い合わせ先

☎ 0940-36-3135（福祉課）

重度障害者医療費支給制度

子育て支援を
知りたい

重度の身体障がい、知的障がい、精神障がいがある人の健康保険が適用となる医療費の一部負担金を助成します。ただし、
入院中の食事代や医療保険が適用されない費用は除きます。
【必要なもの】健康保険証、印鑑、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など、その他窓口で案内する書類、
所得証明書（保護者の所得が市で確認できない場合）
問い合わせ先

☎ 0940-36-1151（子ども家庭課）

自立支援医療（育成医療）
（18 歳未満）
身体に障がいがある児童および現状を放置すれば、将来、障がいを残すと認められる疾患がある児童に対して、治療効果
が期待できる場合、指定医療機関において治療を受ける費用を一部助成します。
問い合わせ先

☎ 0940-36-3135（福祉課）

自立支援医療（精神通院医療）

2 サポートします「ひとり親家庭支援」

寡婦

支援施設・サービス

夫と死別または離婚した後、
婚姻をしていない人です。

ひとり親家庭等日常生活支援事業
母子・父子家庭、寡婦の人が、就職活動や技能習得のために通学する場合や、疾病など
のため、一時的に生活援助が必要なとき、家庭生活支援員を派遣して生活の安定を図
ります。
問い合わせ先

☎ 0940-36-1151（子ども家庭課）

ひとり親家庭等の家庭を訪問
し、食事の世話や住居の掃除、
その他の必要な支援を行う人

母子生活支援施設

です。

18 歳未満の子どもを養育している母子家庭の母親が、生活上のさまざまな問題で養育
が十分できない場合に、子どもと一緒に入所できる施設です。
問い合わせ先

家庭生活支援員

☎ 0940-36-1151（子ども家庭課）

母子生活支援施設
18 歳未満の子どもを養育して
いる母子家庭、または何らか

就業に関する相談
①就労自立促進事業
母子・父子家庭の生活安定を図るために、就職活動や技能習得を公共職業安定所
（ハローワーク）やひとり親サポートセンターと連携して支援を行っています。
※随時受付けをしています。
問い合わせ先

の事情で離婚の届出ができな
いなど、母子家庭に準じる家
庭の女性が、子どもと一緒に
利用できる施設です。

☎ 0940-36-1151（子ども家庭課）
母子会

②宗像市役所相談室で、母子家庭の母・父子家庭の父およびかつて母子家庭だった寡
婦の人を対象に、就労のための出張相談会を実施しています。仕事を探している人は
是非ご相談ください。※事前に予約が必要です。
問い合わせ先

☎ 0948-21-0390（福岡県ひとり親サポートセンター

飯塚ブランチ）

子家庭ならびに寡婦家庭の親
の自主的な組織です。

母子・父子福祉センター

母子会（母子寡婦福祉会）
母子・父子家庭や寡婦家庭の人が、互いに助け合い、親睦と生活の向上を図る団体です。
母子家庭に関する情報や母と子のレクリエーション、楽しい行事や研修を行います。
いつでも入会できます。
問い合わせ先

市内に在住している母子・父

☎ 0940-37-1300（宗像市母子寡婦福祉会

宗像市社会福祉協議会内）

ひとり親家庭などに対する福
祉を目的としています。生活
などに関する助言・指導およ
び母子寡婦福祉制度に関する
相談などに応じています。

母子・父子福祉センター
自立促進や生活の安定、将来に関する相談や指導など、ひとり親家庭およびかつて母
子家庭だった寡婦の人のための各種福祉サービスを提供しています。
問い合わせ先

☎ 092-584-3922（福岡県母子・父子福祉センター県母子寡婦福祉連合会内）

福岡県ひとり親サポートセンター

飯塚ブランチ

☎ 0948-21-0390（福岡県ひとり親サポートセンター

ひとり親家庭等の自立支援を
図るため、就業支援策を着実
かつ効果的に実施し、母子家
庭等の雇用が促進されるよう

母子家庭の母・父子家庭の父およびかつて母子家庭だった寡婦の人を対象に、就業相談、
就業支援講習会、求人情報の提供、養育費の電話相談、弁護士による無料法律相談など
のサービス提供を行っています。
問い合わせ先

