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その他 

各種相談窓口 

 

●教育に関する相談 

相談窓口 電話番号 受付日（時間） 相談内容 

嘉麻市適応指導教

室(れすとぴあ) 

 

嘉麻市教育委員会 

（学校教育課） 

0948-52-

2852 

（内線 2570） 

0948-57-

3107 

（内線 4055） 

月～金曜日（祝

日・休日・年末年

始を除く） 

8 時 30 分～17

時 

児童・生徒の

教 育 に 関 す

ること（いじ

め ・ 不 登 校

等） 

 

 

●少年の非行やいじめに関する相談 

相談窓口 電話番号 受付日（時間） 相談内容 

子どもホット 

ライン 24  

（教育庁筑豊 

教育事務所、ほか） 

0948-25-3434 毎日（年末年始

を除く） 

24 時間対応 

子 ど も の 生

活、しつけ、問

題行動、家庭

親子関係、不

登校等 

 

 

・・・子育てに係る経済的負担の軽減・・・ 

経済的支援 支援概要 担当課 

就学援助制度 
子どもの義務教育に伴う費用の負

担が困難な保護者に対する援助 

学校教育課 

教務係（内線 4216） 

特別支援教育就

学奨励費制度 

特別支援学級に就学する児童生

徒の保護者に対する援助 

学校教育課 

教務係（内線 4216） 

 

 

○問い合わせ先 学校教育課 

0948-57-3107 
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その他 

障がい者（児）相談支援事業（障がいに関する相談） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○問い合わせ先 社会福祉課 障がい者福祉係 

0948-53-1106 

 

 関係機関と相談しながら、⼀緒に解決の⽷⼝を考えます。

＊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

＊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、引き続き行います。

（生活相談センター フォスク　飯塚市口原1061-6）

こ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。

センター（かさまつ、さん・あび、たいよう、ＢＡＳＡＲＡ、フォスク）の相談支援専門員で構成されています。

  あなたの⽣活の悩みごと・困りごと・⼼配ごと、将来のこと、仕事のこと、夢、

 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。相談は無料で専⾨の相談員が対応します。

飯塚市・嘉⿇市・桂川町
障がい者基幹相談⽀援センター

飯塚市役所穂波庁舎３階

〒820-8605 飯塚市忠隈５２３

電 話 (０９４８)４３－４００６

ファックス (０９４８)４３－４０２１

月曜日～金曜日

午前８時３０分～午後５時１５分

（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）

受付時間

年⾦は受け
られるのかな？ 障がいのことが

よくわからない
なぁ。

計画相談って
なんだろう？福祉サービス

には、どんなもの
があるのかな？
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障がい者基幹相談支援センターの役割

障がい者基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な

相談業務および、成年後見制度利用支援等を実施し、地域の実情に合わせて、

皆さんが地域で安心して生活できるように支援していきます。

飯塚市・嘉麻市・桂川町にお住いの障がい児者やそのご家族、日頃から障

がい児者の生活を支援している方なら、どなたでも、どんなご相談でもお受

けします。お気軽にご相談ください。

地域の関係機関のネットワークづくりを推進

します。

相談支援事業者への人材育成や助言などを行

います。関係機関との連携強化に取り組みま

す。

施設や医療機関から地域に戻りたいと希望

される方、戻った後の地域生活についての

ご相談をお受けします。また、居宅サポー

ト事業の活用を促します。

成年後見制度のことや、親亡きあとの生活の

ことについてご相談をお受けします。障がい

のある方の権利擁護や虐待に関するご相談を

お受けします。

総合的な相談の窓口として、皆さんの生活の

悩みごと、ご家族や関係者の方の心配ごとな

どをお受けします。

※障がい者虐待防止

センターの機能も

兼ねています。総合相談・専門相談

（自立支援協議会）

自立支援ネットワークの運営

権利擁護・虐待防止

地域移行・地域定着

相談支援体制の整備

ご相談は無料でお受けします。

電話、ファックス、メールなどで、お気軽にご相談ください。また、センターにお越しいた

だいたり、ご自宅などへの訪問もさせていただきます。

なんでもご相談ください！！
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障がい者基幹相談支援センターの役割

