
【問合せ先】 ●（妊婦、１８歳以下） 嘉麻市子育て支援課母子保健係    ☎0948-62-5715 

 ●（１９歳以上）     嘉麻市健康課健康推進係        ☎0948-42-7430    

【情報提供】                                         

 

 
 

１．定期予防接種   

今冬の新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流

行を見据え、厚生労働省は高齢者など、重症化リスクの高い

人に対して優先的な接種を呼び掛けています。 

新型コロナの流行が懸念され、インフルエンザワクチンの需

要が高まるとみられ、希望者全ての量を１０月上旬に確保する

のは困難な状況にあるため、６５歳以上の高齢者は１０月１日

から、医療従事者や６５歳未満の基礎疾患を有する人、妊婦、

乳幼児から小学校低学年（２年生）は１０月後半から接種する

ように呼びかけを行っています。 

 医療機関において、計画的に接種が行われることも考えられ

ますので、接種する医療機関に問い合わせを行い、予約を行

ってください。 

 

令和２年１０月１日版  

嘉麻市新型コロナウイルス感染症対策本部 

 

2．任意予防接種   

 
 

新型コロナウイルス感染症に対する嘉麻市独自の緊急支援（10月 1日から） 

毎年実施しております高齢者インフルエンザ予防接種につき

ましては、今年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、

今まで自己負担を支払っていた方の、自己負担分を福岡県が

助成します。今まで嘉麻市が行っていた減免については引き

続き実施します。 

【対象者】  

① 接種日時点で 65歳以上の方 

② 接種日時点で60～65歳未満であって、心臓、腎臓、また

は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に

制限される程度の障がいを有する者及びヒト免疫不全ウイ

ルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程

度の障がいを有する者（身体障がい者手帳１級程度） 

【接種回数】 １人１回 

【接種費用】 1,400円 

【減免について】生活保護世帯の方は印鑑登録兼医療カード 

の提示、市民税非課税世帯の方は非課税世帯証明書の 

提出で自己負担が無料になります。 

 それ以外の方は、福岡県が助成を行います。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

【接種場所】 福岡県内の高齢者インフルエンザ実施協力医

療機関 

【予防接種による健康被害】 

    予防接種による副反応により、入院が必要な程度の疾 

病や生活に支障のでるような障害などの健康被害が生じ 

た場合は、厚生労働省の「予防接種健康被害救済制度」 

の対象となります。 

接種費用の一部を助成します。 

【対象者】  

① 妊婦 

② 生後 6か月～18歳（高校３年生相当年齢：平成１４年４

月 2日～平成 15年 4月 1 日生）の児童・生徒 

③ ①②以外で予防接種日において 65歳未満の基礎疾患

（注１）があると医師が判断したもの【「１．定期予防接種」

の対象者②は除く】 

（注１）「基礎疾患とは」…気管支喘息等の呼吸器疾患、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

慢性心不全、先天性心疾患等の循環器疾患、糖尿病、腎不

全、免疫不全症等 

【接種回数】  

13歳未満の方は 2回、それ以外は 1回のみ 

【助成額】 1 回につき 2,000 円を上限（接種費用は医療機関

により異なります。） 

【接種場所】飯塚市・桂川町・嘉麻市の任意インフルエンザ予

防接種実施協力医療機関（嘉麻市ホームページ

掲載）※医療機関が不明の場合は、下記までお

問い合わせください。 

【予防接種による健康被害】 

    予防接種による副反応により、入院が必要な程度の疾 

病や生活に支障のでるような障害などの健康被害が生じ 

た場合は、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

法」に基づく健康被害救済の制度の対象となります。 

 

【備考】実施協力医療機関以外で接種された場合は、下記の 

書類を提出していただければ、2,000円を上限に助成し 

ます。 

① 申請書（ホームページからダウンロード可） 

② 予診票（原本） 

③ 接種した医療機関の領収書・明細書の写し 

④ 印鑑 

⑤ 振り込み先の通帳 

⑥ 母子健康手帳（妊婦の方の場合） 

（申請窓口） 

① 妊婦、18歳まで・・・子育て支援課（碓井支所） 

② 19歳～64 歳・・・・・健康課（本庁） 

【接種期間】 令和 2年 10月 1日（木）～令和 3年 2月 27日（土） 



出産子育て支援金給付事業  
【内容】 国の特別定額給付金の対象とならなかった新生児へ

の独自給付 

【支給対象者】令和 2 年 4 月 28 日から令和 3 年 4 月 1 日の

間に生まれ、出生後初めての住民登録を嘉麻

市で行った新生児 

【受給権者】 新生児の母であって、令和 2 年 4 月 27 日時点

から申請(受理)日まで、引き続き嘉麻市に住民登

録がある方 

【支給額】 新生児１人につき 10万円 

【申請方法】受給要件を満たす方へ、市から申請書を送付(郵 

送申請) 