ひとり親サポートセンター

様々な施策を展開しています。

飯塚ブランチ）

精神疾患があり、継続的に医療機関に通院している人に対して、医療費の一部を助成します。
問い合わせ先
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☎ 0940-36-3135（福祉課）
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赤ちゃんが生まれる前に
知りたい

県営住宅

経済支援の取り組み

住宅に困っている所得の少な

県営住宅の優遇措置

い人のために、国の補助を受

住宅に困っているひとり親世帯に、県営住宅の公募抽選の際に２つの抽選番号を割り

け、県が建設した住宅です。

当てる倍率優遇制度です。
問い合わせ先

☎ 092-713-1683（県住宅供給公社・福岡管理事務所）

倍率優遇制度

赤ちゃんが生まれたら
知りたい

ひとり親家庭等医療費支給制度

を対象とした、県営住宅の抽

母子家庭の母とその子、父子家庭の父とその子、父母のいない子などの健康保険が適

選倍率優遇制度があります。

用となる医療費の一部負担金を助成します。ただし、入院代の食事代や医療保険が適

いが困難と認められる方には
家賃の減免ができる場合もあ

用されない費用は除きます。
問い合わせ先

☎ 0940-36-1151（子ども家庭課）

ります。※抽選後に入居資格
本審査があります。また、子
育て世帯優先枠住宅の適用が
始まりました。
（申込者と現に

子どもとおでかけする
ところを知りたい

扶養している中学生以下の子を
含む子どものみからなる世帯。）

児童扶養手当
父母の離婚などで、父親か母親、またはそのどちらとも生計を同じくしていない児童
（18 歳到達の年度末までの児童、または 20 歳未満でおおむね中度以上の障がいがあ
る児童）を養育する家庭（父親または母親が障がいの家庭を含む。）に支給されます。
問い合わせ先

ひとり親家庭等医療費
支給制度
福岡県内の医療機関で健康保
険証とひとり親家庭等医療証
を提示すれば、医療費の自己

☎ 0940-36-1151（子ども家庭課）

一緒に解決の道を考えましょう。
問い合わせ先

☎ 0940-36-1302（子ども家庭相談室）

教育サポート室エール

0940-36-8303

何らかの理由で不登校となっている小・中・義務教育学校のお子さんのよりよい成長を願って、宗像市教育委員会が運営
している教室です。
個々のお子さんの特性に応じた教科学習活動や体験活動等を行い、コミュニケーション力の向上等を通じて社会的な自立
ができるように支援します。エールに通うことができないお子さんへは、家庭等への訪問相談も行っています。
※不登校のご相談は、エールに直接問い合わせるか、在籍校（担任）へお願いします。
【受付時間】月～金曜 午前 8：30 ～ 17：00（土・日・祝日・年末年始は休み）
【 住

所 】宗像市久原 180
西鉄バス

メイトム宗像（市民活動交流館）教育サポート室エール

宗像ユリックス前バス亭から徒歩５分

ふれあいバス

メイトム宗像バス亭下車すぐ

母子家庭の母及び父子家庭の父が、就業につなげる能力開発のため、受講する教育訓
練講座の受講料の一部を助成します。また母子家庭の母および父子家庭の父が就職に
有利な資格を取得するための養成機関で１年以上修業している場合に、一定期間につ
き経済的支援を目的として、給付金を支給します。