障がい者基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な

相談業務および、成年後見制度利用支援等を実施し、地域の実情に合わせて、

皆さんが地域で安心して生活できるように支援していきます。

飯塚市・嘉麻市・桂川町にお住いの障がい児者やそのご家族、日頃から障

がい児者の生活を支援している方なら、どなたでも、どんなご相談でもお受

けします。お気軽にご相談ください。

地域の関係機関のネットワークづくりを推進

します。

相談支援事業者への人材育成や助言などを行

います。関係機関との連携強化に取り組みま

す。

施設や医療機関から地域に戻りたいと希望

される方、戻った後の地域生活についての

ご相談をお受けします。また、居宅サポー

ト事業の活用を促します。

成年後見制度のことや、親亡きあとの生活の

ことについてご相談をお受けします。障がい

のある方の権利擁護や虐待に関するご相談を

お受けします。

総合的な相談の窓口として、皆さんの生活の

悩みごと、ご家族や関係者の方の心配ごとな

どをお受けします。

※障がい者虐待防止

センターの機能も

兼ねています。総合相談・専門相談

（自立支援協議会）

自立支援ネットワークの運営

権利擁護・虐待防止

地域移行・地域定着

相談支援体制の整備

ご相談は無料でお受けします。

電話、ファックス、メールなどで、お気軽にご相談ください。また、センターにお越しいた

だいたり、ご自宅などへの訪問もさせていただきます。

なんでもご相談ください！！

飯塚市・嘉麻市・桂川町 障がい者虐待防止センター

２４時間３６５日 相談・虐待通報受付

障がい者基幹相談センターでは、「障害者虐待防止、障害者

の擁護者に対する支援等に関する法律」に基づき、障がい者の

方への虐待の通報を受け付けています。

「虐待かも？」と思ったり、虐待に気付いた時は、虐待防止

センターもしくは各行政の障がい担当窓口までご相談ください。

※障がい者の虐待に気付いた人は、通報する義務

があります。ご相談は匿名でも受け付け、通報

した人の情報は守られます。

電話 ０９４８－４３－９９７７

ファックス ０９４８－４３－９９７４
メール gyakutai.sos@ezweb.ne.jp

【各行政の障がい担当窓口】

〇嘉麻市 社会福祉課 障がい者福祉係
電話 ０９４８－５３－１１０６

ファックス ０９４８－５３－１１４９

※電話は土・日・祝日・夜間は宿直対応。

ファックスは平日８時３０分～１７時まで受付。

〇飯塚市 社会・障がい者福祉課 障がい者自立支援係
電話 ０９４８－２２－５５００（内線）１１５７

ファックス ０９４８－２１－６３５６

※電話は土・日・祝日・夜間は宿直対応。

ファックスは平日８時３０分～１７時１５分まで受付。

〇桂川町 健康福祉課 福祉係
電話 ０９４８－６５－０００１

ファックス ０９４８－６５－００７８

※電話は土・日・祝日・夜間は宿直対応。（０９４８６５１１００）

ファックスは平日８時３０分～１７時１５分まで受付。

障がい者虐待防止対策支援事業



 

56 

その他 

巡回相談事業 

 

臨床心理士や特別教育支援士などの専門の方が保育所（園）・幼稚園に

巡回訪問し、相談事業を実施しています。子どもたちが、より楽しい毎

日を過ごせるように家庭や園生活の中で適切な配慮が出来るように支

援し、子どもの伸びる力を手助けします。また、専門の先生が来園の際

に、お子さまのことでご相談したいこと（言葉が出にくい、お友達との

トラブルが多い、かんしゃくが激しいなど）がありましたら、個別に相

談できますので、保育所（園）・幼稚園に直接または健康課・母子保健係

にご相談ください。 

 

○問い合わせ先 健康課 母子保健係 

0948-5３-１１０４ 

 
その他 

発達障害について知っていますか？ 

 