【問合せ先】子育て支援課 ☎0948-62-5716 

 

妊婦応援グッズ給付事業  
【内容】妊婦が安心して生活できるよう、マスクや除菌シート等感 

染症予防対策グッズを給付。 

【対象者】妊娠届出、母子健康手帳を交付した時点で嘉麻市に

住民登録がある妊婦の方。 

【対象期間】令和 2年 4月 1 日～令和 3年 3月 31日 

【給付方法】妊娠届時に窓口にて給付。（事業開始前に、既に

妊娠届出済の方には宅配にて） 

【問合せ先】子育て支援課 ☎0948-62-5716 

 

中小企業等家賃支援給付金  
国の家賃支援給付金の給付決定を受けた事業者に支払賃

料（月額）の 1/15×6 ヵ月分（最大給付額 10 万円）を給付す

る。 

【申請期間】令和 2年 10月１日～令和 3年 3月 15日 

【問合せ先】 産業振興課 ☎0948-42-7450 

 

新しい生活様式対応支援助成金  
 「新しい生活様式」に対応した取り組みを行った事業者が、感

染拡大を防止するために要する消耗品、備品、機械装置等購

入、店舗の改修を行った場合に助成金を支給する。 

【給付】 上限 10万円 

【申請期間】令和 2年 10月１日～令和 3年 3月 15日 

【問合せ先】 産業振興課 ☎0948-42-7450 

 
住居確保給付金 

住居確保給付金が拡充されています。 

  詳しくは、かま自立相談支援センターへお問合せください。 

【問合せ先】かま自立相談支援センター 

 嘉麻市上山田 502番地 6 山田ふれあいハウス内 

 ☎0948-43-4751 

 

保育園等施設感染症対策  
 市内の保育園等児童福祉施設に対して、１施設当たり 50万

円を補助し、コロナウイルス感染症の対策を支援する。 

【問合せ先】 こども育成課 ☎0948-42-7461 

 

保育園等代替イベント支援事業 
コロナウイルス感染症により各種行事を中止せざるを得ない

中、その代替イベントを実施する保育園等に対して、１施設当た

り 20 万円を限度とし補助する。         

【問合せ先】 こども育成課 ☎0948-42-7461 

 

保育園等副食費の免除の延長  
【対象】 保育園（所）、幼稚園、認定こども園に通っている子 

ども 

【延長期間】 令和 2年１１月～令和 3年 3月 

【問合せ先】こども育成課 保育・幼稚園係☎0948-42-7461 

 

学校給食費の免除の延長  
【延長期間】 令和 2年１１月～令和 3年 3月 

【問合せ先】  学校教育課 学校給食係 ☎0948-42-0521 

 

水道基本料金の半額免除の延長  
【延長期間】 令和 2年１１月～令和 3年 3月 

【問合せ先】  水道課 業務係 ☎0948-42-7063 

●避難所は新型コロナウィルス対策で最も避けなければならな

い「密閉・密集・密接」の３密になりやすい環境であるため、親

戚や友人の家等指定避難所以外の避難できる場所を事前に

検討してください。 

●通常の避難時に必要なものに加え、マスク、体温計、除菌シ

ート、消毒液等避難時に必要となるものを事前に準備してお

いてください。 

●避難所駐車場における車中避難について事前に検討してくだ

さい。ただし、台風時は飛ばされてしまう危険があるため、他の

方法を検討してください。 

●避難時に発熱、咳等の症状がある場合等は、市に電話連絡

し避難について指示を受けてください。 

●災害等により自宅に居ることが危険であると判断される場合

は、躊躇なく避難してください。 

【問合せ先】 防災対策課 ☎0948-42-7417 

 

 

 