母子及び父子ならびに寡婦福祉資金貸付

☎ 0940-36-1151（子ども家庭課）

※神社挙式料は
直接神社へ
紋付・白無垢に
着付＋写真が
セットの基本プラン

お納めください。

250,000円

※写真はすべてイメージです。

ドレスプラン

平日

88,000円～

【内容】タキシード、ウェディングドレス、ヘアメイク、着付、写真 1 カット

※表示料金はすべて、サービス料ならびに消費税が含まれます。
〒811-3514
福岡県宗像市田野1303

詳しくはwebで

お問い合せ 【TEL】
（0940）62-4111

ロイヤルホテル 宗像

Royal Hotel 宗像
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この機会にお写真で、

子育て支援を
知りたい

問い合わせ先

メモリアル
フォトプラン
しっかりと記念に残しませんか。

資金・技能習得期間の生活資金などがあります。

神前挙式
プラン

写真で残す結婚式

写真に必要なアイテムが揃った

手助け、子ども福祉の増進を図るために、県が各種資金を貸し付けます。資金は、修学

告

ウェディングプランの登場です。

母子家庭や父子家庭及びかつて母子家庭だった寡婦の人の生活の安定、経済的自立の

広

披露宴の予定がないというおふたりに …

☎ 0940-36-1151（子ども家庭課）

児童扶養手当
て計算されます。

また、小・中・義務教育学校にはスクールソーシャルワーカーを派遣し、相談にあたっています。

ひとり親家庭自立支援給付金事業

問い合わせ先

手当の額は、所得金額に応じ

応じ、解決に向けてお手伝いをします。

結婚式をあげられなかったおふたり、

ます。

おおむね０歳から 18 歳までの子ども、妊産婦と、その家庭に関するあらゆる心配事について、子ども家庭相談員が相談に

宗像大社や
宮地嶽神社での挙式も
サポートした衣裳付プラン

学びの環境について
知りたい

負担相当額の助成が受けられ

子ども家庭相談室

秘密は固く守られますので、安心して相談してください。話すだけで楽になることもあります。

住宅にお困りのひとり親世帯

また、収入が低く家賃の支払

3 悩んだときは「子育て相談窓口」
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赤ちゃんが生まれる前に
知りたい

4

子育て相談窓口一覧
名称・機関

妊婦・乳幼児相談
子ども家庭課

電話番号・受付時間

☎ 0940-36-1365
月～金曜 8：30 ～17：00
（土・日・祝日・年末年始は休み）

内容

妊娠中の心配や子育て全般について保健師・助
産師・栄養士が相談に応じます。

子どものための相談窓口

子どもの権利相談室「ハッピークローバー」
子どもの権利相談員が、いじめや体罰、友人トラブル、家族や先生との関係での悩みなど、子ども本人からの相談及び子ど
もの権利侵害に関する相談に応じます。
必要に応じて、救済申立てを受け付け調査・調整などを行いながら、問題解決のお手伝いをします。
子どもの権利相談室「ハッピークローバー」は “ 子どものための相談機関 ” であるため、すべての相談や救済申立てについ
ては、子ども自身の気持ちや意向を尊重しながら対応します。匿名での相談も可能です。

赤ちゃんが生まれたら
知りたい

【受付時間】月～金曜 10：00 ～ 18：30（土・日・祝日・年末年始は休み）
【 所 在 地 】宗像市役所子ども相談支援センター内
問い合わせ先

☎ 0940-36-1302
子ども家庭相談室
FAX：0940-37-3046
（子ども相談支援センター内） 月～金曜 8：30～17：00
（土・日・祝日・年末年始は休み）

おおむね０歳から 18 歳までの子どもと妊産婦、
その家族に関するあらゆる心配事について、子
ども家庭相談員が相談に応じ、解決に向けてお
手伝いします。詳細は P.45 をご確認ください。

☎ 子ども専用フリーダイヤル
ファクシミリ
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0120-968-487

☎ おとな用ダイヤル

0940-36-9094

0940-37-3046

子育て世帯への住宅取得等補助制度

住宅取得等補助制度

子どもとおでかけする
ところを知りたい

市内に定住する目的で中古住宅を購入または古家付土地を購入し古家を解体後に新築を建築した子育て世帯、三世代で同
居するために新築を建築または購入、建替などを行った世帯に対して補助金を交付しています。