●発達障害とは 

発達障害は、脳機能の発達が関係する生まれつきの障がいで、対人関係

や行動のコントロール、学業などに支障が生じる状態のことをいいます。

発達障害は病気ではありませんが、その状態が続き、保育所（園）・幼稚園

や小学校に通い始めると、さまざまな問題に直面することになります。 

発達障害のある子どもが、社会に適応する力を身につけて、健やかに成

長するためには、発達障害を早期に発見して、適切な療育を行うことが重

要です。 

 

●発達障害の種類と症状 

○自閉症 

人との交流がうまくできなかったり、言葉の発達に遅れが見られま

す。特定の物や場所に強いこだわりを示すなどの特徴があります。 

 

○アスペルガー症候群 

自閉症と同様の症状が現れますが、知的発達やことばの発達に遅れは

ありません。 

––– 
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その他 

療育事業 

 

一人ひとりのお子さまの特性に応じて、支援が受けられる教室です。

ご家庭や保育所（園）などで、お子さまの様子が気にかかることがあれ

ばいつでもお気軽にご連絡ください。教室は予約が必要です。 

○対象者：嘉麻市に住民票のある就学前のお子さま 

 

＜ことばの教室＞ 

ことばが遅い、どもる、ことばのやりとりが難しい、こだわりがある、

かんしゃくが激しいなど保護者やお子さまが困っていることに対して

の相談に応じ、家庭での関わり方のアドバイスや必要な支援を行いま

す。 

専門スタッフ：言語聴覚士 

 

＜運動の教室＞ 

お座りや寝返りが遅い、ハイハイをしない、手先が不器用、バランス

運動が苦手などの運動面に関した相談に応じ、家庭でできる運動のアド

バイスや必要な支援を行います。 

専門スタッフ：作業療法士 

 

＜心理の教室＞ 

お子さんの関わり方に困っている、産後に気分の落ち込みがあるなど

相談に応じます。 

専門スタッフ：臨床心理士 

 

＜集団の教室＞ 

運動や集団遊びを通して運動発達を促すことで、集団生活で必要な座

って話をきける、集中して取り組むことができるなど、集団生活を送り

やすくなる支援を行っています。 

専門スタッフ：作業療法士、保育士 

 

＜場所＞碓井母子健康センター 

○問い合わせ先 健康課 母子保健係 

0948-5３-１１０４ 
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その他 

巡回相談事業 

 

臨床心理士や特別教育支援士などの専門の方が保育所（園）・幼稚園に

巡回訪問し、相談事業を実施しています。子どもたちが、より楽しい毎

日を過ごせるように家庭や園生活の中で適切な配慮が出来るように支

援し、子どもの伸びる力を手助けします。また、専門の先生が来園の際

に、お子さまのことでご相談したいこと（言葉が出にくい、お友達との

トラブルが多い、かんしゃくが激しいなど）がありましたら、個別に相

談できますので、保育所（園）・幼稚園に直接または健康課・母子保健係

にご相談ください。 

 

○問い合わせ先 健康課 母子保健係 

0948-5３-１１０４ 

 
その他 

発達障害について知っていますか？ 

 

●発達障害とは 

発達障害は、脳機能の発達が関係する生まれつきの障がいで、対人関係

や行動のコントロール、学業などに支障が生じる状態のことをいいます。

発達障害は病気ではありませんが、その状態が続き、保育所（園）・幼稚園

や小学校に通い始めると、さまざまな問題に直面することになります。 

発達障害のある子どもが、社会に適応する力を身につけて、健やかに成

長するためには、発達障害を早期に発見して、適切な療育を行うことが重

要です。 

 

●発達障害の種類と症状 

○自閉症 

人との交流がうまくできなかったり、言葉の発達に遅れが見られま

す。特定の物や場所に強いこだわりを示すなどの特徴があります。 

 

○アスペルガー症候群 

自閉症と同様の症状が現れますが、知的発達やことばの発達に遅れは

ありません。 



––– 
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(自閉症スペクトラム障害) 