避難所における新型コロナウイルス感染症への
対応について（防災対策課） 

新型コロナウイルス感染症に関する情報は、ホームページやＬＩＮＥ等に、随時掲載していきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ 雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の 

影響に伴う特例） 

事業活動を余儀なくされた雇用主が、労働者に対して一時 

的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を

図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成。 

〇福岡助成金センター 

  ☎092-411-4701（平日 8時 30分～17時 15分） 

〇北九州雇用調整助成金臨時窓口 

  ☎093-616-0860（平日 8時 30分～17時 15分） 

 

■ 国民健康保険の一部負担金減免 

入院療養をする嘉麻市国民健康保険被保険者の属する世

帯で災害や新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著し

く減少した場合などの一時的な救済措置として国民健康保険

の一部負担金を減免。 

■ 福岡県後期高齢者医療制度の一部負担金減免 

福岡県後期高齢者医療制度の属する世帯で災害や新型コ

ロナウイルス感染症の影響などにより収入が著しく減少した場

合などの一時的な救済措置として後期高齢者医療保険の一

部負担金を減免。 

【問合せ先】 市民課国保年金係 ☎0948-42-7426 

 

■ 国民年金保険料の免除 

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減となる業務

の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下

がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を

用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能

となりました。 

【問合せ先】 直方年金事務所 ☎0949-22-0891 

■ 国民健康保険及び福岡県後期高齢者医療制度 

被保険者の傷病手当金 

嘉麻市国民健康保険及び福岡県後期高齢者医療制度の 

被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または

発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のた

め仕事を休んだ期間（一定の要件を満たした場合に限る）、傷

病手当を支給。 

【支給対象者】  

① 嘉麻市国民健康保険及び福岡県後期高齢者医療制度

の被保険者 

② お勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナ

ウイルスに感染、または発熱等の症状があり感 染が疑わ

れる方 

③ 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服

することができず、その期間が 3日間を超える方 

④ 労務に服することができない期間に対する給与の支払い

を受けられない方 

【適用期間】 

令和２年 1月 1日から 12 月 31日の間で労務に服するこ 

とができない期間（ただし、入院が継続する場合等は最長 1 年

６か月） 

【問合せ先】 市民課国保年金係 ☎0948-42-7426 

市民国保年金係からのお知らせ 産業振興課からのお知らせ 

■ 新型コロナウイルス感染症特別貸付 

 新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業績が悪化 

した事業者（フリーランスを含む）に対し、融資枠別枠の制度を

創設。 〇日本政策金融公庫 ☎0120-154-505（平日） 

☎0120-327790（土日祝日） 

■ 特別利子補給制度 

新型コロナウイルス感染症特別貸付により貸付を行った中小

企業者のうち、特に影響の大きいフリーランスを含む事業主、

また売上高が急減した事業者などに対して実施。 

〇新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 

☎0570-060515（９時～17時） 

■ 新型コロナウイルス対策 マル経 

売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、 

別枠 1,000 万円の範囲内で当初 3 年間、通常の貸付金利か

ら▲0.9%引き下げする。加えて措置期間を運転資金で 3 年以

内、設備資金で 4年以内に延長。 

〇日本政策金融公庫  ☎0120-154-505（平日） 

☎0120-327790（土日祝日） 

■ 持続化給付金・家賃支援給付金の申請支援 

 事業者の持続化給付金、家賃支援給付金の申請書の作成

を「福岡県よろず支援拠点」が支援を行います。 

【実施月日】毎週月曜日 9 時 30分～16時３0 分（要予約） 

【場所】嘉麻市役所 4 階４C会議室 

【連絡先】 

〇相談者の電話番号下１桁  よろず支援拠点電話番号 

・ 0、１            →  ☎080-6419-1540 

・ ２、３            →  ☎080-6419-1771 

・ ４、５、６          →  ☎080-6419-1398 

・ ７、８、９          →  ☎080-6419-1601 

■ 事業所・法人向けセーフティーネットの申請 

セーフティーネット保証における認定（４号、5号、危機関連 

保証）の申請の受付 

〇産業振興課商工係  ☎0948-42-7450 

（平日 8時 30分～17時） 

■ 危機対応融資 

  新型コロナウイルス感染症による影響を受け、業績が悪化 

した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援。 

〇商工組合中央金庫 ☎0120―542―711 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 生活困窮に関する相談窓口 