乳幼児発達診査
宗像・遠賀保健福祉環境事
務所

学びの環境について
知りたい

福岡県宗像児童相談所

子育て支援を
知りたい

「親・おや電話」
福岡県立社会教育
総合センター

精神・運動発達に関する発達診査や訓練指導を
☎ 0940-36-2366
行っています。家庭内で適切な関わり方や療育
※予約制です。
を行い、精神・運動発達の促進を助けるための
日程等詳細は上記へお尋ねください。
専門スタッフによる相談などを行います。

☎ 0940-37-3255
月～金曜 8：30 ～ 17：15
（土・日・祝日・年末年始は休み）
※緊急の電話相談虐待通告は、
年中無休・24 時間受付

☎ 092-947-3515
月～土曜 9：00 ～ 17：00
（センターの休所日・第２月曜・
第４土曜・祝日・年末年始を除く）
※ 17：00～9：00 は、留 守 番 電 話
にて受付します。

子どもの発達・発育、非行、虐待など 18 歳未満
の子どもの福祉に関する問題について、専門の
職員が相談に応じます。来所または電話で相談
できますが、来所される場合には、あらかじめ電
話により予約いただきますと、お待たせするこ
となく相談できます。

家庭教育相談「親・おや電話」では、乳幼児期か
ら青少年期までの子どもの保護者を対象に、家
庭教育全般にわたる相談に応じています。※詳
しくは福岡県の子育てに関する情報を提供して
いる「ふくおか子育てパーク」のホームページを
ご覧ください。メールによる相談も受け付けて
います。※「ふくおか子育てパーク」は福岡県立
社 会 教 育 総 合 セ ン タ ー が 運 営 し て い ま す。
HP http：//www.kosodate.pref.fukuoka.jp/

教育サポート室エール

☎ 0940-36-8303
月～金曜 8：30 ～ 17：00
（土・日・祝日・年末年始は休み）

不登校のご相談は、エールに直接問い合わせる
か、在籍校（担任）へお願いします。詳細は、P.45
をご確認ください。

【中古住宅購入補助】	��� 中古住宅を購入して、市内の事業者でリフォーム工事を行った子育て世帯に最大 40 万円を
交付します。
【古家購入建替補助】	��� 古家付の土地を購入し、解体工事を行ったのちに新築住宅を建築した子育て世帯に最大
100 万円を交付します。
【三世代同居支援補助】	�� 宗像市に居住する親世帯と同居をするために住宅を新築、購入、建替、増改築を行った親世
帯または子世帯に最大 40 万円を交付します。
※それぞれの制度で該当要件が異なるので、必ずお問合せもしくはＨＰ「宗像に住もうよ」をご確認ください。
問い合わせ先
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☎ 0940-36-1284（経営企画課）

HP 「宗像に住もうよ」 http://munakata-live.com/

多言語による情報提供 Reporting by the multi-language

外国から来た皆さんが日本で生活するための情報をそれぞれの国の言語で提供しているホームページと、無料電話相談を
紹介します。

Helpline for Foreigners - よりそいホットライン どんな人のどんな悩みにも寄り添って、いっしょに解決する方法を探します。相談無料。プライバシーは守ります。
安心してご相談ください。
【対応言語】英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、ネパール語
（English,Chinese,Korean,Spanish,Portuguese,Tagalog.Thai,Vietnamese,Nepali）
【受付時間】24 時間
問い合わせ先

☎ 0120-279-338（フリーダイヤル）

FAX

0120-773-776

Multilingual Living Information - 多言語生活情報 住まい、教育、医療、緊急・災害時など、17 項目にわたり、フローチャートなどを使って分かりやすく説明しています。
「多言語生活」で検索してください。
【 対 象 者 】英語、ドイツ語、中国語、韓国・朝鮮語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語、
インドネシア語、タイ語、ロシア語、ミャンマー語、日本語（English,German,Chinese,Korean,French,
Spanish,Portuguese,Tagalog,Vietnamese,Indonesian,Thai,Russian,Burmese,Japanese）
HP www.clair.or.jp/tagengo/

Multilingual Living Information

検索

問い合わせ先 財団法人自治体国際化協会

46

Android版
iOS版
（多言語生活情報）
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