現在の国際的診断基準の診断カテゴリーである広汎性発達障害

(PDD)とほぼ同じ群を指しており、自閉症、アスペルガー症候群、その

ほかの広汎性発達障害が含まれます。その症状の程度が異なる連続体

（スペクトラム）という意味で「自閉症スペクトラム」と言われていま

す。 

 

○注意欠如多動性障害（ＡＤＨＤ） 

集中力が長続きせず注意力が散漫（不注意）、落ち着きがなくじっと

していられない（多動性）、衝動に任せて行動を起こしてしまう（衝動

性）などの特性があります。 

 

○学習障害（ＬＤ） 

知的能力には遅れがないにも関わらず、読む、書く、計算するなどの

特定の分野に障がいがみられることを言います。 

 

発達障害は、複数の障がい

が重なって現われることもあ

りますし、障がいの程度や

年齢 (発達段階)、生活環境

などによっても症状は違っ

てきます。発達障害は多様で

あることをご理解ください。 

 

 

 

 

●発達障害のサイン 

・人の目を見ることが少ない 

・指さしをしない 

・ほかの子どもに関心がない 

・ちょっとしたことで気が散り、集中できない 

・落ち着きがなくじっとしていられない 

・気持ちの切り替えが難しい、順番やルールを守れない 
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・ことばの発達が遅れている 

・特定の物にこだわりが強く、興味や関心の対象がせまい 

・決まったやり方や方法にこだわる 

・人の話を聞かず、一方的に話す 

・他人の会話やゲームに割り込む 

・相手の気持ちやその場の雰囲気が読めない 

など 

 

 

生まれつき脳の発達が通常と違っているために、幼児のうちから症状

が現れ、通常の育児ではうまくいかないことがあります。また、発達障

害のあるお子さんは日常生活の中で不安や困り感を持ち、怒られること

や失敗が増えることで自信を失い、不登校、ひきこもり、うつ病などの

２次障害を引き起こす可能性があります。早めにお子さんに合った支援

や適切な関わり方を行い、お子さんが過ごしやすい環境を作っていく必

要があります。 

 

 

●相談方法 

お子さん、保護者の早期支援のために嘉麻市では、保育所（園）・幼稚

園での巡回相談、療育訓練をおこなっています。お子さんの気になる「行

動」や「特性」があれば保育所（園）・幼稚園の保育士、学校の先生、保

健師に相談しましょう。 

 

○問い合わせ先  

健康課母子保健係   ０９４８-５３-１１０４ 

こども育成課児童係  ０９４８-５３-１１１５ 

教育委員会学校教育課 ０９４８-５７-３１０７ 

 

 



––– 
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その他 

子育て世代の公園利用 

 

嘉麻市には大小さまざまな公園（都市公園･市公園）があり、老若男女

を問わず、みなさんのコミュニケーション･健康増進･癒しや憩いの場と

しての役割を担っています。子育て世代の皆さまにも有効に公園を利用

していただけるように、草刈等の維持管理は基より、遊具等の施設の安

全性、公園の防犯対策、改修時にはユニバーサルデザイン･バリアフリ

ー化等を高めることで、公園を安心安全に利用できるように努めていま

す。 

子育て世代のみなさまに、身近な公園として主なものをご紹介いたし

ます。 

 

 

○問い合わせ先 土木課 都市計画･公園係 

0948-42-7042 

 

 

 

■稲築公園拡張部（嘉麻市岩崎 1096 番地） 

 

 

 

 

 

 

稲築公園拡張部は、小高い丘に位置しているため頂上部からの眺望
も良く、幼児向けの遊具･ローラースライダー(すべり台)･広い芝生の
広場･遊歩道があります。春の時期になると隣接する稲築公園には桜
が満開になります。 



 

60 

■稲築鴨生公園（嘉麻市鴨生 418 番地 6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲築鴨生公園には、体育館･武道場･多目的広場のスポーツ施設のほか、
児童向けの 4 種類の遊具を備えた広場があります。また、多目的広場の周
りは緑に囲まれているため、遊歩道で散歩や散策もゆっくり楽しめます。 
※スポーツ施設のご利用は、スポーツ推進課稲築体育館（42-1177）に