仕事、家計、住まい等、生活に関するさまざまな課題を抱える

方々へ、生活困窮者自立支援制度による支援事業を行って

います。 

●かま自立相談支援センター  ☎0948-43-4751 

嘉麻市上山田 502 番地 6 山田ふれあいハウス 内 

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口（令和 2年 9月 18日時点） 

■ 嘉麻市こころの電話相談 

  ☎ 0948-53-1128 

 （毎週水曜日、祝日除く、17 時 30分～20時 30分） 

■ 北九州いのちの電話 

  ☎ 093-653-4343（24 時間 365日対応） 

■ 福岡いのちの電話 

  ☎ 092-741-4343（24 時間 365日対応） 

■ いのちの電話インターネット相談 

   https://www.inochinodenwa.org/soudan.php 

■ ふくおか自殺予防ホットライン 

☎ 092-592-0783（24時間 365日対応） 

  新型コロナウイルスによる臨時専用電話 

☎ 0120-020-767（フリーダイヤル） 

  （平日 16時～翌日 9 時、休日 9時～翌日 9 時） 

■ 人権相談窓口 【電話による相談窓口】 

平日午前 8時 30分～午後 5時まで 

●人権・同和対策課 人権・同和対策係 

☎ 0948-42-7405 

●うすい人権啓発センターあかつき 

☎ 0948-62-3337 

●嘉穂隣保館  ☎ 0948-57-0032 

 ※法務局においても人権に関する相談の窓口が設置されて

おります。 

●みんなの人権１１０番 ☎ 0570-003-110 

http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_soudan.html 

■ 新型コロナウイルス感染症の影響による 

特別労働相談窓口 

新型コロナウイルス感染症の影響による休暇、休業、解雇等の

労働に関する相談 

●筑豊労働者支援事業所   ☎ 0948-22-1149 

（平日 8時 30分～17時 15分 

水曜日のみ 20 時まで電話相談受付） 

●福岡労働局 

☎ 092-411-4764、 ☎ 092-761-5600 

（8時 30分～17時 15分 土日、祝日、年末年始除く） 

■ 新型コロナウイルスに関する一般的な相談 

●福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口 

（24時間対応） 

☎ 092-643-3288  Fax 092-643-3697 

●嘉麻市の電話相談 

（感染の予防に関することや心配な症状が出た際の対応） 

   嘉麻市健康課  ☎0948-42-7430 

●厚生労働省電話相談窓口 

受付時間 9時～21時（土、日、祝日実施） 

フリーダイヤル 0120-565653 

●福岡-新型コロナ対策パーソナルサポート 

LINE アカウント（福岡県ホームページよりお友達追加がで

きます。）１人１人に合わせた新型コロナウイルス対策を

LINE でサポートします。 

■ 経営に関する相談窓口（事業者向け） 
●嘉麻商工会議所 

☎ 0948-52-0855（平日 8時 30 分～17時） 

●嘉麻商工会 

（いずれも平日 8時 30分～17時） 

本所・稲築支所  ☎ 0948-42-1400 

       碓井支所  ☎ 0948-62-2230 

       嘉穂支所  ☎ 0948-57-0359 

●福岡県経営相談窓口（中小企業、小規模事業者向け） 

 ☎ 0120-567-179（フリーダイヤル） （9時～17時）  

■ 金融に関する相談窓口（事業者向け） 

新型コロナウイルス感染症による影響を受け業績が悪化した事

業者に対する危機対応融資による資金繰り支援 

●日本政策金融公庫 福岡支店 

☎ 092-431-5296（平日 9時～17時） 

●商工組合中央金庫 

☎ 0120-542-711 

（平日 9時～17時、土日祝 9時～15時） 

●中小企業金融相談窓口 

☎ 0570-783-183 （9時～19 時 土日、祝日対応） 

■ 嘉麻市奨学資金貸付金の返済猶予相談窓口 

教育総務課 教育総務係  ☎ 0948-62-5723 

■ 帰国者・接触者相談センター 

（症状のある方の受診に関する相談） 

●福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 

☎ 0948-21-4972（平日 8時 30 分～17：15） 

●福岡県保健所夜間休日緊急連絡先 

☎ 092-471-0264（土、日、夜間） 

●福岡アジア医療サポートセンター（外国語での相談） 

☎ 092-286-9595 

https://www.inochinodenwa.org/soudan.php