予約が必要です。 
 
 

■稲築山野運動公園（嘉麻市山野 2009 番地 1） 

 
 
 
 
 
 
 
 

稲築山野運動公園は、面積が約 6.9ha と比較的広く、住宅街に位置し

ているため比較的に静かな公園です。野球場のほかに、広場には複合遊具

や健康器具等が設置されています。広場も広くボール遊びやかけっこも気

兼ねなくできます。 

※スポーツ施設のご利用は、スポーツ推進課稲築体育館（42-1177）に

予約が必要です。 



––– 
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■稲築沖出古墳公園（嘉麻市漆生 78 番地１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲築沖出古墳公園の真ん中には、県指定史跡の前方後円墳（古墳）があ

り、古墳の周囲はなだらかな斜面の広場となっています。４世紀の終わり

頃、この地に住んでいた先人たちの足跡を辿ってみませんか※古墳の見学

は、生涯学習課文化財係（57-3157）にお尋ねください。 

 

 

 

■山田市民公園（嘉麻市上山田 381 番地 45） 

 

 

 

 

 

桜やけやきの木に囲まれた山田市民公園には、公園上段の広場･６種類
の幼児や児童向け遊具があります。幼児や児童が広場でボールやかけっこ
などで身体を動かし、遊具で楽しく時間を過ごせる公園です。 
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■碓井琴平公園（嘉麻市上臼井 544 番地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

碓井琴平公園は、琴平山の麓に位置する公園で、児童向けの 9 つの遊具
や広場があります。桜の時期には満開の桜も楽しめます。また、琴平山の
周囲には、織田廣喜美術館･碓井郷土館･図書館･道の駅うすいもあり、公園
で遊ぶついでに、いろんな施設に立ち寄ることができます。 
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その他 

子育てマップ①(稲築エリア) 
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その他 

子育てマップ②(稲築エリア) 

子育てマップ①              子育てマップ② 

山野保育園 ２８ページ  稲築鴨生公園 ６０ページ 

稲築山野運動公園 ６０ページ  鴨生保育所（地域子育て支援センター） ２８、３１ページ 

みどり保育園（一時預かり） ２８ページ  稲築東学童保育所 ３８ページ 

稲築西学童保育所 ３８ページ  稲築中央幼稚園 ２９ページ 

稲築幼稚園 ２７、２９ページ  あかり保育園 ２８ページ 

稲築図書館 ４１～４３ページ                

稲築公園拡張部 ５９ページ    

稲築保健センター ９～１０ページ    

なつき保育園 ２８ページ    

稲築沖出古墳公園 ６１ページ    



– 
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その他 

子育てマップ③(碓井･嘉穂エリア) 

その他 

子育てマップ④(嘉穂エリア) 
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その他 

子育てマップ⑤(山田エリア) 

子育てマップ③④         
まこと保育園 ２８ページ  嘉穂図書館 ４１～４３ページ 

碓井ひかり幼稚園 ２９ページ  嘉穂学童保育所 ３８ページ 

栄保育園（一時預かり） ２８ページ  
子育てマップ⑤ 碓井図書館 ４１～４３ページ  

碓井学童保育所 ３８ページ  明見保育園 
２８ページ 

嘉穂第２学童保育所 ３８ページ  （支援センター・一時預かり） 

恵大保育園 
２８ページ 

 下山田学童保育所 ３８ページ 

（支援センター・一時預かり）  長円寺日の丸幼稚園 ２９ページ 

碓井母子健康センター ５５ページ  山田市民公園 ６１ページ 

碓井琴平公園 ６２ページ  山田図書館 ４１～４３ページ 

めぐみ保育園 ２８ページ  みのり幼稚園 ２９ページ 

嘉穂総合運動公園 ４０ページ  一本松保育園（一時預かり） ２８ページ 

嘉穂保育所 ２８ページ  上山田学童保育所 ３８ページ 

大隈ふたば幼稚園 ２９ページ  どんぐり保育所（病後児保育室） ２８、３３ページ 

室 


